
 1

 

会報 第22号発行                                             平成28（2016）年7月1日（金） 

 

               子供たちの心に響かせたのは 
 

市川市立白百合小学校をお借りして京葉掃除に学ぶ会が開催されました。 

この会の時も 2 時間程の掃除実習を終えて昼食。昼食の後は閉会式。閉会式では各班から代表の

方々がそれぞれ感想を発表する。その感想発表の中に、一際気を引くものがあったのです。それが

ここに掲載させてもらいます“石原さん”の感想でした。 

 私共が掃除に学ぶ会を開催して、子供たちの心を磨き子供たちの心を開かせたいと願っている事

を、石原さんは既にそれも独自で実践し実証されている!!と言う驚きの内容の発表だったのです。 

石原さんに寄稿していただきました。 

 

昨年 京葉掃除に学ぶ会の方たちと一緒に掃除実習をした翌日 『先生、トイレが超きれい』『先

生、トイレが良い匂い』休み明けの朝、興奮して教室に戻る子供たち。それから、その興奮してい

る子供たちに私自身が興味深く学んだものとして、掃除について話しました。 

道具や洗剤は、丁寧に扱うものだと知ったこと、1 つのトイレに2 時間かけたこと、それでもま

だ時間がほしいと思ったこと等々。 

「心地よい」とか「爽やか」という感覚を伝えるのは、とても難しいのですが、この日は子供た

ちの心にすとんと落ちたような気がしました。これは掃除の持つ力でしょうか。 

掃除の力と言えばもう一つ、私には思い出があります。以前赴任した学校のことです。4 月、出

会った子供たちは、進級のお祝いに用意した手作りくす玉を壊し、配ったお便り類は、紙飛行機と

なって飛ばされて、わずか数時間で、教室は荒れ果ててしまいました。翌日からも同じようなこと

が続きました。飾った花はもぎ取られ、掃除ロッカーは蹴飛ばされた跡で歪んできました。私たち

は教師集団ですから、荒れの原因を探り、様々な方法で子供たちの心を開放するように試みました。 

そんな中、私の実践したことの 1 つに掃除がありました。「荒れた教室では、どんなに言葉を尽

くしても響かない。」と感じたからです。時には泥や水が撤き散らかされている床を拭き、使った物

が散乱している棚を整え、ひとりひとりの机をきちんと並べて、奇麗な雑巾で丁寧に拭く････とい

うような日が続きました。 

しばらくして『君たちと一緒にきれいな空気を吸いたいので買ってきました』と言って教室に置

いた観葉植物が、倒されなくなった頃、子供たちの笑顔も変わってきました。可愛い素直な表情を

見せるようになったのです。綺麗な教室は、安心できる居場所へと変わっていったようです。たか

が掃除されど掃除。教員生活を終えた今、しみじみと実感し次のステージに活かしたいと思ってお

ります。 
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我が身に引き寄せて見て 
 

 NPO 法人千葉を美しくする会の会報を手にしてくれている方々の中から“森口さん”のように、

寄稿して下さる事は、とても嬉しい事です。 

 会報は日本企画（株）内の事務局からお届けしていますが、この事務局からは分からない事を、

この寄稿は教えてくれているのです。日本企画のリーダー・サブリーダーの事も。また会報に同封

した「校則と心の教育」を我が身に引き寄せて読み、考え、そして受け止められて居られると言う

事も。 誠に有難うございます。 

 

