
 

 

おおいその子になる          副園長 櫻井 英明 

 

                                 

 

    

 

令和３年度も、新型コロナウイルス感染症の

影響があり、例年どおりの園内及び学校の行事

が行えない状況でした。学園で「おおいその子

になる」という言葉を聞くことがあります。こ

の言葉について、考えてみたいと思います。 

まず、入所する子どもたちは、さまざまな課

題をもって学園に来ています。県内の地域から、

「おおいそ」の地に場所を変えています。子ど

もはただ来るだけでなく、課題の克服を目指し

て生活していきます。学園内の寮では、生活に

関すること、例えば身支度、掃除、御飯の配膳・

片付け等、生活の基本的なことを行います。実

際に見かけた場面として、次のような場面があ

りました。 

学園の子どもが、食堂で昼食を食べています。

最初は、一人二人の子どもがお膳を下げる時、

「ごちそうさまでした」と言う程度でした。で

も最近では、多くの子どもたちが「ごちそうさ

までした」を言ったうえで、「おいしかったです」

等を添えています。この言葉に、「おおいそ」ら

しさを感じました。調理員の方々も嬉しそうな

表情をし、学園の子どもたちの身体がどんどん

大きくなっています。食堂で考えられたメニュ

ーの食事とともに、心の栄養にも加わり子ども

たちの成長につながっているかと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

分校の生活のなかでも、子どもたちが多くの

ことを学びます。例えば、運動会の場面では、

練習開始後には種目のやり方もよくわからず、

いらついて道具を投げ出す子どもがいました。

まわりの職員の助言を聞きながら練習するう

ちに上達し、当日にはその子どもは我慢しなが

らも、うまく取り組みました。 

また、自分と相手との距離を適切にとること

が苦手な子どもがいます。トラブルを起こすと

「相手はどんな風に感じたのか」など、どう対

応すべきかを先生や職員とその子どもは一緒

に考え、ふさわしい距離をとれるよう努力して

います。 

さらにクラブ活動の際、挨拶、返事、マナー

等については、子どもたちは初め指摘されるこ

とが多いです。繰り返して行っていくことで、

意識を高め、大会や発表の当日にはしっかりと

できている姿が見られました。 

子どもたちが、今まで書いたようにさまざま

な経験をもとに、「おおいその子」になっていき

ます。これも多くの方からのご支援ご協力のお

かげです。感謝申し上げるとともに、引き続き

学園及び子どもたちへの応援をよろしくお願

いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

行 事 予 定 

３月 15日 卒業式 

３月 25日 分校修了式 

３月 25日～４月４日 帰宅訓練 

４月５日  入学式、始業式 

(新型コロナウイルスの影響で中止、又は延期となる場合があります) 
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１月 27 日（木）第３回前籍校・児童相談

所連絡会を実施しました。今回まん延防止等

重点措置の対象区域となったことから、全体

会は行わず個別懇談のみの開催となりまし

た。当日は手指消毒や換気などコロナ対策に

十分気をつけながら懇談会を実施しました。 

第３回は中学校３年生以外の児童・生徒た

ちについて、前籍校、児童相談所、学園、分

校の職員が児童・生徒の最近の様子や変容に

ついての情報交換を行うとともに、次年度に

向けてより具体的な見通しや支援について

話し合いが行われました。また、子どもたち

は前籍校の先生や児童相談所の方々と会っ

てお話ができたことを喜んでいたようです。 

今回の話し合いを学園、分校でしっかり共

有しこれからの支援に活かしていきたいと

思います。    （生徒指導担当 仲條） 

 

 

