
　

２０２２年６月 第２6号～とよた こどもの けんり そうだんしつ だより～

キュウサイくん キュウサイさん

★小１～４年用★

こ こ と よ

やまたに なつこ さん

（べんごし）

いしい たくじ さん

（だいがくのせんせい）

やまだ まさこ さん

（りんしょうしんりし）

こどものけんり ようごいいん

みなさん、 こんにちは！

こどもの けんり ようごいいんの しょうかいを します。

しつもんの こたえから どんなひとか そうぞうしてみてね。

＜しつもん＞

① 小学生のとき すきだった きょうかは なあに？

➁ 小学校で すきだった きゅうしょくは なあに？

③ 小学生のころ すきだった あそびは なあに？

④ こまったときは どうしてた？

子どもの しあわせのために けんりを まもる しごとを しています。

みんなにとって いちばん いいほうほうを いっしょに かんがえるよ。

①たいいく。うんどうじょうを

はしりまわるような こどもでした。

②カレーめん、エビフライ

（なごやしでそだちました。）

③やすみじかんは かならず

ドッジボールを していました。

④ともだちに そうだんを してい

ました。なかなか 人に いえなく

て、１人で ないていた こともあっ

たけど、だれかに はなしをきいて

もらうと、すっきりしました。みんな

も だれかに そうだんしてみてね。

①友だちと いっしょだったので、

がっこうは たのしく、どんな

きょうかも すきでした。

②わたしが 小学生だった ころ

は、とおいむかしです。 とうじの

にほんは まずしかった ので、

きゅうしょくも おいしく ありませ

んでした。

③どんな あそびも すきでした。

④ともだちや せんせい、ときに

は たよりに なる じょうきゅうせ

いに そうだんしました。

①べんきょうはあまりすきでは

ありませんでしたので、やすみ

じかんと ほうかごに なるのを

ずっとまって いました。

②やっぱり、カレーですね。

③ドッジボールがだいすきでした。

ともだちと さくせんを かんがえた

り するのが すきでした。

④ともだちと けんかした とき、

がっこうに いくのが こわくて

こまったことが あります。でも、たす

けてくれたのも おともだち でした。



　　

  　

  　

かいけつ

解決
げんき

・元気になった。

・どうしたらいいかがわかった。
あんしん

・ほっとした。安心した。
こま そうだん

困ったことがあったらまた相談してください。

はな

話してみてね
じぶん

・自分のこと
ともだち かぞく

・友達、家族のこと
はな

うまく話せなくても
だいじょうぶ

大丈夫だよ。
はな

話したいことから、
はな

話してね。

こんなとき・・・
いえ がっこう

・家や学校で
こま

つらい・さみしい・困った

・いじめられている
たす

・助けてほしい
だれ い

・誰にも言えない

・どうしてかなあ

一人で悩まないで、「こことよ」に相談してね！

せいどかいぜん かんこく

制度改善・勧告

ひつよう はんだん ばあい

・必要だと判断した場合には、
せいどかいぜん もと

制度改善を求めることなどもできます。

かんが

いっしょに考える

き も いけん き
あなたの気持ちや意見をじっくり聴

いちばんい ほうほう かんが

いて、一番良い方法をいっしょに考

えます。

しら はな あ しえん

調べる・話し合う・支援する

かいけつ む かんけい ひと はなし き

・解決に向けて関係する人たちに話を聴いたり、
きょうりょく ねが

協力をお願いできます。
かんが き も か つた

・あなたの考えや気持ちを代わりに伝えることもできます。

なくな きゅうさい

フリーダイヤル 0120-797-931
FAX番号 0565-33-9314
そうだんうけつけ

相談受付メールアドレス

kodomo-soudan@city.toyota.aichi.jp
そうだんしつ ばしょ とよたさんぎょうぶんか かい

＜相談室の場所＞ 豊田産業文化センター4階
とよた し こさかほんまち ちょうめ ばんち

〒471-0034   豊田市小坂本町1丁目25番地

そうだん ひ すい もく ど にちようび ごご じ ごご じ

＜相談できる日＞ 水・木・土・日曜日 午後1時～午後6時
きんようび ごご じ ごご じ

金曜日 午後1時～午後8時
「こことよ」には

こ けんり せんもんか

子どもの権利の専門家
こ けんり ようごいいん

子どもの権利擁護委員がいるよ

「こ こ と よ」

セリフと キャラクターの

なまえが あうものを せんでつないでね！

①鬼滅の刃 （きめつの やいば）

れんごく きょうじゅろう

マンガ・アニメ セリフあわせ

やってみよう♪

②ちびまる子ちゃん

さくら すみれ

(まる子のお母さん)

③Yes！ プリキュア5

ゆめはら のぞみ

（キュアドリーム）

④クレヨンしんちゃん

のはら しんのすけ

㋐しっぱいしたら もういちど

やりなおせば いいんだよ！

チャレンジは なんどだって

できるんだから！

㋑わるいことしたときは

ごめんなさいっていうんだゾ

㋓「ありがとう」のひとことで

また がんばろうって げんき

に なれるのよね

㋒こころ を もやせ


