
  

三保小学校の自問清掃 

中津市立三保小学校 



 
 
 
 
１、「自問清掃」導入の経緯と児童の実態 

 三保小学校では２０１１年より自問清掃に取り組んでいる。自問清掃の時に「がまん」「し

んせつ」「みつけ」の３つの玉を磨き続けている。昼休みの喧騒がチャイムとともに終わる

と子どもたちは、自分の掃除場所へと移動し、一人ひとりが自分の自問をして落ち着いて

掃除に取り組んでいる。自問清掃後の自問ノートにも子どもたちの思いが徐々に綴られる

ようになってきた。 
 本校は、大分県内でも最も早い時期から「なかまづくり」を核とした縦割り活動に取り

組み一定の成果をあげてきた。 
 しかし、様々な背景をもつ子どもたちの中には、学校生活の中で自分の立ち位置が見出

せない子、学習に意欲がもてない子、他者とのコミュニケーションが苦手で時として逃避

したり、暴力的な行動をとってしまったりする子など生活指導面で大きな課題もあった。 
 清掃活動は、基本的に縦割り班で行っていた。以前は学級単位での清掃も行っていたが

各学級での清掃が成り立たない場面が見られ始めたので原則年間を通して縦割り清掃を行

うことにした。掃除に真面目に取り組む子もいたが、以前から雑巾を投げ合ったり、箒で

ふざけたりする子がいた。また、昼休みが終わっても掃除場所になかなか来ない子や掃除

場所で走りまわって注意されて教師の指導を受け入れない子がいた。５時間目の授業が時

間通りに始められないことが常態化した学年もあった。教室や廊下は掃除が行き届かず、

ゴミや汚れが目立っていた。 
そうした中、高学年に中国籍の子どもが転入してきた。言葉が通じず子ども同士のコミ

ュニケーションも上手くいかず、家庭的な背景も影響してあれを示すようになった。「中国

では、子どもは掃除をしない。だから、自分も掃除はしない。」中国籍の子どもは、そう言

い放ち清掃活動に参加せず、運動場や校舎の中をうろうろしたり、掃除の邪魔をしたりし

た。そうした状況の中で他の子どもたちの心も荒れていった。秋の運動会後の職員会議で

校長先生が「子どもたちのために、この状況をなんとかしなくてはならない。先生方と知

恵を出してどうにかして改善したい。」と言った。学校中の掲示物や破かれ、窓ガラスは割

れ、喧騒が学校を包んでいた。10 月の職員会議で校長より、学校全体で取り組む改善策を

考えようと提案された。それから、3 か月後、自問清掃が始まった。 
本校の子どもの生活の様子等から考えられる課題 
○他者の心の痛みに寄り添う力の乏しさ 
○自分自身の言動を見つめようとする態度の脆弱さ 
○自己の感情の統制や自律的な態度の不足 
 

