
わたしたちのわたしたちのわたしたちのわたしたちの「「「「守谷守谷守谷守谷しぐさしぐさしぐさしぐさ」」」」 守谷市教育委員会・「守谷しぐさ」推進委員会

「守谷しぐさ」とは，自分や周りの人たちの心を豊かにする「ほんの少しの心遣い」のことです。守谷市の子どもたちには，様々な生活場面で相手を思いやり，気遣

う行動（しぐさ）を身につけてもらいたい，他人を思いやる自立した青年に成長してもらいたいと願っています。この「守谷しぐさ」は，現代に見合う，守谷市独自のもの

を目指して作成しました。幼稚園・保育所，小・中・高等学校だけでなく，小さな子供から大人まで，家庭でも地域でも，共通に語ることのできる「子育ての教科書」に

なってほしいと願っています。

① ８つの① ８つの① ８つの① ８つの誓誓誓誓い ② あじみそい ② あじみそい ② あじみそい ② あじみそ運動運動運動運動 ③ あいさつ ④③ あいさつ ④③ あいさつ ④③ あいさつ ④ 時時時時はははは宝宝宝宝ものものものもの

１ あじみそ１ あじみそ１ あじみそ１ あじみそ運動運動運動運動にににに努努努努めますめますめますめます。。。。 あいさつあいさつあいさつあいさつ 「「「「行行行行ってきますってきますってきますってきます。。。。」」」」 電話電話電話電話やメールでやメールでやメールでやメールで，，，，知知知知らないうちにらないうちにらないうちにらないうちに
２２２２ 自分自分自分自分のののの考考考考えをえをえをえを大切大切大切大切にしますにしますにしますにします。 「。 「。 「。 「おはようございますおはようございますおはようございますおはようございます。。。。」」」」 相手相手相手相手のののの時間時間時間時間をたくさんうばってしまをたくさんうばってしまをたくさんうばってしまをたくさんうばってしま
３３３３ 他他他他のののの人人人人のののの考考考考えをえをえをえを最後最後最後最後までまでまでまで聞聞聞聞きますきますきますきます。。。。 時間時間時間時間をををを守守守守るるるる 「「「「こんにちはこんにちはこんにちはこんにちは。。。。」」」」 ったことはないですかったことはないですかったことはないですかったことはないですか？？？？
４４４４ 「「「「ありがとうありがとうありがとうありがとう」」」」「「「「ごめんなさいごめんなさいごめんなさいごめんなさい」」」」

をををを素直素直素直素直にににに言言言言いますいますいますいます。。。。 身身身身だしなみだしなみだしなみだしなみ 家族家族家族家族でもでもでもでも
５５５５ 誰誰誰誰にににに対対対対してもしてもしてもしても心遣心遣心遣心遣いいいいをををを忘忘忘忘れませんれませんれませんれません。。。。 学校学校学校学校でもでもでもでも
６６６６ 失敗失敗失敗失敗してもくよくよしませんしてもくよくよしませんしてもくよくよしませんしてもくよくよしません。。。。 そうじそうじそうじそうじ 地域地域地域地域でもでもでもでも
７７７７ 夢夢夢夢にににに向向向向かってかってかってかって努力努力努力努力しますしますしますします。 「。 「。 「。 「あいさつあいさつあいさつあいさつ」」」」がががが
８ ふるさと８ ふるさと８ ふるさと８ ふるさと守谷守谷守谷守谷をををを誇誇誇誇りにしますりにしますりにしますりにします。。。。 一番大切一番大切一番大切一番大切だねだねだねだね。。。。

⑤⑤⑤⑤ 訪問訪問訪問訪問マナー ⑥マナー ⑥マナー ⑥マナー ⑥ 見習見習見習見習いしぐさ ⑦いしぐさ ⑦いしぐさ ⑦いしぐさ ⑦ 聞聞聞聞きききき上手上手上手上手 ⑧ あったか⑧ あったか⑧ あったか⑧ あったか言葉言葉言葉言葉