令和３年年 12月 17日（金） 

湘南ベルマーレフットボールアカデミーの

コーチ３名をお招きし「サッカー教室」を行い

ました。今年度は前日から雨が降ってしまい、

残念ながら体育館での実施となりました。 

テーマは今回も「楽しむ」です。テクニック

を学ぶのではなく、サッカーを通してスポーツ

の楽しさを味わうことを目当てに、４チームに

分かれ、ドリブル鬼ごっこやシュートゲームな

どを行いました。 

最後に行ったミニゲームは、予想通り白熱の

展開に。子どもたちはもちろんのこと、先生方

も本気のプレーで完全燃焼。スーパーゴールあ

り、ファインプレーありと見ごたえたっぷり

で、あっという間に終わりの時間が来てしまい

ました。 

最後にコーチから、湘南ベルマーレのクラブ

スローガン『たのしめてるか。』を例に挙げ、

楽しむために必要になるスキル、協力するこ

と、感謝すること、思いやることなど、スポー

ツに限らず社会生活にも必要なスキルについ

ての話があり、子どもたちは真剣に耳を傾けて

いました。 

「もっとやりたかった」「楽しかった」とい

う声が多く聞こえ、充実した時間だったことが

伺えました。       （小学部 田中） 

今年度は就職希望１名、進学希望５名が、

それぞれの目標に向かって、努力を重ねて

います。就職希望の生徒１名は、就職準備を

進めています。高等部実習を重ね、就職に向

けての自覚も生まれてくれれば良いと思い

ます。 

進学希望の生徒は、今年もコロナウイル

スの影響で、例年夏休みに行われる高校説

明会も中止になり出願も郵送となりまし

た。出願後、倍率を見て一喜一憂していまし

たが、２月 15 日が近づくにつれ真剣な表情

で学習や面接練習に取り組んでいました。 

中学卒業は人生で初めて経験する大きな

分岐点です。たくさんの方の助言を糧に自

分で決めた進路。しっかり自分と向き合い

力強く歩んでほしいと思います。 

（３年主任 鈴木） 

 

 

 

２月 17日（木）、18日（金）の２日間で学年

末テストが行われました。一年の総まとめのテ

ストです。コロナ禍の影響もありましたが、日

頃の成果を発揮すべく、真剣な面持ちで全員が

真剣に問題に取り組んでいました。                

（教務 成田） 

第３回前籍校・児童相談所連絡会 

 

中３生 進路決定に向けて 

 

 

湘南ベルマーレ「サッカー教室」 

 

中学校 学年末テスト 
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桂寮の年末発表会は、一人ひと

りが出し物を考えて発表しました。

まずは、あやとりで手品の披露をし

ました。練習した様々な技を見せて

くれました。続いて電車クイズ。去

年よりもパワーアップした問題で、

難問ばかりでした。次はバックナン

バーの水平線を３人で歌い、ファン

から花束も受け取り、最後まで歌い

きってくれました。次は、ディアボ

ロの発表。ディアボロ発表会からま

た成長した様々な技を見せてくれ

ました。最後はけん玉の披露。トリ

にふさわしく、曲に合わせ技を決め

てくれました。児童の得意な面を見

せられた発表会だったと思います。          

（桂寮 古川） 

梅寮では、けん玉、リフティ

ング、漫才など、児童一人ひと

りが自分の得意なこと、やりた

いことを考え、発表しました。

練習では、試行錯誤しながら、

ときには職員と協力しながら、

一生懸命に取り組んでいまし

た。発表当日は緊張した面持ち

ながらも、練習の成果を出し、

かっこよく演目を披露したり、

なかには会場を笑いで沸かせた

りしていました。発表後は、達

成感からか、満足そうな笑顔を

浮かべ、自信につながるよい体

験になったのではないかと感じ

ました。        

（梅寮 白石） 

 

 

 

