
茨木市教育委員会 教育長からのメッセージ
いばらき し きょういく い いん かい きょういくちょう

　　　ライン そうだん おお さか ふきょういく

●LINE相談（大阪府教育センター）

　みなさん こんにちは。

　学校は みなさんひとりひとりが たのしく 安心して べんきょうできるところです。 みなさんは 学校にきて まいにち

たのしく べんきょうできていますか。 ともだちや 先生と 安心して すごすことが できていますか。

　学校で だれもが たのしく安心に すごせるために このリーフレットを見ながら どんなことが大切か かんがえてみて

ください。 ともだちや先生 おうちの人と はなしあってみてください。 そのときは じぶんの気もちや

かんがえを はなしましょう。 そして ともだちの気もちも しっかりきいてください。 そのように たくさんの人の

気もちをしり かんがえることが たのしく安全に すごせるための ヒントになります。

　あいての気もちをしり かんがえることを「おもいやり」といいます。 「おもいやり」をもって みんなが　たのしく

安心できる 学校生活を おくりましょう。
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ともだちとあそぶって たのしい！

でも ほんとうに みんながたのしく できているかな？

表紙の絵は茨木市立彩都西小学校１年生、隼田 音緒さん、西迫 亮翔さん、安倍 実香さん、田中 誇太郎さんの作品です。

※令和元年度人権作品集（茨木市教育委員会）に掲載（学年等は令和元年度時点）

みんなと なかよくすごすためには、

どんなことが たいせつか かんがえてみよう。

茨木市教育委員会
いばら き　 し きょう いく  い   いん  かい

さく し　  いばらき  し りつしょうちゅうがっこう じ どう    せい と       さっきょく　いばらき  し きょういくい いんかい

作詞：茨木市立小中学校児童・生徒　作曲：茨木市教育委員会

１．

いつか　きみのむねに　とどけたいから

じゆうにこのみち　ともにてをとりながら

　　　　　きみといっしょにあるいてゆく

めぐりめぐる　ひろいせかいのなかで

はっきりきこえる　きみのこえ　きみのサイン

　　　　　いますぐすべて　うけとめたい

もう　きみはひとりじゃないよ

　　　　　かかえこまなくていい

うたにのせて　きみにこのおもいが

　　　　　つたわればいいな…

２．

いつも　ぼくのむねに　といかけてみる

ランドセルのなか　きみがくれたやさしさ

　　　　　こんどはぼくがつたえるとき

なきたいときや　にげてしまいたいとき

いますぐにそばで　よりそい　うけとめるよ

　　　　　つらいおもいが　きえるように

もう　きみはひとりじゃないよ

　　　　　わたしがそばにいる

うたにのせて　きみにこのおもいが

　　　　　つたわればいいな…

　　　　　つたわればいいな…

さぁ　こころかさねて

せかいじゅうを　かけめぐろう

なかまが　そばにいるよ

いまあしたへと　ふみだそう

ララ　ララ　ラララ

ララ　ララ　ラララ…

　　  ひとり　　　　　　　   　　　　　　　　　　　 ぼく めつ　

♪一人じゃないよ～いじめ撲滅テーマソング～♪

　　　　　　　　　　　 ライン

でんわやLINEでも

そうだんできるよ

いじめ防止啓発リーフレット

小学校1年生～3年生用

　　　　　　 ぼう し けい はつ

しょう がっ こう　  ねん せい         　ねん せい よう

ほ ぞん ばん

保存版
うけつけ じ かん   げつ

 り ようほうほう    がっこう    はい ふ　　　　　　　　　　　  キューアール 　　　　　　　 とも 　　　とうろく

受付時間：月 18：00～21：00

利用方法：学校で配付されたカードのQRコードから友だち登録

いばら き  し きょういく

●茨木市教育センター

　「いじめ」ホッと電話相談

（あさひるよるいつでもいいよ）

０１２０-０-７８３１０

 　　　　　　　　   きょういくそうだん

●すこやか教育相談24  24時間対応
じ かんたいおう

フリーダイヤル

０１２０-１４７-９７０

０７２-６２７-５５１１

でんわそうだん

げつ　きん

月～金　9:00～17:00

　　　 きょく      いばらきし　     しょうちゅうがくせい

この曲は茨木市の小中学生からことばをあつめてつくりました。

 　 こ　　　　  か てい そうだん しつ

●子ども家庭相談室  月／火／木 10：00～20：00

　０１２０-９２８-７０４

げつ　　か　 もく

●すこやかホットライン  月～金　9：30～17：30

　０６-６６０７-７３６１

げつ　 きん

この印刷物は、印刷用の紙へ

リサイクルできます。



こんなこと されたこと あるかな？

こんなこと されている子  みたことあるかな？
こ

どんなことをすれば みんなと なかよく

 できるかな？

   はなしあってみよう！

　　　　　　　　　　　　  き

されたときの気もち

　　　　　　　　　　  き

したときの気もち

じぶんが「いやだな」と おもうことを
     ひと

  人にしてしまったことは ないかな？

たたかれる・けられる わるぐちを いわれる

いやな よびかたを 

される

ものをとられる 

こわされる・かくされる

いやだな やめてほしいな
がっ こう

学校に いきたくない

こまっている ともだちに

「どうしたの」と こえを

かけよう

　　　　　　　　  せんせい                           　ひと

かぞくや先生 おとなの人に

そうだんしよう

         　　　　　　き

あいての気もちになって

かんがえてみよう

やられたから やりかえした あそびのつもりで みんなが しているから

むしされる

なかまはずれに される

ひそひそばなしを される

いやな うわさを される

ゲームや スマホで 

いやなことを されたり

なかまはずれに される

「いや」「やめて」と

はっきり 言おう
い

すなおに「ごめんね」の

気もちを つたえよう
き

よくないなと おもったら

ちゅういしたり おとなの人に

そうだんしよう

ひと

　　　　　　　　　　　　　　　　　　  き

されたとき どんな気もちだった？
　　　　　　　   こ　　　　　　　　　　  き

  された子は どんな気もちかな？
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