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 通勤の際に見る富士山が、白く、そしてき

れいに映えています。朝晩の空気が冷たく

澄んでくる晩秋の季節は、紅葉、朝日や夕焼

けなど、私にとっては毎朝の富士山ととも

に楽しみの一つです。 

さて、我が家の庭には、「千両」の木があ

ります。お正月のお飾りによく使われてい

るので、ご存知の方が多いでしょう。毎年 11

月中旬頃になるとまず緑色の実をつけ、年

末に向けて徐々に赤く染まっていきますが、

日々この様子を見ていると「あぁ、今年もも

うすぐ終わりだなぁ…」としみじみ感じま

す。1 年の終わりを感じるこの時期、赤くな

っていく千両の実を見ながら、1 年どうだっ

たかと振り返りをするのが、なんとなく私

の年末の恒例となっています。今年を振り

返ってみると、昨年に続きコロナウイルス

に振り回された 1 年であり、1 年遅れの五

輪は開催されたものの、当園の収穫祭は残

念ながら 2 年連続で中止となってしまいま

した。制約が多く窮屈な生活が続く中、個人

的には大きなけがや病気もなくまずは平穏

無事でいられたことが何よりです。来年も、

健康で前向きに過ごせればと切に願うこの

ごろです。 

さて、私はよく、学園の児童たちにも振り

返りを大切にするようにと伝えています。

学園で過ごす児童たちは、日々の生活や学

習における取り組みや出来事を、節目ごと

に振り返りながら暮らしています。その振

り返りの中で、今日の失敗を明日からはし

ないように、今日できたことは明日以降も

続けられるように、自分自身で、時には集団

で、あるいは職員と共に確かめています。時

には失敗もありますが、それもまた振り返

りによって成長の糧としてもらいたいもの

です。そして積み重ねた振り返りを通じて、

昨日の自分と今日の自分の違いを感じ取れ

るよう、入所する以前の自分と入所してか

らの自分の違いを捉えて成長を実感し、今

後につなげていけるよう感じた成長を自信

にしてもらいたいと願って、日々応援して

います。 

来年も良い年でありますように。 
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今年度も新型コロナウイルスの影響で春

の遠足は中止になり、修学旅行についても

どのような形で行うことができるか紆余曲

折がありました。検討した結果、日帰りで相

模湖プレジャーフォレストへ貸し切りバス

で行くことができました。 

午前中は園内に隠されたスタンプラリー

を探しながらいくつかのアトラクションで

身体を動かしました。入園 30分で汗だくに

なって楽しむ、かわいらしい児童の姿が見

られました。午後は自分たちで決めたルー

トでアトラクションを楽しみました。絶叫

マシーンもなんのその。全員が力を余すこ

となく全力で楽しむことができました。 

事前に確認したルールを守り、充実した

思い出に残る修学旅行になりました。 

               （鈴木） 

 

２学期が始まってすぐに、運動会の練習

が始まりました。ドキドキしたなかでのメ

ンバー発表、今年度も引き続き紅白対抗の

２チーム編成で行いました。 

練習当初は、協力し合うことがなかなか

できずにいましたが、練習を重ねるごとに

チーム同士で話しあう姿が増え、その中で

考えながらコツを掴んでいきました。その

成果もあり、一丸となって本番を迎えるこ

とができました。 

当日は晴天に恵まれ、各関係機関の方や

保護者の方々が見守る中、無事に開催する

ことができました。どの競技も白熱した戦

いとなり、特に大縄跳びの種目では、両者

一歩もゆずらぬ緊張感あふれる競技となり

ました。児童たちの日頃見られない姿をた

くさん見ることができました。 （近藤） 

 

中学３年生 修学旅行 

 

 

今年度も新型コロナウイルスの影響で

宿泊ではなく、日帰りでの実施となり、中

学３年生と合同で「さがみ湖プレジャーフ

ォレスト」へ貸し切りバスで行ってきまし

た。 

午前中は全員で宝探しイベントに参加

し、協力して宝箱を探しながら、いくつか

のアトラクションを楽しみました。全ての

宝箱を発見し、豪華なメダルをゲットしま

した。 

午後は小６と中３に分かれてのグルー

プ行動になりました。事前に自分たちで計

画したルートに沿って絶叫マシーンや迷

路、アスレチックなど、無我夢中でいろい

ろなアトラクションを楽しみました。 

学園に戻ってから「楽しかった」と話す

児童たちの充実した表情がとても印象的

で、思い出に残る修学旅行になりました。            

（田中） 
 

今年度も、新型コロナウイルスの影響で

春の遠足は中止になり、秋の校外学習も計

画を進める中で緊急事態宣言、更に延長と

実施できるか不安でした。しかし、９月 30

日で宣言解除となり実施することができま

した。今回は、相模湖プレジャーフォレスト

へ貸し切りバスで行きました。秋晴れに恵

まれ絶好のデイキャンプ日和でした。到着

後まずは津久井地区の名産品の組紐作り体

験です。みんな真剣に説明を聞き思い思い

の色の紐で見事全員完成しました。 

その後昼食は BBQ＆焼きそばづくりです。

各班ごとに火起こしと調理の役割分担をし

て進め、どの班も大成功で、残すことなくお

いしくいただくことができました。 

最後は売店で各々嬉しそうにお土産を購

入し、ルール・マナーを守り、スムーズに行

動でき合格点をあげられる内容の校外学習

となりました。         （小川） 
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新型コロナウイルス蔓延、拡大防止の観点から、「収穫祭」が中止となりましたが、ご家族や関

