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桜の花が満開となり春たけなわの季節となりまし

染防止に努めながら実習に取り組んできましたが緊

た。4 月は別れと出会いの季節です。今年新たに 5 名

急事態宣言発令中は受け入れをお断りさせていただ

の職員がすみれ乳児院に着任する事になりました。新

きました。又、発令期間以外でも様々な事情で止む無

型コロナウイルス感染症が流行して約 2 年がたちま

く延期や中止せざる得ない状況の繰り返しでした。こ

す。その間、学生時代を過ごした彼女たち。オンライ

れは当院だけではなくどこの福祉職場、乳児院でも同

ン授業や試験、クラブ活動などこれまでには想像もつ

様であったかと思います。例年にない厳しい現状の中

かない形で取り組んでこられたと思います。

で多くの学生さんが不安を持ってこの春を迎えられ

学生さんが就職先として福祉現場を選ばれる理由

たのではないでしょうか。

のひとつに「現場実習での経験」があります。実習を

今年 5 名の職員が緊張と不安そして期待を胸に 4

通して進路の変更をされる場合もあります。当院でも

月 1 日すみれ乳児院の職員として私たちの仲間入り

毎年多くの学生さんが実習に来られますが机上では

をします。新たな風を吹き込んで下さることを期待し

学べない子どもたちとの触れ合いであったり、子ども

ています。すみれ乳児院は今年創設 50 周年を迎える

と向き合う職員の姿を目の当たりにし「乳児院で働き

「大きな節目」の年となります。様々な困難がまだま

たい」という思いを抱いて下さるようです。

だ予想されますが、私たちの先輩らが引き継いでこら

私たちも次世代を担う後継者を育む気持ちで学生
さんの実習を受け入れています。施設も学生さんも感

れた歴史を次に繋ぎながら、夢や希望を語りあえる職
員集団として共に歩んでいきたいと思います。
すみれ乳児院
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巣立つ子どもたちへ
R くんと出会ったのは、生後 2 ヶ月を迎えた日でし

Y くんとの出会いは、Y くんが生後 1 週間のことで

た。少し早く産まれた R くん。
“小さくてかわいい…”

