
 

1 

 

 

 

 

 

１年１組 男子 

小学校のときは、あんまり意味もなく、ほめ言葉のシャワーをしていたけれど、今日の講演で、自信をつけ

るためだということが分かりました。これからは、もっと良いクラスや学校を作っていきたいです。 

１年１組 女子 

「ほめ言葉のシャワー」も、私が小学六年生のとき、帰りの会などでしていた、みんなが笑顔になっており、

さすが、菊池先生が考えた言葉なんだなーと思いました。この講演を通して、私はすごくためになったと思い

ました。これからも１年１組が楽しく、仲良く、挑戦し、頑張っていきたいです。そして「ほめ言葉のシャワ

ー」を日頃でも活用し、もっといの町のことについて調べたいと思いました。これから、私も１人１人を大切

にしていきたいと思います。 

１年１組 男子 

今回の菊池先生の講演を聞いて、感じた事は、ほめることは認めているということなんだと思いました。日

頃、友達にはちょくちょくほめることはあるけど、そのほめる１つ１つの事は、相手を認めているから言えて

いるんだなと思いました。 

 

１年２組 男子 

菊池先生の話を聞いて、ほめ言葉のシャワーをすることで、自信がつき、成長することがわかり、自信がな

いと攻撃的になるという言葉に、なるほどと思いました。 
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１年２組 女子 

小学校のときにほめ言葉のシャワーをやっていて人の事を観察しないと見えないところもあるんだと気付き

ました。私はほめるためにだけ人の事を観察するんじゃなくて、その人の事をもっと知るためにも観察したら

いいと思います。人との関わりは難しいけれど、自分が思った事をすぐに言うんじゃなくて、相手に言ってい

い時とダメな時のメリハリをつけて友達や先生と関わっていきたいと思いました。 

１年２組 女子 

講演を聞いて、人はほめられる事をいやがったりするけど、ほめられたら本当はすごく嬉しくてたまらない

んだと思いました。私も「ほめられるのは好きじゃない」とか言っているけどほんとは内心「ほめられたい。」

と思っていることに気付きました。 

 

１年３組 女子 

やっぱり、ほめ言葉のシャワーは大切だと思いました。なぜかというと、人の事をほめるのはすごく良い気

持ちになれるし、ほめられた方も嬉しい気持ちになるからすごく大切だと思いました。また、人をほめるため

には観察することも大切なので、そういうほめるという事をすることで人の事を観察する力もつくと思います。

普段ほめることをあまりしないけど、時々でもいいから人をほめるという事をしていきたいと思いました。 

１年３組 女子 

日頃から他の人を観察して良い所を見つけて、ほめたり感謝の気持ちを伝える事を心がけていきたいと思い

ました。中学校でも、小学校のように、ほめ言葉のシャワーをすればもっと良くなると思いました。 

１年３組 男子 

小学校の時にほめ言葉はやっていて、友達やクラスのみんなにほめられてうれしかったのでやる意味がある

と思いました。 

１年３組 女子 

私も小学校のころ「ほめ言葉のシャワー」を帰りの会の時にやっていました。そのころの私は早く帰りたか

ったのもあり、「早く終わらないかな」とか「めんどくさいな」と思っていました。でもいざ自分がほめられる

と心の底から温かくなり、自分に自信がつきました。それから私はほめる人に私と同じ気持ちになってほしい

と思いできるだけ人のイイトコ見つけをするようになりました。今日、改めてほめ言葉のシャワーの大切さ、

そして話を聞いたり、話したりするときは、口角を上げて笑顔で話そうとしました。 

１年３組 女子 

それとほめ言葉のシャワーで私が小学３年生くらいから始まって、私がほめ言葉を言われた時はとても嬉し

かったので、他の人もほめ言葉のシャワーで言われる立場だったら嬉しかったと思います。なので、人を嬉し

くさせるほめ言葉のシャワーを考えたのはとてもすごいと思いました。 

１年３組 女子 

菊池先生の講演を聴いて、私はほめ言葉のシャワーが小学生のときは嫌いでした。でも、今日こうやって話

をきいてほめ言葉のシャワーがなぜあるのか、ほめ言葉のシャワーをすることでどうなるのか考えることがで

きました。誰かをほめることは、相手をよく観察してないと難しいし、ほめ言葉のシャワーのようなほめる時

間がなければ、誰かをほめることってほぼないので、ほめ言葉のシャワーっていい時間だと思います。「言葉」

は相手をほめることができる便利なものだけど使い方を誤ると傷つけてしまうかもしれないので言葉は大切。 

 

