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平成27年度まで朗していたクイズ匝享い、ちごのしゆん

こどもクイズ

いちごのrLゅんJ鯵いつか等7

どちらかに○をしてお

（　）捗る

（　）ふゆ

FL陣ん」とは　そのたペものが

いちばん　おいしくて

えいようがある　きせつのことよ。

こともクイズ　こたえ

いちごのFL●ん』はいっかな？

こたえは　はるだよ。

おみせでうっている　やさいやくだもの．おさかなには．

いちねんのうちでいちばんおいしくて，いっぱいえいようが

あるきせつがあるよ。

いちごのFLゆん』ははるだよ。

いろいろなたべもののFLゆん』について，かぞくのひとと

おはなししてみてね。

画軌、もの

こともクイズ

みん啓で．蛮力lいものにいきさした。

痍力lあ±ん机訊やつをひとつ．カlってくれることに移り

手した。

でも．どうしても膠しいホやつ即ふたつありさす。

こん塔と己．とうし手すか7

ぽんこうに．0をしてお。

轡豆

＼亘二・㌦．・
乙Lナ

卓①憲警憲莞慧吉。

⑧どちらかひとつだけで＝〉神・し

カlさんする。

6

こともクイズ　かいせつ

挿しいものを膵しいだけ力lってもらっていたら．訊か

ね即喀く移ってし手い審す。rが手ん」してどれかひと

つだけにすること鯵．たいせつ等こと等んだき。

①に○をしてくれた　痍ともだち

こんど，おかいものにいったときはがまんして，どれ

かひとつだけおやつをえらんでね！

きっとおかあさんに．ほめてもらえるよ。

（参に○をしてくれた　訴ともだち

おかあさんとのやくそくをちゃんとまもって．がまん

することができたね！おかあさんも．ほめてくれるよ。



匝司こんなとき′どうする？

こともクイズ

こん啓と己．とうし手すか？

膵んこうに　○をしてお。

I　‥われた　ガラスを　みつけたと己

⇒　⑧　訴とうさんや　訳かあ±んに　いう

⑧　菅の手書にする

Z　膵しい　訴もちゃを　みつけだと己

⇒（彰　訴こづかいや　訊としだ手を

ためる

⑧　訊とう士んや　訳かあ±んに

訴ねだりする　　　　，
▲、・●　　　　　J

．ヽ．、i

こ…一・，㌣彗
tl、守　▲＆

ヽ▼■

勃
ぎ・三∴＝

こともクイズ　かいせつ

I　われだ：ナIラスを　みつけたとき

→　こたえ：（野　蛮仁う±んや　訳かあまんに

いう

Z　膵しい　訊もちゃを　みつけたとき

⇒　こたえ：（勤　訊こづかいや　訴としだ書を

ためる

7



平成30年度・令和元年度に使用していたクイズ

画おふろば

こともクイズ

ただしい膠うに　○をしてね。

．ノ

′′　　　　　　　髄

（彰　訊ふろばで　あ蟹ぷ

（診　訴ふろ絆で鯵　あぞば等い

こともクイズ　かいせっ

ただしい膵うに　○をしてね。

．∴′tt
で．■－！

㌔

璃鰭

こたえ：⑧　訊ふう鯵で惨　あと拝啓い

保護者の方へ
浴室での事故を防ぐために，こ家庭では以下の点にこ注意ください。
（》　お手さまが1人で浴室に入れないように．鍵をつけておきましょう。

②　入浴しないときlよ　浴槽の栓を抜いておきましょう。
わずか20センチの水深でも．子ともがおぼれたという報告があります。

画tま相手

こともクイズ

ただしい膵うに　○をしてお。

讐攣
こ等∵∵∵㍉卜苛

→　①　捗計が蓋し啓から　あるく

②　鯵みが己のとき鯵　あるか啓い

8

こともクイズ　かいせっ

ただしい膵うに　○をしてお。

髄

→　こたえ；⑧　鯵みが己のと圭惨　あるか啓い

保オ昔の方へ

歯プラシによる事故を防ぐために，歯磨き中は保護苔の万がそばに付き添い．次のような

ことに注意してください。

8）歯プラシをロにくわえたり．手に持たせたまま歩き回らせないでください。

②　人や物にぶつかってケ刀をすることもあるので．周囲の状況にも気をつけましょう。

（診　相子や踏み台から転落してケガをすることもあるので，不安定な場所での箇唇さは

避けてください．



巨頭まどのモぽ

こともクイズ

ただしい停うに　○をしてね。

→（む　手とのモ膠で　あ蟹ぶ

②　手とのモばで惨　あモ膵啓い

こともクイズ　かいせっ

ただしい膠うに　○をしてね。

ヰ　こたえ：（参　事とのモ捗で鯵　あぞば等い

傍積善の方へ

①　ベランダや窓からの転落事故を防止するために，小さなお手さまをベランダや窓のあ

る部屋に一人きりにしをいようにしましょう。また．小さなお手さまだけで留守番させ

るのは避けましょう．

②　ベランダへの出入り口や窓を施錠したり．お手さまの手の届かないところに補助錠を

つけたりするなど．お手さまの発達に応じて転落を未然に妬く環境を整えましょう．

③　ベランダの手すりや窓の近くに．子どもか簡孝に乗ることができる足場となるような

ものを置かないことも大切です。

④　ベランダの手すりや忍の欄成節分にがたつきや腐食、脱落などがないかも点壊しまし

ょう。

9



令和2年度に新たに棚したクイズ匝　たべものをすてる

こどもくいず

たべものを　すてる

○かな？　×かな？

口のなかに　かいてね。

こたえ一→

こども＜いず　こたえ

もったいないよ！

たべものは　たいせつに　しよう。

匝司ご裾すてる

こども＜いず

〆ダ壁）

ごみを　そのへんに　すてる

○かな？　×かな？

口のなかに　かいてね。

こたえ→

10

こども＜いず　こたえ

三7婁∋

ごみは　ごみぽこに　すてよう！


