
大好きな 自分に！ 【対象者】

高校生、保護者や成人一般

２０人～４０人程度

【関連する視点・課題】

人間の尊厳・価値の尊重

（１４０分） 生命尊重 子どもの人権

ね ら い

「子どもの権利条約」について、分類しながら内容を理解し、その意義や目的を

考える活動を通して、子どもの人権や人間の尊厳について理解を深めるとともに、

尊重しようとする態度を育てます。

○掲示用写真 ○画用紙 ○サインペン ○マジックインキ

○ワークシート ○「子どもの権利条約」カード

アクティビティの実際

導 入 アイスブレーキング

（１５分）

※「わたしは ピカソ」を実施する。

（１４ページ参照）

展 開 １ 「写真を読む」

（４５分） １ 写真①～③をじっくり見て、次のことを個人で想像してワ

ークシート１に記入します。（※写真はカラーコピーして準備）

・写真の子どもは、どんな生活をしているのか。

・写真の子どもは、どんなことを考えているのか。

・写真の子どもの「奪われている権利」は何か。

２ ５人から６人のグループをつくります。

３ グループ内で一人ずつ想像したことを発表します。その際、

個々のワークシート１を提示して発表するようにします。そ

して、写真①～③の子どもの「奪われている権利」について、

グループで話し合います。

４ グループで話し合ったことを、全体の場で発表します。
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ふ り 返 り ふり返り

（１０分） １ グループの発表等を聞いて気づいたことを話し合います。

・一人一人の想像したことの違いについて

・子どもの人権について気づいたこと

２ 子どもの人権を守るために大切なことは何か、考えたこと

を話し合います。

展 開 ２ 知っていますか？「子どもの権利条約」

（５０分） １ 「子どもの権利条約」の条文カードを１グループに１セッ

トずつ切り分けておきます。配付後、そのカードを４つの権

利に分類するよう伝え、グループでそれぞれタイトルをつけ

るようにします。

例）①生きる権利 ②育つ権利

③守られる権利 ④参加する権利

２ 次の観点について個人で考え、ワークシート２に記入しま

す。その後、グループごとに話し合うようにします。

・分類が難しかった条文は？

・特に大切だと思う権利は？

・子どもたちに守られていない権利は？

３ 全体の場で「子どもの権利条約」の意義や目的について感

じたこと、考えたことの意見を述べ合うようにします。

・世界中のすべての子どもたちにこの権利が保障されてい

ると思えますか？保障されていないとすれば、なぜでし

ょう？

ふ り 返 り ふり返り

（２０分） １ アクティビティをふり返り、ワークシート２に記入します。

２ ワークシート２に記入したことをもとに、「子どもたちの

人権を守るためには、どうしたらよいか」について話し合い

ます。

○大人は、子どもを認め、その命や人権を大切にし、かけが

えのない存在であることを認識すること（尊厳）が大切で

あることを考えるようにします。

【応用・発展のために】
○自分や他人の権利を守るために、自分ができること、みん

なですべきことなど「社会・参画」「権利・責任」とも併

せて実施すると効果的です。

ポ イ ン ト
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「知ってますか？『子どもの権利条約』」ワークシート１

写真① 写真② 写真③

(C)unicef/HQ06-0337 (C)unicef/HQ98-0494 (C)unicef/HQ94-1393

【生活】 【生活】 【生活】

【考えていること】 【考えていること】 【考えていること】

奪われている権利 奪われている権利 奪われている権利
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「知ってますか？『子どもの権利条約』」ワークシート２

１ 分類が難しかった条文は？

２ 特に大切だと思う権利は？

３ 子どもたちに守られていない権利は？

４ 子どもたちの人権を守るためにはどうしたらよいか。
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資料 「子どもの権利条約カード」

