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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 1年と 5 か月。春光学園でも日々、ウイルス感
染予防に努め、子どもたちも多くの我慢をしながら生活しています。この春には、ま
ん延防止措置が発出され、未だに新型コロナウイルスの収束も見えないままではあ
りますが、無事に新たな年度を迎えることができました。 
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、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
2 名、県立三浦初声高等学校に 2 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子どもた
ちはとても喜んでいました。又、これも毎年行っていただいている、㈳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」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。
皆様の応援に応えられるように新入学・入園の子ども達が学業や
部活動に励むことを期待しています。 
今関様（上町）・㈱柳屋様・（公社）日本中国料理協会湘南支部様・

煌蘭様、毎回の寄贈・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３年３月 12 日に
「令和２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。６名
の卒園生を、春光学園後援会副

会長の小田切様、在日米海軍横須賀基地ＮＡＶＦＡ
Ｃ司令官ご夫妻とＮＯＡＷＣ司令官の方々をお招
きしてお祝いしていただきました。 
春光学園後援会副会長小田切様より就職支度金

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。 
夕方からは卒園生・在園生・職員で「卒園生お別

れパーティー」を行いました。寮ごとに夕食を食べ、
職員から一年の思い出をまとめたムービーのプレ

ゼントをしました。卒業生との最後の楽しい一夜を
過ごすことができました。来年度から就職が決まっ
ている児童は「これからは社会人として頑張って働
きたいです。」と話していました。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。 

 

各学校･幼稚園卒業・卒園式 
 ３月 2 日に県立横須賀工業高校、３月 3 日に神
奈川県立三浦初声高校、県立津久井浜高校、3月 12
日に武山養護学校、３月１１日に衣笠・大矢部中学
校、3 月 13日に三和こども園、3月 16日に大楠
幼稚園、3月 19日に衣笠小学校と、各校の卒業式
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
年度は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。 



 
春光学園活動報告 

 

児童福祉施設作品展参加 
令和３年２月６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。
今年は新型コロナウイルスの影
響もあり、皆学園内で出来る作業

に没頭し、目を見張るような作品を作ることができた
ようです。来年度はどんな風にしようかと今から考え、
熱心に研究する子どもたちの姿も見ることができま
した。来年度の活動も期待したいと思います。 

 

あ す な ろ 文 集 
  神奈川県の児童福祉施設の集まりである神奈川県
児童福祉文化体育協会では年に一回、県下の児童福祉
施設の子ども達から作文を集め、あすなろ文集を発行
しています。春光学園の子ども達も毎年、奮って参加
しており、今回も多くの作文が掲載されています。今
年は小・中学生たちを中心に、好きな物や将来につい
てなど沢山の素敵な作品を寄せてくれました。中には
毎年作品を提出してくれる子もおり、昨年に比べて上
手に作文が書けるようになったと達成感を感じられ
ているようです。ぜひ来年も素晴らしい作品を期待し
ています。 
 

 
 

ピアノ発表会 
 毎年卒園式の際におこな
っているピアノの発表会で
すが、今年度は新型コロナウ
イルス感染予防の為、卒園式
では発表ができませんでし
た。しかし、一年間努力した
成果を見せたいと小学生か
ら高校生まで日頃ピアノを

頑張っている子ども達が寮の子ども達にむけて発
表会をしました。緊張してはいましたが、全員無事に
発表することができました。 
いつも教えてくださる増田

園子様、ありがとうございまし
た。新年度もどうぞよろしくお
願いいたします。 
 
 

キャリアカウンセリングプログラム 
 昨年度も一年間にわたり北海道大学の井出先生に
ご協力をいただき、中高生のキャリアカウンセリング
プログラムを実施しました。卒園後に自立して生活し
ていく上での多くの知恵･知識を学び、子ども達にと
って、とても良い時間になったようです。キャリアカ
ウンセリングプログラムも今年で 9回目を迎え、何年
も続けて参加している子どもも増えてきています。 
この活動を通し、子ども達も自分の進路について、

