
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

えらんで おすと
まえの はなしが
みれるよ
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これまでの はなし は

よんで くれたかな？

きょうは みっつめの はなしを

するよ★

https://www.city.hirakata.osaka.jp/cmsfiles/contents/0000035/35863/1.jyoureinitsuite1-2.pdf
https://www.city.hirakata.osaka.jp/cmsfiles/contents/0000035/35863/2.kodomonokenri1-2.pdf


３. みんなに しっていてほしいこと
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こどもを まもる じょうれい では、

こどもが えがおで げんきに おおきくなる ために

たいせつな ５つのこと を きめて いるよ。

その ５つの ことは みんなに しっていてほしい

こと だから、 おはなし するね。
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１ じぶんの けんりは たいせつで

まもられるもの であること

みんなが たいせつな けんりを もっている

ということは まえに はなしたよね。

あなたの けんりが まもられること、

おぼえていてね。
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じぶんの きもちを つたえたり

そうだん したり すること

いやなとき は 「いや」 と いったり、

じぶんの かんがえていること や きもち

を いうこと は たいせつなことだよ。

こまったときに そうだん することも

たいせつ だよ。

２
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じぶんを たいせつに すること

ひとりひとり、 みんな

たいせつなひと なんだよ。

じぶんのことを たいせつに してね。

３
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ほかの ひとを

たいせつにすること

じぶんを たいせつに するのと

おなじように、 ほかの ひとも

たいせつに しようね。

４



8

じぶんで かんがえて

こうどうする ちからを つけること

いろんなことを やってみて、

じぶんで かんがえて、 そうするのか

しないのか、 どうしたいのか を

じぶんで きめることが たいせつ なんだ。
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9

じぶんで かんがえて こうどう できるように

なること は、 ひとりで なんでも しないと

いけない ということでは ないんだよ。

じぶんで かんがえて、 だれかに たすけてほしい

ときは たすけて って いうことも たいせつ なんだ。

じぶんの きもちを だいじに してね。
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いま おはなしした この ５つのことが

みんなが えがおで げんきに せいちょう

していくために たいせつなこと だから

おぼええておいてね。

次のページもみてね
つぎ



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、 こどもを まもるために

おとなが してくれること について

はなしを するね。

つぎが さいごの おはなし だよ。

よんでねー！
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