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                                                  西京極保育園 

                                                  ℡．３１１－２５１６ 

 

 ２０２０年度 保育目標  
『かんがえてみよう・やってみよう』 
 ５ 月 の 目 標  
『すきなあそびをたのしもう』 

 今月のことば  

 

西京極の駅前の色鮮やかなツツジやサツキが、こぼれんばかりの微笑と鮮やかさを見せ

てくれる季節となりました。 

私達が生きているこの時代に、想像もできない出来事が世界中を巻き込んで、日々恐怖と

戦い続けている 2020年度の新学期の始まりでした。 

ハッキリとした解決が見つからないまま一か月が過ぎました。 

この間、家庭保育のご協力も含めて、本当に沢山のご理解ご協力をありがとうございます。 

特に今年度より新しく仲間になられた保護者の皆様や子ども達は例年とは違う保育のス

タートになり、ご心配なことも多いかと存じます。 

書きたいこと、伝えたいことは山のようにあります。あれもこれも、いっぱい！ 

子育ての事、子どもの可愛さ、保育園の楽しさ、働きながら子育てをするという事、 

親の心、子どもの気持、教育って？、乳幼児期って？あれは？これは？ 

しかし、どの全ての事も  命 に 勝るものはないと。何が一番大切なのか？と。 

だからこそ、保育園の役割や重要性、やるべきこととは、何なのか？と。 

改めて、一年をかけてこの園だより、クラスだより、給食だより、隔月の保健だより… 

等々に書いていきたいと思います。ホームページ、引き続き YouTubeも含めて皆様と共に

考え、話合って、今年度の西京極保育園を作っていきたいと思います。 

 

一貫して流れているテーマ、コンセプトは ≪法人の理念≫ という言葉に置き換えられ

ると思います。 

 

・子ども 時代を子どもらしく 

・わたしはわたし みんなの中のわたし 

・楽しくなくっちゃ保育園じゃない 

 

 

≪保育目標の中でも≫ 

・自分でよく考える 

・先ずはやってみる 

・主体的な学びや共同的なあそびや関係性 

・相手の立場になる 

・創造的な人間像 

・社会に貢献できる市民に育つ 

 

まさに今求められている姿、時代が必要としている人の姿そのものです。 

この一年を楽しみましょう、みんなでより良い一年としましょう、 

それは必ず出来ます、皆様と共に！ 

 

今回の件が、いつ、どのような形で終息に向いていくのかはまだまだわかりませんが、確

実に今まで見えなかったこと、考えなかったこと、やってこなかったこと…等々を見直す、

考え直すきっかけにはきっとなるでしょう。働き方、家庭の姿、子育ての在り方、社会の

変化、自然界との調和、個人の自由と権利、リーダーの意義と存在、目指すべき共生社会

とは？それは、勿論ウイルスも含めて。 

 

今月号はこの間、新型コロナウイルスに関して様々な文章や論文、ニュースが出ています。 

何点かを資料として添付いたします。お時間のある時に是非お読みください。 

皆様と元気でお会いできる時を楽しみにしています。 

 

今月号は、ホームページのみの掲載とします。 

又、隔月奇数月発行の保健だよりはお休みします。 
どちらも、ご了承ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     
裏面に続きます→ 

～こどものえほん～ 

『たまごのあかちゃん』 

かんざわとしこ・ぶん 

やぎゅうげんいちろう・え 



お知らせとお願い 
 
◎ 登降園時の門（北門）は安全上の為、おおよそ午前 10 時～午後 2 時 45 分

頃まで、閉まっています。開かない時はお子様のクラスとお名前をインタ
ーホンでお伝えください。 

 
◎ お休み、遅刻などの電話は朝 8時半～9時半の間にお願いします。 
  （離乳食のお子様は 9時までにお願いします） 
   又、送信メール（朝 5時～9時半）もご使用下さい。 
 