また考える良いきっかけにな
ったように感じます。井出先
生、一年間ありがとうござい
ました。今年度もよろしくお
願いします。 

卒業生から 
昨年度卒園いたしまし

た大学、専門学校に進学し
た児童２名が無事に進級
することができました。以
前、春のひかり No.41 で
もご報告した通り、児童養
護施設を卒園した子ども

たちの進路というのは、世間一般の子ども達と比べ
て厳しい現状にあります。それに加えて今年は新型
コロナウイルスの影響もあり、授業が始まるのも遅
く、オンライン授業という新たなスタイルに慣れる
のも随分大変だったと聞きます。それでも何とか毎
日の学習を頑張ってこなし、自分の夢に向かって努
力しています。また、アルバイトも思うようにでき
ず、金銭的な不安も大きい中、後援会のみなさまか
らの支援は大きな支えになったと話していました。
沢山のご支援を賜りありがとうございました。今年
度もどうぞよろしくお願い致します。 

 

  

冬のレクリエーション 
新型コロナウイルスにより、さまざまな招待行事

が減ったりしている中、感染対策を十分にしたうえ
でレクリエーションにでかけました。 

動物園や遊園地、スキーや水族館など、少ない人
数でゆっくりみて回ることができ、楽しく過ごせた
様子です。なかなか見ることができない貴重な動物
や、自然の景色を楽しみ、出来ることの中で子ども
たちはたくさんの喜びや楽しみ、発見を重ねている
ように感じられました。 
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§園長よりあいさつ§     

 今年は桜の開花が早く、すっかり葉桜になり、またつつじの花も開花が早く、見頃を過ぎてしまいました。花

の名所はいろいろあり、映像とともに報道されていますが、コロナ禍で出かけることもできません。その様な中、

皆様にはお変わりなくお過ごしのことと存じます。 さて、新年度が新しいお子さんをお迎えし賑やかに始まり

ました。進級児も新入園児も新しい環境に慣れ、楽しく園生活を送っております。コロナ感染防止のため、職員

は勿論 3 歳以上の子どもたちもマスク着用の日々です。入園当初、赤ちゃんたちがマスク姿の職員に慣れてくれ

るだろうかと心配しておりましたが、声で認識するのでしょうか、比較的早い時期に慣れてくれました。子ども

たちの生きる力はすごいなと、改めて感心させられました。 当園は、本園（定員 100名）、安浦分園（定員 29

名）、上町分園（定員 20名）を運営しております。その中で安浦分園の建物が老朽化し、移転を余儀なくされま

した。移転先をいろいろ探した結果、京浜急行の「県立大学駅」前の新築ビルの 1 階をお借りすることが出来ま

した。これから内装を施し、令和 3 年 12 月までには移転することが出来ます。駅前ですので、保護者の利便性

を考えても今後需要が高まるのではないかと考えております。私たち職員も、保護者の期待に添えるべく、 

質の高い教育・保育のために研鑽、努力をしてまいりますので皆様のご理解、 

ご協力をお願いいたします。 

 

§卒園式§ 

3 月 13日（土）、横須賀文化会館中ホールにて卒園式

が行われました。コロナの関係で人数に制限があり、

保護者の方は各家庭 1 名のみ、職員も数名のみの出

席となりました。また、歌についての制限もあったた

め、卒園の歌は 1 曲のみでしたが、子どもたちはお

別れのことばを一所懸命に覚え、長い園生活を振り

返ったり、保護者代表のご挨拶ではあたたかい、心の

こもった感謝の言葉をいただいたりして、感激の涙

を流しました。 当日はあいにくの雨模様でしたが、

式に出席出来なかった職員が会場の外で待機してお

り、リボンシャワーでお見送りしました。 

 

