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「もう卒寮か」と思うほど、あっとい
う間に卒寮の時期が来てしまった。太陽

施設から社会に放り出されて、仕事がう
まくできず、社会に適応できずに堕落し
た生活を送ってしまう若者もたくさんい
る。そうならない為に、社会に適応でき
る自立を見据えてケアをしていかなけれ
ばならないと強く感じる。その反面、社

歳になったら特別な理由がない限り
自立しなければならない。私の気持ちと
しては、社会に出して、学校生活、仕事
が安定するまで施設で子どもを見てあげ
るべきではないのかと強く思う。現に、

てサポートしていただく等、受験一色に
なった。夏休みにはいくつかのオープン
キャンパスへ回り、自身に合った大学に
出会い、 月に指定校推薦で合格するこ
とができた。これは入所してからの私達

時期での入所は大変珍しいが、それでも
入所に至った背景には大学への進学意志
」
が強いことにあった。５月には「
の学習ボランティアさん３名がＫちゃん
の学習支援につき、また７月からは河合
塾立川校のスタッフにアドバイザーとし

今年巣立つＫちゃんは、昨年４月に入
所したばかりの高校３年生である。この
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の家では今年度、２人の若者が施設を巣
立ってゆく。
Ｔ君はヘアメイクアップアーティスト
になるという夢を持ち、無事に美容専門
学校へ進学することが決まった。いまど
き高校生から明確な夢を持てることはと

会に出てからでないとそのケアが出来な
い ので はな いか 、と いう ジレ ンマ があ る。
児童養護施設で生活する子どもたちに
とって、自立のハードルは高い。施設生
活から社会生活へと緩やかにステップアッ

以上に難しく、自分が母親になるという
こともまた非常に不安なことである。

ても素晴らしいことである。進学のため
の資金は、高校１年生から始めたアルバ
イトによる貯蓄と、様々な奨学金を集め
てまかなおうとしている。学費は準備出
来たとしても、生活費などは学校に通い

プできるように、ケアできる体制を切望
■
する。

のサポートだけではなく、つらく厳しい
環境の中でずっと懸命に生きて、真面目
に高校へ通い続けたＫちゃんの努力の賜
物だと思っている。
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枇杷の家ができて、もうすぐ２年が経
つ。今年も１名の女児が巣立とうとして

と言う。そういう児童の多くは、続けて
「だってなんかイライラしそうだもん、
だから自分には無理だと思う」とも言う
のだ。彼女達に伝えたい〝温かい家庭〟
とは一体どういうものなのか、そもそも
愛情とは何なのか…。四半世紀しか生き

て、人生の先輩として、１人の女性とし
て、母親代わりとして…、退所までの数
か月間で伝えたいことが山ほどある。彼
女もまた、昨年の退寮生と同様に 「結婚
なんてしたくない、子どももいらない」

ここから私達は、彼女に一社会人とし

る。アルバイトも飲食店、鳶を経験し、
今現在はおしぼり工場で週に３日、真面
目に働き、従業員の方からも 「仕事が丁
寧」とお褒めの言葉をもらっている。初
めてのアルバイトを探す際の面接では、

いる。私は立ち上げ当初から、将来子ど
も達が母親になることを考え、できる限
り家庭的な環境の中で生活してほしいと
願ってきた。女児の場合、特に我が国で
は、必ずしも経済的な自立だけが全てで
は ない と考 えて いる 。好 きな 人と 出会 い、

たいようのいえ・かわしままさつぐ

ながらアルバイトで稼いでいかなければ
ならない。一般家庭と比べると、児童養
護施設出身の子どもの進学は非常にハー
ドルが高いと感じる。
Ｋ君は中学時代不登校であったが、高
校進学を機に毎日休まず学校に通ってい

何回も何回も不採用であった。そのこと
もあり、就職活動は困難を極めると思わ
れたが、見事一発合格でリネン工場への
就職が決まった。しかし、彼は幼少期か
らこの神の国寮で育ついわゆる施設っ子
である。頼る親がいない彼は、施設から

ていない私に、この課題は壮大すぎてま
だまだ解けそうにない。
■

びわのいえ・もちづきはるな

社会へ一人の力で歩んでいかなければな
らない。
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支え、明るい家庭を築くことは、これま
で家庭の中でつらい経験ばかりしてきた
彼女達にとっては、経済的な自立をする
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寮の準備と苦悩
Preparat ion and suffering of g ra dua t ion

