
先輩たちはどうしてた？
せん  ぱい

よく観察して子どもの気持ちを考えてみよう
 かん   さつ　　　　　　　こ　　　　　　　　　　　  き　    も　　　　　　　かんが

さい

5～6歳

子どもの成長を応援しよう
こ　　　　　　　　　　　　    せい　  ちょう　  　　　  おう      えん

子どもの成長を応援しよう
こ　　　　　　　　　　　　    せい　  ちょう　  　　　  おう      えん

周りの友達や兄弟姉妹と比べない

叩く、怒鳴るは避けよう

まわ     　　　 とも  だち　　 きょう だい  し   まい　　　くら

たた 　　　　  ど　 な　　　　　　 さ

親が落ち着いてから話をする
おや　    お　　  つ　　　　　　　はなし

例
れい

イライラしたときはまず親が深呼吸する
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  おや　  しんこきゅう

例
れい

子どもの気持ちをくみ取って言葉にしてみる。
こ　　　　　　　　　  き     も　　　　　　　　　　　　と　　　　　　 こと    ば

小さなことでも子どものいいところを見つけてほめる。
ちい　　　　　　　　　　　　　　　　　こ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  み

ルールを守って生活していることを子どもに説明する。
　　　　　　　　　　  まも　　　　　 せい   かつ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　こ　　　　　　　　 　せつ  めい

準備
できてるよ～

じゅん び

本当は
お母さんと
一緒にしたい

　　  ほん とう

         かあ

いっ しょ

テレビ見たい
み

いつも一人で
できるでしょ～

ひ と り

ついつい言ってしまいがち…
い

遅れちゃうよ
おく

早く早く～！
はや　   はや

テレビは後にして、
早くしてほしいのに～

   　　　　　　　　あと

はや

靴下、一人で片方履けたね
くつ した　ひとり　   かた ほう  は

お母さんと一緒にやりたかったんだね
かあ　　　　　　いっ しょ

7時までに準備してから
テレビを見ようね

じ　      　　　じゅん び

　　　　　　  み
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家でやっていないことは、学校で経験する前に

大人と一緒に練習しておく。

普段から家族でコミュニケーションをとって

おくと子どもの様子の変化に気付きやすい。

 いえ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　がっ   こう　　　  けい   けん　    　　　  まえ

  お とな　　　　いっ  しょ　　　  れん しゅう

  ふ    だん　　  　　　　 か     ぞく

　　　　　　　　 こ　　　　　　　　　 よう    す　　　　へん   か             き     づ

先輩たちはどうしてた？
せん  ぱい

子どものできない、やらないは「困っている」のSOS！
こ    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　               こま　　　　　　　　　　　　　　　　    エス オー エス

しょう     がっ      こう　   てい　   がく　   ねん

小学校低学年

宿題、学校の用意に
時間がかかる

初めは連絡帳を大人と一緒に確認
しながら準備しましょう。だんだん
準備の仕方を覚えていきます。

 はじ

　　　　　　　　　じゅん び

じゅん び　       し   かた　    おぼ

ちょうらくれん おとな　      いっ しょ　 　 かく にん

しゅくだい    がっ こう　　  よう  い

  じ  かん

集団生活頑張っています
しゅう　  だん　 　せい　    かつ    　がん     　ば

集団生活頑張っています
しゅう　  だん　 　せい　    かつ    　がん     　ば

今日、忘れ物
しちゃったんだ

きょう　   わす　　 もの

○○したい！
□□もしたい！

ぼくだって
忙しいんだ！
いそが

子どものできないことばかりを
責めないで

こ

せ

子どもの立場に立って考えて
こ　　　　　　　 　たち   ば　　　　た　　　　　かんが

・子どものことを知ろう
こ　    　　　　　　　　  　 し

・1日1回はほめよう
   にち　かい

いいところ 好きなこと
す

ホッとする場所
ば  しょ

やる気アップ
き

安心できる
あんしん

うれしい

そうすると…

例えば…
たと

みんな
遊んでるし
遊びたいな～

    あそ

あそ

迷子になったら、
周りの大人に
聞くんだよ

まい  ご

    まわ            お とな

         き

学校への
行き方、一緒に
確認しよっか

　　　 がっ こう

　 い　     かた　いっ しょ

　  かく にん

はーい
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十分頑張ってるのは
知ってるよ

じゅうぶんがん  ば

  し
口出ししちゃうのは
心配しているからなんだよ

くち  だ

しんぱい

いちいち口出さないで！
くち  だ

しんどいんだね…
お医者さんに
診てもらおうか？

         い  しゃ　　

 み

子どもの好きな話・興味がある話を聞い

ていく中で、困ったことなど少しずつ聞い

ていきましょう。内容によってはスクール

カウンセラーに相談するのも一つです。

  こ　　　　   　　　　  す　              はなし      きょう  み 　    　　　　　　はなし         き

　　　　　　　   なか　　 　　　こま　　　　    　　　　　　　　　   すこ　             　　　き

　　　　        　　　　　　　　　　　　   ない よう

　　　　　  　　　　　　　　　  　　　そう だん　    　　　　　　       ひと

先輩たちはどうしてた？
せん  ぱい

子どもの存在自体をいったん丸ごと受け止めよう
こ    　　　          　　　　そん   ざい     じ     たい　　　　　　　　　　　　　　　 　まる　　　　　　　  う　　　　　 と 