  §がんばったね 

      生活発表会§ 

 緊急事態宣言発令により開催を見合わせていた生活発

表会でしたが、保護者からの強いご希望があったため、卒

園式の後ではありましたが、人数制限、演目の制限、マス

ク着用などの様々な条件のもと何とか会場をお借りし、3

月 20 日（土）に開催しました。当日は 3歳児以上の参加

とし、ダンスや和太鼓、合唱でもマスクを着用しなければ

なりませんでしたが、子どもたちは精一杯練習し、とても

素晴らしい演技を披露してくれました。子どもたちのパ

ワーを改めて感じさせられました。 和太鼓の演奏でも

マスク着用であったため、衣装の一部として黒のマスク

を手作りし、本番に臨みましたが、意外と格好が良かった

ようです。 



 
 

 

  

 

§お別れ遠足§     

  3月 22日（月）、年長児・年中児クラスの子どもたちは油壷マリン 

パークへお別れ遠足に出かけました。例年はもっと早い時期に行うの 

ですが、コロナの影響で延期となり、卒園式後のお別れ遠足となりました。 

密集を避けるため、年少児クラスは不参加となり、マリンパーク内も感染拡大防止 

のため飲食を禁止されていたため、園内を見学した後ソレイユの丘へ移動し、 

お弁当をいただきました。 

 イルカ・アシカのショーでは、ジャンプが決まると大興奮。拍手をして大喜びの 

子どもたちでした。 

                  年長児・年中児でミックスした班を作って行動し、たくさんの 

                  楽しい思い出を作ることができました。 

§編集後記§       

  コロナに振り回された一年となり、楽しみにしていた行事が延期になったり中止になったりと、子どもたちも残念な

思いをしたことが多かったと思います。ですが、ちょっとした工夫を凝らすことで、十分とはゆかないまでも子どもた

ちに良い刺激を与えてあげることが出来ることがわかりました。 まだまだコロナ禍は続きそうですが、こんな時こそ

私たちは持てる技術を総動員し、子どもたちに充実した園生活を送ってもらえるよう頑張りたいと思っています。 

 

§お茶会§   

 コロナで様々な行事が延期され、年長児クラス 

にとってこの 3 月 24 日（水）が最後の大きな行事

となりました。 

 感染防止のため、お茶席には 2～3名ずつ入って 

いただきました。保護者のそばで手を取りながら 

お茶のいただき方を教えてあげていた子どもたち 

ですが、緊張している保護者の方を見守る子ども 

たちも同じくらいドキドキしていたようです。 

 お茶の心得のあるおばあちゃまがいらっしゃっ

たのですが、子どもたちの所作を見て感心されて 

いました。日頃の練習の成果がしっかりと表れて 

いたのでしょう。 

イルカさん、すごかったね！ 

そう！2 回 

 まわしてね・・ 

  §入園式§    

  

  4月 3日（土）、入園式が行われました。 

 密集を避けるため、本園・分園とそれぞれの園で 

 開催しました。桜の開花が早く、すでに葉桜に 

 なりかけていたものの、お天気に恵まれポカポカ 

 陽気の中で和やかに行われました。 

  本園では、幼児クラスに 1名入園してきたお子 

 さんがありましたが、保護者から離れて最前列に 

 きちんと座り、立派に参加してくれました。 

  分園でも、小さな赤ちゃんが保護者に抱っこさ

れ、落ち着いて参加することが出来ました。 

  これから行われる様々な行事を通して楽しく 

 過ごし、すくすく成長してほしいと思います。 
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 寄贈等報告 

ライジングサンのみなさまより 
ランドセル寄贈 
今年新入学を迎える 3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。「沢山お友達をつ

くります」と話していました。 

ありがとうございました。 

カーブス各店寄贈 
  ２月２６日にカーブス各店(ＹＲＰ野比・サンビー

チ追浜・衣笠栄町・横須賀中央・横須賀大津・久里浜

店)の会員の皆様から集めた食料品の寄贈がありまし

た。心のこもったたくさ

んの寄贈は、学園の給食

等に利用させていただき

ました。毎回の寄贈、あり

がとうございました。 

 

令和 3 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・（社）日本中国料理協会湘南支部様・煌蘭様・日本水産観光（株）