毎年３月、寮を巣立って社会に出ていく子ども達を見送ります。

これからの時期、担当の職員達は、共に生活できる限られた時間の中で、
この子に必要なものはなにか、自分にできることはなにか、
悩みながら考え続け、最善の道を探しています。

きた。今後、フォークリフト免許を取得
していく予定である。
Ｋ君は小学校六年生の時に、家族に不
幸があり入所してきた。本体施設で生活
していたが、他の子どもと徒党を組み、
問題行動を繰り返していた。中学校も不

Ｋ君は私立高校に通う高校三年生であ
る。彼の通う高校は、就労のための資格
を 積極 的に 取得 でき ると いう 特色 があ る。
Ｋ君も、酸素欠乏所作業免許・低圧電気
作業免許・高所作業免許の三つを取得で

が らも 、力 強く 生き 、社 会貢 献し てい る。
そのような先輩たちを見習い、Ａ君・Ｋ
君も立派な社会人として、神の国寮を巣
立っていってもらいたい。そして、成人
を迎えたら、ＯＢＯＧ会である 「飛翔会」

Ａ君、Ｋ君の卒寮には、担当職員とし
て色々と不安がある。一人で生活してい
けるのか？ 朝は起きられるのか？ 仕
事はうまくいくのか？ 大学はきちんと
通うのか？ 等。しかし、欅から卒寮し
た子どもたちは、それぞれ課題を抱えな

であったのか、がっちりと握手をかわし
ていた。観ている側としては、非常に背
中が痒くなったが…。それ以後、すこし
ずつ会話が増え始めている二人である。

我がグループホーム 以後、ＧＨと記載
欅の家 以後、欅と記載 は中高生男子が
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中心のため、毎年の様に卒寮生がいる。
今年度はＡ君とＫ君である。

10

↑大学生になるＫちゃんと

けやきのいえ・はっとりさとし

Ａ君は都立高校に通う高校三年生であ
る。彼の通う高校は都立高校でも特色が
あり、造形美術コースがある。高校生な
登校に近い状態であったが、当時の担当
職員の尽力とＫ君の努力により、高校進
学 を果 たし た。 進学 後、 欅に 移動 した が、
朝の起床が困難で登校することが出来な
かった。職員も一生懸命登校を促すが、

美容専門学校へ進学するＴ君(左)と→
就職の決まったＫ君(右)
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がら、プロも顔負けなデッサンがいくつ
も校内に並んでいる。小さい頃からの夢
である 「アニメーター」になるため、Ａ
君は造形美術コースに在籍している。高
校三年間では一日欠席してしまったが、
高校二年生二学期時点で補習・追試が
時間も溜まってしまった。しかし職員か
らの地道な声かけで段々とＫ君の意識が
変わり、登校するようになり、三年生の
月の時点で、補習０時間にまで減らす
ことが出来た。職員もＫ君の努力と変貌

仲 が悪 い。 一緒 のＧ Ｈで 生活 して いて も、
ほ とん ど会 話が ない 。喧 嘩は ない もの の、
眼も合わさないほどだ。しかし、 月に
あったＫ君の誕生日会で、Ａ君が 「いま
までほとんど口をきいていなかったね、
でも今年で卒寮だし、Ｋともっと話した

に てお 酒を 酌み 交わ した いと 考え てい る。
残り欅での生活は半年であるが、出来る
限りの支援を全力で行っていきたいと考
■
えている。

無遅刻で登校し、東京都八王子市にある
東京造形大学への指定校推薦校内選考に
通り、面接試験も見事合格した。
Ａ君は中学二年生の時に、他の児童養
護施設から神の国寮に措置変更で入所し
てきた。初めて接した時は、いつも 「死

しずつ成長していき、成功体験を積み上
げ、自己肯定感が向上し、自信につながっ
ていった。その結果、前に在籍していた
児童養護施設の施設長もＡ君の成長に驚
き、育ててくれた神の国寮に感謝するほ
どの高校生になった。後は、アパート生

263

活の訓練と大学学費・生活資金の調達の
みといえる。

に驚きを隠せない。高校卒業の可能性が
にたい」「どうせおれなんて…」 「俺は
高くなり、今後は就職活動を行っていく
悪くないのに…」と発言していた。自己
予定である。
中心的で、いつも責任転嫁し、反省がな
く 、私 はい つも 厳し く叱 咤激 励し てい た。
このようなＡ君とＫ君は、実は非常に
欅での生活では勉強を中心に頑張り、少