今年度の年末発表会は、コロナ禍で様々な行事が中止や縮小となる中、感染防止対策に取り組みつつ、昨年度と同

様に実施しました。各寮で限られた時間の中で、練習を重ね質の良いものにしていく努力をし、児童の持ち味を生か

しながら演技することができました。寮職員からの感想を紹介します！ 

年末発表会 

令和３年12月 23日（木）年末発

表会が開催されました。児童の出し

物は個性豊かで、職員とのコント、

サッカーのリフティング、ディアボ

ロ、ピザ回し、歌、マジックなど、

バラエティーに富んだ内容でした。

司会の梅寮Ｏ君や竹寮Ｓ君は、夜間

のリハーサルもしっかり行い、当日

は堂々とした司会ぶりでした。さら

に、分校の先生方は事前収録した「お

おいそクイズ」で「おおいその水や

おおいそみかんをあてる」など、と

ても楽しい企画となりました。今年

度もコロナ禍で限られた環境でした

が、会場には温かい雰囲気が漂い、

拍手や笑い声があふれた年末発表会

となりました。   （竹寮 佐藤） 

 ４月は７人の在籍児童から始ま

り、現在は 10 人で生活していま

す。今年は職員と児童が多くの話

し合い（面接や児童集会）を重ね

てきた成果が出て、児童ひとり一

人が目に見えて大きく変化をし

ていきました。時間を意識して動

けるようになった児童。周りが少

しずつ見えるようになった児童。

言葉遣いを意識して話せるよう

になった児童。どの児童も明確な

目標があるからこそ取り組めた

のだと思います。まだまだ変化し

ていく児童たちに最大限の環境

を整えてあげたいと感じた1年で

した。    （桂寮 篠崎） 

次から次へと興味の対象が移り賑

やかな竹ウイング、一定の集団とし

て活動する中でも個人の思いが強い

桜ウイング。ウイングの特性が違う

ので日課の流れも少しずつ違ってき

て、今や個別対応が必然となった竹

寮の中で唯一バスケットをやってい

る時は児童が一丸となって活動して

います。タイムキーパーをしている

職員も、児童のプレーに目を奪わ

れ、カウントを忘れることも。好き

な事が一致するとパワーを発揮す

る。そんな竹寮でした。                                                                            

（竹寮 石原） 

 

朝晩は肌に突き刺すような寒

さが残り、時には雪も降ること

もあるこの季節、学園の門をく

ぐると、梅の花が迎えてくれま

す。見た目ばかりでなくほのか

な香りも届けてくれ、気持ちが

明るくなります。 

梅寮の児童は、現在つぼみと

なり力を蓄え、咲き誇る時期を

待ちわびています。まだ、つぼ

みが硬かったり、色づくには早

すぎるつぼみもあるかもしれま

せんが、きっと、いつかは満開

になり、自分だけでなく周りの

人たちも明るく元気にする存在

になれると思っています。            

（梅寮 堀野） 

 

各寮レポート（副寮長だより） 
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クラブ活動報告(陸上部) 

 例年なら 11月に神奈川県の児童福祉施設対抗駅伝大会が開催されますが、今年も新型コロナウ

イルスの影響で中止となってしまいました。そのため児童の日頃の陸上練習の成果を発揮する場

として「園内駅伝大会」を実施しました。１チーム５名で５チームを編成し、オープン参加の職

員チームを加えた計６チームでの対抗戦としました。園内の山を駆け上り、駆け下りるタフなク

ロスカントリーコースも２区間ありましたが、児童の力走でとても白熱した駅伝となりました。 

 また 1 月 15 日には横浜家庭学園が中心となり開催された「神奈川県児童福祉施設有志駅伝大

会」に参加しました。中学２年生以下の児童５人を選抜し大会に臨みました。結果は最終区間で

逆転され惜しくも準優勝。しかし、みな良い走りで大健闘でした。      （陸上部 松本） 

 

あすなろ作品展 

第 60 回神奈川県児童福祉施設作品展が１月 29日に開催されました。今年度は、例年同時に

開催されているあすなろ交歓会にてステージ発表をすることになっていましたが、そちらは残

念ながら中止となってしまいました。作品展には、分校の美術や書道の時間に取り組んだ作品

30点ほどを出品し、審査の結果、小５の O君が絵画部門金賞「神奈川県児童福祉施設文化体育

協会会長賞」を受賞しました。小学生とは思えぬ繊細かつ迫力のある「狩りをする猫」は、見

る人の心を動かす素晴らしい作品でした。併せて、各部門で８点の銅賞もいただくことができ、

子どもたちのよいモチベーションになったと思います。                   （梅寮 道場） 

今年度も新型コロナウイルスにより多くの行事が中止や感染防止に配慮した形での開催と

なりました。このような中、職員と児童が協力し合い、どの行事も思い出に残るものとな

ったと思います。来年度も、児童と職員が一丸となって頑張っていきたいと思います。 

 

金賞（O君）『狩りをする猫』 銅賞（K君）『風景画』 