様・ムッシュ・タルト様・カーブス各店様（衣笠栄町・横須賀中央・久里浜・横須賀大津・ＹＲＰ野比・サンビーチ追浜）・国際

ソロプチミスト横須賀様・（株）スワン商会様・白赤稲荷神社様・大松寺様・ドミノピザ横須賀大矢部店様・セカンドハーベスト

ジャパン様・武山パレス会館様・リッチランド様・ニューリッチ様・ゴールデンパレス様・入兆久里浜店様・（株）トーヨー様・

（有）覚満寺運送様・ワイティーエス（株）様・西来寺様・妙真寺様・徳壽院様・日産自動車（株）追浜工場様・ライジング・

サン様・（株）アウトライン様・東京ピースライオンズクラブスマイル支部様・（有）森定商店様・エーエムシー企画様・障がい

者地域作業所ＣＣＦ様・今関（上町）様・明治安田生命保険相互（株）横浜支社三浦営業所様・神奈川トヨタ自動車（株）様・

横・横代理店倶楽部様・横須賀友の会様・ヤマヨ久保田商会様・台北駐日経済文化代表処横浜分処様・なかよし子ども食堂様・

（株）柳屋様・田中松江様・増田園子様・小田切晃子様・小山評議員様・岩﨑優子様・鈴木任子様・小原勉様・関本貴子様・吉

田孝志様・内藤彰信様・長井あけみ様・岡村光展様・森聰様・小林文香様・中川都矢子様・生井洋子様・カーディアン祥子様・

鈴木南々帆様・原勝己様・林美佐子様・高橋智子様・泉奈緒子様・新倉和子様・藤田綾子様・萬年紀代美様・中尾理香様・成田

奈保子様・濱田芳子様・上明様・松井俊久様・伊澤邦夫様・安西玳子様・エフべモセン様・松本秀樹様・諏訪魔選手様・根本英

行様・香取睦子様 その他匿名の方を含め多数の皆様 

令和２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） 清田岫芳様（書道教室） 

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３年度 児童養護施設春光学園 新採用職員 
幼児・2 階学童寮ケア職員 
有田 朝子 
（ありた あさこ） 

幼児・2 階学童寮ケア職員 
蓜島 美優 
（はいじま みゆ） 

3 階学童寮ケア職員 
松井 沙樹 
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衣笠歳時記  （その４０）       春光学園長 児山秀一 

衣笠山の色彩が薄桃にきらめき、学園に春風を運んできた。入学の季節を迎えた。 

今年の４月は昨年と違って、新型コロナウイルスがなかなか収束していないにもかかわらず、学校の新入生も幼稚園の新入園児も意気

揚々と毎日元気に登校・登園している。当たり前の日常が何ともうれしく、微笑ましい。 

今年の３月に６名の高校生が学園を巣立っていった。６名全員が就労だ。１名は津久井浜高校を卒業し

て、（株）横濱屋に就労し、自活。１名は三浦初声高校を卒業して、（株）日本水産観光に就労し、自活。２

名は横須賀工業高校を卒業して、（株）松本機工と（株）今井ペイントに就労し、自活。２名は武山養護学

校を卒業して、グループホームに入居し、アルバイト雇用と就労継続支援を利用して福祉的就労。卒園した

子どもたちは、昨年に比べ今まで経験したことがないくらい驚くほど苦労する子が多く、職員は日々奮闘し、苦労の末３月末にようやく

就労と住居が決まって、６名全員が何とか社会的自立に至った。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月から新たに進学・入園を迎える季節でもある。幼稚園に３人、小学校に

４人、中学校に３人、高校に２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、話は変わり令和元年度に全国の児童相談所が対応した児童虐待の件数は、前年度比 21.2％増の 19 万 3780 件で過去最多を更