11

いと思っている」 「だってもったいない
よ、同じ歳で、同じ欅で生活しているの
に」と泣きながら話し、Ｋ君も同じ思い

↑資金調達に四苦八苦しているＡ君(左)と
就職活動中のＫ君(右)
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ククククリリリリススススママママスススス会会会会
平成
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日に、くにたち市社会福祉
協議会大ホールをメイン会
場として、生長の家神の国
寮主催のクリスマスパーティー
が開催されました。米軍横
田基地から 名、地域関係・
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議員の石塚陽一先生をはじ
め、多くの方々のご理解・
ご協力及び心温まるご声援
を頂きましたこと心より感
謝申し上げます。ありがと
うございました。

また、ステージ上で子ども達が数ヶ月
間かけて作り上げた芸術作品をお披露目
する機会もありました。全職員で一丸と
なって企画運営をすることにより、より
完 成度の 高いク リスマ ス会 となり ました。
プログラムのクライマックスでは恒例の

コレーションセットを大量に持ち込んで
頂いたので、急遽、下の階の中会議室を
利用して〝クラフトコーナー〟を設けま
した。多くの方々の利用があり、相互交
流を深めることができたと思います。

本当に大切でしょうか？ 私は、どんな
仕事をどんな理由で始めたにしろ、結局
は、その仕事にやりがいを見いだせるか
どうかが、大切ではないかと思います。

思うことは何ですか？」「離職率が高い
理由は何ですか？」まだ、現場を知らな
い学生ですから、期待だけではなく、不
安も大きいことがうかがえます。
数ある仕事の中から、私たちは何かの
仕事を 選びま す。し かし 、選ん だ理 由は、

学生は、これから進む未来への夢や希
望があり、どこかキラキラしている印象
を受け ました 。そん な学 生から の質 問は、
次のようなものでした。「児童養護施設
を選んだ理由は何ですか？」 「大変だと

ただそばに寄り添う。一見、小さな小さ
な行動に見えます。しかし、それは、大
きな力になるのではないかと思うのです。

た。その子どもと、寸分違わず同じ気持
ちを味わうことは、私には不可能でした。
ならば、私たちＣＷは、その子のそばで、
ただただ寄り添う、そんなことが求めら
れるのではないでしょうか。言葉を掛け
るでもなく、何かをしてあげるでもなく、

り、とても重要なことです。しかし、そ
れよりも重要なのは 「子どもに寄り添う」
ことではないかと、私は考えます。先ほ
ど書いた通り、子どもは、私たちの想像
をはるかに超えた世界で暮らしていまし

先日、高校の合格発表を前にある女の

子が私に言ってくれました。「合格発表
の時には、隣に強い味方 ＣＷ がいるか
らね。だから、大丈夫だ！」こんな幸せ
なことはありません。私は、母校の後輩
に、強くおススメしました。児童養護施
設で働くことは、とても素晴らしく、幸

宮原

)

でした。子どもは、私の想像をはるかに
せなことです！！【ひまわりの家
超えた世界で生活していたことが多々あ
亜弥】
ります 。そん な過去 と向 き合う 時、 私は、
自分の未熟さや無力さを感じずにはいら
れません。

この仕事についてから、 「大変」と思
うことは何度もありました。それは、月
回の宿直、長い拘束時間という肉体的
な問題 が一番 に想像 され やすい でし ょう。
しかし、それよりも 「大変」 「辛い」と
感じるのは、子どもの過去と向き合う時

神の国寮で働き、八年が経ちました宮
原と申します。この度、私は母校である
新見公立短期大学 岡山県 へ行き、 「先
輩と語る会」に児童養護施設で働く卒業
生として、話をしてきました。私がいた

そして児童養護施設の離職率が高いこ
とは、確かです。その多くの理由は、
「バーンアウト 燃え尽き症候群 」と言
われています。子どもと向き合おうと何
度も何度も挑戦したＣＷ （ケアワーカー）
は、自分の無力さを日々感じていくうち

(

今回は、ゲストの横田基
地の方から、企画について
いくつかのリクエストを頂
きました。基地の子ども達
と施設の子ども達がもっと

幼児教育学科は、一学年 名ほどの少人
数で、ほとんどの学生が下宿生活をして
い ます。 大学の 周りは 、春 にはつ くしが、
夏にはホタルが飛ぶ、とても自然豊かな
ところです。そのため生徒が、様々な誘
惑に惑わされることなく、学びに専念で