いの町 菊池学園だより（第 18号） 
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２年１組 男子 

今日は、菊池先生のお話を聞く事ができて光栄に思っています。自分は元々恥ずかしがり屋で本番になると

固まって動けなくなります。でもある日、菊池先生が作ったほめ言葉のシャワーに「他己中」というものがあ

り、自分のためにやるのも大切であるが、人のためにやるということも大切だということを学びました。今で

はあまり恥ずかしくないです。 

２年１組 男子 

いの町は、いの町全員の住民が学んでいく力があるからこそ、このいの町は、ほめ言葉のシャワーでいっぱ

いになってあふれている町なんだなと思いました。それに、ほめ言葉のシャワーは、自分でほめるだけでなく、

相手にほめられ、教室の中でも、一人に全員がほめてくれることを感じました。 

２年１組 女子 

私は、小学校の時にほめ言葉のシャワーとかがあって、久しぶりにしたので楽しかったです。 

２年１組 女子 

私は小学校のころからほめ言葉のシャワーが好きです。ちょっと照れるけど嬉しい気持ちになるからです。

（中略）相手をほめたり、ほめられたり、自分の意見を伝えたり、聞いたりすることがとても楽しかったです。

そんなことを話す機会がないので、こうゆうふうに思ってくれているんだ、とかこうゆう考えなんだ、とか相

手のことを知ることができました。相手も知ってくれたらいいなと思いました。 

２年１組 男子 

先生が進めてきたほめ言葉のシャワーは、小学校でやりました。他の人をほめることによって、その人の良

い所が分かったり、自分がどんな風に頼られたりしているのかなといった事が分かると思っていました。 

２年１組 女子 

今回の講演を聴いて、言葉は大切な事だと感じました。ほめ言葉も小学校のときにやっていて、嬉しかった

り私の事を見てくれているだなと思った事がありました。人は、自分が気付いていない自分らしい良さが１個

でもあると思います。それが、相手の言葉によって気付かされるという力があると感じました。 

いの町 菊池学園だより（第 18号） 
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２年１組 女子 

私も、小学校の時にほめ言葉のシャワーをしたのをこの講演で思い出しました。悪い言葉をなくして、良い

言葉を使ってみんなで、ほめ言葉のシャワーをする学校にしたいです。 

２年１組 男子 

小学校の時には、ほめ言葉のシャワーをやっていましたが、中学にあがると人をほめる機会は少なくなり、

ほめるということがなくなりました。小学校では出来ていたことなので、中学校でも時間が空いたときや暇な

時にでも友達をほめてみようと思います。 

２年１組 女子 

今回の講演をきいて、はじめは、ほめ言葉のシャワーをして何が変わるのかが分からなかったけど、今回の

講演を聴いて、ほめ言葉のシャワーをしていた意味が分かった。ほめ言葉のシャワーをすることで自分に自信

が持てるということが分かった。 

 

２年２組 女子 

人は、ほめ言葉でのびると聞いて私も納得しました。小学生の時に「ほめ言葉のシャワー」をしたときにみ

んなにほめられて嬉しかったことを覚えています。 

２年２組 女子 

人をほめることは相手に自信を持たせるということだと思いました。講演の中でペアになってほめ合いをし

たとき、確かに自分は嬉しかったです。それに、ほめる側になったとき相手の嬉しそうな顔をみていると自分

が嬉しくなってきました。 

２年２組 男子 

ほめ言葉のシャワーなどで、ほめてもらうことで自分に自信が持てると言うことも分かり、ほめるためには、

たくさん人を観察しないといけないと思いました。 

 

２年３組 男子 

菊池先生は高知県いの町の代表として、僕は２年３組の代表として、このクラスをほめ言葉のあふれるクラ

スにしていきたいと思いました。 

２年３組 男子 

今回の講演では言葉の大切さを改めて学びました。家の母がいつも「言葉通りに行く」と言っていたのはそ

の通りだなぁ～と思いました。現在生徒会の書記についています。なので、ほめ言葉やポジティブなことを言

い、生徒会メンバーと一緒にこの学校をまるごと変えていきたいです。 

２年３組 女子 

私はほめ言葉のシャワーをしたことがあります。普段まったくしゃべらない人、仲良しな友達からほめられ

るととても嬉しい気持ちになります。ほめ言葉は大人も子供も使う大切なものということが分かりました。 

２年３組 女子 

菊池先生が言っていた“ほめ言葉のシャワー”は小学校６年生の時にしました。仲のいい友達のいいところ

を正直言うのは楽しかったです。それに、自分がほめられる番の時は、自分が日頃からどんなふうに思われて

いるのかが分かったので良かったです。 

 

