


〜 ここは ワクワク王国 〜
ワクワク王国は たびたび 「コロナ」という わるものに 

こうげきを しかけられて います



ふはははは、おれの 名前は コロナ３世だ！



ふははは！

おれは こうげきした人の 体の中で 分身のじゅつで 数をふやせる。
こうげきされた人は せきをして まわりの人にも コロナを うつす

おれの 仲間に なるんだ！

ふははは！

ふははは！



ただし おれたち にも 弱点 が一つある。
それはおまえたちが持っているハートだ。



コロナ２世

コロナ２世はハートがふえて負けてしまった…
だが今の王国は ハートが少ないから おれが かってしまうな！

コロナ3世



皆のもの、聞いてくれ。

コロナ１世、コロナ２世
にひきつづき

今度はコロナ３世が
こうげきを しかけてきている。



コロナ３世に かつために
みんなで王国のハートを

ふやさねばならん！

コロナ2世とのたたかいで
かつやくした

ワクチンをおぼえておるか？



ワクチンを打つとハートを かくとく できる！

今回コロナ3世に たいおう する
あたらしい ワクチンを よういして、

皆にワクチンの せっしゅけん を送ったぞ。



わからないことがあれば
ワクチンを かいはつ した

「ワクチンはかせ」に聞くように。



ワクワク王国に住むまさしくんはワクワク学校の1年生。
毎朝、ゆうびんうけ を見に行くのがまさしくんの にっか です。



お、今日は はじめて 見るものがとどいているぞ！



あら、それは国王がおっしゃっていた ワクチンの せっしゅけんね！
まさしはワクチン打ちたいの？



ワクチン？せっしゅけん？ぼくには 何のことだか さっぱりだ。
学校の 友だちとも 話してみよう。



国王がワクチンについて分からないことがあれば
どんなことでもワクチンはかせに聞くようにっておっしゃっていたわ。



あれ、せっしゅけん になにか かいてあるぞ。
お、これはワクチンはかせの 住所じゃないか。



学校の近くだしあとで聞いてこよう。
いってきまーす！



ぼくは もう 2回 打ったよ！ 
それで ハートも ふえたんだ。

ねえねえ、ワクチン 打つの？



わたしは ワクチンの ちゅうしゃが いたいのが 
こわくて まだ 打ってないわ。

ねえねえ、ワクチン 打つの？



ぼくは 3回 打ったけど、ワクチンを 打った後に
ねつが 出たり 体が しんどく なったりしたよ。

ねえねえ、

ワクチン 打つの？



わたしは 前に 打って ハートを ひとつ もらったんだけど、
時間が たったから ハートが へってるわ。

ねえねえ、

ワクチン 打つの？



ぼくは 前コロナに こうげき されてしまったんだけど、
  ワクチンを 打っていたから すぐに 良くなったよ。

ねえねえ、ワクチン 打つの？



ぼくは もう3回 打ったよ。家族が コロナに こうげき さ
れて しまったから、ハートを ふやしたいんだ。

ねえねえ、ワクチン 打つの？



わたしは 打ちたいけど、お母さんはわたしに 打って 
ほしくない みたいなの。どうすれば いいかしら。

ねえねえ、

ワクチン 打つの？



ワクチンはかせの おうちだ！



ワクチン博士

わからないこと しつもん していい？

何について知りたいんじゃ？



？

ハートの しくみが わからないんだけどどういうこと？



ワクチンは打つたびにハートの数が ふえていくんじゃ。１回打ったら１個、２回打ったら
２個、３回打ったら３個。でも時間がたつとハートも少しずつ へっていくんじゃ。



ワクチンの ちゅうしゃ って いたいの？



いたいのが こわかったら ちゅうしゃを 打ってくれるお医者さんに伝えること！
お医者さんはこわさを やわらげる方法をたくさん知っているんじゃ。



ワクチンを打ったら どんなことが おきるの？



はれる
ねつ

これはハートをふやすためにワクチンがせいじょうに
はたらいておるからなんじゃ。

ほとんどの場合、これは数日でかいふくするから心配ない。



友だちの中にはせっかく打ったのにしばらくたつと
ハートがへっちゃった人がいるんだけど、これはどうして？



ワクチンはいつまでも こうかがつづくものでは ないんじゃ。
だから きかんが あくとハートが減ってしまうこともある。

それをおぎなうためにも何回もワクチンを打つようにと言われるんじゃ。



ワクチンもそれぞれの世代にたいおうして新しいものができるんじゃ。
いまの世代にたいおうしたワクチンを打ってハートをふやすことじゃな。

世代を
変えて



ワクチンを たくさん うっている 友だちが
コロナに こうげき されても すぐに よくなったって 言っていたよ？



ワクチンのこうか：
1．ねつや せきが 出にくくなる！　2．ひどくならずに なおる　

3. こうげきを うけにくくなったり、コロナの力を 弱められる！



じぶんの❤を ふやすことに こうかが あるのは わかったけど
ほかの人を 守るのに どうやく立つの？



❤は 1人1人だけでなく、国全体をも コロナから 守ってくれるのじゃ！



体の弱い 赤ちゃんの 妹を 守るために
ぼくは どうしたらいいの？



小さな子や 体が よわい人は ワクチンを うてなかったり、
こうげき されると 自分でなおせない ことも あるんじゃ。

うてる人が ❤をふやせば、そんな人たちも守り、国を守るのじゃ。



きみの妹を 守るためには、きみが ワクチンを うつことが 大切じゃ。
ワクチンをうつことで、きみが 妹を守る 大きなたてに なれる

かのうせいが あるんじゃよ。



わぁ！　ワクチンはかせ！　どうしちゃったの！？！



すまん すまん、つい こうふん してしまってのぉ。



ワクチンはかせ、ありがとう！
ワクチンを うつかどうか、ぼくが きめていいの？



もちろんじゃ。大人たちに 聞いたりして、
ワクチンのことを ちゃんと知った上で きめるのじゃよ。



ワクチンはかせの おかげで、ワクチンについて いろいろ知れたよ！
ぼく、妹を守るためにも、うつことにするよ！



うむ。けっ心がついたようで なによりじゃ。
ただし！ワクチンをうっても、マスクや 手あらいは わすれるでないぞ！



ぼく、ワクチン打ちたい！

なんでワクチンを打とうと思ったの？



ワクチンを打ったら妹を守ることにもなるんだって！ 



打ったところがいたいのは ワクチンがしっかり 
はたらいてるからなんだって。 

ハートが 一つ ふえてる！ 



まさしが また一つ成長したみたいで嬉しいわ。 
これは まさしへの プレゼントよ。 

わーい！ハートの ひょうしょうじょう だ！ 



ワクワク王国のハートは 少しずつ ふえていって、
ハートで いっぱいに なりました



ハートが ふえて コロナ３世は にげていったようだ！

おしまい



かんしゅう　ひょうごけんりつ　　　　　　びょういん　　かんせんしょうないか　　  かさい　まさし　　　　
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