した。Y くんはミルクが大好きでお腹が空くと元気い

が第一印象です。そんな R くんの養育担当をすること

っぱい泣いて教えてくれていました。Y くんの飲むペ

になったのが、当時新任だった私でした。私にとって

ースに合わせてミルクの量を増やして対応しました。

初めての担当。初めて R くんと会った時のこと、当時

ミルクを飲むと満足そうな表情で穏やかににこっと

の主任から R くんの担当をお願いされた時のこと、今

微笑んでくれるとってもかわいい赤ちゃんでした。そ

でもその時の光景を鮮明に思い出すことができます。

んな Y くんも 1 歳と 5 か月になりました。1 歳にな

R くんと一緒に過ごした 2 年半。児童養護施設への

ると想像通り？のやんちゃな元気いっぱいの男の子

措置変更が決まり、今まで過ごしてきた時間を振り返

になりました。ご飯も残すことなく、そしておかわり

ると、たくさんの思い出がよみがえります。いちばん

もたくさんするたくましい Y くんに成長しました。お

印象に残っているのは、わたしと 2 人で、R くんの好

友だちにオモチャをあげる優しい Y くん、お歌が好き

きなトミカを使って遊んでいた時のこと。R くんとお

な Y くん、体を動かすことが大好きな Y くん。そし

しゃべりしていると、「河野さん、大好き～！」と言

てパパとママのことがとっても大好きな Y くん。成長

ってくれました。大好き！と言葉で伝えてくれるのは

する Y くんを愛おしく感じていました。

初めてだったので、驚きと共に嬉しい気持ちでいっぱ

パパとママは Y くんに電話をいっぱいかけてくれ

いになり、
「河野さんも R くんのことが大好きだよ！」

て、たくさん会いに来てくれました。お家へのお泊り

と思わず抱きしめてしまいました。その他にも書き切

もいっぱいしました。そのお家にこれからはパパとマ

れないほど色々なエピソードがあり、とても濃い 2 年

マと 3 人で一緒に暮らすことになりました。これから

半でした。

は保育園に通ったり、新しいお友だちと遊んだりと忙

最後に、R くんへ。私にとって初めての担当が R く

しい日々が待っています。これからはパパとママとい

んで、不十分なところもたくさんあったと思うけれど、

ろんな所にお出かけしたり、いろんなことを経験しな

部屋に入ると「河野さ～ん！」といつも一番に駆け寄

がら大きくなってください。そしていつか心も体も成

ってきてくれてありがとう。R くんと過ごす中で悩む

長した Y くんが、乳児院の事を思い出して、保育園や

ことも落ち込むこともあったけれど、それを癒してく

小学校のこと、新しいお友だちのこと、習い事のこと

れるのもまた R くんでした。R くんが大きくなるにつ

などを話しに来てくれたら嬉しいなと思います。乳児

れて、私のことや乳児院での思い出が薄れていくと思

院での出会いが、Y くんの人生の中の楽しい出会いの

うとちょっぴり寂しいけれど、これからもずっと R く

一つになれば私たちもうれしく思います。私たち職員

んの幸せを願っています。R くんと一緒に成長してき

は Y くんの最高に可愛い笑顔に癒され、たくさん幸せ

たこの 2 年半は私にとって宝物です。本当にありがと

を感じさせてもらいました。体に気をつけてパパとマ

う！大好きだよ。

マと仲良くすごしてください。
ももいろグループ：河野

ももいろグループ：徳山

養育チームの一員として
すみれ乳児院では、さまざまな職員が子どもたちの
育ちを支えており、心理士も‘養育チームの一員’と

～心理士の関わり～

自身が持つ成長する力を発揮できるよう支援してい
ます。

して、子どもたちに関わっています。乳児院の心理職

乳児院ではさまざまな大人（職員）が子育てに関わ

が行う心理的ケアについては、全国乳児福祉協議会の

っていますが、そもそもヒトという生き物は、親以外

ガイドラインで、「生活の場におけるケア」と「個別

の人たちによる子育てへの関わりによって繁栄して

的なケア」について示されており、すみれ乳児院でも、

きた種であると言われています。この‘親以外の人た

2 名の心理士が活動しています。

ちによる子育てへの関わり’は「アロペアレンティン

「生活の場におけるケア」については、「乳児院に

グ」というもので、アロペアレンティングが元来、人

おいて、子どもたちへ心のケアを行うもっとも重要な

の子どもの心身の発達を健康に支えるものであった、

機会は日々の生活の中にあります。子どもたちに安心

と言われています。昨今のコロナ禍では、以前のよう

感・安全感を十分与えられるよう、チームの一員とし

に人が気軽に集まって話す機会が減り、子どもを育て

て心理職も積極的に生活の場に関与していきます」と

る人にとっても、日々の大変さや喜びを分かち合うこ

述べられており、すみれ乳児院の心理士も子どもたち

とが少なくなっているように感じます。実際に会うこ

の生活の場に入って、自然にその中にいながら子ども

とが叶わない状況であっても、人同士がつながりを感

たちの状況を把握し、関わり合う中でケアを行ってい

じながら支え合って子育てができる環境づくりを、ま

ます。

ずは、すみれ乳児院の中で目指していきたいと思って

「個別的なケア」は、「時間や場所などを特別に設

います。そして、地域社会でも子育てのしやすい環境

定した個別の心理的ケアを行うことで、様々なダメー

が整っていくことを願いながら、日々、子どもたちと

ジからの回復や成長を支えます」と述べられており、

過ごしていきたいと思います。

すみれ乳児院では、子どものニーズに合わせて‘個別
的ケア’を行っています。‘個別的ケア’は対象とな
る子どもと心理士の二者が生活の場から離れて、特別
な時間と場所（院内の心理室「のびのびルーム」）で
共に遊ぶことを行っています。その積み重ねを通して、
子どもと心理職の間に温かい関係性を構築し、その子

心理士：小山
日常の保育、あそびの場と
しても利用しています。個
別的ケア時には‘特別な場
所、時間’として認識でき
るように入り口にマット
を用意しています。
（心理室「のびのびルーム」
）

春のつどい
3 月 19 日に今年度最後の行事である「春のつどい」を開催しました。毎年ホールで全グループ合同で行って
いましたが、コロナ禍のため今年度は各グループのお部屋での開催となりました。子どもたちはおめかしして、
「キャベツの中から～♪」の歌にあわせて 1 人ずつ自己紹介をし
ました。
「ばあ！」の掛け声と同時に大きいキャベツから出てきて
笑顔でポーズを決める子どもたち。自己紹介の後は、歌やダンスな
どの出し物を披露してくれました。自信満々に踊る子や、少し緊張
している子もいました。小さい体で元気よく歌ったり踊ったりする
子どもたちの姿はとても輝いていました。
最後はみんなで写真のス
ライドショーを見て 1 年を振り返りました。1 年前と現在を振り
返り、
「1 年前はこんなに小さかったのに、今ではこんなことがで
きるようになったね！」と一人一人の成長を喜び合いました。
きいろグループ：阪田

材料
・マカロニ 50ｇ ・菜の花 40ｇ
・キャベツ 40ｇ ・にんじん 30ｇ
・カニかまぼこ（ハムやシーチキンでも）1 パック
・マヨネーズ 大さじ３ ・ヨーグルト 大さじ１
・塩 ・砂糖

作 り 方
①菜の花、キャベツは 30 秒ほどゆでて水にさらし、
細かくきざんで水気をしぼる。
にんじんはいちょう切りにして火が通るまでゆ
で、ザルに上げて冷ましておく
（電子レンジで加熱しても良い）
。
カニかまぼこはさっと湯通して塩抜きと殺菌をす
る。
②マヨネーズとヨーグルトを混ぜ合わせてドレッシ

子どもが嫌がりがちな「苦み」を
マヨネーズの油でマスクします

ングにする。
①を加えて混ぜ合わせ、塩・砂糖で味を整えたら
でき上がり。

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。

菜の花のマカロニサラダ

これからの３ヵ月の行事予定
４月

お花見

５月

ももいろグループ園外保育

６月

昼食パーティー

保護者の方には後日詳しい
日程をお知らせします。

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、2022 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】
桜も咲き始め、過ごしやすい季節となりま
した。4 月から 5 人の新任職員がすみれ乳児
院にきてくれることになり、よりいっそう職
員全員で力を合わせて子どもたちにとってよ
り生活の場を提供できたらと思います。
近藤
近藤