【【【【出出出出講講講講報報報報告告告告】】】】
母母母母校校校校のののの「「「「先先先先輩輩輩輩とととと語語語語るるるる会会会会」」」」
にににに参参参参加加加加ししししてててて

ボランティア 名の皆様方
サンタクロースからのプレゼント贈呈が
にご来場頂き、施設職員
あり、施設の子ども達はとても喜んでい
名、 施 設 児童 名 を併 せ て、 ました。【主任指導員 荒地光泰】

55

計 名の規模のパーティー
となりました。国立市議会

44

(

)

交流できるようなプログラ
ムを用意して欲しいとのこ
とでした。これを受けまし
て、施設側の方ではステー
ジ上のプログラムの中で会
場内にいる全員が参加でき

に、バーンアウトしてしまうのです。
ＣＷが子どもと向き合うことは、確か
にこの仕事をする上で、必要不可欠であ

10

きる環境があります。今回は、学ばせて
いただいたことを恩返しすべく、会に参
加してきました。

4

190
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)

る〝ジャンケン列車〟企画
を用意しました。また、横
田基地からはクッキーのデ

52
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ま す だりゅうのすけ

新任職員の田中千夏です。
私は第2班で職員旅行（11
月28－29日）に行かせて頂
きました。行き先は三浦半
島！
1日目は展望台に登り海
を見に行きましたが、飛ば
されてしまいそうなほど強
風でした。第三者評価によって初めて聞いた子ど
もたちの意見。何となく感じていた意見や、予想
外・予想以上な意見まで知ることができました。
また、地元の人の優しさに触れ、普段あまり関わ
れなかった職員とも関わることができました。と
ても美味しかった海鮮丼・お子様の口にはまだ合
わなかったサザエとアワビ・旅館での美味しい食
事、食を楽しむこともできました。
2日目には鎌倉を観光し、スポッチャでボーリ
ングをしました。チーム対抗戦という事で、主任・
Ｍ職員と私になりました。あまりボーリングの経
験がない私はプレッシャーからの緊張。初球ガー
ターからの最終的には初めてのスコア100越えに
成功。全員で本気の勝負はとても楽しかったです。
初めての職員旅行でとても緊張していましたが、
2日間とても充実した旅行になりました。【ショー
トステイおひさま 田中千夏】

新任職員の増田竜之介、生まれ
も育ちも東京都の23歳です。家族
構成は父、母、兄、妹の5人家族
です。楽しいことも辛いことも気
兼ねなく話せる関係で、この家に
生まれて良かったと思える家族で
す。私の趣味はゲームとお酒を飲
む事です。ゲームは好き過ぎて気
付いたら夜までやっていることが
あります。お酒はビールが好きで、
家族でもお酒を飲むことは多いで
すが、友人にもお酒が好きな人が
たくさんいるのでついつい飲み過
ぎてしまいます。
私は昔から子どもが大好きで、
中学生での職業体験で保育園に行った際、この仕事をし
てみたいと思いました。高校生になってもこの思いは変
わらず、保育士・幼稚園教諭の免許の取れる大学に進学
しました。大学二年生までは私の気持ちは揺るがなかっ
たのでが、実習を重ねるうちに一定の時間の子どもとの
関わりではなく、長い時間子どもと関わり、生活を共に
したいと思うと共に、保育士・幼稚園教諭の男性職員の
少なさに驚き、肩身が狭くなってしまうという不安があ
り、男女が働きやすい職場に勤めたいと思いました。そ
のようなことを考えているうちにあっという間に大学三
年生になり、その時のゼミの講師が施設に詳しい方で神
の国寮を紹介してもらいました。それが、私が神の国寮
で働くことになったきっかけです。
現在私は、プラムフィールドで勤務させて頂いていま
す。児童構成は、幼稚園から高校生までの5人が生活し
ている男女混合のホームです。私のホームでは『みんな
で守って優しさであふれるホームを目指そう。』『「ご
めんなさい。」と「ありがとう。」を素直に言おう。』
『思いやりを持った行動が出来るように心掛けよう。』
の3つの目標を掲げ、児童はもちろん職員もこの目標が
達成できるように日々の処遇に努めています。周りは目
の前に畑があり、隣には乗馬クラブがあるなど自然に恵
まれた環境にあります。地域との関係もお隣のお家から
始まり、たくさんの人がホームのことを理解してくれて
いるので子ども達が安心して生活できています。
私の目標は、子ども達に『お兄さんに会えて良かった！』
と思ってもらう事なので、子ども達のお手本になり、少
し隙のある職員を目指して頑張って行きたいと思います。
【プラムフィールド 増田竜之介】

