
ねん　　　くみ　　なまえ

いっしょに かんがえよう！
「こどもの けんり」のこと

しょうがくせい ていがくねんよう

こどもたちが　たいせつにされるまち、
こどもたちの わらいごえが、
たくさん きこえてくるまち、

そんな すてきなまちになることを ねがって
「みんなと いっぽずつ みらいに むかっていく
とういんちょう こどもの けんり じょうれい」

をつくりました。

このきまりは、みなさんが、
のびのびと げんきにそだっていけるようにするための

たいせつなやくそくです。



「こどものけんり」について べんきょうするまえに
ちょっと かんがえてみよう！

それでは、このあとのページをよんで、こたえをみつけよう！

○×クイズに
チャレンジ

１　とういんちょうの「こどものけんりじょうれい」では、
20さいまでのひとを「こども」ときめている

２　びょうきや、けがをしたときは、てあてをうけたり、
びょういんにつれていってもらえる。

３　すきなゲームや、おかしをほしいといえば、いつでも
かってもらうことができる。

４　かぞくは、こどものにっきをかってによんでもよい。

６　べんきょうをしないで、あそんでばかりいてもよい。

５　かぞくやともだちとのやくそくやきめごとをすこしく
らいまもらなくてもよい

７　こどもは、じぶんのおもいや、いけんをはっぴょうす
ることができる。

８　おとなは、こどものはなしをていねいにきかなければ
ならない。
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「こどものけんりじょうれい」の
だいじなかんがえかた

こどもは、
じぶんのことが

たいせつなのと おなじように、
ほかのひとのことも

たいせつにするようにします。

「けんり」があるからって、
なんでもしていいって
ことではないよね。
じぶんがされたら

いやなことは ほかのひとにも
しないよ。

こどもには、
いろいろな たいけんや、
けいけんを することが
ひつようです。

しあわせに いきるために
じぶんのおもいを
つたえたり、

いろいろなけいけんを
することも

だいじなんだね。

18さいより
ちいさなひとが
こどもです。

ひとりひとりの

こどもにあわせて、
たすけます。

きまりごとを
まもれる

じぶんでいようね。

こどもにとって、
よいことを
かんがえます。

2



　このじょうれいでは、こどもが いきいきとじぶんらしく ①せいちょうしていく
ために、たいせつなけんりを さだめています。おおきく6つにまとめています。

②そんちょう…たいせつにあつかう　③こせい…ひとやものをほかからくべつする、そのひとがもっているとくちょう
④のうりょく…ものごとをおこなうちから

①せいちょう…そだち、おおきくなっていくこと

あいされる けんり

まもられる けんり

じぶんらしく いきる けんり

だい4じょう　こどもには、まちぜんたいで つぎのことをすることにより、ひと
りのにんげんとして ②そんちょうされ、あいされるけんりがあります。

（1）　ありのままのじぶんを うけいれてもらうこと。
（2）　 じぶんのきもちやかんがえ、③こせいや④のうりょくがみとめられ、たい

せつにされること。

だい5じょう　こどもは、あんぜんで あんしんして いきていくために、つぎのこ
とが ⑤ほしょうされます。

（1）　いのちが まもられること。
（2）　あらゆるぼうりょくや はんざいから ⑥しんしんともに まもられること。
（3）　けんこうに せいかつができ、てきせつな⑦いりょうが うけられること。
（4）　あらゆる さべつを うけないこと。
（5）　あいじょうと りかいを もって ⑧はぐくまれること。
（6）　⑨へいわな ⑩かんきょうで せいかつできること。
（7）　⑪プライバシーや ⑫めいよが まもられること。

だい6じょう　こどもは、つぎのことを することができ、かつ、じぶんを たいせ
つにし、じぶんらしく いきるけんりがあります。

（1）　ありのままの じぶんに じしんをもって いきること。
（2）　はったつに おうじて、じぶんで じぶんのことを きめること。
（3）　ゆめや もくひょうに むかって チャレンジできること。

ひととして たいせつな「こどものけんり」

⑤ほしょう…きちんとやくそくがまもれること　⑥しんしん…こころとからだ　⑦いりょう…びょうきやけがをなおすこと
⑧はぐくまれる…たいせつにまもりそだてられること　⑨へいわ…あらそいごとがない、たのしくすごせる　⑩かんきょう…ばしょ
⑪プライバシー…じぶんのせいかつをたにんからじゃまされないこと　⑫めいよ…ほかのひとからすぐれているとたかくみとめられること
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⑬きゅうそく…からだやこころをやすめること　⑭しぜん…このよにあるすべてのものやひとがつくったものではないもの
⑮れきし…ひとなどのむかしからいままでのうつりかわり　⑯ぶんか…ちいきなどでつくり、うけつがれてきたこうどうやせいかつのようす
⑰げいじゅつ…ひとがつくりだすうつくしいさくひん　⑱したしむ…なれる

⑲こくせき…そのくにのこくみんとしてむすびつけるきずな　⑳ことなる…ほかとはちがうこと

㉑しゅたいてき…じぶんのかんがえなどでこうどうすること　㉒ひょうめい…はっきりといいあらわすこと
㉓いしけってい…あることにむかおうとこころにきめること

そだつ けんり

ともに いきる けんり

いけんを ひょうめいし、さんかするけんり

だい7じょう　こどもは、こどもらしく そだつために、つぎのことが ほしょうさ
れます。

（1）　あそび、まなび および ⑬きゅうそく すること。
（2）　 ⑭しぜん、⑮れきし、⑯ぶんか、⑰げいじゅつ および スポーツに ⑱したしむこと。
（3）　かていで しょくじや かいわなどの たのしいじかんを すごすこと。