いの町 菊池学園だより（第 18号） 
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２年３組 女子 

今日の講演を聴いて、ほめ言葉のシャワーは相手に自信を持たせる素晴らしいものなんだなーっと思いまし

た。（中略）今日、隣りの人とほめ言葉のシャワーの時、私のよい所を１０個ぐらい言ってくれて「私ってこん

なところもあったんだ」と改めて気付きました。その時はとっても嬉しかったです。自分達の身の回りで、嫌

な事をなくしたいし、友達のよい所も見つけていきたいです。 

２年３組 女子 

菊池先生の“ほめ言葉のシャワー”伊野小で５年生の頃に始まったのを覚えています。私は最初、嫌でたま

りませんでした。言う方も言われる方も照れるし、恥ずかしい、などと本当にしたくなかったけど、だんだん

と何回も何人もの人にすると楽しさ、嬉しさが分かってきました。 

２年３組 女子 

自分の良い所を友達に言ってもらえることがこんなにも嬉しいことだとは知りませんでした。小学校でもや

ったことがあったけど、初めて会った友達に良い所を言ってもらえると、なんかすごく良い気分になりました。

自分の良い所なんかないと思っていたけど、いざ言ってもらうと、いっぱい出てきたので嬉しかったです。 

 

３年１組 女子 

感じた事は、やっぱりほめ言葉はすごいということです。友だちにほめてもらって、すごく嬉しかったし、

私ってこんな風にみられているんだと気付けたし、自然と笑顔になれたからです。これから、私はもっといろ

んな人を観察して、良い所をいっぱいみつけて、ほめ言葉のシャワーをかけてあげたいなと思いました。 

３年１組 女子 

小学校の頃、ほめ言葉のシャワーを毎日やっていて、できるだけみんなと違うことでほめようとしても、ほ

めることが出てこない人がいました。それは、自分がちゃんとその人を観察できていなかったんだなと思いま

した。それに、ほめ言葉のシャワーや成長ノートをやっていて、小学生のころは面倒くさいとか難しいなと思

っていたけど、今あの頃ほめ言葉のシャワーや成長ノートをやっていて良かったなと思いました。 

 

いの町 菊池学園だより（第 18号） 
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３年１組 女子 

特に、ほめ言葉のシャワーは凄く良いと思いました。めったに話をしない人と、今日ほめ合ったおかげで少

し仲良くなれた気がしました。相手の人に自分の感じた事や思いを素直に伝えると笑いながら共感してくれま

した。すごく嬉しかったです。（中略）思った事は素直に伝えて、伊野中学校をほめ言葉であふれる、そんな学

校にしていきたいと思います。 

３年１組 男子 

人をほめることは良いことだし、ほめられると前向きな気持ちになれるので「ほめ言葉のシャワー」はいい

ことだなと思った。 

 

