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会員の皆様、平成
改め令和二年、おめ
でとうございます。

昨年は五月に新天皇の即位に
より新元号に変わり、そのため
の諸行事等で全国民の心が一つ
になる慶賀ムードに浸りました。
また、ラグビーワールドカップでは
日本チームがワンチームをスロー
ガンにベスト８まで勝ち進み、全国
民が沸きました。しかし、反対に台
風１５号、１９号、２１号による自然
災害に地元千葉県東部方面も巻
き込まれました。未だ復旧作業は
完璧とは行っていません。また、沖
縄の世界遺産「首里城」の大火事

による消失など悲しい事故なども
ありました。私たちの上部団体で
あります「認定NPO法人日本を美
しくする会」よりご支援依頼が通達
されております。どうか会員の皆様
のご支援をよろしくお願い申し上
げます。
さて、話は変わりまして、私ども

の足元の話題ですが、京葉掃除
に学ぶ会の代表世話人であります
木村智博さんが聖人のようなご活
躍をされております。それは千葉
県立印旛特別支援学校さくら分校
でトイレ掃除の実習授業を担当さ
れていることです。そのご報告が
今回のトップ記事として掲載され

ておりますので、是非ご一読して
いただければと思います。そのほ
かには「事前トイレ掃除とリーダー
研修部」、「リーダー・サブリーダー
私の掃除指導手順」のことについ
ても、キメ細かく提案しております
ので、ご参考にしていただきたい
と思っております。
最後になりますが、本年も“明る

く、楽しく、朗らかに、安らかに、喜
んで、進んで活動いたしましょう”
感謝

トイレ掃除が実習授業に！
京葉掃除に学ぶ会代表世話人 木村 智博

今回の報告は、佐倉市にある
千葉県立印旛特別支援学校さくら
分校(県立佐倉南高校内)での「ト
イレ掃除」の取組みについてです。
その学校のメンテナンスサービス
コース(職業コース)のカリキュラム
の中にトイレ掃除が1年間の実習
授業として組み入れられていて、
例年、4名の先生方と1～3年生の
約15名の生徒さんで編成されます。
私はその授業の特別講師として、
みんなと一緒になってトイレ掃除に
取り組んでおります。さて掃除実
習の日は、朝９時５０分にメンテナ
ンス教室に集まりミーティングが始
まります。進行役の二人の生徒さ
んが前に進み出て、出欠を確認し、
心構えを唱和し、班編成とリー
ダーとサブリーダーを決め、班の
今日の目標が発表され、先生方と
私が始まりの挨拶をします。そして
１０時１０分頃から掃除道具を取り
揃え、トイレ前の床に並べます。そ
の後の実習も滞りなく進み、１２時
過ぎには後片付けも終わり一斉に
教室へと戻って来ます。生徒さん

達は各自のノートに反省点や気づ
きを記入し、担当の先生に提出し
確認をしていただきます。１２時２０
分頃には終わりのミーティングが
始まり、数名の生徒さんが感想発
表し、先生方からの総括と私の講
評。最後に感謝を込めて「先生に
一礼、お互いに一礼」し、１２時４０
分に実習が終了します。

一般的に「授業→掃除→トイレ
の？」と聞くと誰もが気が引け、動
きも鈍くなったり私語も出がちに
なったりすると思われますが、本校
の生徒さん達はそのような事は全
く無く驚くばかりです。まずトイレ掃
除に対する嫌悪感がなく、これか
ら良い事が始まるよ！っとばかりに
前向きにとらえ、明るく、そして楽
しそうに仲良く協力して、実習に
専念することができているのです。
以上の事から見て、私の役割

の一つである「掃除に向かう気持
ちを育てる」ことはすでに出来て
いますので、次の役割として「生徒
さん自身の感性で、何かをつかみ
取って欲しい、気づきをして欲し
い」という思いを感じてもらうことで
す。そのため、積極的に教えると
か伝えようとかする言動は控え目
にし、静かに状況を見守ることと背
中を見て感じていただける働きを
心掛けています。ただ、私こそ生
徒さんの背中に教えられる事も
多々あり、「出会う人出会うものす
べて我が師だなぁ」と気づかされ
ております。
最後に、私が以上のような状況

にあるのは、特定ＮＰＯ法人日本
を美しくする会会長の利哲雄さん
のご紹介により前任者の行方誠さ
んの礎を引き継ぐことが出来たか
らです。これは、またＮＰＯ法人千
葉を美しくする会の今後のご支援
を強く願うもの
でございます。
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【校内掲示物より転記】

メンテナンスサービスコース

心構え
①丁寧な言葉遣いを心がけます
②自ら進んであいさつをします
③最初から最後まで集中します
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事前トイレ掃除とリーダー研修部
長谷川 昭次

（２面）

【提案の要旨】
① 事前トイレ掃除のときに、本番当日に使う「リーダー・サブリーダー私の掃除指導

手順・ｍｙ手帳」推奨案の内容を確定する。
② それを本番当日のリーダー・サブリーダーに事前に届ける。
③ 届けられた掃除指導手順・ｍｙ手帳の推奨案を基に、当日のリーダー・サブリー