友達友達友達友達のののの家家家家をたずねるをたずねるをたずねるをたずねる時時時時には･･･には･･･には･･･には･･･ 私私私私たちのまわりにはたちのまわりにはたちのまわりにはたちのまわりには，，，，すてきなすてきなすてきなすてきな行行行行 おおおお父父父父さんさんさんさん，，，，おおおお母母母母さんさんさんさん，，，，友達 先生友達 先生友達 先生友達 先生････････････ 言葉言葉言葉言葉づかいはづかいはづかいはづかいは
どんなマナーがどんなマナーがどんなマナーがどんなマナーが必要必要必要必要でしょうかでしょうかでしょうかでしょうか？？？？ いをするいをするいをするいをする人人人人がたくさんいますがたくさんいますがたくさんいますがたくさんいます。。。。 大切大切大切大切ですですですです。。。。

友達友達友達友達やややや目上目上目上目上のののの人人人人，，，，大人大人大人大人････････････。。。。 人人人人のののの話話話話をををを聞聞聞聞くくくく時時時時はははは，，，，
友達友達友達友達やややや相手相手相手相手のののの家家家家の どのようにすればの どのようにすればの どのようにすればの どのようにすれば
方方方方にににに迷惑迷惑迷惑迷惑にならな すてきなにならな すてきなにならな すてきなにならな すてきな行行行行い よいのでしょうい よいのでしょうい よいのでしょうい よいのでしょう。 「。 「。 「。 「あったかあったかあったかあったか言葉言葉言葉言葉」」」」はははは，，，，おおおお互互互互いがうれいがうれいがうれいがうれ
いようにしなけれ はいようにしなけれ はいようにしなけれ はいようにしなけれ は，，，，自分自分自分自分でも しくなることばですでも しくなることばですでも しくなることばですでも しくなることばです。。。。
ばなりませんねばなりませんねばなりませんねばなりませんね。。。。 できるようにできるようにできるようにできるように， 「， 「， 「， 「聞聞聞聞きききき上手上手上手上手」」」」にににに 「「「「あったかあったかあったかあったか言葉言葉言葉言葉」」」」，，，，そのそのそのその反対反対反対反対のののの言葉言葉言葉言葉

まねてみまし なるためにはまねてみまし なるためにはまねてみまし なるためにはまねてみまし なるためには，，，， にはどんなにはどんなにはどんなにはどんな言葉言葉言葉言葉があるかがあるかがあるかがあるか，，，，話話話話しししし合合合合っっっっ
ょうょうょうょう。。。。 どんなことにどんなことにどんなことにどんなことに気気気気をつければよいでし てみましょうをつければよいでし てみましょうをつければよいでし てみましょうをつければよいでし てみましょう。。。。

ょうかょうかょうかょうか？？？？

⑨ ごめんね⑨ ごめんね⑨ ごめんね⑨ ごめんね返返返返し ⑩し ⑩し ⑩し ⑩ 道道道道ゆずりしぐさ ⑪ゆずりしぐさ ⑪ゆずりしぐさ ⑪ゆずりしぐさ ⑪ 返答返答返答返答しぐさ ⑫ ありがとうしぐさ ⑫ ありがとうしぐさ ⑫ ありがとうしぐさ ⑫ ありがとう

だれかにあやまられただれかにあやまられただれかにあやまられただれかにあやまられた時時時時，，，， せまいせまいせまいせまい道道道道でででで，，，，人人人人とすれとすれとすれとすれ違違違違うううう時時時時はははは 誰誰誰誰かにかにかにかに用事用事用事用事をたのまれたをたのまれたをたのまれたをたのまれた時時時時，，，， たったたったたったたった一言一言一言一言「「「「ありがとうありがとうありがとうありがとう」」」」
なんとなんとなんとなんと言言言言えばいいのでしょうかえばいいのでしょうかえばいいのでしょうかえばいいのでしょうか？？？？ どのようにすればよいのでしょうどのようにすればよいのでしょうどのようにすればよいのでしょうどのようにすればよいのでしょう。。。。都合都合都合都合がががが悪悪悪悪いいいい場合場合場合場合でも･･･でも･･･でも･･･でも･･･

･･･すぐ･･･すぐ･･･すぐ･･･すぐ断断断断るのではなくるのではなくるのではなくるのではなく，，，，まずまずまずまず事情事情事情事情をををを 相手相手相手相手もももも，，，，自分自分自分自分もももも，，，，まわりのまわりのまわりのまわりの人人人人も･･･も･･･も･･･も･･･
かにさんかにさんかにさんかにさん 聞聞聞聞くなどしたくなどしたくなどしたくなどした方方方方 みんなのみんなのみんなのみんなの心心心心がががが

