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今年もたくさんの子どもが 
入園、入学しました！  

新型コロナウイルス感染拡大から 2年と 5か月。当園でも今年 2月に幼児寮の児童
が多数感染し、子ども達や職員も感染拡大防止に追われる慌ただしい年度末となり
ました。そのような中で皆様からご支援いただいた感染対策グッズを存分に活用し、
なんとか当園の感染も収束。無事に新たな年度を迎えることができました。 
皆様の温かいご支援、本当にありがとうございました。 
今年も多くの子ども達が入園･入学しました。横須賀市立大楠幼稚園に 3名、三和

こども園に 3名、横須賀市立衣笠小学校に 4名、横須賀市立衣笠中学校に 1名、横
須賀市立公郷中学校に 1名、神奈川県立岩戸養護学校に 1名、神奈川県立三浦初声
高等学校に 1名、神奈川県立横須賀南高等学校に 1名がそれぞれ入学しました。新
しい生活様式の中で、皆自分にできる事を精一杯とりくみ、日々学習に励んでいま
す。今年も、上町の今関様より新中学１年生に学校制服の寄贈、㈱
柳屋様より新中学１年生に学校用体操服の半額補助がありました。
初めて着る真新しい制服に少しぎこちなさはありましたが、子ども
たちどこか嬉しそうな様子を見せていました。今関様（上町）・㈱
柳屋様毎回の寄贈・ご支援、ありがとうございます。 

新入学・入園を祝う食事会 
4 月 1 日には㈳日本中国料理

協会湘南支部様の煌蘭において
の「新入学を祝う会」の招待が行
われ、感染対策を十分にとったう
えで、おいしい中国料理をいただ
くことができました。また、4月

2日には、日本水産観光㈱様のにぎり一丁において
「入学入園を祝う会」の招待があり、おいしいお寿
司をご馳走していただきました。皆様の応援を励み
に、新入学・入園の子ども達が
良いスタートきって新生活に
力を注ぐことを期待していま
す。日本中国料理協会湘南支
部様・煌蘭様、日本水産観光㈱
様、にぎり一丁様、毎回の招待
ありがとうございます。 
 
 

春光学園卒業卒園式 
 今年も令和 4 年３月 11 日に「令和 3 年度春光
学園卒業卒園式」を、新型コロナウイルス感染予防
の為、縮小した形ではありますが、実施いたしまし
た。5名の卒園生を、春光学園後援会会長の岩﨑様、
在日米海軍横須賀基地ＮＡＶＦＡＣ司令官ご夫妻
をお招きしてお祝いしていただきました。 

春光学園後援会会長岩﨑様より就職支度金、奨学
金の授与、在日米海軍横須賀基地ＮＡＶＦＡＣ司令
官より卒業のお祝いの品の授与が行われ、又、来賓
の皆様からの温かい励ましの言葉や記念の品を頂
き、卒園生の皆はこれからの進路に期待を膨らませ
ていました。 

 
卒園生より 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
今年卒園した子ども達からのメッセージです。 

初めての事ばかりで大変な事もたくさんあると思
いますが、それぞれの環境で自分らしく頑張ってほ
しいと思います。 

 

 

  

 

 

 

就職した児童 

大学進学した児童 

 

大学生活を満喫しています！ 
こんなに楽しいと思わなかった。 
みなさんのご支援のおかげです。 
本当にありがとうございました！ 

慣れない事もたくさんありますが、 
なんとかやっています。 
これから仕事をたくさん覚えて 
頑張っていきたいです。 



各学校･幼稚園卒業・卒園式 
 3 月 1 日に私立緑ヶ丘女子高校、３月 2 日に市
立横須賀総合高校、県立横須賀南高校、県立逗葉高
校、３月 3 日に私立三浦学苑高校、３月 9 日に衣
笠中学校、大矢部中学校、坂本中学校、3月 16日
に大楠幼稚園、3月 17日に衣笠小学校と、各校の
卒業式、卒園式が行われました。春光学園より通学･
通園していた卒業･卒園の子ど
も達が参加しました。今年度も
新型コロナウイルスの影響で縮
小して行われましたが、子ども
達は無事に卒業できたことを喜
んでいました。 
 