三保小学校における「自問清掃」の導入と展開 

～自ら考え豊かな心を育む「自問」教育をめざして～ 



２、学校教育目標の具現化に向けて 

 本校の教育目標は、「豊かな心と自ら学ぶ力をもち、共にたくましく生きる三保っ子の育

成」であり「豊かな心」「自ら学ぶ力」「たくましく生きる」子どもの育成をめざし、具体

的な取り組みを進めている。特に人権・同和教育の充実のため、授業改善、学力保障や地

域保護者との連携、いじめや差別・不登校等の解決に向けた様々な実践を長年にわたって

学校一丸となり積極的に進めてきた。そのために、教師の指導力の向上を掲げ、教育目標

達成に向けて努力しているところである。 
 人権・同和教育については、本校の重点課題として『人権教育の指導方法等の在り方に

ついて「第三次とりまとめ」』をもとに、「知識的側面」「価値的・態度的側面」「技術的側

面」に整理・補充して取り組んでいる。具体的取り組みの意味付け・価値付けを見直し、

教職員の共通理解を図ることで、自他の人権を守り、実践に移すことのできる子どものい

くせいを目指すことにした。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○人権・同和教育の推進 

・学力保障 

・児童理解 

・人権学習の日常化 

・地域保護者との連携 

 ○道徳教育の推進 

・道徳的実践力の育成 

  ・補充深化統合 

○集団活動「なかま」づくり 

「なかよし三保っ子タイム」 

・縦割り班活動（清掃・栽培活動・

レクレーション・体育行事等） 

・人権学習発表会 

○地域との交流 

・文化センター行事との連携 

・公民館活動との連携 

・高齢者との交流 

○校内研究 

・「学び合い」のある授業 

の推進 

○アンケート調査 

・生活アンケート 

・学校評価アンケート 

○各種研修 

・生活講演会 

・人権講演会 

○自己肯定感・他者肯定感を

高める[人権教育]の場 
○子どもの判断力、意志決定

力を育てる[生徒指導]の場 
○自らが進んで考え、判断し、

実行する[実践的な学習]の場 
○あらゆる場面で自分に問う

ことを行い、豊かな心を育て

る[道徳教育]の場 学力の充実 

・主体的な学習意欲の喚起 

・チャレンジタイムの充実 

・ジャンプ問題の活用 

・家庭学習の定着 

職員研修 

・支援を要する児童の支援体

制の明確化と強化 

・人権同和教育研修 

・授業公開、１人２実践 

啓発活動 

・年２回の地区懇談会の充実 

・学校便り「かけはし」の発

行と保護者、地域の啓発 

・校内掲示の工夫 

学習環境の整備 

・教室環境の整備 

・教材教具の充実 

・情報機器の整備 



３、三保小学校の自問清掃 
 （１）自問清掃の目的 
   ○子ども一人ひとりに宿る「自発性」を高め、脳の「前頭葉」の「意思力・情操・

創造性」を磨き、やがて一人前の立派な大人として生きる力を育む。 
   ○人の顔色をうかがって態度を変えたり、他からの指示命令や利害得失で動いたり

するのではなく、自分の胸の尺度に従って自らに問いかけ、考え、決めて行動す
る人間、裏表なく正直に生きることの爽やかさを知る人間に育てる。 

 
 （２）掃除の方法から、人間性を高める活動へ 

掃除についての目的意識を「学校をきれいにするため」というような清掃指
導の場から「人間として成長するため」の場と位置づけ、子どもの意識の変革
を図る。 

 
 （３）三原則の確認 

子どもの自主性を信じ、教師は原則として一切の指示・命令を行わない。子
どもの変化を「信じて待つ」ことを基本的なスタンスとする。また、自分自身
の心を磨くために掃除をしているということを意識させるため、「ほめない」「比
べない」「叱らない」ことを指導する上で留意する。 

     ○「ほめない」･･･ほめないけれど感動を伝える。上からの評価ではなく本当に
感動したことを共感的に語っていくことが大切。 

     ○「比べない」･･･他の人の行動から学び合い、よさを自分の行動に取り入れて
いく。 

     ○「叱らない」･･･叱らないが、決して譲らない。他の人に迷惑をかける行動は
絶対に許されないという意識を持たせる。 

 
 （４）「小世話」をやかない指導 

子どもの指導にあたっては、「がまん清掃」「しんせつ清掃」「みつけ清掃」を
柱として、自分の意志の力、考える力を自ら磨いていけるようにする。そのた
めに「小世話」をやかないように指導をしていくことが肝要となる。「小世話」
とは、本来自分自身で考え、判断し、実行していくことを、他者が不必要なま
でに言葉かけ・手を出す等の行為を行うことである。「小世話」をやいてしまう
ことにより、子どもが本来持つ自発性・思考力を衰えさせ、結果としていつま
でも言われるまでしない、簡単なこともできないようにしてしまっている。「子
どもの可能性を信じ切り、待つべきときは待つ」という一貫した姿勢を堅持し
ていく必要がある。 

 
 （５）教師のあり方 
    ○教師も自問清掃をする。そうじ中は、話したり・人のじゃまをしている子ども

がいた場合、指を口にあててしゃべらないように促したり、肩をかるくたたく
などして気づかせる程度にする。 

    ○電話や来客があった場合の会話や、子どもの安全等に関わる場合の注意につい
ては例外とする。 

    ○教師が模範を示すというよりも、教師自身が真剣に自分の自問を行い、その姿
から子どもたちに考えさせる。 

    ○掃除そのものが目的ではなく、掃除を通して子どもの忍耐力、思考力、実行力
を育てる姿勢を持つ。したがって掃除が十分出来ていない場合も、「これができ
ていない」「ここをこうしないと…」という指導ではなく、「どう自問したか…」
「どう考えてこうしたか…」等、子どもの思考にうったえる指導を日常的に行
っていく。つまり、結果からではなく、思考と行為を通して、人間としての生
き方を考え、人間性の向上をはかっていくことが目的となる。 