係機関の方々に児童の日頃の頑張りを見ていただきたいと考え、１１月２０日（土）に「ディアボロ

発表会」を開催しました。その時の様子をお伝えします。 
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桂寮 竹寮 梅寮 

今年も昨年度に引き続き、デ

ィアボロ発表会を開催しまし

た。当日は、関係者の皆様にこ

れまで頑張ってきた練習の成

果を発表することが出来まし

た。発表会では、普段から自分

たちのことを知っている大人

の前で発表したので、とても緊

張したかと思いますが、発表会

後は皆、満足そうな表情をして

いました。 

発表会後は児童が収穫した

野菜を嬉しそうに関係者の方

に手渡しているのが印象的で

した。コロナ渦で学園での普段

の頑張りを見せる機会が少な

い中で、非常に実りのある一日

になったと思います。  

今年度のディアボロ発表会

において、竹寮ではほぼ全員

が発表を行うことができまし

た。関東少年文化祭のすぐ後

という時間のない中、児童た

ちは、技の構成を主体的に考

えて自主練習を行っていまし

た。曲の最終決定も前日にな

り、初めての通し練習も、前

日のリハーサル前に行うとい

うタイトなスケジュールでし

たが、本番では、素晴らしい

演技を一人一人が行うことが

できました。この結果は、児

童同士が声を掛け合い、一生

懸命練習を行った成果であ

り、児童自身、満足のいく結

果になったと思います。 

梅寮は、半分が高等部生のた

め、ディアボロの発表は中学生

5名により行われました。ディ

アボロは、前の週に行われた関

東少年文化祭に向けて練習をし

ていましたが、残念ながら全員

でステージに立つことができま

せんでした。しかし、今回は違

います。5名それぞれが自分の

得意技を披露し、トリオでの技

もしっかり決めてくれました。

もちろん、なかなか技が成功せ

ず焦りを見せる場面もありまし

たが、ご家族、児相関係者に一

生懸命な姿を見せることができ

ました。ステージが終わった後

は皆、満足そうな素敵な笑顔を

見せてくれました。 

 

 

 

竹寮 服部 桂寮 橋本 

11 月 12 日の関東少年文化祭に向けて、ディアボロの練習を夏休みから始めました。夏休みで

は毎日、練習の予定を組んで行ってきました。当初、コマの回転を加速させることすらままなら

なかった状態がありましたが、職員と一緒に、粘り強く取り組んできました。本番前の期間には、

DVD を使った演目のイメージ作りや体育館を使って本番に向けた全体練習と励んできました。

本番では挨拶を含めて、堂々と演目を披露することができました。児童たちは貴重な経験を得る

ことができたと思います。                        梅寮 松本 

 

関東少年文化祭 
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～クラブ活動（陸上部）報告～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

～クラブ活動（卓球部）報告～ 

 

 

 

 

 

 

～学園で実施している感染症対策～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９月から卓球部の活動を開始。児童には、部活動の取り組み方や学園の部活動方針を紙面にして説

明を行いました。児童たちも卓球の技術だけでなく、礼儀、挨拶、マナーが大事である事を意識して

取り組む事ができています。また、昨年同様に新型コロナウイルスの影響もあり、関東少年卓球大会

が中止になりました。そのため、横浜市向陽学園と協力し、交流試合を行いました。 

卓球部監督 梅寮 大原 

今年も残すところ１か月です。新型コロナウイルス感染拡大防止の取り組み 

から始まり、日々追われゴールの見えないランニングでした。第５波を乗り越 

え、児童のワクチン接種も一通り終えました。副反応に苦しい思いをした児童 

もおりましたが復調して元気に過ごしています。対策物品の補充も問題なく確 

保できたところです。ゾーン分けも産業医のアドバイスを頂き、職員の協力の基設置することが

できました。ほんの少し日常生活に落ち着きを取り戻しています。そんな中、11 月に入り朝夕の

寒暖差や空気の乾燥から咽頭炎を発症する児童が増えています。うがい・手洗い・加湿と早めの

静養を心掛けて予防を呼び掛けているところです。まだまだゴールは見えません。油断大敵の言

葉を心に刻み気を引き締めて明るい新年を迎えたいと思います。 

学園保健室 永井 

 陸上部の活動は 9 月から始まります。こどもの国で行われる 11 月の神奈川県児童福祉施設対抗

「駅伝大会」、そして翌 1 月の「マラソン大会」に向け練習を積みます。 

 まだ暑さが残る 9 月からの長距離練習は大変ですが、大汗をかきながら児童は頑張っています。

少しずつ距離を伸ばし、大会前にはグラウンド外周を 15 周、学園内の山の頂上まで走る通称「クロ

カンコース」を 5 周走れるだけの走力を目指します。 

 残念ながら今年度は新型コロナウイルスの影響で両大会ともに中止となってしまいました。その

ため今年はダッシュ・スピード系を中心とした練習メニューを増やし、基礎体力の向上を目指して

います。                             陸上部部長 竹寮 松本 

 

学園には多くのミカンの樹がありますが、今年もたくさんの実をつけてくれまし

た。ミカンに含まれるビタミン C は免疫を高めるそうです。児童と一緒にミカンを

食べながら、新型コロナウイルスに負けずに、元気に新年を迎えられますように願

っております。                       （広報委員会） 
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