３年２組 女子 

全然話したりしないクラスメイトの子と、ほめあったりして、お互いが笑ったり「ありがとう」とか言い合

えて良かったです。土・日曜日以外は毎日のように同じ場所におるだけで話もせんのに、あんなにすっとほめ

れるってすごいなって感じました。 

３年２組 男子 

今回の講演でほめ言葉を言い合うというのは、互いに友達を認め合うことなんだと気付きました。 

３年２組 男子 

もっと友達にほめたりしたいと思った。今回の講演を聴いても思いましたが、僕が伊野小学校へ職場体験に

行ったとき、実際に伊野小学校の子供達に「ほめ言葉のシャワー」をしてもらった時、とても嬉しい気分にな

った事を覚えています。そこから、ほめるという事はとても大事だなと、今日改めて思いました。 

３年２組 女子 

コミュニケーションをとったり、人の良い所を言い合うのは、簡単そうで意外にも難しかったです。私のペ

アは異性だったから、なおさらに話しにくいこともありました。「ほめるっていうことは、相手を観察していな

いと分からない」実にその通りだと思います。同じクラスメイトで、小学生の時から同じなのに、いざ相手に

伝えるとなれば、恥ずかしいし、言葉がなかなか出てこなかったです。（中略）中学生になって、冷たい言葉が、

クラスにも自分自身にも増えてきたと思います。でも、この講演を聴いて少し自分の「言葉」を見直しました。

少しでも多くほめ言葉を増やして、温かい人になりたいです。 

３年２組 女子 

私は今回のお話を聞いて、もっと素直になろうと思いました。友達の良い所をちゃんと見て、ほめようと思

いました。あと、自信を持って行動したいと思いました。みんな違っていいんだなと改めて学ぶことができま

した。 

３年２組 男子 

気付いたことは、小学生の時は人をほめ合う、ほめ言葉のシャワーをしていたけど、中学生になって人をほ

め合うこともあまりなくなったし、そういう時間がなかったので改めて人をほめて認めることは大切だという

ことを知りました。 

３年２組 男子 

菊池省三先生のお話をお聞きして、クラスの人をほめる「ほめ言葉のシャワー」は本当に良い事だと思いま

す。友達でなくともほめあう。これは、自分の考えだけれども、イジメの防止対策にも使えると思います。こ

のほめ言葉のシャワーで友達になれたりすると思うし、人との関わり方も変わっていくと思います。これから

は、友達をほめたり、クラスの人をほめたりしたいと思います。 

いの町 菊池学園だより（第 18号） 
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３年３組 男子 

今回の講演を聴いたり、ほめ言葉のシャワーや即興力を育ててみようなどをして、ほめ言葉のシャワーでは、

隣りの人を３０秒ほめちぎることをしてみて、自分はほめられることがあまりないため、これをやったおかげ

で自信もついたし、楽しかったです。 

３年３組 男子 

他人にほめ言葉を言うとなった時に、普段あまり他人を観察していなかったので、ものすごく悩みました。

でも、そのおかげで他人を観察するという事が大事であると学びました。（中略）正直、僕は講演を聴く前まで

は、「講演を聴くよりは授業を受けたい」と思っていました。でも講演でほめることの大切さ、即興力について

の話を聞く事ができたので、今では、この講演を聴いて良かったとも思っています。来年から、僕たちは高校

生だけど、よかったら高校にも講演に来てください。 

３年３組 女子 

ほめ言葉のシャワーは人の気持ちを良くする取り組みだということが改めて分かりました。隣の人とお互い

をほめ合った時に４１個もほめ合っていた人がいたので、すごくびっくりしました。ほめるのはそんなに簡単

ではないけれど、ほめ言葉のシャワーのおかげで自分も良い気持ちになりました。いの町をほめてみて、いの

町にはこんなにも良い所があるということが今日の講演など聞かせていただいて分かりました。 

３年３組 男子 

ほめ言葉のシャワーは、ほめる為の観察力を育てるのにすごい良いなと思い、相手の良い所を観察して、そ

の人の良い所をこれからいっぱい見つけようと思いました。 

３年３組 女子 

ほめて伸ばす、という「ほめ言葉のシャワー」は、自分も小学生の時に体験していたので、その言葉をかけ

られた時の嬉しさや、自信を持てた時の楽しさなどもすごく印象に残っています。なので、「言葉」がどれだけ

必要で大事にしなければいけないものなのかが、今回の講演で理解することができました。 

 

いの町 菊池学園だより（第 18号） 
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３年３組 女子 

私が小学校３年生の時に、帰りの会にほめほめシャワーという時間があって、その日の日直をみんなでほめ

ていました。ふだん、ありがとうなどの感謝は言うけど、こうやって人のことをたくさんほめるというのは、

小学校３年生以来していなかったので、こっちも楽しかったし、ほめられると、菊池先生の言う通り相手から

どういうふうに見られているのかが、分かって自信がついたし、これからも頑張ろうという気持ちになりまし

た。いつもお世話になっている人や友達のことを、急にほめるのは、少し恥ずかしいけど、大事なことだし、

嬉しい気持ちになるから、人の嫌な所を見るんじゃなくて、その人の良い所を見つけることを、これからして

いきたいと思います。 

 

 

いの町 菊池学園だより（第 18号） 

保護者等への啓発のために。幼児期の終わりまでに 
育ってほしい 10の姿との関連コメントをつけて。 
【認定こども園 えだがわ】 
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【
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】 

担任の先生が毎日放課後、写真を
眺めながら、価値語をつけて掲示。 
【伊野小学校】 

学期に 1回開催している 
価値語集会。 
そこで、価値語が誕生した
状況やその理由を寸劇で
表現。 
【神谷小中学校】 