しょう がっ こう  こう  がく  ねん　　  ちゅう がく せい

小学校高学年～中学生
思春期の
ゆれる心をサポートしよう

 し       しゅん       き

　　　　　　　　　　　こころ
思春期の
ゆれる心をサポートしよう

 し       しゅん       き

　　　　　　　　　　　こころ

テストの点が悪かった…
てん       わる

はは

母

ちち

父
がっこう     たん にん

学校の担任

毎朝立ったらめまいがひどいの
まい あさ  た

兄弟姉妹や友達と比べないで
ー子ども自身もついつい人と比べてしまう時期ー

きょう だい  し　まい 　　  とも だち　　　くら

        こ　　 　　 じ しん　　　   　　　　　 ひと　  くら　　                 　　じ　き

思春期はホルモンの影響を受けやすく、
脳も未熟な時期です。

ししゅんき　　  　　  　　　　　　　えいきょう　   う

のう 　   みじゅく　    じ    き

さんこう   よ ぼう　　　　　　　　　　　　　　  よぼうホームページ

参考 『マルトリ予防のすすめ』（マルトリ予防HP）

一緒に考えよう？
SNSも無理しなくていいよ

いっ しょ　   かんが

エスエヌエス　  む   り

友達といるのしんどいし、
何もかもうまくいかない

とも だち

なに
学校行きたくないな、おなか
痛いし…

がっ こう

いた

い

同性を好きになることもあるよね
どう せい     　す

た よう　  せい　               かんが

    せいてき し こう　  せい じ にん　    ほう むしょう
多様な性について考えよう！
～性的指向と性自認～（法務省）

さんこう

参考
ほ けんしつ

    せん せい
保健室
の先生
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干渉しすぎないで
かんしょう

子どもの困り事に親が全て対応する
こ　　　　　  こま　 ごと     おや　 すべ     たいおう

例
れい

放任しすぎないで
ほう にん

子どもの居場所や交友関係を全く知らない
こ　　　　　　  い  ば しょ　　こうゆうかんけい　 まった     し

例
れい

家族で話す機会をつくりましょう。

普段から相談機関・医療機関などを知って

おくと安心です。

   か   ぞく　     はな　       き   かい

　ふ   だん　            そう   だん   き   かん　  い  りょう  き  かん　　　　　　　   し

 　　　　　　　 あん しん

　　　　　　　ディーブイ      せい    ひ   がい       　なや

デートDV・性被害の悩み
　　　　　　　　　　　　　　  　 かれ   し　 　かの  じょ　　     　　　　　　　  たの

　　　　　　　　　　 ことわ

　　　　　　　　　　わる

パートナーや彼氏・彼女などから頼
まれると断れないこともあるよね。
あなたは悪くない
んだよ。 参考にしてみて

さん こう

デートDV　内閣府
　　　　　　  ディーブイ   　ない かく   ふ

さんこう  せいはんざい    せいぼうりょく ひ  がい しゃ

  し えん
参考 性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ

支援センター

地域若者サポートステーション
  ち   いき わか もの

対処法を知ろう
たい しょ  ほう　      し

みんなのメンタルヘルス

さんこう

わかもの参考 『こころもメンテしよう―
若者のためのメンタルヘルスブック』

   こころ 　  か ら だ       　  ふ  ちょう

心・身体の不調

 ふ  あん　   きんちょう　    たか　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　おこ

 き   ぶん　      お　      こ      　　　　　　　　   き

 かた　                 ず  つう    ふく つう    よう つう　　　     　　いた　　      　で

不安や緊張が高まって、イライラしたり怒りっぽくなる

気分が落ち込んで、やる気がなくなる

肩こりや頭痛、腹痛、腰痛などの痛みが出てくる

次のようなサイン、ありませんか？
つぎ

みんな悩んでる…自分って何だろう？
         　　　　　　なや    　　　　　　　　　　　     じ     ぶ ん　　　　　　　なん

ちゅう     がっ       こう     そつ     ぎょう     ご

中学校卒業後

しん    ろ       しゅうしょく        なや

進路・就職の悩み
 がっ  こう　 　　 たい  けん  じゅ ぎょう　 しょくぎょうしら　              さん   か

　　　　　　　　　　　  　　　　　　　  せん  せい　　　　　 かあ

        とう　　　　          とも  だち           　はな

学校の体験授業・職業調べに参加
するだけでなく、先生やお母さん・
お父さんや友達とも話してみて。

参考にしてみて
さん こう

保護者の方へ
ほ      ご     しゃ　　　　 かた

ふ    とう　こう　　　ひ

不登校・引きこもりがち
    り   ゆう　  　　　　　　　　　　　　　　  　　　 おも　　      ひ とり　　　かか　  　  こ 　          　　 だれ

   はな   　　　　　 　　　　　  こころ　     かる
理由はいろいろあると思う。一人で抱え込まず、誰かに
話すだけでも心が軽くなるかも。

こころもメンテしよう　不登校
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ふ  とう こう

参考にしてみて
さん こう

身近な大人に
聞いてみよう 話してみよう

み　  ぢか　　　　   おとな

き         　　　　　　　 　　　　　　　　   　   はな
身近な大人に
聞いてみよう 話してみよう

み　  ぢか　　　　   おとな

き         　　　　　　　 　　　　　　　　   　   はな
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