 

２０２２年 春の叙勲受章 
おめでとうございます 

 
春光学園法人から 
 
広瀬和幸監事        （旭日小綬章）   
安藤多津子元三和こども園長 （瑞宝単光章） 
 

の方々が功績をたたえ、受章されました。 
 
 

春光学園活動報告 
 

児童福祉施設作品展参加 
令和 4 年 1 月 30 日に県立青

少年センターで行われた児童福祉
施設作品展が行われました。作品
展では絵画・工芸・手芸・書道の
各部門に素敵な作品を出展し、多
くの賞を取ることができました。
来年度の活動も期待したいと思い
ます。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

春光学園駅伝大会 

新型コロナウイルスの蔓延により、
様々なイベントが中止になってしま
う中、“なんとか子ども達に楽しいイ
ベントを！”と 1月 22日に開催さ
れた駅伝大会。感染対策を十分にと
り、子どもチームと職員チームに分
かれてタイムを競いました。結果は

子どもチームの勝利！この日のために一生懸命練
習を重ねた成果が出たようです。惜しくも負けて
しまった職員チームも次回はリベンジを果たし、
職員の威厳を見せつけてほしいところです。 

キャリアカウンセリング 
       プログラム（CCP） 
昨年度も北海道大学の井出先生に zoom を活用

しながらご協力いただき、中高生の CCP を実施す
ることが出来ました（全 9 回）。今年度は CCP を
開始して 10年目を迎えるため、通常の活動のほか
に、卒園した子どもたちにも来てもらって活動の思
い出を聞く時間を設ける予定
です。引き続き、CCPを通し
て自分の進路についてあれこ
れ楽しく考え、知らなかった
新しいことを学び、皆で過ご
した良い思い出を積み重ねて
いく時間を作っていければ…
と考えています。 

 

卒園生テーブルマナー食事会 
 ビバリーグレンラボラ
トリーズ株式会社様から
神奈川県共同募金会様を
通じてのご支援により、
昨年度卒園した 5 名の児
童を対象に卒園、卒業祝
いのテーブルマナー食事
会を実施しました。横須

賀メルキュールホテルのレストラン「ビストロ・ブ
ルゴーニュ」にて、慣れないテーブルマナーに戸惑
いつつも、普段は馴染みのないフランス料理のフル
コースに舌鼓を打ちました。未だ収束の見えないコ
ロナ禍により、修学旅行などのイベントも軒並み中
止になるなど、学びや経験の機会が失われている現
状がありました。そうした中で行われた今回の食事
会は、卒園した児童にと
って楽しい思い出とな
り、今後に活かせる良い
経験になったと思いま
す。ビバリーグレンラボ
ラトリーズ株式会社様、
神奈川県共同募金会様、
ご支援ありがとうござい
ました。 
 
 
 

 

ライジングサンのみなさまより 
ランドセル寄贈 
今年も新入学を迎える 4 人の

子どもたちにライジングサンの
皆様からランドセルの寄贈があ
りました。真新しいランドセル
に子どもたちは大喜び。女の子
は「わたしのランドセル何色だ
～？」と嬉しそうに話し、男の子
は「あのね、学校楽しいよ！」と
明るい表情で話す姿が印象的で
した。ありがとうございました。

