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「アリさんいる～?」
「ダンゴ虫見つけ
たよ～!!あっ!!ここ
にもいたよ」

「見せて～！」

「子どもの可能性を信じて」
コロナが災いし子どもたちの生活も制限され、行動範

きる力」を育んでくれることでしょう。

囲がかなり狭まっています。電車に乗ってのお出かけや

この「感じる」ことは非認知能力の成長を刺激する大

お買い物、たくさんの人が集まってみんなでワイワイと

切な要因になります。季節の移り変わりを風やにおい、

おしゃべりすることなどは一体いつからできなくなって

空や土、目の前の草花の変化から感じ取ることができる

しまったのかと思うこの頃です。

「流れる時間」を共に過ごし、子どもたちの心から「意

なぜこのような状況が生まれたのか、なぜ今までのよ

欲」「創造性」「自立心」が湧き出てくるのです。これら

うな生活ができないのかを子どもたちに伝えるため「み

は心の中の力で目には見えにくいものですが「すみれ乳

んなをまもるおはなし」の絵本を作成し、子どもたちと

児院憲章」の一文にあるように「わたしたちは目に見え

一緒に読み伝えることができました。

る変化をしていないときも目に見えないところで大切な

幸いなことにすみれ乳児院のそばには大阪市を代表す
る大きな鶴見緑地があります。自然が減っている現代、

積み重ねの作業をしています」これこそが「感じる」こ
とから生まれる心ではないでしょうか。

身近に自然に触れ合うことができる環境はとても恵まれ

私たちが様々な取り組みを考える中、一番身近なもの

ていると思います。自然と触れ合い「心を動かし感じる

を活用し子どもたちとの触れ合いを重視することも忘れ

体験」こそが子ども時代の宝物です。

てはならない選択の一つと感じます。

自然の中に身を置いたとき、子どもたちはどんなこと
を思い感じるのか、その時にどのように寄り添うのか、
自然の中で過ごす体験は子どもの心の根っこにある「生

今は自然と目一杯ふれあい、心を育てる時間を楽しみ
たいと思います。
すみれ乳児院
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菅野由美子

日常生活を少し特別なものに変えながら、子どもた
ちは楽しい毎日を過ごしています。
天気の良い日、ベランダにてフルーツパーティーを

を子どもたちとおこなっています。春はいちごを育て
夏はプチトマトを育てています。少しずつ大きくなる
トマトに関心を持ち、毎日水やりと観察をしています。

おこないました。机やイスを準備してパーティーを始

実際に収穫して

めると、子どもたちも何が始まるのかワクワクしてい

食べる日を楽し

る様子でした。まずは果物を白い紙でかくして光をあ

みにしている子

てたシルエットクイズからスタート！大きさや形を

どもたちです。

見て「りんご！」「ぶどう！」と元気よく答えてくれ

その他にも 子

ました。クイズが終わると 6 種類の果物を全て机に並

どもたちが別の

べ、子どもたちの目の前で果物カッティングショーを

部屋で待機する

おこないました。メロンやパイナップルの切る様子は

職員に電話をかけ、手作りのチラシを見ながら昼食を

子どもたちにとって

注文して届けてもらうという今話題のウーバーイー

はめずらしいもので

ツのような取り組みもおこないました。このようにし

ジーッと真剣に見て

て毎日を少しでも楽しめるよう、子どもたちの笑顔が

いました。食べ慣れ

たくさん見られるよう工夫して過ごしています。

ているいちご・ぶど

動物がすきで、動物園や水族館に行きたいなという

う・りんごから食べ、

思いのもと、移動動物園に来ていただきたくさんの動

準備した果物はみん

物たちとふれあうこともできました。動物にふれる機

なで全部食べました。

会が少ない子どもたちは最初びっくりしていました

思う存分おいしい果

が、徐々に慣れて職員と一緒に抱っこしてみたり、触

物が食べられて大満足の子どもたちでした。

れ合ったりと楽しむことができました。

また「みんなで育てた野菜を収穫して食べる」「食

ももいろグループ 成田

べ物に興味や関心を持つ」事をねらいとして菜園活動

すみれ乳児院の職員が力をあわせて作成した「みんなをまもるおはなし」という絵
本をＫちゃんと一緒に読みました。なぜみんなマスクをしているのか、なぜお外に遊
びに行けないのか、コロナになったらどうなってしまうのか、とても分かりやすく、
とても可愛く描かれていました。絵本を初めて見たとき、Ｋちゃんは「それなに？絵
本？」と興味津々で、職員のひざの上に座り真剣な表情で聞いてくれました。お話が
終わると「ばい菌いややなぁ」
「コロナやからマスクしてるん？」と感じたことを口
にしていました。Ｋちゃんは絵本の内容を覚えており、
「散歩に出かけた後は手洗いをする」
「くしゃみをすると
きは口に手をあてる」ということが習慣づいてきました。Ｋちゃんの「またお出かけ行きたいな」という言葉を
聞いて、本当に早く感染症が収束し、以前のように制限のない日常を送りたいと心から思いました。まだまだ制
限された生活が予想されますが、子どもたちには不自由なく楽しく過ごせるよう支援していきたいです。
あおグループ