◎ 役所に申請をする書類の提出は（認定変更・時間変更等）前月の 20 日迄に

保育園に持って来て下さい。 
 

◎ 5 月 22 日（金）の保護者会総会は書面評決となります。ご理解、ご協力を
お願いします。 

 
◎ 西京極保育園は京都市保育園連盟の巡回訪問を受けています。お子様のこと

で、悩み、心配がある方はご相談下さい。 

 

◎ 毎月様々な避難訓練（生存訓練）の取り組みをしています。送迎時に訓練が
ある場合速やかにご協力下さい。 

 
◎ 兄弟児のいるご家庭の配布物は、下のお子様のクラスで配布しますのでよろしく
お願い致します。 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

☆5月生まれのお友達、お誕生日おめでとうございます！ 
 
 
 
 

日 曜 行 事 予 定  

１日 金   

２日 土  

３日 日 憲法記念日（休園） 

４日 月 みどりの日（休園） 

５日 火 こどもの日（休園） 

６日 水 振替休日（休園） 

７日 木  

 

 
８日 金  

     ９日 土  

１０日 日 母の日 

１１日 月  

１２日 火  

１３日 水  

１４日 木 お弁当の日       （・ひまわり遠足 → 秋以降に延期予定 ） 

 １５日 金  

 １６日 土  

１７日 日  

１８日 月

区 
  

１９日 火

区 
 

２０日 水

区 

 

 ２１日 木

区 
 

２２日 金 月刊誌持ち帰り日     （・保護者会総会 → 書面決議 ） 

 ２３日 土 お弁当の日        （・幼児親子遠足 → 中止 ） 

２４日 日  

２５日 月 

 
 

２６日 火  

２７日 水  

２８日 木  

 ２９日 金  
３０日 土  

 ３１日 日  

 

今月の MFT 

『プチライブラリー』 



＜林フーゼル美佳子氏のホームぺージより引用＞ 

コロナウイルス対策についてのメルケル独

首相の演説全文 

最終更新: 4 月 17 日 

コロナウイルス対策としてさまざまな個人の行動を大幅に制限する厳しい措置が取られることになっ

たため、昨日（2020 年 3 月 18 日）メルケル独首相は国民に理解と協力を求める演説をしました。 

演説全文を掲載していたのは翻訳時点では Kölner Stadt-Anzeiger "Merkels Corona-Ansprache 

im Wortlaut „Nur Abstand ist der Ausdruck von Fürsorge" のみで、首相公式サイトには掲載されて

いませんでした。 

（2020/03/20 更新、ようやく首相公式サイトで演説全文のテキストが公開されました。興味のある方

はこちらをご覧ください） 

（2020/03/21 更新、原文の文法的解説を作成しました。B（中級）レベル向けです。興味のある方は

こちらをご覧ください） 

 