新するなど、深刻な状況が続いている。春光学園では、虐待を受け心に深い傷を持つ児童等の入所が増え、最近は発達障害、知的障害等

医療を必要とする児童等の増加に伴い、これまで以上に個別的できめ細やかな対応が求められている。また、専門的な知識・技術を持っ

て医療等関係機関と連携したケアを行うことが必要となった。取り分け現状の春光学園は、医療を必要としている子どもの入所が増加し

ている。ここ何年かみても、悪性リンパ腫、掌蹠角化症、統合失調症、網膜剥離、口蓋裂形成術後（咬合

矯正）、小耳症、脳波異常、てんかん、低身長、自閉症スペクトラム、ADHD、LD、読字書字障害（ディ

スレクシア）、難聴、小児喘息、アトピー性皮膚炎、斜視、弱視、アレルギー性皮膚炎、アレルギー性鼻

炎、内反足、膝関節症、顎関節症、慢性排便困難、耳下腺嚢胞良性腫瘍等々。そのうえで、重複して児童精神科通院や入院及び服薬を必

要としている子どもが顕著だ。児童虐待は、子どもの人権を著しく侵害し、心身の成長や人格の形成に重大な影響を与えるとともに、子

どもたちの次の世代にも連鎖の懸念がある極めて深刻な問題である。虐待を含め親からの不適切な対応の心理的影響として、解離性障

害、反応性愛着障害、反抗性挑戦性障害、ADHD、LD、集団や学校への不適応、自尊感情がなくなり自傷行為に至ったり、感情、行動の

調整ができず衝動的な暴力を起こしたり、引きこもったり、対人不全や性的逸脱、うつ病の発症など精神疾患の症状を発症する場合が顕

著にみられ、学園で生活する子どもたちの障害はあまりに大きく、なかなか簡単に対応できるものではない。春光学園は、親に代わっ

て、衣食住とともに学園から通学通園し、集団生活する施設である。居室の環境整備も専門的な人的配置も揃っていなく、現状はとても

治療を行う施設ではない。医療を必要としている子どもの支援機能を有した施設とはとても言えないにも関わらず、実に多くの医療を必

要としている子どもの入所が増加しているのが現実だ。子どもが抱える問題が多様化、複雑化、高度化している中、職員は、生活指導、

学習指導、自立支援指導を通じて、生活環境を整えながら、虐待を受けた子どもたちに日夜必死に寄り添い、心のケアに懸命に取り組ん

でいる。しかしながら、春光学園においては、専門職や現場の職員の配置が足りなく、国の財政的支援では、適切なケア体制を敷いてい

るとはいえない。東京都では、児童虐待による深刻な問題が増加する中、施設に入所する子どもの支援体制の充実を図るため、国に先駆

けて精神科医・治療指導担当職員を配置し、「専門的ケア」を行なう体制を整備した、専門機能強化型児童養護施設を設置しており、問題

を抱えた児童の入所の増加に対応している。この 3 月、6人の卒園した高校生の中には、医療機関に関わっていた子が何人もいる。その

中でも、悪性リンパ腫から見事治療を克服した高校生が、学園を巣立って行った。本来なら親の愛情を一身に受けるはずが、それもな

く、学校と学園と病院との生活を繰り返し、11 年近くを学園で過ごした。“何故、自分だけがこんな病気になったのか？どうして、親は

何も見てくれないのか？何故、学園にいるのか？どうして、自分だけがこんな目にあわないといけないのか？…日々悶々としながらも、

自分と対峙し、病気と対峙し、病気を乗り越え成長し、ようやく卒業に漕ぎ着けた。就労先で車の免許が必要なため、アルバイトしたお

金で免許を取得し、社会的自立を果たした。施設の子は、生まれ育ちや環境などの劣等感を排除し続けなければ、人並みには生きていけ

ない。悩んでも仕方がない。理不尽な現実があるとしても、負けてはいられない。止まっている訳にもいかず、泣いたって何も変わらな

い。ただ前に進むしかないのだ。みなさまの温かい応援が、子どもたちの背中を押してくれます。前に… 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、今年度も宜しくお願いいたします。 


