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三 し

°‘らくをふるわれたらどうするの？ 〇ヽ図らヶァってなに？

あなたはどんな暴力からも守られる権利をもっています。
ぼうりょく こわ さいがい じこ

暴力をふるわれたり、怖い思いをしたり、自分 ではどうしようもないできごと（災害、事故、大切な 人の死、
せんそう もくげき はんのう

戦争など）にあったとき（目撃したときも）、人の心や体にはい ろ んな反応が起こることがあります。
暴力ってこんなこと

• た たかれたり、けられたり する

・プライベー トゾーンをさわられる、見られていやな思いをする

・くり かえ し、いやなことを言われる

• し たくないのに言うことをきかされる

・食事がぬかれる
くら さべつ

．誰かと比べられる・差別される

． ．「

／
 

`
r
"

 

ねむ

・眠れない（朝起き られない） ・学校に行き たくない

体操服でかくれているところを

「プライベートゾーン」というよ。

いた おこ

・どこもわる くないのに体のどこかが痛い ・ささいなことで怒ってしまう

•なんだかわる いことが起こりそうな気がする

・ボーっ として何をしていたかおぼえていない

他に もあるので、心や体、 自分の行動で気になる ことがあったら、 施設にいる身近なオ ト ナや
しんりし

心理士さん、えがお館のケース ワ ー カ ーさんに相談してみよ う。
こ んなことがあったら、施設にいる身近なオトナ、学校の先生、
えがお館のケースワ ーカ ーなどに伝えよう。 たくさん遊んだり 、体をリラックスさせるこ と で、心をと とのえることができ ます。

しんこきゅう ぬ

深呼吸や、体の力を抜く方法を考えてみるのもおススメです。

いた

「たたか れたら痛いやん。赤くなるやん。
おこ

ケンカしてると先生にも怒られる し」

「悪口を言ったらいか んとよ！」

一
あなたはオトナに守ってもらえる けん！ ：：：

つ

こ
ら 、｀

子どもの権利条約

第2条 子どもは、国のちがいや、男か女か、どのようなことばを使うか、どんな宗教を信じているか、どんな意見をもって
いるか、心やからだに障がいがあるかないか、お金持ちであるかないか、親がどういう人であるか、などによって
差別されません。

第19条国は、子どもが親や親にかわってお世話をしてくれる人、他の人から暴力を受けないように守らなければなりま
せん。

第34条国はあらゆる性暴力から子どもを守らなければなりません。

肩に力を入れる 力を抜く

（施今：t：王ら
：

今
す：子：t：も：の：今声：】

「心のケアをうけたい！」
ちり ょう

「トラウマを治療できる病院を知りたい」

子どもの権利条約

第24条 国は、すべての子どもが健康な生活を送り、病気になった時でもお医者さんにみてもらい、一番良い方法で治
療を受けられるようにしなければなりません。

第39条 国は、あらゆる暴力や紛争の犠牲になった子どもの心と体の回復がなされるようにしなければなりません。
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三 し