この演説全文をざっとですが日本語訳しました。 

（2020/04/16 更新、翻訳文を若干修正しました。） 

【試訳】 

親愛なるドイツにお住いの皆様*、  

コロナウイルスは現在わが国の生活を劇的に変化させています。私たちが考える日常や公的生活、

社会的な付き合い ― こうしたものすべてがかつてないほど試されています。 

何百万人という方々が出勤できず、子どもたちは学校あるいはまた保育所に行けず、劇場や映画館

やお店は閉まっています。 

そして何よりも困難なことはおそらく、いつもなら当たり前の触れ合いがなくなっているということでし

ょう。もちろんこのような状況で私たちはみな、これからどうなるのか疑問や心配事でいっぱいです。 

私は今日このような通常とは違った（TV 演説という）方法で皆様に話しかけています。 

それは、この状況で連邦首相としての私を、そして連邦政府の同僚たちを何が導いているのかを皆

様にお伝えしたいからです。 

開かれた民主主義に必要なことは、私たちが政治的決断を透明にし、説明すること、私たちの行動

の根拠をできる限り示して、それを伝達することで、理解を得られるようにすることです。 

もし、ドイツにお住まいの皆さんがこの課題を自分の課題として理解すれば、私たちはこれを乗り越

えられると固く信じています。このため次のことを言わせてください。 

事態は深刻です。 

あなたも真剣に考えてください。 

東西ドイツ統一以来、いいえ、第二次世界大戦以来、これほど市民による一致団結した行動が重要

になるような事態がわが国に降りかかってきたことはありませんでした。 

私はここで、現在のエピデミック（伝染病）の状況、連邦政府および各省庁がわが国のすべての人を

守り、経済的、社会的、文化的な損害を押さえるための様々な措置を説明したいと思います。しかし、

私は、あなたがた一人一人が必要とされている理由と、一人一人がどのような貢献をできるかにつ

いてもお伝えしたいと思います。 

エピデミックについてですが、私がここで言うことはすべて、連邦政府とロバート・コッホ研究所の専

門家やその他の学者およびウイルス学者との継続審議から得られた所見です。世界中で懸命に研

究が進められてはいますが、コロナウイルスに対する治療法もワクチンもまだありません。 

この状況が続く限り、唯一できることは、ウイルスの拡散スピードを緩和し、数か月にわたって引き延

ばすことで時間を稼ぐことです。 

これが私たちのすべての行動の指針です。それは、研究者がクスリとワクチンを開発するための時

間です。また、発症した人ができる限りベストな条件で治療を受けられるようにするための時間でも

あります。 

ドイツは素晴らしい医療システムを持っています。もしかしたら世界最高のシステムのひとつかもし

れません。そのことが私たちに希望を与えています。 

しかし、わが国の病院も、コロナ感染の症状がひどい患者が短期間に多数入院してきたとしたら、完

全に許容量を超えて（医療崩壊して）しまうことでしょう。 

 

https://www.ksta.de/politik/merkels-corona-ansprache-im-wortlaut--nur-abstand-ist-der-ausdruck-von-fuersorge--36435620
https://www.ksta.de/politik/merkels-corona-ansprache-im-wortlaut--nur-abstand-ist-der-ausdruck-von-fuersorge--36435620
https://www.bundeskanzlerin.de/bkin-de/aktuelles/fernsehansprache-von-bundeskanzlerin-angela-merkel-1732134
https://www.mikako-deutschservice.com/post/%E3%83%A1%E3%83%AB%E3%82%B1%E3%83%AB%E9%A6%96%E7%9B%B8%E3%81%AE%E3%82%B3%E3%83%AD%E3%83%8A%E3%82%A6%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%82%B9%E5%AF%BE%E7%AD%96tv%E6%BC%94%E8%AA%AC%E5%85%A8%E6%96%87%E3%81%AE%E6%96%87%E6%B3%95%E8%A7%A3%E8%AA%AC


これは統計の抽象的な数字だけの話ではありません。お父さんであり、おじいさんであり、お母さん

であり、おばあさんであり、パートナーであり、要するに生きた人たちの話です。そして私たちは、ど

の命も、どの人も重要とする共同体です。 

私は、この機会にまず、医師として、または介護サービスやその他の機能でわが国の病院を始めと

する医療施設で働いているすべての方々に言葉を贈りたいと思います。 

あなた方は、私たちのためにこの戦いの最前線に立っています。あなた方は最初に病人を、そして、

感染の経過が場合によってどれだけ重篤なものかを目の当たりにしています。 

そして毎日改めて仕事に向かい、人のために尽くしています。あなた方の仕事は偉大です。そのこと

に私は心から感謝します。 

 