ダーが自分自身で、本番当日の前日までに自分の掃除指導手順・ｍｙ手帳を作
成する。

④ そして、本番当日、リーダーシップの発揮に役立たせる。

１．今現在、リーダー研修部が担当している“事前トイレ掃除”はどのような内容なのだろう
か？
◆事前トイレ掃除を行うとき、本
番当日の「掃除に学ぶ会」の１
週間から１０日位前に、当日使
用するトイレを１０人前後の人数
で掃除をしている。掃除に入る
前に男子用トイレか女子用トイレ
かを選ぶ。希望制の場合もある

し研修部から指示される場合も
ある。リーダーは特に決められて
いない。また掃除をする時間は
明確ではない。綺麗になれば終
わりとしている。
◆掃除が終わった後、話し合い
は持たれないし、意見や指摘や

反省も求められる事はない。

２．この度、今までのような事前トイレ掃除に対して、全く新しい取り組みが日本企画掃除
に学ぶ会のリーダー研修部より打ち出されたのである。
◆下記の図１を見て頂きたい。
本番当日で使うであろう男子ト
イレの便器の数に合わせて誰と
誰、また女子トイレにも同様に誰
と誰と配置されている。そして
リーダー・サブリーダーを決めて

いる。掃除の時間も決めている。
事前トイレ掃除のためにこのよう
な班編成を行い、リーダー・サブ
リーダーを決め、掃除時間を決
めて取り組んだ。
◆この取り組みはこれ

だけで終わってしまうとは思わ
れない。この取り組みを起点とし
て、この先新たな取り組みが、
いくつも出て来るであろう。

図１ 班編成とタイムスケジュール 図２ 掃除指導手順・ｍｙ手帳
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（３面）

◆このように筋が通って来
ると、初めてのリーダーで
も慣れているリーダーでも
更にベテランだと思って
いるリーダーでも、本番当
日の掃除指導手順・ｍｙ
手帳を作成しておくと班
のメンバーを前にした掃
除実習場所でいかんなく
リーダーシップを発揮でき
るだろう。それによって班
のメンバーは、鍵山掃除
道を体得して行く事が出
来るようになるだろう。

◆リーダーシップが
思う存分に発揮で
きるようになれば、日本企
画掃除に学ぶ会は飛躍
的な向上発展をとげる事
が出来るであろう。その事
は県内県外からの掃除に
学ぶ会から注目されるよう
になるだろう。
更に全国掃除に学ぶ会の
リーダーのリーダーシップ
の向上にも寄与して行く
事になるであろう。

４．取り組み実践後の期待効果

３．次にその取り組みを予想してみよう。

（１）事前トイレ掃除のとき、そのリー
ダー・サブリーダーに本番当日に
使用するであろう掃除指導手順・
ｍｙ手帳（案）を使ってもらう。

（２）事前トイレ掃除が終わった後、リー
ダーを中心に、掃除指導手順・ｍ
ｙ手帳（案）の内容について、意見、
指摘ならびに反省をしてもらう。

（３）意見や指摘を反映させて、本番当
日に使用してもらう掃除指導手順・
ｍｙ手帳の推奨案として、実行委
員会の席で発表する。

（４）本番当日のリーダー・サブリーダー
を依頼する際に、掃除指導手順・
ｍｙ手帳の推奨案を依頼書と共に
一緒に添えて届ける。

（５）依頼を受けたリーダー・サブリー
ダーは、一緒に届けられた掃除指
導手順・ｍｙ手帳の推奨案を基に
して、自分自身の掃除指導手順・
ｍｙ手帳を作成して見る。

（６）本番当日の早朝リーダーミーティン
グのとき、リーダー・サブリーダーは
自分自身で作成した掃除指導手
順・ｍｙ手帳を持ち寄って、お互い
に指導分担の打ち合わせを行う。

（７）自分自身の作成した掃除指導手
順・ｍｙ手帳の内容が自分の班の
メンバーにどのように受け止められ
たのかを反省や気付きとして記入
し、研修部からの求めに応じて提
出する。

私の座右の銘は「凡
事徹底」です。
換言すると、「誰にでも
できる平凡なことを、誰
にでもできないくらい徹
底する」という意味です。

さらに座右の銘を挙げ
るならば、「ひとつ拾え
ば、ひとつだけきれい
になる」と「やっておい
てよかった」です。いず
れの言葉にも、実践の
大切さを込めています。
実践なくして、活路が
拓けることはありません。

（鍵山秀三郎）

予想した取組みフローの例

－
リーダ研修部が作成した掃除手順・ｍｙ手帳（案）を
事前トイレ掃除のリーダー・サブリーダーが使用する。

（１）
（２）

事前トイレ掃除の次の目的を再確認し、実習する。
① 本番当日使用トイレをきれいにする。
② 掃除実習校の実状に合わせた掃除指導手順・

ｍｙ手帳の推奨案を検討する。
1. 掃除の仕方の推奨案を検討する。
2. 掃除実習手順の推奨案を検討する。
3. 掃除実習タイムスケジュールの推奨案を検討
する。