だい8じょう　こどもは、つぎのことを することができ、かつ、ほかの ひとと 
ともに いきる けんりがあります。

（1）　 せいべつ、ねんれい、⑲こくせき、ぶんかなどが ⑳ことなる ひとたちと、
ふれあい、うけとめあい、そだちあい および なかまになるきかいが え
られること。

（2）　 こどもどうし または こどもと おとなが ささえあい、たすけあう かんけ
いが たいせつに されること。

だい9じょう　こどもは、じぶんに かんけいすることについて ㉑しゅたいてきに 
さんかするために、つぎのことが ほしょうされます。

（1）　 じぶんのいけんや かんがえを ㉒ひょうめいするきかいが あたえられること。
（2）　ひょうめいされた いけんや かんがえが そんちょうされること。
（3）　 はったつにおうじて、かつどうのきかいが よういされ、㉓いしけってい

に さんかすること。

《お家のみなさん、先生方へのお願い》
　上記の条文は、平仮名、片仮名表記にし
てありますが、文は、原文のままとなって
います。難語句等については、発達段階に
応じて、わかりやすく説明してあげてくだ
さい。

《1〜3ねんせいのみなさんへ》
　6つのたいせつなけんりはどうでしたか？
　むずかしいことばやよくわからないこともあったとおもい
ます。なにかもっとききたいな、しりたいなということがあ
るひとは、ぜひまわりのともだち、せんせい、かぞくなどに
はなしてみましょう。
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「こどものけんり」をたいせつにするための
おとなの やくわり

◦こどもの ねんれいや せい
ちょうにあった こそだてを
します。

◦ほかのひとのことも おもい
やることなど、おとなにな
るために たいせつなことを
おしえます。

◦こどもが、じぶんで か
んがえたり、こうどう
できることを たいせつ
にします。

◦いろいろな ひとたちと 
きょうりょくして、い
じめなどを ぼうししま
す。

◦だれもが あんしんして く
らせるように、あんぜんな 
①ちいきにします。

◦こどもが ちいきのことにさ
んかできるようにします。

◦こどもにたいして、おとな
からこえかけをします。

◦こどもが、じぶんの おもいをいえ
たり、さんかできるばを つくりま
す。

◦こまったときや つらいときに そう
だんできるところを つくります。

◦あいさつの とびかうまちづくりを
します。

◦こどもがちゅうしんとなって ぎょ
うじにとりくむばを つくります。

おうちでは…

がっこうなど…

ちいきでは…

まちでは…

①ちいき…じぶんがすんでいるところなど
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　「こどもの けんり」について どんなことを かんじましたか？

　みなさんは、ひとりひとりが たいせつです。おとなは、みなさんが しあわせに くらせるよ
うに、みなさんの けんりを まもって、ひとりひとりを たいせつに かんがえます。
　みなさんも、じぶんのことを たいせつにしてください。じぶんの かんがえや いけんをいっ
たり、いろいろなことに さんかすることも たいせつです。

　けんりは、だれにでも おなじように あります。じぶんのことだけを かんがえて こうどう
すると、ほかのひとが こまったり、かなしい おもいを したりすることも あるかもしれませ
ん。
　みなさんには、じぶんのことも たいせつにしながら、ほかのひとを おもいやって、おたが
いの けんりを たいせつに してほしいと おもいます。

　みなさんが、つらいときは、がまんしないで、あいてに「つらいよ」、「いやだよ」と つたえ
たり、かぞくや ともだち、そして、せんせいに たすけを もとめたり しましょう。

　じょうれいでは、11がつ20にちを「とういん こどもの けんり
の ひ」と きめました。
　このことには、こどものけんりのことを みんなで かんがえても
らう きっかけに してほしいという ねがいが こめられています。
　まいとし、このひの ぜんごに、がっこうなどでは、こどものけ
んりを みんなで かんがえたり、こどもがさんかできるぎょうじが
おこなわれるよていです。

とういん こどもの けんりの ひ

みなさんへ
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へんしゅう：とういんちょう
おといあわせさき：とういんちょう ふくしぶ こどもかていか（0594-86-2872）

いま、こまっている
ことがあるんだけど…。
だれかにそうだん

したいな…。

まずは…
　おうちのひとやせんせい、おともだちに
　そうだんして
　みましょう。

とういんちょうの そうだん まどぐち

とういんちょう いがいの そうだん まどぐち

○×クイズの
こたえ

「ちょうみんか」から「けんり ようご いいん」へおつなぎします。
でんわ：86-2806（でんわだいが かかります）

1→×、2→○、3→×、4→×、5→×、6→×、7→○、8→○

「たすけて！」がいえる　こども そうだん せんようでんわ　こどもほっとダイヤル
うけつけ：まいにち ごご1じからごご9じ
でんわ：0800-200-2555（でんわだいは かかりません）

なやみがあるとき こまったときは そうだんしよう

　おうちのひとや、せんせい、ともだちに そうだんしにくい、いいにくいと
おもうときは、ほかにもこんなところにそうだんできます。
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