今、重要なのは、ドイツ国内のウイルスの拡散スピードを緩やかにすることです。そして、その際、こ

れが重要ですが、1 つのことに賭けなければなりません。それは、公的生活を可能な限り制限するこ

とです。もちろん理性と判断力を持ってです。国は引き続き機能し、もちろん供給も引き続き確保さ

れることになるからです。私たちはできる限り多くの経済活動を維持するつもりです。 

しかし、人を危険にさらす可能性のあるものすべて、個人を、また共同体を脅かす可能性のあるもの

すべてを、今、減らす必要があります。人から人への感染リスクを可能な限り抑える必要があるので

す。 

今でもすでに制限が劇的であることは承知しています。イベント、見本市、コンサートは中止、とりあ

えず学校も大学も保育所も閉鎖され、遊び場でのお遊びも禁止です。 

連邦政府と各州が合意した閉鎖措置が、私たちの生活に、そして民主主義的な自己認識にどれだ

け厳しく介入するか、私は承知しています。 

わが連邦共和国ではこうした制限はいまだかつてありませんでした。 

 

私は保証します。旅行および移動の自由が苦労して勝ち取った権利であることを実感している私の

ようなものにとっては、このような制限は絶対的に必要な場合のみ正当化されるものです。そうした

ことは民主主義社会において決して軽々しく、一時的であっても決められるべきではありません。し

かし、それは今、命を救うために不可欠なのです。 

このため、国境検査の厳格化と重要な隣国数か国への入国制限令が今週初めから発効していま

す。  

経済全体にとって、大企業も中小企業も、商店やレストラン、フリーランサーにとっても同様に、今は

非常に困難な状況です。 

今後何週間かは、いっそう困難になるでしょう。 

私は皆様に約束します。連邦政府は、経済的影響を緩和し、特に雇用を守るために可能なことをす

べて行います。 

わが国の経営者も被雇用者もこの難しい試練を乗り越えられるよう、連邦政府は、必要なものをす

べて投入する能力があり、またそれを実行に移す予定です。  

また、皆様は、食料品供給が常時確保されること、たとえ 1 日棚が空になったとしても補充されると

いうことを信じて安心してください。 

スーパーに行くすべての方にお伝えしたいのですが、備蓄は意味があります。ちなみにそれはいつ

でも意味のあるものでした。けれども限度をわきまえてください。何かがもう二度と入手できないかの

ような買い占めは無意味ですし、つまるところ完全に連帯意識に欠けた行動です。 

ここで、普段滅多に感謝されることのない方たちにもお礼を言わせてください。 

このような状況下で日々スーパーのレジに座っている方、商品棚を補充している方は、現在ある中

でも最も困難な仕事のひとつを担っています。同じ国に住む皆様のために尽力し、言葉通りの意味

でお店の営業を維持してくださりありがとうございます。 

 

さて、今日、私にとって最も緊急性の高いものについて申し上げます。 

私たちがウイルスの速すぎる拡散を阻止する効果的な手段を投入しなければ、あらゆる国の施策

が無駄になってしまうでしょう。 

その手段とは、私たち自身です。私たちの誰もが同じようにウイルスにかかる可能性があるように、

今、誰もが皆協力する必要があります。 

まず第一の協力は、今日何が重要なのかについて真剣に考えることです。パニックに陥らず、しかし、

自分にはあまり関係がないなどと一瞬たりとも考えないことです。 

不要な人など誰もいません。私たち全員の力が必要なのです。 

 



私たちがどれだけ脆弱であるか、どれだけ他の人の思いやりのある行動に依存しているか、それを

エピデミックは私たちに教えます。また、それはつまり、どれだけ私たちが力を合わせて行動すること

で自分たち自身を守り、お互いに力づけることができるかということでもあります。 

一人一人の行動が大切なのです。私たちは、ウイルスの拡散をただ受け入れるしかない運命である

わけではありません。私たちには対抗策があります。つまり、思いやりからお互いに距離を取ること

です。 

 

ウィルス学者の助言は明確です。握手はもうしない、頻繁によく手を洗う、最低でも 1.5 メートル人と

の距離を取る、特にお年寄りは感染の危険性が高いのでほとんど接触しないのがベスト、ということ

です。 

こうした要求がどれだけ難しいことであるか、私は承知しています。緊急事態の時こそお互いに近く

にいたいと思うものです。私たちは、好意というものを身体的な近さやスキンシップとして理解してい

ます。けれども、残念ながら現在は、その逆が正しいのです。これはみんなが本当に理解しなけれ

ばなりません。今は、距離だけが思いやりの表現なのです。 

よかれと思ってする訪問や、不必要な旅行、こうしたことすべてが感染拡大を意味することがあるた

め、現在は本当に控えるべきです。専門家がこう言うのには理由があります。おじいちゃんおばあち

ゃんと孫は今一緒にいてはいけない、と。 

 