4. 掃除実習指導要項（留意点）の推奨案を検討
する。

（３）
検討結果に基づいて、当日使用する掃除指導手順・
ｍｙ手帳の推奨案を確定させる。

（４）

本番当日の数日前に、当日担当するリーダー・サブ
リーダーに対して、リーダー・サブリーダー依頼書と一
緒に、掃除指導手順・ｍｙ手帳の推奨案を配布する。

1. リーダー・サブリーダー依頼書
2. 掃除指導手順・ｍｙ手帳の推奨案
3. リーダー・サブリーダー研修資料

（５）
選抜されたリーダー・サブリーダーは、自分が使う掃
除指導手順・ｍｙ手帳を、本番当日までに作成する。

（６）

リーダー・サブリーダーは、自分自身が作成した掃除
手順・ｍｙ手帳をもって、本番当日の早朝リーダー
ミーティングに参加する。
そして、お互いが作成した掃除手順・ｍｙ手帳を使っ
て自分たちの班メンバーへの指導分担の打合せを
行う。

（７）
リーダー・サブリーダーは、自分たちの掃除指導手
順・my手帳の振り返りを行い、研修部の要請に応じ
て、その内容を提出する。

【凡事徹底「一日一話」 「後味のよい人生を送るために」
文庫本のカバー表紙裏より】

事前トイレ掃除の後、掃除指導手順・
ｍｙ手帳の推奨案を確定させる。



開催日 開催場所 実行委員長 世話人地区 参加人数

７月３１日（水） 大網東小学校 山本三男 山武 １２０名
８月３１日(土) 船橋市立高郷小学校 佐藤太郎 日本企画 １９８名
８月 京都支部清掃活動 茂原 ２名
９月１８日（水） 麗澤大学 富田裕之 れいたく １０名
１０月５日（土） 富里市立富里北中学校 鈴木正一 印旛 ３６名
１０月２９日（火） 旭市立中央小学校 山本三男 山武 １２５名
１１月６日（水） 千葉大学教育学部付属中学校 山本三男 山武 ２９名
１１月 山形掃除に学ぶ会思想活動 茂原 ２名
１２月３日（火） 麗澤大学 富田裕之 れいたく ９名
１２月１２日（木） 一宮町立一宮中学校 茂原 １８０名
毎週水曜 茂原駅周辺 秋葉幸男 茂原 ８～１２名

令和二年 １月～７月千葉地区掃除に学ぶ会実施予定
開催日 開催場所 実行委員長 世話人地区 備 考

１月４日（土） 麗澤大学 富田裕之 れいたく
１月２５日（土） 千葉県立成田国際高等学校 古谷健 印旛
３月１０日（火） 麗澤高校 富田裕之 れいたく
３月２８日（土） 船橋市立大穴小学校 鈴木一重 日本企画
３月 旭市立琴田小学校 山本三男 山武
３月 茂原駅トイレ掃除 御園拓也 茂原
５月１２日（火） モラロジー研究所 富田裕之 れいたく
５月 旭市立干潟中学校 仁茂田祐基 山武
毎週水曜 茂原駅周辺 御園拓也 茂原

令和元年７月～１２月掃除に学ぶ会活動および支援状況

編 集 後 記 長谷川・利（和）・石渡

◆会費納入の件◆
１２月会計年度のしめくくりを見
ると、会費納入が順調であった
事が良くわかるのです。会費納
入の状況は、ＮＰＯ法人千葉を
美しくする会の活動に対する期
待と励ましの現れでもありましょ
う。新年度は会員の皆様の期待
に更に応えられるよう、活動を
吟味し充実させて行かなくては
なりません。
今後ともよろしく
ご協力ご支援の
ほどよろしくお願
いいたします。

◆日本企画リーダー研修部◆
「日本企画株式会社では社

員大会と称して掃除に学ぶ会を
開催しています。リーダー研修
部は今までにいくつかの新しい
取り組みをして来ました。 この
度、今までのような事前トイレ掃
除に対して全く新しい取り組み
が、リーダー研修部より打ち出さ
れたのです。（２面３面を参照）

これだけ新しい取り組
みをしているのですから、
この先更なる新しい取り
組みがなされる事を大
いに期待するのです。

◆小冊子◆
２つの冊子をお届けします。
１冊は「清風掃々」認定ＮＰＯ法

人日本を美しくする会の機関誌で、
１月と７月の年２回の発行なのです。
これによって日本全国と海外の活
動状況が把握できるのです。
もう１冊は「他者中心に生きる」と

言う表題の竹林の表紙の冊子です。
目次を見ますとユニークな、そして
真理を突いている内容ばかりです。
しかも生徒との関わりで書かれて
いますので、ＮＰＯ法人千葉を美し
くする会の活動と係わりが持てるの
です。
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近況：最近少し太りました