寄贈等報告  
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§園長あいさつ§      

 風薫る 5月、新緑の美しい季節となりました。後援会の皆様におかれましては 

お健やかにお過ごしのことと存じます。 

 こども園では、4月 2日（土）に桜満開のもと入園式を執り行い、26名の新入 

園児をお迎えして新年度が始まりました。新入園児も進級児も、初めのうちこそ 

不安げな様子があり登園時には泣いてしまう姿もありましたが、少しずつ園生活 

に慣れ、担任や新しいお友達と遊ぶ、にぎやかな声が響いています。今年度の始まりも、新型コロナ 

ウイルス感染症の終息を祈る日々ですが、まだしばらくは油断のできない状況が続きそうです。 

それでも 3年目となるこのコロナ禍。ウィズコロナの生活の中で、感染対策を十分に取りながら、 

子どもたちの成長にとって欠かすことのできない行事や活動も、少しずつ増やしていくことが 

できればと思っております。 

 改めまして、本年度 4月より三和こども園の園長を務めさせていただくことになりました 

松本美津江です。私は、当園に平成 3年より保育士として勤務させていただき、永年前任の 

安藤先生のご指導のもと、子どもたちの教育・保育にあたらせていただきました。安藤先生の 

子どもたちに対する熱い思いを引き継ぎまして、微力ではございますが精一杯園長の職務を努めて 

まいりたいと思います。今後とも、皆様のご支援とご理解を賜りますようお願い申しあげます。 

  そしてこの度、三和こども園前園長の安藤多津子先生が瑞宝単光章を受章されることが発表 

 されました。永年に渡り、全身全霊を子どもたちへの教育・保育にかけられたご尽力の賜物と 

 感服いたします。安藤先生を目標として、私たちもますます精進してまいります。 

  

 

    

   

生活発表会 
 一時期コロナが落ち着きを見せたため、今年こそは盛大に生活発表会を行う事が出来るかと思い、 

どのクラスも張り切って練習していたのですが、直前になって再びコロナが流行し始め、まん延防止 

措置がとられてしまったため、やむなく 5歳児ゆり組のみ 1月 22日（土）、横須賀ベイサイドポケット 

にて開催することにしました。 

 1クラスのみの出演となるため、1家族につき 4名の方にお越しいただく事ができ、ゆったりと歌や 

ダンス、和太鼓の演奏などをご覧いただきました。プログラム最後の和太鼓では、みんなの心が一つに

なった素晴らしい演奏を見せてくれ、保護者の方々も私たち職員もとても感動させられました。 

 そして、せっかく練習を重ねてきた 4歳児すみれ組や 3歳児たんぽぽ組の子どもたちも、何とかして 

晴れの舞台に立たせてあげたい・・ということになり、3月 28日（月）何とか会場をおさえ、時間を 

ずらして開催することにしました。年度末であり,しかも平日であったのにもかかわらず、保護者の 

方々が時間を作ってくださり、無事開催することが出来ました。 

 たんぽぽ組の子どもたちは、初めて大きな舞台に立つことになりましたが、とても堂々と発表する 

事が出来ました。また、すみれ組の子どもたちも、難しい器楽合奏に挑戦しましたが、ぴったり息の合

った演奏ができたため、大満足だった様です。 

  



§入園式§     

  4月 2日（土）、今年もそれぞれの園にて入園式

が行われました。 

  30分足らずのささやかな式でしたが、新園長の 

 あいさつや職員による歓迎の歌などがあり、とて

も温かい雰囲気に包まれていました。 

  次の週からは早速保育が始まり、しばらくは 

 新入園児の泣き声などでにぎやかにしていました

が、1か月もたたないうちに落ち着きを取り戻し、 

 今ではどのクラスからも楽しい笑い声が聞こえて 

 きています。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

§お茶会§   

 2月 22日（火）、5歳児ゆり組の子どもたちは 

お父さん・お母さんを園にお招きし、今までに 

学んできたお茶の腕前を披露しました。 

 今年は、お父様の出席率が多かったのですが、 

我が子の普段家庭では見られない、真剣なまな 

ざしをご覧になり、感動なさっていました。 

 お父さん・お母さんから「美味しいね」などと 

声をかけられると、満足そうな表情を浮かべて 

いた子どもたち。お稽古を始めた当初はおぼつか

なかった、正座やお辞儀の仕方もすっかり上手に

なり、とても堂々としていた子どもたちの姿に、 

あらためて成長を感じました。 

 

 