不必要な接触を避けることで、病院で日々増え続ける感染者の世話をしているすべての方々を助け

ることになります。 

こうして命を救うのです。 

多くの人にとってこれはきついことでしょう。誰一人孤立させないこと、声かけと希望が必要な方たち

の世話をすることも重要になってきます。私たちは家族として、また社会として別の相互扶助の形を

見つけるでしょう。 

今でもすでに、ウイルスとその社会的影響に対抗する創造的な形態が出てきています。今でもすで

に、おじいちゃんおばあちゃんがさみしくないようにポッドキャストをするお孫さんたちがいます。 

私たちは皆、好意と友情を示す別の方法を見つけなければなりません。スカイプや電話、イーメール、

あるいはまた手紙を書くなど。郵便はまだ配達されているのですから。 

自分で買い物に行けないお年寄りのための近所の助け合いの素晴らしい例も今話題になっていま

す。まだまだ多くの可能性があると私は確信しています。私たちがお互いに一人にさせないことを社

会として示すことになるでしょう。 

 

皆様にお願いします。今後有効となる規則を遵守してください。私たちは政府として、何が修正でき

るか、また、何がまだ必要なのかを常に新たに審議します。 

状況は刻々と変わりますし、私たちはその中で学習能力を維持し、いつでも考え直し、他の手段で

対応できるようにします。そうなればそれもご説明します。このため、皆様にお願いします。噂を信じ

ないでください。公的機関による発表のみを信じてください。発表内容は多くの言語にも翻訳されま

す。 

 

私たちは民主主義社会です。私たちは強制ではなく、知識の共有と協力によって生きています。これ

は歴史的な課題であり、力を合わせることでしか乗り越えられません。 

私たちがこの危機を乗り越えられるということには、私はまったく疑いを持っていません。けれども、

犠牲者が何人出るのか。どれだけ多くの愛する人たちを亡くすことになるのか。それは大部分私た

ち自身にかかっています。私たちは今、一致団結して対処できます。現在の制限を受け止め、お互

いに協力し合うことができます。 

 

この状況は深刻であり、まだ見通しが立っていません。 それはつまり、一人一人がどれだけきちん

と規則を守って実行に移すかということにも事態が左右されるということです。 

たとえ今まで一度もこのようなことを経験したことがなくても、私たちは、思いやりを持って理性的に

行動し、それによって命を救うことを示さなければなりません。それは、一人一人例外なく、つまり私

たち全員にかかっているのです。 

皆様、ご自愛ください、そして愛する人たちを守ってください。ありがとうございました。 

【試訳終了】 

 

日本語の表現としていまいちなところもあるかもしれませんが、スピードを重視した結果ですので、

目をつぶっていただけたらと思います。 

 



*Liebe Mitbürger, liebe Mitbürgerinnen という呼びかけは、字義通りには「親愛なる男性の共に暮ら

す市民、親愛なる女性の共に暮らす市民」を意味しますが、それを自然な日本語に表現することは

難しく、「親愛なる市民の皆さま」が近いとはいえ、一国の首相が「市民」に呼び掛けるのは日本人に

はやはり奇異に響くのではないかと思い、「国民の皆様」を訳語として選択しました。日本語としての

「普通さ」を優先させた結果です。 

2020/04/16、「ドイツにお住いの皆様」と修正しました。すでにいろいろなところに引用・転載された

後ではありますが、やはり、より良い訳を思いついたらそのまま放置することができなかったので修

正することにしました。 



 
京都新聞 4 月 26 日・27 日の記事より

抜粋 