 前略「会報春特集号」と「校則と心の教育」をご恵贈ありがとうございました。 

２月の入船中学校の掃除の際は、利社長のご寄稿にもありましたように入船中学校の先生、生徒さ

んが大変すばらしかったです。隅々まで掃除が行き届きトイレも私達が手を出す事がない程綺麗で

した。 

 しかし、何よりも驚いたのは、この時のリーダー・サブリーダーが日本企画の方々だったことで

す。平素から掃除の会を運営されている皆さんですから、作業の説明や進め方等手際がよく驚きま

した。実は私もトイレ掃除にも慣れてきましたので、ベテランの素振
そ

りをして初参加の先生に道具

の使い方を教えることができました。（笑） 

 掃除実習終了後、『来月（３月）の海神中学校が会社の大会であり、本番です』と言われていまし

た。会社全体で掃除に取り組んで人材育成するとは・・・今迄に会ったことがないなんとすごい会

社と驚くと共に、社員が当然という顔でいることにも、改めてトイレ掃除のパワーを感じました。

日本企画（株）の今後のご発展をお祈りいたします。 

 また今回いただきましたもう１つ、「校則と心の教育」もすばらしかったです。校則違反した者は、

その場でしかる、ということが最近やりづらくなっていると思います。しかしその時の「まあいい

か・・」が大きな問題となることが多々ありますね。 

 教師は大勢の子供を預かり１人１人を正当な人間に育てるという仕事で良く出来て当たり前、事

故が起これば先生の責任と言われ早朝から夜遅く迄気が抜けない。１人でも多くの生徒を立派な社

会人に育てようと努力しても必ずしも思いどうりにいかず、反抗されたり従わなかったりされる。

教育とは、すぐに結果が出るのではなく何十年後に表れるものです。しかも自分の手の届かないと

ころで。大変な仕事ですね。校則と心の教育の文中【心が育っていない子供に言葉による指導はこ

ころに届きにくい】という１行納得しました。本来家庭で教えるべき事を学校や行政に押しつけて

いないだろうか、私の家で。と反省しながら。 

 「１つ拾えばひとつだけきれいになる」 の気持ちでこれからもトイレ掃除に参加いたします。 

 向暑の折柄ご自愛ください。                       森口孟 拝 
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 当日の掃除実習の時指導手順の作成をして見ては 

 

◎当日の指導手順を作成するということは 

 1.初めてのリーダーでも、慣れているリーダーでも、さらにベテランだと思っているリーダーで

も当日の指導手順を作成し、掃除実習場所へ持ち込んで活用すると素晴らしいリーダーシップ

が発揮できる事につながるだろう。 

 2.当日の指導手順の作成は次のようにしてみる。（1 面と4 面はリーダー研修係より示される物を）
 

 〔本日の掃除実習ごとの留意点〕   ４面     〔本日の日程（タイムスケジュール）〕 １面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 本日使用トイレ（ ） 

本日の更衣室・男子（）女子（） 

 掃除道具は事前にトイレ前に運び並べておく 

プロテクトの塗布を忘れない 

 リーダー・サブリーダー共に運び並べておく 

メンバーの出欠と体調の確認 

素手での実習は強要しない 

  

2 面と 3 面に詳しく掲載 

 

 サブリーダーを先頭にして皆で道具の返却場

所へ 

 昼食場所は（体育館） 

リーダーは皆が戻って来たら手伝ってもらっ

て食べる準備を 

 感想発表者は閉会式が始まる時本部の横に 

リーダーは名札をもらいながら 1 人 1 人にね

ぎらいの言葉を。サブリーダーが最前列、リー

ダーは最後尾に。 

事
前 

準
備 

閉
会
式

開
会
式

昼
食

返
却

掃
除
実
習

 

7:30～・受付開始 

 

7:30～・リーダーミーティング（体育館ステージ上）

 

8:30～・開会式 （体育館に於いて） 

 

9:00 

11:30 

 

11:30 

12:00 

 

12:00 

12:40 

 

散会 

掃除実習 

昼食（体育館に於いて）

閉会式 

  

 

1.身支度 学校の物は廊下へ 

2.蛍光灯を掃除 直ぐに取り付ける 天井床はき 

3.自己紹介リーダーは今回の掃除に対する思い

入れを 

4.道具の名前と使い方（サブリーダー） 

5.便器の掃除の手順と方法を実演（リーダー） 

6.掃除場所の分担を 

 [1～6 は 30 分位] 

7.各自取り組む 

  ア.場を清める・スポンジで壁面や便器の垢おとし

等 

  イ.便器の掃除※サブリーダーも指導 

     ・１番汚れている所から   

陰の部分へ   便器磨きへ 

     ・床の作りにも注意 

     ・小便器の水漉 

  ウ.没頭できるようにしてやる 

  エ.言葉かけ・励ます・引き出す・褒める 

  オ.終局は感動を抱いてもらえるようにする事 

      [ア.イ.ウ.エ.オ.は６０分間位] 

当日掃除実習の指導手順  
 

2 面より続く   氏名〔     〕 

 

