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　世の中には、こどもを誘拐したり、人からものを盗んだりするわるい人が

いるよ。犯罪の被害にあわないように、自分をまもりましょう。

　さて、つぎのようなとき、キミならどうする？

　おうちの人と一緒にクイズにチャレンジしてみよう！

よ なか ゆうかい

はんざい

いっしょひと

ひ がい じ ぶん

ひと ひとぬす

「お母さんが事故に

あったから一緒に

病院にいこう」と、

知らない人が車から

声をかけてきた。

キミならどうする？

①急いで車に乗って、お母さんの病院に

連れていってもらう。

②車に乗る前に、近づいて詳しい話を教えて

もらう。

③車が進む反対の方向に走って逃げ、家に

帰って確認する。
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あん あんぜん かい てき きょうぎかいしんち く さ く

ち く さ くと あ やく しょ ち いき すい しん しつりょく

交通事故にあわないように、気をつけよう！
こうつう じ こ き

おやこでチャレンジ！

あ ん  し ん

こども安心ドリル

こたえはつぎの
ページをみてね！

ぼうはんへん

防犯編

自転車で公園に遊び

にいったよ。

自転車のカギはかけ

るかな？

①だれか見ていてくれるから、公園でも家

でも、カギはかけない。

②公園でも家でも、両方カギをかける。

③家は安心だから、公園にとめたときだけ、

カギをかける。

家族が留守の家に、

ひとりで帰ってきた。

キミならどうする？

①周りを確認して、静かにゆっくり家に入る。

②急いで家に入る。

③周りを確認して、「ただいま」と言って家

に入る。

②

歩道は歩行者優先！

③

③

②自転車からおりて、

おして歩く。

③わたるのをやめて、

次の青信号をまつ。

③マンガをよまずに、

周りに気をつけて

歩いていればよ

かった。

前に多くの歩行者がいたら、自転車からおりて

おして歩く心づかいが必要です。

●ベルは、見通しが悪い場所などで、自分の存在を

知らせるために鳴らすもの。人をよけさせるため

に鳴らすものではないので注意！

青信号の点滅は、「止まれ」

青信号の点滅は、もうすぐ赤になる合図です。

点滅しはじめたら横断歩道をわたらずに、次の青

信号を待ちましょう。

●わたっている途中に点滅しはじめた時は、あわて

ず、なるべく早くわたろう。

●青信号のときも、右・左・右を見て、車が来ない

か注意してわたる。

歩くときは、周りに注意！

本や友達との会話に気をとられていると、転んだ

り、走ってきた車や自転車にぶつかってしまう危険

があります。

●周囲や足元に危険がないか、注意して歩こう。

●大人の歩きスマホも危険！
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　　　　かあ　　　　　　　　　 じ　  こ