 
 （６）自問ノートについて 
      各学年で実態にあった自問ノートを用意し、自問清掃後を中心に様々な学習

活動の中で自分の自問について記録させる。自分自身の自問の確認と思考の経



過、自身の変容がわかることにより、自分の人間的な成長が感じられるように
する。 

     ○文章量は、問わない。（２行でも３行でもよい。） 
     ○「何をしたか」から、「何を自問したか（考えたか）」に内容をシフトさせて

いく。 
     ○自問ノートの内容を他の子どもに知らせる場合は、基本的に書いた子どもの

氏名等は公表しない。 
     ○自問ノートのつぶやきを大事にし、簡単に返事を書く。（毎日は大変なので、

一週間に一回、回収したときなどでもよい。）その際、単なる確認の○等は付け
ない。（自問が見られる個所等に線を引いたり、小さな○を書くことはよい。） 

 
（７）自問清掃の時間 

時間 子どもの動き 備考 
１：４０ 
 チャイム 
音楽を放送 

遊びをやめて清掃の準備・

トイレ・水分補給を行う。 

この時から原則としてしゃべ

らない。 
トイレ・水飲みはよい。ただ

し静かに素早く行う。 
※この時、水くみはしておい

てよい。 
１：４５ 

～１：４６ 
 

掃除場所にあつまり、起立

して目を閉じ１０数秒の自

問を行う。 

このとき、今日の清掃につい

て目を閉じて各自が自問す

る。 
１：４６ 
 放送 

自問掃除開始を告げる 放送で自問掃除を始める。 

１：４６ 
～１：５８ 

無音 

自問清掃 しゃべらない 
じゃまをしない 
掃除場所からはなれない 

１：５８ 
 放送 

掃除をやめ片づけ、終われ

ば座って待つ。 

バケツ・ほうき・ちりとり等

を所定の場所に片づける。 
１：５９ 

～２：００ 
起立して、目を閉じ、自問

する。 

しずかに目をとじて掃除の自

問のふりかえりをする。 
２：００ 
 放送 

掃除場所から各自の教室へ

移動。教室で自問ノートを

書く。 

チャイム後はしゃべってもよ

いができれば静かに移動。 

 

  



 

赤 1班 

今日は、見つけ、がまん、親切清そうに意識

して取り組みました。意識していたら、３つと

もできました。 

見つけは、４年の子が物の下をふいていたの

でそれを見習って他の物の下をふきました。 

がまんは、ゆかのごみがはわけてなくて多か

ったけど、自分でちゃんとふきとれたからです。 

親切は、1 年の子がつくえを重そうにはこん

でいたのでそれを手伝ったことです。 

３つともおわったのに時間があまりました。

なので、たなをふきました。 

３つの清そうをやると心がすっきりしました。 

 

赤２班 

 きょうは、まえのじもんしゅうかいでいって

いたことを さんこうにしようとおもいまし

た。そして、ほうきをしてから いたをふき、

やはり ぞうきんがまっくろくなったので、そ

こは つぎからかならずふこうとおもいます。

そして、くつばこのうえをしたら、とてもよご

れたので、そこもしていこうとおもいました。 

 

 きょうの じもんせいそうのとき、さいしょ

に いっしょのそうじのひとが いませんでし

た。 

 わたしが ひとりではわいていたら、そのあ

とから Ａくんが ぞうきんでふいてくれまし

た。 

 そして、あとからきたら Ａくんは、じぶん

のそうじばしょにもどっていたので、しんせつ

せいそうが できているなとおもい、わたしも 

そうなれるように、これからも がんばってい

こうとおもいました。 

 

 きょうは、トイレをしてから、ゆかをしよう

とおもったけどかいだんをてつだいました。か

いだんをふいたあと、ゆかをしました。ゆかは、

すみのほうにごみがいっぱいありました。すな、

かみのけなどがおちていてねとるのがたいへん

でした。でも、きれいになってよかったです。 

 

 きょう、さいしょにべんきをみがきました。

そして、トイレのゆかをふきました。トイレの

スリッパをそろえました。トイレのよこのゆか

もふきました。Ａくんもがんばってそうじをし

ていました。Ｂせんせいがトイレのよこのゆか

をふいていたらから、まねしました。とてもが

んばりました。じぶんでみつけせいそうができ

てよかったです。 

 

赤３班 

きょう、わたしは からぶきをしました。そ

して、あとから ぬらして つかいました。さ

いしょ、なぜ からぶきをしたかというと ほ

うきで とれないゴミがあったから ぬらして

いない ぞうきんで ふきました。そしたら 

かいだんを ふきやすくなりました。わたしは 

ほうきをするのが へたなので もうすこし 

じょうずに なりたいです。 

 

赤４班 

 きょうは、自問するときに きたないところ

をふいていこうと思いました。わけはピカピカ

になってほしいからです。わたしは、きたない

ところをふくのはいやだけど、がんばればでき

ると思いました。だからきれいにべんきをみが

きました。はわくのもていねいにやりました。 

                                         