 §お別れ遠足§  

  3月 1日（火）、5歳児 

 ゆり組と 4歳児すみれ組の 

 子どもたちはお別れ遠足に 

 行きました。 

  『野毛山動物園』へ出かけたのですが、テレビや 

図鑑でみる動物たちを生で見ることが出来、大興奮 

 していました。 

  ライオンのコーナーでは、ちょうど寝ていたので

カメラを向けたところ、突然大きなうなり声と共に 

 子どもたちの方に突進してきたので、一同大パニッ

ク！！中には半泣きになっている子もいました。 

 後日、遠足の絵を描いたのですが、多くの子が 

ライオンの絵をかいていたので、よほど衝撃を 

受けたのでしょうね・・。 

 

  

§卒園式§    

 3月 19日（土）、卒園式が行われました。 

お天気が心配されていましたが、雨が降る事もなく、

27名の子どもたちが立派に巣立っていきました。 

式では、お別れのことばや歌に感極まったらしく 

声をあげて泣き出す子がおり、それにつられた 

職員や保護者の方々もつい涙する場面もありまし 

た。 

 今年も、コロナのために 4歳児すみれ組の子ども 

たちや職員全員の出席はかないませんでしたが、 

良い思い出となってくれることを願っています。 

  

  

 

2 回まわしてから 

     飲むんだよ 

ライオンいるかな？ 

保育教諭 

 西崎奈津世 

 今年度からチーム三和の仲間になりました。 

 どうぞよろしくお願いいたします。 
事務 

 平野 由紀 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1491136869/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL3d3dy5pbGx1c3QtcG9ja2V0LmNvbS93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxNi8wNy8xNDcwLTUwMHgzNzUuanBn/RS=%5eADBrKMXFQkJGpi_dk_OnOilEhuCyzM-;_ylt=A2RCAwTln99YEQMA0wCU3uV7


公益財団 JKA様より 
コロナ対策の寄贈 

公益財団 JKA 様よりコロナ対策
のための補助金を頂き、検査キッ
トやパルスオキシメーター、サー
キュレーター等
を購入しました。

感染対策に大役立ちました。あり
がとうございました。 

篠原欣子記念財団 
3 階の冷蔵庫 2 台が不調とな

り、保冷機能が心配だったとこ
ろ、篠原欣子記念財団様より助
成金をいただき、すぐに購入す
ることが出来ました。ありがと
うございました。 

 

 