　　　　　　　　　　　　　　  いっ　しょ

びょう いん

  し　　　　　　　　  ひと　　  くるま

 こえ

　　 いそ　　　　　　くるま　　　 の　　　　　　　　　　　　かあ　　　　　　　　  びょういん

　　　つ

　　くるま　　　の　　　 まえ　　　　　ちか　　　　　　　  くわ　　　　　はなし　　おし

　　くるま　　  すす　　　 はん たい　　　ほう  こう　　　 はし　　　　　　 に　　　　　  いえ

　　  かえ　　　　　 かく にん

  じ　てん  しゃ　　　こう えん　　　 あそ

  じ　てん  しゃ

　　　　　　　　　　　み　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  こう  えん　　　　　  いえ

　　  こう えん　　　　　いえ　　　　　　　 りょうほう

　　  いえ　　　あん しん　　　　　　　　　　 こう  えん

  か　 ぞく　　　　る　  す　　　　いえ

　　　　　　　　　 かえ

　　  まわ　　　　　かく にん　　　　　　  しず　　　　　　　　　　　　　　　いえ　　  はい

　　  いそ　　　　　いえ　　　はい

　　  まわ　　　　　 かく  にん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 い　　　　　　いえ

　　　　　はい

　じ　 てん  しゃ

　　　　　　　　  ある

　　  まえ　　　 おお　　　　　　  ほ　こう  しゃ　　　　　　　　　　　　　　 じ　てん　しゃ

  　　　　　　　ある　　  こころ　　　　　　　　　　ひつ よう

　　　　　　　　　　　　　 み　とお　　　　　  わる　　　  ば　しょ　　　　　　　　　　　じ　ぶん　　　そん  ざい

　　　 し　　　　　　　　　　　　　　　　  な　　　　　　　　　　　　　  ひと

　　　　　  な　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ちゅう い

  つぎ　　　あお  しん  ごう

  まわ　　　　　　　き

  ある

　ほ　  どう　　　　  ほ　　こう　しゃ　 ゆう　せん

　　  あお  しん　ごう　　　 てん  めつ　　　　　　　　　　　　　　　　　あか　　　　　　　　　あい　ず

 てん  めつ　　　　　　　　　　　　　　　　  おう だん　 ほ　どう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 つぎ　　　 あお

 しん  ごう　　　ま

　　　　　　　　　　　　　　　　　　  と ちゅう　　  てん  めつ　　　　　　　　　　　　　とき

　　　　　　　　　　　　　　　　　  はや

　　  あお  しん  ごう　　　　　　　　　　　　　みぎ　　  ひだり　　 みぎ　　　  み　　　　　  くるま　　　こ

　　　　　ちゅう い

  あお　しん　 ごう　　　　 てん　めつ　　　　　　　　　と

　　  ほん　　　とも　だち　　　　　 かい　わ　　　　き　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ころ

　　　　　 はし　　　　　　　　　　くるま　　　じ　てん　しゃ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  き　けん

　　 しゅう い　　　  あし もと　　　  き　けん　　　　　　　　　　　　  ちゅう い　　　　　　ある

　　　お と な　　　  ある　　　　　　　　　　　　　 き　 けん

  ある　　　　　　　　　　　　　　 まわ　　　　　　ちゅう　い
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月曜日
げつ よう び