オトナにクイズをだしてみよう！ ®手どもの蘊如lは蒻箪祉‘でもまもられるの？

けんりめんせつ

問題1. 「権利面接」ってなに？

じしん しぜんさいがい かんせんしょう

地震な どの自然災害がおこ っ たときも感染症がひろが り緊急事態に な っ たときも

つぎのよ うな 権利は大切です。

2020年に新型コロナウイルスがひろがった時、 国連子どもの権利委員会が色んな国のオトナにむけて「まもりましょう」と
いった子どもの権利をしょうかいします。

福岡市では年に（ ）回、（ ）の人が、

あなた が安心して施設や里親家庭で暮らしているかをきいて くれ ます。もし、心配なことや

イヤなことがある時には、（ ） できます。

1．制限は最小限 にすること。子ども にもっともよいことは 何かを考えること。

（第3条子どもの最善の利益）

2．遊んだり、休んだりできるように 工夫すること。 （第31条休 み ・遊ぶ権利）

じりつしえんけいかく

問題2. 「 自立支援計画」ってなに？

すべての（

（ 

） に「自立支援計画」があります。「自立支援計画」は、

） や、（

のことに ついて、子どもの希望をきき、施設の職員さん がつくります。

問題3. 「アフタ ーケア」ってなに？

施設を出た後も、いろいろな支援があります。
きゅうふがた

最近では、給付型の（ ） や、（ ）、（
かくほ しく かくにん

（ ）確保などの仕組みもあるの で、確認しましょう。
8.どんなとこ ろ にい る子どもも、お やとあうことをとめないこと。

（第9条親と引き離されない 権利）

·ヽ
�

3．学べるように工夫すること。オンラインが使える子も 使えない子も 。

（第28条教育を受ける 権利）

4．おいしくて栄養のあるごはん を食べられ ること。（第6条生きる ・育つ 権利）

5．元気に生きることを た すけること。

そのた めの保健や医療のしくみはとめないこと。

（第24条健康 ・医療への 権利）

6．子どものいのちと権利 を まも るしくみはとめないこと。 （第19条暴力などからの保護）

7．障がいがあっ ても貧しくても難民でも 国籍がち がっ ても

どんな子どもも守られ ること。（第2条差別の禁止）

9. コロナのことで国のしど うにした がわな くても、

子どもがたいほされないこと。 （第37条拷問 ・ 死刑の禁止）

ほじょ

）補助、

三醗

一
オトナ［まきっと

こ たえがわかるはず。

10．子ども にわかりやすく説明すること。（第13条表現の自由）

11．何かをきめ るときには、子どもの「声」をきくこと。 （第12条意見を表す権利）

参 「子どもの権利と新型コロナ」国連子どもの権利委員会 平野裕二（訳）•長瀬正子（やさしい日本語訳）
き 「新型コロナ感染症（COVID-19)に関する声明」国連・子どもの権利委員会 平野裕二（訳）
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第20条 家庭を奪われた子どもの保護

家庭を奪われた子どもや、その家庭環境にとどまることが子どもにとってよくないと判断され、家庭にいることができなくなった子どもは

、かわりの保護者や家庭を用意してもらうなど、国から守ってもらうことができます。

第21条 養子縁組

子どもを養子にする場合には、その子どもにとって、もっともよいことを考え、その子どもや新しい父母のことをしっかり調べたうえで、国

や公の機関だけが養子縁組を認めることができます。

第22条 難民の子ども

自分の国の政府からのはく害をのがれ、難民となった子どもは、のがれた先の国で守られ、援助を受けることができます。

第23条 障がいのある子ども

心やからだに障がいがある子どもは、尊厳が守られ、自立し、社会に参加しながら生活できるよう、教育や訓練、保健サー ビスなどを

受ける権利をもっています。

第24条 健康・医療への権利

子どもは健康でいられ、必要な医療や保健サー ビスを受ける権利をもっています。

第25条 施設に入っている子ども

施設に入っている子どもは、その扱いがその子どもにとってよいものであるかどうかを定期的に調べてもらう権利をもっています。

第26条 社会保障を受ける権利

子どもは、生活していくのにじゅうぶんなお金がないときには、国からお金の支給などを受ける権利をもっています。

第27条 生活水準の確保

子どもは、心やからだのすこやかな成長に必要な生活を送る権利をもっています。親（保護者）はそのための第一の責任者ですが、

親の力だけで子どものくらしが守れないときは、国も協力します。

第28条 教育を受ける権利

子どもは教育を受ける権利をもっています。国は、すべての子どもが小学校に行けるようにしなければなりません。さらに上の学校に

進みたいときには、みんなにそのチャンスが与えられなければなりません。学校のきまりは、子どもの尊厳が守られるという考え方から

はずれるものであってはなりません。

第29条 教育の目的

教育は、子どもが自分のもっている能力を最大限のばし、人権や平和、環境を守ることなどを学ぶためのものです。

第30条 少数民族・先住民の子ども

少数民族の子どもや、もとからその土地に住んでいる人びとの子どもは、その民族の文化や宗教、ことばをもつ権利をもっています。

第31条 休み、遊ぶ権利

子どもは、休んだり、遊んだり、文化芸術活動に参加する権利をもっています 。

第32条 経済的搾取・有害な労働からの保護

子どもは、むりやり働かされたり、そのために教育を受けられなくなったり、心やからだによくない仕事をさせられたりしないように守ら

れる権利をもっています。

第33条 麻薬・覚せい剤などからの保護

国は、子どもが麻薬や覚せい剤などを売ったり買ったり、使ったりすることにまきこまれないように守らなければなりません。

第34条 性的搾取からの保護

国は、子どもが児童ポルノや児童買春などに利用されたり、性的な虐待を受けたりすることのないように守らなければなりません。

第35条 誘拐・売買からの保護

国は、子どもが誘拐されたり、売り買いされたりすることのないように守らなければなりません。

第36条 あらゆる搾取からの保護

国は、どんなかたちでも、子どもの幸せをうばって利益を得るようなことから子どもを守らなければなりません。

第37条 拷問・死刑の禁止

どんな子どもに対しても、拷問や人間的でないなどの扱いをしてはなりません。また、子どもを死刑にしたり、死ぬまで刑務所に入れた
りすることは許されません。もし、罪を犯してたいほされても、尊厳が守られ年れいにあった扱いを受ける権利をもっています。