第１条 第２条 第３条

「１８歳以上になっていない 「国の違い、性別、言葉、 「子どもにとって最も良

人を子どもとします」 宗教、意見、障害、貧富 いことは何かを第一に考

の差などで差別はされま えなくてはなりません」

せん」

第４条 第５条 第６条

「国はこの条文に書かれた権 「保護者は子どもの発達 「全ての子どもは生きる

利を守らなければなりませ に応じた適切な指導をし 権利を持っています」

ん」 なければなりません」

第７条 第８条 第９条

「子どもは、名前や国籍を持 「国は、子どもの名前や 「子どもは親と一緒に暮

ち、親を知り、親に育てても 国籍、家族の関係が奪わ らす権利を持っています」

らう権利を持っています」 れないように守らなくて

はなりません」

第 10条 第 11条 第 12条
「親と離れて暮らしていると 「国は子どもが無理やり 「自由に自分の意見を表

きは、子どもはいつでも親と 国外へ出されたり、戻れ す権利を持っています」

連絡を取る権利を持っていま なくなったりしないよう

す」 にしなくてはなりません」

第 13条 第 14条 第 15条
「自由な方法で情報や考えを 「思想・良心及び宗教の 「他の人々と自由に集ま

伝える権利、知る権利を持っ 自由についての権利を尊 って会を作ったり、参加

ています」 重されます」 する権利を持っています」

第 16条 第 17条 第 18条
「人に知られたくないプライ 「自分に役立つ情報を手に 「子どもを育てる責任は、

バシーや名誉は他人から守ら 入れることができます。よ まずその父母にあります。

れる権利を持っています」 くない情報から守らなくて 国はその手助けをします」

はなりません」

第 19条 第 20条 第 21条
「国は子どもへの虐待や放任 「家庭を奪われている子 「子どもを養子にする場

などを保護しなくてはなりま どもは国から守ってもら 合は、国や公の機関だけ

せん」 うことができます」 が認めることができます」
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第 22条 第 23条 第 24条
「それぞれの事情で、よその 「心や体に障害があって 「子どもは病気になった

国に逃れた子ども（難民の子 も、その子どもの個性や り、怪我をしたときには

ども）はその国で守られ、援 誇りが傷つけられてはな 治療を受ける権利を持っ

助を受けることができます」 りません」 ています」

第 25条 第 26条 第 27条
「病院に入っているときには、その 「最低限度の生活ができるよ 「心や体の成長に必要な

扱いが子どもにとってよいものか定 うに、国は暮らしを手助けし 生活を送る権利を持って

期的に調べてもらうことができます」 なければなりません」 います」

第 28条 第 29条 第 30条
「子どもは教育を受ける権利を持 「教育は自分も他人も平等に 「少数民族の子どもや、そ

っています。学校の決まりは人間 大切だということや自然の大 の土地に住んでいる人々の

として大切にされるという考え方 切さなどを学べるようにしな 民族や文化や宗教、言葉を

からはずれてはいけません」 ければなりません」 持つ権利を持っています」

第 31条 第 32条 第 33条
「子どもは休んだり、遊んだ 「無理やり働かされたり、そ 「国は、子どもを麻薬や

り、文化･芸術活動に参加する のために教育を受けられなく 覚せい剤などから保護し

権利を持っています」 なったりしないように守られ なくてはなりません」

る権利を持っています」

第 34条 第 35条 第 36条
「国は、子どもが性的に搾取 「国は、子どもが誘拐された 「国は、どんな形でも子ども

されることから保護しなくて り、売買されることがないよ の幸せを奪って利益を得るよ

はなりません」 うに守らなければなりません」 うなことから守らなければな

りません」

第 37条 第 38条 第 39条
「どんな子どもに対しても拷問やむご 「１５歳に満たない子ども 「国は、戦争などで心や体

い扱いをしてはなりません。もし罪を を兵士として戦場に連れて を傷つけられた子どもの傷

犯して捕獲されても、人間らしい扱い 行ってはなりません」 を治し、社会に戻れるよう

を受ける権利を持っています」 にしなければなりません」

第 40条
「罪を犯したとされた子どもが社会に復帰 ※「ユニセフの開発のための教育ー地球市民を育てるための実践ガイ

したとき、自分の役割が果たせるように正 ドブック」及び日本ユニセフ協会ホームページを参考に作成

当に扱われなければなりません」
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資料 写 真

写真①

(C)unicef/HQ06-0337 日本ユニセフ協会より提供
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写真②

(C)unicef/HQ98-0494 日本ユニセフ協会から提供

写真③

(C)unicef/HQ94-1393 日本ユニセフ協会から提供
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