さ と う た いき

新任職員の佐藤太基です。12月10日から3日間、
児童部会新任職員研修会に参加させていただきま
した。とても考えさせられる研修になりました。
その一つがベトレヘム学園の鹿毛施設長先生とお
話しする機会があり、その時に言われた言葉です。
「佐藤じゃなくてもいい。あなたはあくまでここ
で働きたいと思ってきているのかもしれないが、
こどもは違う。」
今まで子どもに対して下手に気を遣ったりせず
佐藤太基として接してきた私にとって、すごく考
えさせられる言葉でした。自分を持つことと無く
すこと、どっちがこども目線なのか？ という問
いに対して、答えをすぐに見いだせなくなりまし
た。最終的に子どもが上手く行けば良いと思って
いますが、そこは否定されるのは違うようにも感
じます。先生のおっしゃられたこと、以前にもあ
る施設実習の際に言われ
たことがあります。私は
その時に「この施設の考
え方は私とは違う。自分
に合った施設を。」と考
えました。しかし、鹿毛
先生に言われたことは今
もう一度自分の中で考え
なければいけない事だと
思いました。【欅の家
佐藤太基】

25年度の新人3名が
初めての記事を書きました
日々逞しい先輩たちに
見守られて、成長中です
－似顔絵は児童作です－
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●【連載記事】⑤
Series report

日本的養護・養育の実践
text:akiyoshi kunihiro

る、より明快なわかりやすい具体
的な答え （モデル）が求められて

日本の家の伝統的な生活習慣の実践に
は 「年中行事」の学習と実践が欠かせま
せん。年間を通じて、以下の「年中行事」
に取り組み、職員と児童がともに学び合

◇◇◇◇日日日日本本本本のののの家家家家のののの伝伝伝伝統統統統的的的的なななな生生生生活活活活習習習習慣慣慣慣のののの実実実実践践践践◇◇◇◇
――――「「「「年年年年中中中中行行行行事事事事」」」」をををを大大大大切切切切ににににすすすするるるる

<<<<

・１月の行事
正月、元旦
※門松、しめ飾り、鏡もち、若水迎
え、おとそ、お雑煮、おせち料理

〝激動の昭和史 〟に思いを馳せる
日とする。
・５月の行事
子どもの日
※ 「端午の節句」の意味を学びなが
ら、児童の健やかな生長を祈り、

を救いたい」と言われた 「終戦の
御聖断」や 「マッカーサー元帥と
の御会見」 「焦土と化した敗戦後
の国民を励まされた３万３千キロ
におよぶ戦後のご巡幸」等のエピ
ソードを学びながら職員と児童が

>>>>

の意味を児童に説明しながらしつ
らえる。
※初詣の意義を学びながら、地元
の神社にお詣りする。
七草がゆ
成人の日

お彼岸（春分の日）
※父母、祖父母、曽祖父母・・と繋
がる 「いのちの系譜」を学び、ご
先祖さまに感謝する日とする。ま
た、お墓参りができる児童は職員
とお墓参りを実施する。

・３月の行事
ひな祭り

います。〝より家庭に近いかたち
〟という物理的な小規模化ではな
く、家庭の温もりや家族の情愛を
知らずに育った入所児童に、今後
退寮して社会人として自立し、そ
れぞれが 「家族」と 「家庭」をも

いながら日本の伝統行事の意味を習得す ・４月の行事
花祭り
ることに努めたいと願っています。以下、
昭和の日
主な年中行事や祝日にまつわる意味を今
※昭和天皇のご聖徳を偲ぶ日として、
回と次回の２回にわたって記述します。
「自分の身はいかなろうとも国民

家家家家庭庭庭庭のののの創創創創造造造造――――

つ時に、このような家庭をつくり
たい、こんな家族になりたいとい
う理想とすべき「家庭」と「家族」
のイメージをもたせる必要がある
からです。

置かれていた 「神棚」や 「仏壇」がある
家庭のイメージ、すなわち、「いのちの
系譜」である先祖を祀り、年長者を敬い、
家族仲良く助け合い、明るい挨拶が交わ
され、食卓を囲む家族団らんの場がある
という 「日本的家庭モデル」を創出する

