別添２

保護者や学校関係者等のみなさまへ

コロナ禍において、児童生徒等の自殺者数が大きく 増加しています。また、
長期休業明けには、 児童生徒等の自殺者数が増加する傾向にあり 、 不安や悩
みを抱える子供たちが増えることも考えられます。

・
・
・
・
・
・

これまでに関心のあった事柄に対して興味を失う
成績が急に落ちる
注意が集中できなく なる
身だしなみを気にしなく なる
健康管理や自己管理がおろそかになる
不眠、 食欲不振、 体重減少などのさまざまな身体の不調を訴える

保護者や学校関係者、 地域のみなさまにおかれましては、 こう した子供の
態度に現れる微妙なサインに注意を払っていただき、 子供たちの不安や悩み
の声に耳を傾けて適切に受け止めていただく とともに、 学校、 家庭、 地域、
警察や医療機関などの関係機関等で緊密な連携体制を築いていただきますよ
う お願いいたします。
電話やメ ール、 ネッ ト 等の相談窓口
（ リ ンク先には学校や警察、 児童相談所等の相談窓口一覧もあり ます。 ）

https: //www. mext. go. j p/a_ menu/shotou/sei toshi dou/06112210. htm
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別添２

しょ う がく せい

小学生のみなさんへ
ふあん

なや

はな

～ 不安や悩みがあったら話してみよう ～
なつやす

お

がっこう

ひさ

ともだち

はなし

べんきょ う

夏休みが終わり 、学校で久しぶりに友達と 話 をしたり 、みんなで勉強
たの

ひと

したり できるのが楽しみな人もいるでしょ う 。 もしかすると、 いつもの
せいかつ

がっこう せいかつ

ふあん

ひと

こま

いや

ひと

がっこう

はじ

生活や学校生活に困ったことや嫌なことがある人、 学校が始まることが
不安な人もいるかもしれません。
ふあん

ひと り

かぞく

だれにでも不安やなやみはあるものです。一人でかかえこまず、家族や
せんせい

がっこう

ともだち

先生、 学校のスクールカウンセラー、 友達、 だれでもよいので、 なやみ
はな

を話してみませんか。
まわ

ひと

はな

で んわ

どう しても周り の人に話しづらいときには、 電話やメ ール、 ネッ ト で
そう だん

まどぐち

ひと

そう だん

けっ

相談できる窓口もあり ます。 人に相談することは決してはずかしいこと
い

ひつよう

たいせつ

ではなく 、 生きていく う えで必要な大切なことですので、 ためらわずに
そう だん

い か

しょ う かい

そう だんまどぐち

まずは相談してみましょ う 。以下で 紹 介している相談窓口では、いつで
なや

き

ひと

もあなたの悩みを聞いてく れる人がいます。
まわ

げんき

ともだち

せっきょ く てき

こえ

もし、あなたの周り に元気がない友達がいたら、ぜひ積極的に声をか
おと な

みぢ か

そう だん

けて、しんらいできる大人につないであげてく ださい。また、身近に相談
ばし ょ

しら

できる場所としてどんなところがあるのか調べてみましょ う 。
で んわ

そう だんまどぐち

どう が

相談窓口のしょ う かい動画

https: //youtu. be/Ci ZTk8vB26I

そう だんまどぐち

電話やメ ール、 ネッ ト などの相談窓口
さき

けいさつ

じ ど う そう だんじょ

そう だんまどぐちいちらん

（ リ ンク先には警察、 児童相談所などの相談窓口一覧もあり ます。 ）

https: //www. mext. go. j p/a_ menu/shotou/sei toshi dou/06112210. htm
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中学生・ 高校生のみなさんへ
～ 不安や悩みを話してみよう ～
夏休み明け、 新たに学校が始まることで、 自分自身の進路の問題や、
家庭内の問題、 あるいは友人関係などの不安や悩みが出てく るかもしれ
ません。

誰にでも悩みや不安はあり ます。 悩みや不安を一人で抱え込まず、 家
族、 先生、 スクールカウンセラー、 周り の友達、 誰にでもいいからあな
たの悩みを話してみませんか。 必ずあなたの味方になってく れる人がい
ます。 周り の人に相談しづらいときは、 電話やメ ール、 ネッ ト で相談で
きる窓口もあり ます。 気軽にあなたの悩みを話してみてく ださい。 人に
相談することは決して恥ずかしいことではなく 、 社会で生きていく 上で
必要な大切なことです。 以下で紹介している相談窓口では、 いつでもあ
なたの悩みを聞いてく れる人がいます。
もし、あなたの周り に元気がない友達がいたら、積極的に声をかけて、
信頼できる大人につないでく ださい。 また、 自分や友人が悩みや不安を
抱えた時に相談できる機関として身近なところにどのよう なところがあ
るのか調べてみましょ う 。

相談窓口の紹介動画

電話やメ ール、 ネッ ト 等の相談窓口
（ リ ンク先には警察、 児童相談所等の相談窓口一覧もあります。 ）

https: //youtu. be/Ci ZTk8vB26I
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学生等のみなさんへ
長期休業期間中から休業明けにかけて、 自身の将来のキャリ アや学業
について、 あるいは人間関係等について、 悩んだり 、 不安を感じたり す
ることはあり ませんか。 そんなときには、 家族、 友人、 学校の教職員等、
誰かにあなたの悩みを話してみてく ださい。 一人で悩んで解決しないこ
とも、 誰かに相談することで悩みの解消につながり ます。 絶対に、 一人
で悩みを抱え込まないよう にしてく ださい。
各大学等にはみなさんの支えになるための相談窓口があります。また、
各地域には電話や SNS などで相談できる窓口があります。 身近な人に
は話しにく いことも、 大学等や地域の窓口になら相談できるかもしれま
せん。 悩みや不安があるときは、 ぜひ利用してみてく ださい。 以下で紹
介している相談窓口では、 いつでもあなたの悩みを聞いてく れる人がい
ます。
また、 あなたの周囲に元気がない人がいたら、 ぜひ積極的に声をかけ
てあげてく ださい。 あなたの声がけが、 身近な人の悩みや不安を和らげ
ることにつながります。
＜参考： 厚生労働省や各自治体の相談窓口＞
○

まもろう よこころ（ 電話相談・ SNS 相談）
https://www.mhlw.go.jp/mamorouyokokoro/

○

若者を支えるメ ンタルヘルスサイト
https://www.mhlw.go.jp/kokoro/youth/index.html

○

新型コロナウイルス感染症に係る心のケアに関する
自治体相談窓口一覧
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_ 12255.html
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