
   
あがり 

            こころ     からだ      じんけん 

みんなの心と身体は人権に 
まも 

守られていましたか？ 
            ひと    じんけん 

すべての人の人権をみんなで 
まも 

守っていきましょう。          あんしん 

第３条 安心なくらし 
                 あぶ 

＊ こわいな、危ないなと 
     おも 

 思ったことはありますか？ 

                   す 

第１３条 どこに住んでもいいよ 
             じぶん   くに   えら 

第１５条 自分の国は選べるよ 
    す                 くに 

＊住んでみたい国はありますか？ 

 
               じぶん    せいちょう 

第２２条 自分を成長させる 
    いま    がんば 

＊ 今、頑張っていること、これ 
           がんば 

 から頑張ってみたいことは 

 ありますか？ 

           あんしん     はたら 

第２３条 安心して働く 
    しょうらい             しごと 

＊将来やりたい仕事はありますか？ 

              きけん    くに      に 

第１４条 危険な国から逃げる 
     へいわ      くに               くに 

＊ 平和な国ってどんな国だと 
     おも 

 思いますか？ 

 
 
              こころ    からだ   まも 

第２５条 心や身体を守る 
                 げんき     もと    おし 

＊ あなたの元気の素を教えて 

 ください。 

 
 
           やす          たいせつ 

第２４条 休むことも大切 
  やす       ひ     なに 

＊ 休みの日は何をして 

 いますか？ 

 

              

      
             たの        も 

第２７条 楽しみを持つ 
     す 

＊ 好きなアニメ、アイドル、 

 スポーツはありますか？ 

 

 

第１８条 
おも         しん             じゆう 

思うこと、信じることは自由 
  ことし     はつ              い 

＊今年、初もうでに行きましたか？ 

 
 
             なかま   あつ     じゆう 

第２０条 仲間と集まる自由 
          しょう             かつどう    なら   ごと 

＊ スポ少やクラブ活動、習い事 

 をしていますか？ 

 
        だれ     たいせつ 

第１条 誰もが大切 
         ひと       たいせつ 

第６条 人として大切にされる 
                     しあわ 

＊どんなときが幸せですか？ 

 
 

第１１条 
つか         はんにん 

捕まっても犯人じゃないかも 
                  み 

＊ ネットニュースを見ますか？ 
      しん               ほう 

 信じてしまう方ですか？ 

     ふりだし 
じんけん    まも 

人権が守られていることでできる 

ことは、どんなことでしょうか？ 
          かんが 

みんなで考えてみましょう。 

                  さべつ 

第２条 差別はダメ！ 
         ほうりつ           びょうどう 

第７条 法律はみんなに平等 
      さべつ                 りゆう 

＊ 差別してもよい理由はありません。 
  ほうりつ    だれ       びょうどう 

 法律は誰にも平等です。 

 

第２１条 
  せいじか             えら 

政治家はみんなで選ぶ 
  じぶん     くに 

＊ 自分の国のこと、みんなで 
 かんが 

 考えよう。 

 

 

 
         わたし  たいせつ            たいせつ 

２９条 私も大切 あなたも大切 
           ひと   しあわ    うば    けんり   だれ 

３０条 人の幸せを奪う権利は誰にもない 
     なに   しあわ          ひとり          ちが             く       かた 

＊ 何が幸せかは一人ひとり違います。暮らし方 
        ちが                 しあわ                     きず 

 も違います。その幸せをこわしたり傷つける 
                だれ       ゆる                   じぶん     おな 

 ことは、誰にも許されません。自分と同じよう 
        まわ      ひと   しあわ      たいせつ 

 に周りの人の幸せを大切にしましょう。 
                 ひと    たいせつ    そんざい 

 すべての人が大切な存在です。 

  

          わたし  わたし 

第４条 私は私のもの 
          ぼうりょく 

第５条 暴力はいや！ 
     ひと    だれ                                こころ    からだ      じぶん 

＊ 人は誰のものでもありません。心も身体も自分のものです。 
     む  り       はたら                 だれ          ぼうりょく     う        しはい 

 無理やり働かされたり、誰からも暴力を受けて支配されたり 

 することはありません。 
 

     
         さいばんしょ    たす      もと 

第８条 裁判所に助けを求められる 
         ほうりつ    まも 

第９条 法律を守って       
            さいばん   こうへい 

第１０条 裁判は公平に  
     じんけん     まも                  とき       さいばんしょ 

＊ 人権が守られていない時は、裁判所 
        たす       もと 

 に助けを求めることができます。 

 
 

第１２条 
わたし   たいせつ         はな 

私の大切なことは話さないで 
     だれ                    はなし 

＊ 誰かのないしょの話。 
   かって     ひと    はな 

 勝手に人に話してはいけません。 

  

  

第２８条 
 じんけん   たいせつ       しゃかい 

人権を大切にする社会をつくる 
                    あんしん    じしん    じゆう           しゃかい 

＊ みんなで、安心・自信・自由のある社会 
                 どりょく 

 をつくる努力をしましょう。 

   

 
           あんしん      べんきょう 

第２６条 安心して勉強する 
                  あんしん       べんきょう 

＊ みんなが安心して勉強できる 
     がっこう                  ちから    つく 

 学校を、みんなの力で作り 

 ましょう。 

           

第１９条       
 し    かた   つた   かた    じゆう 

知り方・伝え方は自由 
   こ              じぶん      いけん 

＊ 子どもでも自分の意見を 
   い         かま 

 言っても構いません。 
   おとな     こ          かんが      たいせつ 

 大人は子どもの考えも大切 

 にしなければいけません。 

           たいせつ    ざいさん 

第１７条 大切な財産 
  しゃかいぜんたい           としよ         ふ     こ 

＊ 社会全体で、お年寄りを振り込め 
   さぎ        まも 

 詐欺から守りましょう。 

            けっこん    ふたり     き 

第１６条 結婚は二人で決める 
          けっこん     じぶんたち      き 

＊ 結婚は自分達で決めることが 

 できます。 