この世に産まれ、今、元気で生活
できることに感謝する日とする。
母の日
※この世に生を受けたのは、ご先祖
さまと父母のお陰である。とりわ

主主主主なななな年年年年中中中中行行行行事事事事とととと祝祝祝祝祭祭祭祭日日日日のののの一一一一覧覧覧覧

に新寮舎が竣工し、本園４ユニット （各
７名定員）と４グループホーム （各６名
定員）となり、小規模化による〝家庭的
養護〟の体制がハード面において整備さ
れました。今後は、各ユニット・各グルー
プホームが養護・養育のソフト面の充実

・２月の行事
節分、豆まき
※節分の由来と意味を話して、豆ま
きを行う。
建国記念の日

年６月

において「子どもの最善の幸せ」のため
に工夫と努力を重ねていかなければなり
ません。

ことであると考えます。
現在、各ユニット、各グループホーム
には 「神棚」が設置され、毎朝、職員が
率先して榊の水を浄め、 「大祓祝詞」を
誦げています。そうした職員の姿は、か

生長の家神の国寮では、平成

◇◇◇◇理理理理想想想想ととととすすすすべべべべきききき「「「「日日日日本本本本的的的的家家家家庭庭庭庭モモモモデデデデルルルル」」」」◇◇◇◇

け、お母さんが自分をこの世に産
んで下さったことに感謝する日と
する。

（以下、次号に掲載します）

※神武天皇が即位された日が建国記
念の日として定められた意味を学
年前に建国され、世界
習し、
で最も古い歴史をもつ我が国の長
く尊い歴史を偲ぶ日とする。

その意味で、理想とすべき 「日
本的家庭モデル」を児童のかけが
えのない生活の場であるそれぞれの 「お
家」において実践し創造していく必要が
あります。
具体的には、かつて日本の家庭に必ず

文＝國弘昭義 副施設長

つて日本の多くの家庭で見られた伝統的
な 「親の姿」でもあります。
また、児童の「生い立ちのふりかえり」
の一環でもある 「お墓参り」も職員が付
き添って実践しています。

〝〝〝〝家家家家庭庭庭庭的的的的養養養養護護護護〟〟〟〟ににににおおおおけけけけるるるる
「「「「日日日日本本本本のののの家家家家のののの伝伝伝伝統統統統的的的的なななな生生生生活活活活習習習習慣慣慣慣」」」」のののの実実実実践践践践

みつばちの家にて

本園のユニット化 （小規模グループケ
ア）とグループホームによる〝家庭的養
護〟の実践にあたっては、必然的に 「家
庭とは」「家族とは」という命題に対す
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Occasional thoughts

文＝須江宏行
text:hiroyuki sue
自立支援コーディネーター

チ ー ム ケ ア の 実 践 !!