（１）使った道具はバケツへ 

（２）全体を皆で床磨き（実演）※見守る 

（３）ホースで水かけとその水拭き（実演リーダー）

                   ※見守る 

（４）道具の水洗い（実演サブリーダー）※見守る 

（５）床の水引き（実演リーダー）   ※見守る 

（６）道具をしまう◎学ぶ会の道具はサブリーダーが

         ◎学校の物はリーダーが 

                （二手になって）

（７）手を洗って全体を見渡して三角折も 

（８）反省会そして礼を言って又奇麗さの自覚も 

（９）窓閉め・表示はがし・電気消し（リーダーが）

（１０）道具を持ち合って場を後に（サブリーダーが）

 

    [（１）～（9）は５０分間位 ] 

       ※（10）は 10 分間位 

              ※乾式トイレは（3）は出来ない 

２面 ３面 
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 ３．Ａ６のソフトカードケースに入れて掃除実習場所へ携行する 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２８年１月～６月千葉各地区掃除に学ぶ会実施表              

     
１月１９日 君津市立貞元小学校 上総掃除に学ぶ会 
１月２３日 千葉県立成田国際高校 印旛掃除に学ぶ会 
２月１７日 南房総市立三好小学校 上総掃除に学ぶ会 
２月２６日 木更津市立岩根小学校 上総掃除に学ぶ会 
３月２日 富里市立根木名小学校 印旛掃除に学ぶ会 
３月８日 旭市立琴田小学校 山武掃除に学ぶ会 
３月９日 市原市立明神小学校 上総掃除に学ぶ会 
3 月 26 日 船橋市立海神南小学校 日本企画株式会社 
５月３０日 旭市立干潟中学校 山武掃除に学ぶ会 
６月３日 山武市立山武南中学校 山武掃除に学ぶ会 
６月９日 山武市立成東中学校 山武掃除に学ぶ会 

６月９日 香取市立府馬小学校 印旛掃除に学ぶ会 

      
      

                                    

                                      
 
 

編集後記 

 

     掃除に学ぶ会は学校を会場にして、皆で数時間かけて活動して行く事を主体としています。 

その中には色々な意義を込めながら。その活動の様子は 4 頁の実施表と実施予定をご覧頂きたい。 

この活動はいわば掃除に学ぶ会の世話人さん方の協同のものと言えましょう。 

     一方世話人さん方個々の活動が、当然あって良いわけです。学ぶ会の色々の意義を踏まえて、個

人で或は有志で掃除の実践をされて居られると思います。この実践の様子を文章に書かれて、事務

局の方へ送って下さると、とても有難いのです。それはまた NPO 法人千葉を美しくする会の会員

の方々の活動の為にも大いに役立つ事と思います。 

                                          記 : 石井和美 

 

                                

     （文字下面） 

 

 

 

   １面      ４面 

 

 

     オ リ セ ン 

当日の掃除実習ごとの日程は 

○○掃除に学ぶ会のリーダー 

研修係から示される物をそのま

ま活用する 

 

  

 

色々の資料や○○掃除に学ぶ会

のリーダー研修資料を取り入れ

て作成する 

当日の留意点は○○掃除に学ぶ会の

リーダー研修係より示めされる物を

そのまま活用する 

    

 

 

 

リーダー研修係より示されたらその

まま活用する 

 

自分で作成するのだが極く簡単な物

でも良い 

Ａ４の用紙を使う 

（当日の日程） （当日の留意点）

（指導手順） （指導手順）

２面 ３面 

7 月以降実施予定 

印旛掃除に学ぶ会 

・７月３０日  富里市立富里北中学校 

・８月上旬   千葉黎明高校 

・８月下旬   富里市立富里中学校 

・９月２９日  多古町立中村小学校 

・10 月 8 日  場所未定（日本企画） 

・１０月１５日 印西市立印旛中学校 

・１２月下旬  県立佐倉南高校 

京葉掃除に学ぶ会 

・3 月上旬   浦安市立入船小・中校 

れいたく掃除に学ぶ会 

・7 月 25 日（月）れいたく大学内（定例会）

4
面 

１
面

２
面 

３
面 

山武掃除に学ぶ会は学校の希望により９月に確定して行く 