「「「「こちらこそこちらこそこちらこそこちらこそ 歩歩歩歩きをしたりきをしたりきをしたりきをしたり，，，， がよいのかもしがよいのかもしがよいのかもしがよいのかもし 晴晴晴晴れやかになるれやかになるれやかになるれやかになる
ごめんねごめんねごめんねごめんね」」」」 肩肩肩肩をををを引引引引いて れませんいて れませんいて れませんいて れません。。。。 魔法魔法魔法魔法のののの言葉言葉言葉言葉ですですですです。。。。

歩歩歩歩いたりするいたりするいたりするいたりする
ことがことがことがことが大切大切大切大切だねだねだねだね。。。。

⑬⑬⑬⑬ 席席席席ゆずり ⑭ とおせんぼしぐさ ⑮ゆずり ⑭ とおせんぼしぐさ ⑮ゆずり ⑭ とおせんぼしぐさ ⑮ゆずり ⑭ とおせんぼしぐさ ⑮ 打打打打てばてばてばてば響響響響く ⑯ ネットマナーく ⑯ ネットマナーく ⑯ ネットマナーく ⑯ ネットマナー

電車電車電車電車にににに乗乗乗乗ってってってって 家族家族家族家族でででで電車電車電車電車にににに乗乗乗乗っておっておっておってお出出出出かけですかけですかけですかけです。。。。困困困困っているっているっているっている友達友達友達友達がいると･･･がいると･･･がいると･･･がいると･･･「「「「どうしどうしどうしどうし 携帯電話携帯電話携帯電話携帯電話
出出出出かけたかけたかけたかけた時 後時 後時 後時 後からからからから 中中中中はははは混雑混雑混雑混雑していましたしていましたしていましたしていました。。。。出入出入出入出入りりりり口口口口 たのたのたのたの。。。。」」」」とそばによっていくとそばによっていくとそばによっていくとそばによっていく。。。。 スマートフォンのマナースマートフォンのマナースマートフォンのマナースマートフォンのマナー
おじいさん あたりでおじいさん あたりでおじいさん あたりでおじいさん あたりで立立立立っていたおっていたおっていたおっていたお兄兄兄兄さんはさんはさんはさんは，，，， 先生先生先生先生がががが「「「「だれかだれかだれかだれか手伝手伝手伝手伝ってってってって。。。。」」」」とととと言言言言う インターネットう インターネットう インターネットう インターネット使用使用使用使用のマナーのマナーのマナーのマナー
おばあさん みんながおばあさん みんながおばあさん みんながおばあさん みんなが降降降降りようとしたりようとしたりようとしたりようとした時時時時，，，，みん と･･･みん と･･･みん と･･･みん と･･･「「「「私私私私，，，，やりますやりますやりますやります。。。。」」」」とととと返事返事返事返事してしてしてして
妊婦妊婦妊婦妊婦（（（（にんぷにんぷにんぷにんぷ））））さん なのさん なのさん なのさん なの邪魔邪魔邪魔邪魔になっているようにになっているようにになっているようにになっているように見見見見え すぐにやるえ すぐにやるえ すぐにやるえ すぐにやる。。。。 自分自分自分自分もももも友達友達友達友達もももも
がががが乗乗乗乗ってきたら･･･ ましたってきたら･･･ ましたってきたら･･･ ましたってきたら･･･ ました。。。。 個人情報個人情報個人情報個人情報はははは書書書書きききき込込込込まないまないまないまない

「「「「どうぞ すわってくださいどうぞ すわってくださいどうぞ すわってくださいどうぞ すわってください。。。。」」」」 ･･･こんな･･･こんな･･･こんな･･･こんな時時時時，，，，どうすれば こんなどうすれば こんなどうすれば こんなどうすれば こんな人人人人，，，，とてもとてもとてもとても 友達友達友達友達のののの悪口悪口悪口悪口をメール・をメール・をメール・をメール・
とととと言言言言ってってってって，，，，席席席席をゆずること よかったのでしょうをゆずること よかったのでしょうをゆずること よかったのでしょうをゆずること よかったのでしょう？？？？ すてきですねすてきですねすてきですねすてきですね。 ＬＩＮＥ。 ＬＩＮＥ。 ＬＩＮＥ。 ＬＩＮＥでででで書書書書かないかないかないかない