illustration:kouhei okuzuka

先日近所の焼肉屋に行った。カウンター

が主流となっており一年目の職員であ

く語り合った。社長さんはおっしゃった。

を含めた20名弱の規模の小さなお店で

れ、ある一定の時間6人程度の子どもの

いつも満席である。無愛想な旦那さんと、

生活を一人で見守ることになっている。

な持っている。だが自分のことを伝える

瓜二つの息子さんがキッチンに、ホール

このため職員個人の力量が問われる部

のはあまり上手くない。一緒に仕事をす

には愛想の良い奥さんがおり、三人で店

分が強く人材の確保、職員育成の強化は

る相手に自分がどういう人間であるか、

を切り盛りしている。常連の客がたくさん

神の国寮の中だけではなく業界内でも

また仕事に対してどういった思いがある

いるようで奥さんもオーダーを取りながら

喫緊の課題となっている。

かを伝えていかなければ、協力体制（チー

客との会話が弾んでいる。カウンターに

「人間は他者のことを思う気持ちはみん

これと平行して入所児童の家族の相談

ムワーク）は生まれないのだ。互いにしっ

座っている私は生ビールをおかわりしよう

役として「家庭支援専門相談員」、里親委

かりとした意見交換が出来る関係性を築

と旦那さんにオーダーをすると何も言わず

託の推進を図るために「里親支援専門相

いてこそ、素晴らしい組織が出来上がる

に奥さんが笑顔で追加の生ビールをもっ

談員」、専門的に心のケア を行う「心理療

のだ。」

てくる。夫婦だからこそ、店が狭いからこ

法担当職員」「治療指導担当職員」、自立

そ成せる「阿吽の呼吸」である。

支援と退所後のケア の強化を図るために

に○○をするか｝が先行する。だが我々

「自立支援コーディネーター」（東京都のみ

が仕事する上で「Why」｛なぜ○○をする

わると、旦那さんと息子さんはキッチンで

配置）等、これらの業務を中心に行う役

のか｝は非常に大切なことであると考え

煙草に火を付け一服。奥さんはお客さん

割の配置整備も成されてきた。このよう

る。

の輪に入りながらお茶を飲んでいた。肉

なことを契機に児童相談所は元より、外

の味は兎も角、雰囲気の良い店だなと感

部の支援団体、医療機関等あらゆる機関

どちらが前に出過ぎても駄目なのだ。何

じながら勘定を済ませた。

との「連携強化」が必要とされている。

となく良いバランスで同じ位置にあること

肉のオーダーもピークを過ぎ客に出し終

体制が整備されると「How to」｛どのよう

この「方法論How to」と「感覚論Why」は

が望まれる。
近年、児童養護施設では施設の小規模

私が入職した10年前はすべての役割を

体制の変化に順応するのは意外と子ど

化が叫ばれ、多くの施設が実践に取り組

児童担当のケア ワ ーカーがこ なして おり、 もたちの方が早く、大人は変化に順応す

んでいる。神の国寮もその中の一つであ

決して水準の高いケア ではなかったか

るまでに些か時間がかかる。今後もさら

り、昨年度施設の全面改築を終え、新た

もしれないが、課題と正面から向き合い

に各ホーム内で、またホーム職員と専門

な生活形態で新たな生活が始まってい

子どもたちにとって最も良い選択肢を試

的な仕事する職員間においても意識の

る。全国規模で見ても3年前の統計では

行錯誤しながら仕事をこなしていた。こ

共有を図り続けることが、神の国寮の子

＊大舎制の施設が70％、中舎制17％、

れが児童との愛着を形成する上で良い材

どもたちの最善の利益の追求に繋がると

小舎制21％となっていたが、直近の統計

料となっていたように思う。ただその反

考える。

は大舎50％、中舎26％、小舎40％となっ

面、必要な情報や方法論を知らずに子ど

ている（あわせて100％にならないのは

もに還元することが出来なかったり、客

一施設で中舎＋小舎等の形態を取って

観的な視点がないためによかれと思って

なく、それぞれ「思い」や「やり甲斐」を持

いるため）。この推移は主に東京都の児

やったことが子どもにとって逆効果だっ

ちながら子どもたちの生活を見守ってい

童養護施設がグループホームの増設、ま

たりという経験も多々あった。

る。焼き肉屋のご家族のような「阿吽の呼

我々児童養護施設の職員は夫婦では

た本体施設の小規模化を図った結果で

このような制度上の流れの中で、児童

吸」をすぐに生み出すことは難しいのかも

あり、家庭的養護推進の一翼を担ってい

養護施設は遅ればせながら「分業（業務

しれないが、それに近いものを目指せる

る。

分担）」の時代に差し掛かってきたように

ように今後も「相互理解」と「調和」を大切

思える。

に子どもたちの生活に長く寄り添ってい

だがこの家庭的養護の推進は職員にとっ
て大変なことがいくつかある。大舎制時

けるような施設でありたいと思う。

代の勤務体制は必ず複数人で子どもた

先日外部支援団体の学習会に参加し

ちの生活を見守っており、若手の職員達

た際に、ある企業の社長さんと一緒にお

は先輩の背中をみながら子どもとの関わ

酒を飲む機会があった。その中で仕事を

＊ 大舎、中舎、小舎について…大舎は20人以

りを学ぶことが出来た。現在は一人勤務

する上でのチームワーク構築について熱

上の生活形態、中舎、小舎はそれ以下の生活形
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児童の自立支援のための募金のお願い
～児童の自立支援のための〝サポート・ペアレント〟になってください！～

大学や専門学校に進学する子どもの生活をサポートするために、毎月一定額を
支援して下さる方が「サポート・ペアレント」です。一口3,000円（月額）から
「サポート・ペアレント」に登録して頂けます。毎年、支援を受ける子どもから
サポート・ペアレントの皆様にお礼の近況報告をさせていただきます。
募金の申し込み方法
募金の申し込み方法

・ 振込用紙に必要事項をご記入の上、郵便局にてお払い込みください
・ 事務局にてご入金を確認した後、受納証・季刊『神の国便り』をご送付させて頂きます
・ 直接、当施設にご持参いただいても結構です