上村

自分が“なぜここにいるのか”“どうやって大きく

うまれてくることができました。けれども、ママは体

なってきたのか”など、これまでの生い立ちを振り返

をこわしてしまい、赤ちゃんの A くんのお世話ができ

り“自分の歴史”を整理していくことは、自分が大切

なくなったので、すみれ乳児院のみんなに「ママのか

にされている存在だと感じながら成長していくため

わりに A くんのお世話をしてください」とお願いして

に大切だと言われています。また、子どもを支える大

くれました。】という文章が絵本の冒頭にあります。

人が子どもの生い立ちを丁寧にあつかうことも、重要

この後にみんなに愛されながら大きくなってきた

だと言われています。自分の生い立ちを信頼できる大

ことや近い先の予定について絵本を読み進めながら

人と一緒に整理していくことを“ライフストーリーワ

伝えました。A くんの表情は真剣で、話の１つ１つに

ーク（LSW）
”と呼んでいます。そこで、すみれ乳児

うなずきながら聞いてくれました。そして、数日後、

院でこれまでに取り組んだ LSW の中の 1 つを紹介し

ふと「ママにごはん、あーん、してもらった」と絵本

たいと思います。

の中で確認した母との思い出を言葉にし、その様子は
３歳６ヵ月 A くんの

ほがらかで、自分のこと大切に思ってくれている人が

様子です。出生から、こ

たくさんいるとい

こで生活している理由、

うことを感じてい

みんなに愛されながら

るようでした。

成長してきたこと、今後

LSW は １ 回 で

の予定を写真を使って

終わるものではな

A くんの絵本を作りま

く、いつでも一緒

した。A くんにこの絵本

に振り返ることが

を見るかたずねると「みたい！」と言ったので LSW

できるようにしています。子どもにとって前向きな気

を始めました。

持ちで大きくなっていくきっかけの１つになってく

【これは、A くんと A くんのことがだいすきな人た

れれば良いなと思っています。

ちのお話です。ママがおなかの中の A くんをだいじに

地域福祉主任

吉岡

まもってくれたので、A くんは元気におなかの中から

すみれ乳児院で生活している子どもたちは、イベントの時はもちろん、日常の様子もたくさん写真を撮ってい
ます。写真だけではなく、動画もたくさん撮影しています。日々の成長
がとても早い時期で、初めての寝返り、初めての一歩、お誕生日など大
切な一瞬がたくさんあります。その瞬間を大切にし、保護者の方と成長
していく姿を共有しています。また里親に引き取られる子どもには、里
親さんと出会うまでの間にどんな風に成長してきたのか、写真や動画を
見ながらその子の育ちを里親さんにつないでいきます。
大人に向けてだけではなく、子ども自身にとっても小さい頃の写真や
生い立ちの記録というのは生きていく上でとても大事です。小さい頃から大切にされ、見守っていた大人がいる
こと、自分がどんな風に育ってきたのかを知る物があることは生きる力になっていきます。
きいろグループ

唐津

材 料

（大人 2 人前）

【牛乳寒天用食材】
・牛乳…100 ㏄ ・水…150 ㏄ ・砂糖…25g ・寒天…2g
【フルーツポンチ用食材】
・みかん缶…小 1 缶 ・もも缶…小 1 缶 ・りんご…1／4 個
・バナナ…1 本

杏仁豆腐風フルーツポンチ

作 り 方
① 鍋に水と寒天を入れてよく混ぜ、火にかける。沸騰後は弱
火にし、2 分程度混ぜながら煮る。
寒天が溶けたら砂糖を加えて溶かし、火を止める。
② 牛乳は常温または人肌程度に温めておき、①の寒天液にゆ
っくり、よくかき混ぜながら加える。
（牛乳が冷たかったり、急いで混ぜ合わせると寒天がだま
になるので要注意）
暑い季節にピッタリの爽やかなおやつです☆
牛乳寒天を型抜きで抜いて、いろんな形にし
ても楽しいです♪

③ バットなど平たいお皿に流し込み、冷やし固める。
④ 好みの果物を一口サイズにカットし、フルーツポンチを作
る。

⑤ ③の寒天が固まったら、お好きな大きさにカットし、④の

調理師：小園

フルーツポンチに合わせて出来上がり！

これからの３ヵ月の行事予定
・7 月 14 日 夕涼み会
・8 月 7 日
夏祭り（納涼交流会）
・8 月
OB すみれ会 焼肉パーティー
・9 月
きいろグループ園外保育
味覚狩り
保護者の方には後日詳しい
日程をお知らせします。
※コロナの感染状況で変更があります。

ありがとうございました
「令和 2 年度地域の子どもの福祉」のための助
成金を大阪府共同募金会より下記の事業について
助成していただきました。
入所児童の環境整備・処遇改善・保護者等との
関係構築のための設備改善や子どもへの支援向上
に向けた研修費等について有効に使わしていただ
きました。
（令和 3 年 5 月 25 日事業完了）
【内容】
親子訓練室トイレ改修、
「安心の輪」
子育てプログラム研修費講師費、新
型コロナウイルス感染防止対策など
【助成金額】 2,150,000 円
【自己資金】

46,700 円

【事業費総額】2,196,700 円
（研修の様子）

後援会からのお願い
すみれ乳児院が所属する「社会福祉法人 大
阪福祉事業財団」は、大阪府下に 24 の福祉施
設を持っています。大阪福祉事業財団後援会で
は、各施設の増改築や新しい施設づくりなどの
事業に協力し、会員相互の交流を深めながら権
利としての社会福祉の実現をめざす取り組みを
進めています。
後援会では皆様の物心両面にわたるご支援・
ご協力を必要としております。
＊個人会員
＊団体会員

1口
1口

3,000 円
１0,000 円

既に入会して頂いている方は、2021 年度の
更新の手続きを宜しくお願いいたします。
大阪福祉事業財団を応援してくださる方は、
すみれ乳児院（06-6958-6066）まで。

【編集後記】
「ダンゴ虫見つけたよ」
「アリさんいたよ」とお
散歩から帰ってきた子どもたちは目をキラキラ輝
かせて、得意げに教えに来てくれます。その澄んだ
瞳を見るとコロナ禍で沈んだ気持ちも吹き飛び、ま
た頑張ろうと思えます。
（井上）