あなたはできますかあなたはできますかあなたはできますかあなたはできますか？？？？ いじめになるよいじめになるよいじめになるよいじめになるよ。。。。

⑰ あったかしぐさ ⑱ ふれあいしぐさ ⑲ いつも⑰ あったかしぐさ ⑱ ふれあいしぐさ ⑲ いつも⑰ あったかしぐさ ⑱ ふれあいしぐさ ⑲ いつも⑰ あったかしぐさ ⑱ ふれあいしぐさ ⑲ いつも前向前向前向前向きに ⑳ ゴミきに ⑳ ゴミきに ⑳ ゴミきに ⑳ ゴミ拾拾拾拾いいいい

言葉言葉言葉言葉にはにはにはには出出出出さなくてもさなくてもさなくてもさなくても「「「「ありがとうありがとうありがとうありがとう」」」」あるあるあるある時時時時 バスのバスのバスのバスの中中中中で いやなことで いやなことで いやなことで いやなこと，，，，つらいことがあったつらいことがあったつらいことがあったつらいことがあった時時時時，，，，道道道道ばたにばたにばたにばたに，，，，よくよくよくよく，，，，ゴミやゴミやゴミやゴミや空空空空きききき缶缶缶缶がががが落落落落
というというというという気持気持気持気持ちがちがちがちが，，，，相手相手相手相手にににに伝伝伝伝わるわるわるわる所作 近所作 近所作 近所作 近くにくにくにくに座座座座っていたっていたっていたっていた知知知知らないおばあ どのようにらないおばあ どのようにらないおばあ どのようにらないおばあ どのように乗乗乗乗りりりり越越越越えていきますかえていきますかえていきますかえていきますか？？？？ ちていますちていますちていますちています。。。。ゴミのポイゴミのポイゴミのポイゴミのポイ捨捨捨捨てをするてをするてをするてをする
（（（（しぐさしぐさしぐさしぐさ））））があるのですがあるのですがあるのですがあるのです。。。。 さんと･･･さんと･･･さんと･･･さんと･･･ 人人人人がいるからでがいるからでがいるからでがいるからで

ちょっとしたコミュニケーション いつも しょうかちょっとしたコミュニケーション いつも しょうかちょっとしたコミュニケーション いつも しょうかちょっとしたコミュニケーション いつも しょうか。。。。
どんなしぐさ できますかどんなしぐさ できますかどんなしぐさ できますかどんなしぐさ できますか？？？？ 前向前向前向前向きにきにきにきに考考考考えてえてえてえて
でしょうかでしょうかでしょうかでしょうか？？？？ いけたら･･･いけたら･･･いけたら･･･いけたら･･･！！！！ あなたにできるあなたにできるあなたにできるあなたにできる

他他他他のののの人人人人とふれあうときのしぐさは ことはとふれあうときのしぐさは ことはとふれあうときのしぐさは ことはとふれあうときのしぐさは ことは，，，，何何何何かかかか
どんなものがあるでしょうかどんなものがあるでしょうかどんなものがあるでしょうかどんなものがあるでしょうか？？？？ ありますかありますかありますかありますか。。。。

○○○○21 振振振振りりりり返返返返りしぐさ ○りしぐさ ○りしぐさ ○りしぐさ ○22 私私私私しぐさ ○しぐさ ○しぐさ ○しぐさ ○23 集会集会集会集会をををを開開開開こう ○こう ○こう ○こう ○24 地域地域地域地域へへへへ広広広広げようげようげようげよう