私は、きのうよりちょっと「たいへんだ」と思

わないようになりました。私は、きょうぞうき

んでろうかを半分と教室の前と後ろをしました。

はしっこにごみがあるのを見つけました。きた

なくてふきたくないと思ったけれどがまんして

きれいにふけました。今は、そうじのことが好

きだけどあとから、めんどうくさいとか思わな

いようにしたいです。木曜日もがんばってした

いです。 

 

白１班 

 ぼくは、今日人がやっているところを手伝い

自問ノートの例 

 



ました。今日はしんせつ清掃ができました。 

 

ぼくは、今日はじめて三年教室をして机を下

げるところまでで時間がなくなったので、明日

は時間内におわらせたいです。５年生がぞうき

んでほこりのたまっている、ものの下をきれい

にふいていたので、明日は、ぼくもほこりのた

まっているものの下やすみっこをきれいにした

いです。 

 

ぼくは、月曜日は後ろのゆかを時間内でふけ

なかったから、今日は協力して後ろのゆかをふ

くことができました。今日はゆかにゴミがたく

さんあったので、ぞうきんが黒くなりました。

明日はまっ黒にしたいです。今日、ぞうきんで

ふいていると、あまりとれないところがあった

ので、何回かふくととれました。 

 

白２班 

きのうできなかったところを４回ふきました。 

じもんはできなかったけど、ゆかをふいたよ。 

 

目をつぶっているときに、今日は図書室のど

こをふこうとかんがえました。 

はしからはしをふきました。目をつぶるとき

にきれいにふけたことなどをふりかえりました。 

 

白３班 

きょうは、きのうよりじょうずにできました。

６年生のＣちゃんが黒いところをふいていまし

た。わたしもＣちゃんみたいになりたいです。   

 

今日は目をとじていたときに「ろう下とつくえ

とゆかをふこう」と思っていました。だけど、

ろう下とつくえはできたけど、ゆかは 2回しか

ふかなかったから、それはしっかり反せいした

いです。Ｄちゃんは、つくえのよごれをいっし

ょうけんめいしていました。Ｄちゃんがすごい

なあと思いました。私だったら、きっとあきら

めていたかもしれないから、Ｄちゃんをみて、

わたしもあきらめない心を持ちたいです。 

 

今日の自問せいそうは、まどとろうかとつくえ

をふきました。Ｅちゃんは、ろうかとゆかをふ

いてわたしのつくえまでふいてくれていまし

た。すごくうれしかったです。わたしもまけな

いようにします。Ｆちゃんが，この前ほうきで

できなかったって言ってたから、ろう下をほう

きでがんばっていました。みんなもすごくがん

ばっていました。また、こんどもがんばりたい

です。もう、こんどすることはきまっています。

こんどは、ゆかとろうかとまどです。がんばり

たいです 

 

今日の自問でわたしは、Ｈちゃんがすごいなあ

と思いました。なぜかというと、ろう下を一生

けん命ふいていたからです。見た目はふつうに

ふいているけど私とは、なんかちがうなと思い

ました。木曜日は、その原因を知りたいです。 

 

ぼくは、さいしょに前のゆかを２回ふきました。

ＧくんとＦちゃんがいっしょうけんめいゆかを

ふいていました。ぼくも見習いたいです。つぎ

にろう下をふきました。いっぱいいっぱいおち

ていました。でもがまんしてふきました。ぞう

きんが真っ黒になりました。さいごに見つけせ

いそうをしました。たなの後ろ、たなとたなの

すきまをふきました。今日は、昨日よりがんば

れたと思います。このちょうしでがんばってい

きたいです。 

 

白４班 

きょう，みつけせいそうが できました。ま

ず，ほうきで ゆかをはきました。つぎに べ

んきを みがきました。まわりも みがきまし

た。 

そのあと，きのうやろうと おもっていたけど

できなかった ゆかもふきました。 

そのあと，やるばしょを さがしました。そし

たら，みぞに ゴミが たまったいたので，と

りぬくかったけど，ていねいに はきました。 

きのうより すばやくできました。 

 
きょうは とてもがんばりました。さいしょ

にきょうしつを ふきました。ろうかに ２人

おったからです。きょうは みつけせいそうを

しました。ほうきを いれるよこを ふきまし

た。せんせいの つくえのしたは，とてもほこ

りがあったので ふきました。ぞうきんが く

ろくなりました。そのあと ろうかを ふきま

した。げつようびも がんばってそうじをした

いです。 