第38条 戦争からの保護

国は、15歳にならない子どもを軍隊に参加させないようにします。また、戦争にまきこまれた子どもを守るために、できることはすべてし

なければなりません。

第39条 被害にあった子どもを守る

虐待、人間的でない扱い、戦争などの被害にあった子どもは、心やからだの傷をなおし、社会にもどれるように支援を受けることがで

きます。

第40条 子どもに関する司法

罪を犯したとされた子どもは、ほかの人の人権の大切さを学び、社会にもどったとき自分自身の役割をしっかり果たせるようになること

を考えで扱われる権利をもっています。

じゆう え だいじ き

自由にお絵かきしたり、大事なことや気になることをメモしたり、
す は じゆう

あなたが好きなものを貼ったり自由に使うページ

し
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施設に入っている子どもは、その扱いがその子どもにとってよいものであるかどうかを定期的に調べてもらう権利をもっています。

第26条 社会保障を受ける権利

子どもは、生活していくのにじゅうぶんなお金がないときには、国からお金の支給などを受ける権利をもっています。

第27条 生活水準の確保

子どもは、心やからだのすこやかな成長に必要な生活を送る権利をもっています。親（保護者）はそのための第一の責任者ですが、

親の力だけで子どものくらしが守れないときは、国も協力します。

第28条 教育を受ける権利

子どもは教育を受ける権利をもっています。国は、すべての子どもが小学校に行けるようにしなければなりません。さらに上の学校に

進みたいときには、みんなにそのチャンスが与えられなければなりません。学校のきまりは、子どもの尊厳が守られるという考え方から

はずれるものであってはなりません。

第29条 教育の目的

教育は、子どもが自分のもっている能力を最大限のばし、人権や平和、環境を守ることなどを学ぶためのものです。

第30条 少数民族・先住民の子ども

少数民族の子どもや、もとからその土地に住んでいる人びとの子どもは、その民族の文化や宗教、ことばをもつ権利をもっています。

第31条 休み、遊ぶ権利

子どもは、休んだり、遊んだり、文化芸術活動に参加する権利をもっています 。

第32条 経済的搾取・有害な労働からの保護

子どもは、むりやり働かされたり、そのために教育を受けられなくなったり、心やからだによくない仕事をさせられたりしないように守ら

れる権利をもっています。

第33条 麻薬・覚せい剤などからの保護

国は、子どもが麻薬や覚せい剤などを売ったり買ったり、使ったりすることにまきこまれないように守らなければなりません。

第34条 性的搾取からの保護

国は、子どもが児童ポルノや児童買春などに利用されたり、性的な虐待を受けたりすることのないように守らなければなりません。

第35条 誘拐・売買からの保護

国は、子どもが誘拐されたり、売り買いされたりすることのないように守らなければなりません。

第36条 あらゆる搾取からの保護

国は、どんなかたちでも、子どもの幸せをうばって利益を得るようなことから子どもを守らなければなりません。

第37条 拷問・死刑の禁止

どんな子どもに対しても、拷問や人間的でないなどの扱いをしてはなりません。また、子どもを死刑にしたり、死ぬまで刑務所に入れた
りすることは許されません。もし、罪を犯してたいほされても、尊厳が守られ年れいにあった扱いを受ける権利をもっています。

第38条 戦争からの保護

国は、15歳にならない子どもを軍隊に参加させないようにします。また、戦争にまきこまれた子どもを守るために、できることはすべてし

なければなりません。

第39条 被害にあった子どもを守る

虐待、人間的でない扱い、戦争などの被害にあった子どもは、心やからだの傷をなおし、社会にもどれるように支援を受けることがで

きます。

第40条 子どもに関する司法

罪を犯したとされた子どもは、ほかの人の人権の大切さを学び、社会にもどったとき自分自身の役割をしっかり果たせるようになること

を考えで扱われる権利をもっています。

じゆう え だいじ き

自由にお絵かきしたり、大事なことや気になることをメモしたり、
す は じゆう

あなたが好きなものを貼ったり自由に使うページ

し
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参考資料

「子どもの権利と新型コロナ」
国連子どもの権利委員会 平野裕二（訳） •長瀬正子（やさしい日本語訳）

「新型コロナ感染症(COVID-19)に関する声明」
国連・子どもの権利委員会 平野裕二（訳）

「はじめまして、子どもの権利条約ワ ー クプック」
川名はつ子（監修）・チャ ー リ ー・ノ ーマン（イラスト） 東海教育研究所、2020年

＊このノ ー トのペ ー ジ下の条文やその他権利の説明は、
上記の資料を参考に、CYリボンが編集したものを掲載しています。

ぼくの大切なものを、

みつけてくれて、

あリがとう！

デザイン中）IIたくま どうぶつ切り紙サトウアキコ

発行日 2021.10.31 

発行元 福岡市

子どもアドボカシーシステム研究会
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