火曜日
か よう び

水曜日
すい よう び

木曜日
もく よう び

金曜日
きん よう び

土曜日
ど よう び

日曜日
にち よう び

おやこでチャレンジ！

あ ん  し ん

こども安心ドリル
　歩いていたり、 自転車にのっていたりするときに、 交通事故にあって

大ケガをする危険があるよ。交通事故にあわないために、交通ルールを

まもりましょう。さて、つぎのようなとき、キミならどうする？

　おうちの人と一緒にクイズにチャレンジしてみよう！ 

こたえはつぎの
ページをみてね！

ある じ てんしゃ

いっひと しょ

き けんおお こう つう こう つうじ こ

こう つう じ こ

③

子どもの体は軽くて小さい。不審な車には要注意！

犯罪の被害にあわないように、気をつけよう！
はんざい ひ がい き

③

②

千種区マスコットキャラクター「こあらっち」

こうつう

交通
あんぜんへん

安全編

自 転 車 で 歩 道 を

走 っ て い る と き、

前にたくさんの人が

歩いていたよ。

キミならどうする？

①ベルを鳴らして、よけてもらう。

②自転車からおりて、おして歩く。

③人の横や間をとおる。

横断歩道をわたろう

としたら、青信号が

パカパカしはじめた！

キミならどうする？

①車が来ないか見ながら、気をつけて

わたる。

②赤信号にかわる前に、いそいでわたる。

③わたるのをやめて、次の青信号をまつ。

公 園 に い く と き、

マンガをよみながら

歩いていたら、自転

車とぶつかってし

まった。どうすれば

よかったのかな？

①マンガではなくて、教科書をよんでいれば

よかった。

②マンガをよまずに、友達の顔を見て楽しく

おしゃべりしながら歩いていればよかった。

③マンガをよまずに、周りに気をつけて

歩いていればよかった。

③車が進む反対の方向

に走って逃げ、家

に帰って確認する。

②公園でも家でも、

両方カギをかける。

③周りを確認して、

「た だ い ま」と

言って家に入る。

住宅街をノロノロ走る不審な車や見慣れない駐車

車両には要注意。

●駐車車両のそばを通る際は、車から離れて歩く。

●車内から声をかけられても近づかない。

●危険を感じたら、車が進む反対の方向に逃げる。

自転車を盗まれないように、

家でも外でも必ずカギをかけよう！

家に置いてある自転車も盗まれることがあります。

●大人も子どもも、いつでもカギをかけるくせを

つける。

●ツーロック（カギを２つとりつける）を心掛ける。

子ども１人の帰宅・留守番に注意を！

帰宅時、玄関のドアを開けた瞬間、不審者が家に

侵入してくるケースがあります。子ども１人での帰宅・

留守番には、家族間のルールを決めておきましょう。

●帰宅時は周囲の状況を確認し、誰もいなくても

「ただいま」と言って家に人がいるように振る舞う。

●家に入ったらカギをかけることも忘れないで！

家族にカギをかけた日をチェック✓してもらおう。
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くるま　　  すす　　  はん  たい　　  ほう  こう

　　　  はし　　　　　　　 に　　　　　　 いえ

　　　 かえ　　　　　　かく にん

　　 じゅうたく がい　　　　　　　　　　　　　 はし　　　  ふ　しん　　 くるま　　　み　  な　　　　　　　　 ちゅうしゃ

しゃりょう　　　　　 よう ちゅう い

　　 ちゅうしゃ しゃりょう　　　　　　　　　　とお　　　さい　　　　　くるま　　　　　はな　　　　　  ある

　　  しゃ  ない　　　　　 こえ　　　　　　　　　　　　　　　　　　ちか

　　　き　 けん　　　かん　　　　　　　　　　くるま　　 すす　　　はん たい　　　 ほう こう　　　  に

  こう　えん　　　　　　　いえ

りょう ほう

  まわ　　　　　　　かく　 にん

　い　　　　　　　いえ　　　 はい

  じ　　てん　 しゃ　　　　　ほ　　どう

はし

 まえ　　　　　　　　　　　　　　　  ひと

ある

　　　　　　　　　　な

　　　じ　てん しゃ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ある

　　 ひと　　　よこ　　 あいだ

おう  だん　ほ　 どう

　　　　　　　　　　　　  あお  しん  ごう

　　くるま　　　こ　　　　　　　　　み　　　　　　　　　　　 き

　　 あか  しん  ごう　　　　　　　　　  まえ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　つぎ　　　あお しん ごう

 こう　えん

 ある　　　　　　　　　　　　　　　　じ　てん

 しゃ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　きょう か  しょ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 とも だち　　　かお　　　み　　　  たの

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ある

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　まわ　　　　　　  き

　　  ある

　こ　　　　　　　　  からだ　　　かる　　　　　  ちい　　　　　　　　　  ふ　 しん　　　 くるま　　　　　　 よう　ちゅう　い

　　  いえ　　　 お　　　　　　　　　　　 じ　 てん しゃ　　　ぬす

　　　お と な　　　　  こ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　こころが

　じ　  てん　 しゃ　　　　ぬす

  いえ　　　　　　 そと　　　　　　 かなら

　　　 き　たく　じ　　　  げん かん　　　　　　　　　　　あ　　　　　　しゅんかん　　　 ふ　しん  しゃ　　　いえ

しんにゅう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　こ　　　　　　 ひ と り　　　　　　き　たく

　る　 す　ばん　　　　　　　　か  ぞく  かん　　　　　　　　　　　　　 き

　　　 き　たく　 じ　　　　しゅうい　　　じょうきょう　　  かく  にん　　　　　　だれ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　い　　　　　　いえ　　　ひと　　　　　　　　　　　　　　　  ふ　　　　ま

　　　いえ　　　はい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  わす

　　　 か　ぞく　　　　　　　　　　　　　　　　　　ひ

　こ　　　　　　　ひ と り　　　　  き　 たく　　　　  る　　す　  ばん　　　 ちゅう  い


