
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
いままでの はなしが

みられるよ
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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 よっつめの

おはなしを 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
https://www.city.hirakata.osaka.jp/cmsfiles/contents/0000035/35863/3.minnnanishittehoshiikoto1-2.pdf


４. おとなが してくれること
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あなたの まわりには たくさんの おとなが いるよね。

それぞれが こどもを まもるために どんなことを

してくれるのか おはなし するね。



だれが どんなことを してくれるのかな？

おおきく わけると

５しゅるい あるね♪
おうちのひと

ちいきのひと

がっこうの

せんせい

ひらかたし

かいしゃ や

おみせ



おうちのひと
おうちのひとは、こどもが あんしんして

せいかつできるように するよ。

あなたが おおきくなるのに あわせて、

いろんなことが できるように おうえん

したり、 ささえたり するよ。



ちいきのひと
ちいきのひとは、 こどもが あんしん

して せいかつできる まちづくり を

するよ。 だから、 あなたに あいさつ

をしたり、 みまもったり してくれる

ひとが いるんだね。



がっこうの

せんせい

がっこうは、こどもが おおきくなる

ために とても たいせつなところだよ。

こどもの あんぜんを まもって、

あなたが なにか こまっていたら

はなしをきいたり たすけたりするんだ。

だから、 こまっていたり しんどいことが

あったら 「たすけて」 と いってみてね。



そうなんだ～

かいしゃ や

おみせ

かいしゃ や おみせ は こどもが

あんしんして すごせるまちに するために、

こどもを そだてるひとや ちいきのひとの

たすけになることを するよ。

はたらくひとが こどもと いっしょに

いられる じかんを つくることも

かいしゃ や おみせ の しごと なんだ。



つたえることは
だいじなこと なんだね

ひらかたし

ぼくが いま こうやって おはなし

しているのはね、 おとなみんなで

こどもをまもる まちに なるように

つたえていくことが ぼくのしごと

だからなんだ。

みんなで ちからを あわせて こどもを

まもるために できることを していくよ。
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それぞれ おとな みんなが

こどものことを かんがえていくんだね

そうだよ。 ぼくのゆめは、 おとな みんなが

ちからを あわせて、 こどものことを いちばんに

おもって まもっていくこと なんだ。

それが できれば、 こどもが えがおで

おおきくなれるまちに なると おもう。
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ぼくたち こどもに できることは ある？

じぶんのことも、 ほかのひとのことも

たいせつにしてね。

そして、じぶんの きもちを いったり、

じぶんは どうしたいのか かんがえて

きめていく ちからを つけていこうね。

こまったときは だれかに こまっている

ことを つたえてね。

さいごまで よんでね



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
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つぎの ページも みてね
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さいごまで よんでくれて ありがとう！

みんなが えがおで げんきに すごせるように、

いつも おうえん しているよ。

こどもをまもるじょうれいは とても たいせつなこと

なので おぼえておいてね