（1）郵便局を利用される方・・・口
口座番号 00190-7-599648 児童養護施設生長の家神の国寮
（2）銀行を利用される方・・・・・・・・・・・・・ゆ
ゆうちょ銀行 店番019 当座 0599648

【 寄 付 金 ・ 寄 贈 を 下 さ っ た 方 々 】
平成25年10月～12月 （順不同・敬称略）
第 二 回
<寄付金> 多摩管友会 会長 島崎修一／城下早苗／国
立社協 三田俊子／井嶋栄治／桜乃 社長 大野幸枝／
大橋利美子／大久保医院 新井ゆみ

<寄 贈> セカンドハーベストジャパン／多摩管友会
会長 島崎修一／日本スポーツ用品協同組合連合会 理
事長 重森仁／佐藤和子／安濃主税／コストコホール
セールジャパン(株)／東興工業(株)／岡村利子／門司
一徹／斉藤美千代／矢橋仁志／稲生茂豊／岡本初枝／
(株)チュチュアンナ／SBI子ども希望財団／第一生命
保険(株)／(株)ガイア／ダイマツ商店 日原／檜良子
／ほっともっと／(株)メリーチョコレートカムパニー
／辻本深雪／毎日新聞 東京社会事業団／一般社団法
人 東京馬主協会／神楽サロン 代表 奥山秀朗／日本
鏡餅組合 理事長 樋口元剛／大久保医院 新井ゆみ／
モンテ物産(株)／市川秀和・恵／岡田真紀子／(株)リ
クルートライフスタイル／(株)晃和ディスプレイ 新
穂公祥

<サポートペアレ ント> 宮原妙子／村田幸子／佐々木
邦枝／戸板由美子／岡本初枝／北浦徳章／長谷川ゆみ
子／村木久美子／成田菫／三橋靖子／横山美恵子／橋
本真也／古屋タカ／曽根原康介／清野輝江／広瀬基枝
子／浜口尚代／河西信幸／中川周子／大原和子／長嶺
義次／丸山澄子／坂本香代／北川博／井嶋栄治／二宮
清／高橋幸三郎／橋本きくい／下田ヒロ子／他有志

編集
後記

管理栄養士 ● 村木将人

管理栄養士とは、厚生労働大臣の免許を受けて、「傷病者に
対する療養のため必要な栄養の指導」「個人の身体の状況、
栄養状態等に応じた高度の専門的知識及び技術を要する健
康の保持増進のための栄養の指導」「特定多数人に対して継
続的に食事を供給する施設における利用者の身体の状況、栄
養状態、利用の状況等に応じた特別の配慮を必要とする給食
管理及びこれらの施設に対する栄養改善上必要な指導等」を
行います。
私が神の国寮で働き始めたのは、今から２０年程前の事になり
ます。当時の神の国寮は、子どもと職員合わせ６０名が食堂に
集まって、食事をしていました。その頃私は、食事作りに追われな
がら、より美味しいものを美味しい状態で提供することに必死だっ
たことを思い出します。子ども一人ひとりを思いながら、食事作りを
楽しんでいる私がおりました。現在神の国寮では、小規模化が
完了し、食事の場面が分散したこともあり、私自身が厨房に立
つことは、ほとんどなくなってしまいました。しかしそれは、本来子ど
もたちと愛着関係を築く愛すべき保育士・指導員さんが、その子
どもの為に食事を提供し、あたりまえの日常を提供できることに喜
びを感じております。
そんな状況で栄養士さん何しているの？ と、よく質問をされま
す。しかし栄養士の仕事は。献立を作り給食を運営することでは
ありません。栄養士の仕事とは｢栄養の指導と栄養改善上の指
導｣です。当然栄養という言葉には日常生活全般はもとより、食
育の推進や自立・自活支援さらには、家庭への支援など幅広
い意味が含まれております。今後とも子ども達の最善の利益の
ために、生涯にわたるQOLの維持向上のために邁進していきたいと
思います。

１月の成人式、都内の児童養護施設出身の女性3名に「初代タイガーマスク基金」
が、振袖のレンタルとヘアメイクをプレゼントしたというニュースがありました。
今号の記事にもある通り、施設出身者達へのサポートにはまだまだ足りない部分が
多くあります。伊達直人の名で贈り物をする先駆けとなった男性は、自らの幼少期
の辛い経験から、今の活動に到ったそうです。今後も支援の輪が広がるよう、また
支援を受けたこども達が将来支援出来る側になれるよう、願うばかりです。【木原】
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