令和 4年１～４月にご支援を頂いた皆様 

在日米海軍横須賀基地ＮＡＶＦＡＣＦＥ様・ＮＯＡＷＣ様・横横代理店倶楽部様・（株）城水様・ムッシュタルト様・（株）昇英

企画様・ゴールデンパレス様・パレス会館様・リッチランド様・ニューリッチ様・山東様・今関様・フィリップモリスジャパン

（同）様・（有）覚満寺運送様・（株）ＳＬ Ｃｒｅａｔｉｏｎｓ様・木下大サーカス様・西来寺様・吉本興行（株）様・餃子の

雪松様・神奈川県民共済生活協同組合様・白赤稲荷神社様・（株）王将フードサービス様・ムーンバット（株）様・（株）サンワ

ールド様・日本教文社様・セカンドハーベストジャパン様・こどもレストラン大津様・なかよし食堂様・（有）ヤマヨ久保田商会

様・前澤サンタ様・横須賀市久里浜第２民児協会様・明治安田生命保険相互（株）三浦営業所様・日産自動車（株）追浜工場様・

ライジングサン様・心Ｒｅｂｏｒｎ協会様・原法律事務所様・衣笠商店街連合会様・大平食品加工（株）様・江崎グリコ（株）

様・三育フーズ様・アヲハタ（株）様・味の素（株）様・（株）サスナデリコム様・岩手缶詰（株）様・（株）高木商店様・八戸

協和水産（株）様・石田缶詰（株）様・プリマハム（株）様・三共食品（株）様・神奈川柑橘果工（株）様・ゴールドパック（株）

様・ストー缶詰（株）様・カーブスサンビーチ追浜様・カーブスＹＲＰ野比様・カーブス横須賀大津様・カーブス衣笠栄町様・

カーブス久里浜様・カーブス横須賀中央様・人形劇団ムーブ様・（株）コミュニティーフーズ様・日本中国料理協会湘南支部様・

煌蘭様・１６ミリ試写室様・日本水産観光（株）様・（株）トーヨー様・ライフ（株）様・国際ソロプチミスト横須賀様 

岩﨑聖秀様・岩﨑優子様・森隆雄様・吉田孝志様・小原勉様・加藤尚様・小金昭一様・小田切晃子様・林美佐子様・伊藤玉枝様・

藤平正喜様・吉田惟昭様・原勝己様・森聰様・松本剛直様・長井江利子様・西村弘子様・永井崇教様・生井洋子様・青柳とみ代

様・石橋昭仁様・茨田光子様・根本英行様・関本貴子様・三谷昌彦様・松澤澄江様・藤田綾子様・濱田芳子様・新浪美和子様・

松谷和典様・小野克彦様・松井俊久様・松本博充様・菅沼精一様・関谷美香様・小林伸行様・岡村光展様・広瀬和幸様・諏訪魔

選手様・松本秀樹様 （順不動）その他匿名の方を含め多数の皆様           

令和 3 年度に継続してご支援いただいたボランティアの皆様
習い事奉仕  ～ 増田園子様（ピアノ教室）    行事写真奉仕 ～ 伊澤邦夫様 

作業奉仕 ～ すずらんグループ様         裁縫奉仕 ～ Miura Sewing Ohana様   

Balloon Shop Piume（公郷）猪股様 

遊び奉仕 ～ 小田由美様・神渡哲也様・小幡紗央里様・衣笠地区民生委員児童委員様  

毎月の誕生会ピザの寄贈 ～ 岩﨑優子様（湘南衣笠ゴルフ） 

 

令和 4年度 児童養護施設春光学園 新採用職員 
幼児寮ケア職員 
小川 美香 
（おがわ みか） 
 
 
 
 
 
 
 
好きなこと 
     ディズニー 

幼児寮ケア職員 
田中 美幸 
（たなか みゆき） 
 
 
 
 
 
 
 
好きなこと 

ボウリング 

2 階学童寮ケア職員 
上田 竜平 
（うえだ りゅうへい） 
 
 
 
 
 
 
 
特技 

ルービックキューブ 

3 階学童寮ケア職員 
上米良 志織 
（かんめら しおり） 
 
 
 
 
 
 
 
特技 
   アルトサックス 

 
 

 

 

    



 

