
こどもを まもる じょうれい

ひらかたしに、
「こどもを まもる じょうれい」 が できたよ！

ぼくと いっしょに 「こどもを まもる じょうれい」
について べんきょう しよう♪

ひらかたし
ひこぼしくん

小学１・２年生
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１. こどもを まもる じょうれい ってなに？

２. こどもの けんり って？

３. みんなに しっていてほしいこと

４. おとなが してくれること

ひとつめの はなし は

よんで くれたかな？

きょうは ふたつめの

はなし を するよ★

ここを おすと
まえの はなしが
みれるよ
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https://www.city.hirakata.osaka.jp/cmsfiles/contents/0000035/35863/1.jyoureinitsuite1-2.pdf


こんかいは、ぼくも あなたも

みんなが もっている

こどもの けんり について

おはなし していくよ～♪

２. こどもの けんり って？
小学１・２年生
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にほん にも、 「じどうふくしほう」 という

ほうりつ が あって、 こどもが しあわせに

いきるために こどもをまもる やくそく を しているよ。

せかいには、

「じどうの けんり にかんする じょうやく」 といって、

こどもが しあわせに いきるための やくそく が あるよ。

みんなは、こどもにも けんり がある

って しっているかな？
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こどもの けんり って

どんな けんり が

あるのかなぁ？

「けんり」は、「○○できること」や「○○しなくていいこと

（されないこと）」のことだよ。
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こどもの けんり は、 いっぱい あるんだけど

おおきく ４ しゅるい に わけられる と

いわれているよ。

みんなは どんな けんり を

もっている って おもう？

おもいつくもの を いってみよう

なにがある
かな～

こどもの けんり
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① いきる けんり

あったかい おふとんで

あんしんして

ねむる ことが できる

おなか が すいたら

ごはん を たべる

ことが できる

すべての こどもは

いのち を まもられ、

いきること が できるよ。

たとえば・・・

けが や びょうき を

したら びょういん

で みてもらえる
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② そだつ けんり

ともだち と げんき に

あそぶこと が できる

がっこう で いろんなこと

を まなぶこと が できる

すべての こどもは、

もってうまれた ちから を

のばしながら せいちょう

すること が できるよ。

たとえば・・・
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③ まもられる けんり
たとえば・・・

むりやり

はたらかされない

すべての こどもは、

いろんなことから まもられる

ことに なっているよ。

ぼうりょく や

さべつ から

まもられる

✖まやく などの

わるいくすり から

まもられる
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④ さんかする けんり

じゆうに かんがえたり

しんじたりすることが

できる

じぶんの きもちを

いうこと が できる

いろんなことを

しることが

できる

すべての こどもは、

じゆうにしゃべったり

あつまりに さんかしたり

することが できるよ。

たとえば・・・
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みんなには たくさんの だいじな けんり

が あるって ことが わかったかな？

こどもの けんり
そっか～

じどうの けんり にかんする

じょうやく は ５４こ の

やくそく で できているんだよ
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たいせつな けんりを もっている みんなは、

ほんとうに たいせつな そんざい なんだね。

そうだよ。 だから、

じぶんのことを たいせつに しようね。

そして、 ほかのひと にも おなじように

たいせつな けんり がある ということ を

わすれないで。 まわりの ひと や おともだち

の こともたいせつに しようね。
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こまったときは そうだん しよう

つぎの ページで しょうかい するよ

じぶんの きもちを つたえること

が できる というのも、 こどもの

けんり だよ。 こまったとき、なやんだ

とき、しんどいとき、いやなことがあったとき

には、 がまん しないで おしえてね。

ちかくのひとに そうだん できない ときは、

いつでも そうだん できる ばしょ があるよ。
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子どもの育ち見守りセンター
となとな

📞 ０５０－７１０２－３２２１

げつようび から きんようび まで （しゅくじつ は やすみ）

９：００～１７：３０

おうちのこと、 ともだちのこと、 がっこうのこと、じぶんのこと、

なんでもいいので、なやんでいることや こまっていることが

あれば いつでも でんわを してね。

ひとりじゃないよ。でんわ、まってるね。

こ そだ みまも

つづく

くじ ごじさんじゅっぷん
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子どもの笑顔守るコール
いじめホットライン

📞 ０７２－８０９－７８６７

げつようび から きんようび まで （しゅくじつ は やすみ）

９：００～１７：0０

いじめの ことなどに ついて

なやんでいるときや こまっているとき

いつでも でんわしてね。

こ えがお まも

つづく

くじ ごじ
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２４時間相談受付ダイヤル

📞 ０120－7285－25

こども せんようの でんわばんごう です。

あさでも ひるでも よるおそくでも なんじでも かけていいですよ。

なやんでいるときや こまっているとき いやなことが

あったときなど いつでも でんわを してね。

いつでも みまもって いるよ。

なにわっこ にっこり

じかん そうだん うけつけ

つぎの ページも みてね
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つぎは、 こどもの みんなに しっていてほしいこと

について はなし を するね。

だいじな はなし だから かならず よんでね♪
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