何何何何かをしたかをしたかをしたかをした時時時時，，，，自分自分自分自分のののの後後後後ろをろをろをろを振振振振りりりり返返返返 これまでこれまでこれまでこれまで様々様々様々様々なななな「「「「守谷守谷守谷守谷しぐさしぐさしぐさしぐさ」」」」にににに 「「「「守谷守谷守谷守谷しぐさしぐさしぐさしぐさ」」」」をををを学校中学校中学校中学校中のみんなでのみんなでのみんなでのみんなで 「「「「守谷守谷守谷守谷しぐさしぐさしぐさしぐさ」」」」をさらにをさらにをさらにをさらに地域地域地域地域にににに広広広広げげげげ
ってみましょうってみましょうってみましょうってみましょう。。。。 ついてついてついてついて勉強勉強勉強勉強してきましたしてきましたしてきましたしてきました。。。。 考考考考えたりえたりえたりえたり，，，，広広広広げたりするげたりするげたりするげたりする集会集会集会集会をををを開開開開い るためにはどのようにしたらよいかい るためにはどのようにしたらよいかい るためにはどのようにしたらよいかい るためにはどのようにしたらよいか
脱脱脱脱いだいだいだいだ靴靴靴靴はそろっていますかはそろっていますかはそろっていますかはそろっていますか。。。。 相手相手相手相手をををを思思思思いやりいやりいやりいやり，，，，気遣気遣気遣気遣うううう行動行動行動行動（（（（し てみましょうし てみましょうし てみましょうし てみましょう。。。。 みんなでみんなでみんなでみんなで相談相談相談相談してみましょうしてみましょうしてみましょうしてみましょう。。。。
使使使使ったったったった椅子椅子椅子椅子はははは出出出出しっしっしっしっ放放放放しではありま ぐさしではありま ぐさしではありま ぐさしではありま ぐさ））））はははは，，，，他他他他にもあるかもしれまにもあるかもしれまにもあるかもしれまにもあるかもしれま 標語標語標語標語をををを作作作作るるるる。。。。 標語標語標語標語をををを作作作作るるるる。。。。
せんかせんかせんかせんか。。。。 せんせんせんせん。。。。私私私私のののの自分自分自分自分なりのなりのなりのなりの大切大切大切大切なななな「「「「私 劇私 劇私 劇私 劇にしてみるにしてみるにしてみるにしてみる。。。。 劇劇劇劇にしてみるにしてみるにしてみるにしてみる。。。。

掃除道具掃除道具掃除道具掃除道具はははは片付片付片付片付いていますかいていますかいていますかいていますか。。。。 しぐさしぐさしぐさしぐさ」」」」をををを考考考考えてみましょうえてみましょうえてみましょうえてみましょう。 「。 「。 「。 「私私私私しぐさしぐさしぐさしぐさ」」」」をををを 保育所保育所保育所保育所やややや幼稚園幼稚園幼稚園幼稚園のののの祭祭祭祭りでりでりでりで紹介紹介紹介紹介するするするする。。。。
振振振振りりりり返返返返りしぐさはりしぐさはりしぐさはりしぐさは，，，，どんなどんなどんなどんな時時時時，，，，どんどんどんどん ここに「私しぐさ」を書いてみましょう。 家族家族家族家族にににに紹介紹介紹介紹介するするするする。。。。 よいよいよいよい行行行行いいいい，，，，よいとよいとよいとよいと思思思思うことをうことをうことをうことを実実実実践践践践しししし,
なななな場場場場面面面面でででで大切大切大切大切ですかですかですかですか。。。。 よいよいよいよい行行行行いいいい，，，，よいとよいとよいとよいと思思思思うことをうことをうことをうことを 継続継続継続継続していきましょうしていきましょうしていきましょうしていきましょう。。。。

みんなでみんなでみんなでみんなで 実実実実践践践践していきましょうしていきましょうしていきましょうしていきましょう。。。。

子育子育子育子育てにはてにはてにはてには，，，，子子子子どものどものどものどもの年齢年齢年齢年齢・・・・発発発発達達達達段階段階段階段階にににに応応応応じたじたじたじた学学学学習習習習やややや指導指導指導指導がががが必要必要必要必要ですですですです。。。。それぞれのそれぞれのそれぞれのそれぞれの適齢期適齢期適齢期適齢期にににに相手相手相手相手をををを気遣気遣気遣気遣うううう行動行動行動行動（（（（しぐさしぐさしぐさしぐさ））））をしっかりとをしっかりとをしっかりとをしっかりと学学学学習習習習させさせさせさせ，，，，
身身身身につけさせていきましょうにつけさせていきましょうにつけさせていきましょうにつけさせていきましょう。。。。ここにここにここにここに記載記載記載記載されているされているされているされている内容内容内容内容はははは，，，，子子子子どもたちにどもたちにどもたちにどもたちに押押押押しつけるものではありませんしつけるものではありませんしつけるものではありませんしつけるものではありません。。。。日常日常日常日常生生生生活活活活をををを考考考考えてもらうためにえてもらうためにえてもらうためにえてもらうために，，，，考考考考ええええ
るきっかけとなるようにるきっかけとなるようにるきっかけとなるようにるきっかけとなるように活活活活用用用用していただけたらとしていただけたらとしていただけたらとしていただけたらと思思思思いますいますいますいます。。。。