衣笠歳時記  （その４３）  春光学園長 児山秀一 

衣笠山のきらめく若葉が目に眩しく、学園にさわやかな春風を運んできた。入学・入園の季節を迎えた。 

今年の入学式・入園式は、新型コロナウイルスの影響から昨年と同様な形で行われた。ピカピカの新入生も幼稚園の新入園児も毎日元気

に登校・登園する姿が何とも微笑ましい。  

今年の３月に５名の高校生が学園を巣立っていった。１名は逗葉高校を卒業して、桜美林大学に進

学し、自活。１名は横須賀総合高校を卒業して、横浜デジタルアーツ専門学校に進学し、自活。１名は

三浦学苑高校を卒業して、ＨＡＬ東京専門学校に進学し、親許から通学。１名は横須賀南高校を卒業し

て、グループホームを利用して（株）新鋭産業に就労。１名は逗葉高校を卒業して、コンビニエンスス

トアに就労し、自活。実は、もう１名、緑ヶ丘女子高校を卒業して、箱根湖畔開発（株）に就労、自活

する予定の子が、病気治療が判明し、６月以降に就労する予定に至った。 

これまで支えていただいた後援会のみなさまをはじめ児童相談所や学校などの関係機関、地域の

方々の力強いご支援の賜と深く感謝申し上げます。ありがとうございました。これからもみなさまの心強いご支援をお願い申し上げます。 

 学園からの旅立ちもあるが、この４月新たに進学・入園を迎える季節でもある。幼稚園に６人、小学校に４人、中学校に２人、高校に３

人が入学、入園した。希望を抱いてしっかりと学んで欲しい。 

 さて、話は変わり以前にもお伝えした、子どもたちの大学進学率である。文部科学省が公表した２０２１年度の大学進学率は５４．９％

である。一方で厚生労働省の調査によると、児童養護施設を出た子どもたちの大学進学率は２０２０年５月時点で１７．８％。その背景に

は学費や生活費などの「金銭面の問題」がある。大学等（含専門学校）に進学するためには「奨学金、寄附金、アルバイト収入を財源」す

るしかないのが現状である。 

実は、振り返ると、児童養護施設の高等学校進学の歴史がある。戦後しばらくの入所児童の進路としては、中学卒業と同時に退園し、就

職が一般的であった。１９５４年（昭和２９年）、国の「養護施設運営要領」が交付され、施設児童の退所に向けての指導は「職業指導」と

され、義務教育終了以降の子どもに対しては、「大部分の児童は進学を不適当とするものであるから、これらの事情から施設においていっ

そう積極的に職業指導を施してその万全を図る必要がある。」と明記されていた。よって、高校進学する場合は、奨学金、寄附金、中学から

高校までアルバイト収入によって学ぶという方法であった。昭和３０年代には、法外援助費として高校修学資金を予算化するところも出て

来て、児童養護施設にも貸付られることになった。それも無条件ではなく、高い学力が必要で、児童相談所が当該児童の進学適正検査を行

い、それによって適否が決定され、しかも、普通課程、職業課程、定時制等と進学先を指定され、本人の希望がかなえられぬ場合があった。

しかも自治体による進学費用の格差があった。昭和４０年代に入ると条件は撤退され、改善していく。１９６２年（昭和３７年）の高校進

学率全国平均５８％に対し、児童養護施設は６％。１９７０年（昭和４５年）は、全国平均８０％に対し、１０％。そして、１９７３年（昭

和４８年）５月、「養護施設入所児童等の高等学校への進学実施要綱」という通達が出て、１９７５年（昭和５０年）に特別育成費（進学助

成～授業料、クラブ活動、教科書代、学用品等）の支弁が可能になった。それまでの高校進学率１０％だったのが、その後飛躍的に上昇。

（全国平均９０％に対し、４０％） 但し、特別育成費の実施要領には、実施上の留意点として、「能力、性向等に照し高等学校に進学させ

ることが適当」であると認めたものであり、「卒業後の職業生活に直接役立つことができるよう、実業高校に出来るだけ進学させるよう配

慮するものとすること」と示されていた。普通科や大学等への進学は奨励されるものではなかった。その当時は、１８歳の誕生日になると

在学途中で打切りとなり退園し、定時制高校に転校し働きながら学ぶか、家庭復帰か、もしくは、自立してアルバイト継続して学んで通学

する選択しかなかった。その後、そのようなこともなくなり、２０００年（平成１２年）以降は、８０％

以上となり、２０１６年度（平成２８年）は、９６．０％の進学率となった。現在、「高校進学はあたり

まえ」の時代ではあるが、その「あたりまえ」という考えの裏には歴史の重みがある。 

 話は戻り、大学進学率である。２０１７年（平成２９年）の１２．４％だったのが、２０２０年（令

和２年）高等教育の無償化に伴い、児童養護施設の進学率も１７．８％に上昇した。しかしながら、大

学進学費用に対して、まだまだ自治体格差がある。家族に頼ることが出来ない児童養護施設出身者にと

って、帰るところもなく、住居費をはじめとする生活費等、１８歳の若者にのしかかる負担は、精神的にも経済的にもまだまだ大きい。  

みなさんの温かい応援が、子どもたちの背中を押してくれます。コロナ禍の中、大変厳しい情勢ではありますが、春光学園の子どもたち

へのご支援を賜りたく、お力をいただき、今年度もよろしくお願いいたします。 


