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Vice Chairman

の食と健康を考える取り組み

と同時に、園児、児童、生徒

南学園の未来構想に着手する

か。

方も多いのではないでしょう

いのか、悩んでいらっしゃる

たお子さまとどう接すれば良

この「協力し合える能力」こ

協力し合えるようになります。

重できてこそ、本当の意味で

の存在を認識し、多様性を尊

そが、これからのコロナ対応

も行っております。

しかし、学園生に

藤 えり子

に付けるべき最も重要な能力

昨年３月より、新型コロナ

近

る力が既に備わって

のひとつなのかも知れません。

や地球規模で持続可能性を見

います。生きている

卒業生の皆さんに、「自分の

は、自分で考える力

マスクの着用・

色々な場面で、どう

力を信じて努力する」ことの

ウイルス感染拡大に伴い、全

手洗い、手指消

したら良いかという

大切さを再度、見つめ直して

据えながら生きていかねばな

湘南学園には特定のオーナー

毒の徹底・ソー

思考が出来る経験や

頂き、「人はだれもが輝きを秘

を持ち、何事にも、

は居りません。父母保護者と

シャルディスタ

体験を数多くしてい

めた原石」であり、自分の可

てのパートが休校となりまし

子弟の教育を預かる教職員が

ンスの確保・ふ

ます。

能性を信じ、自分がイメージ

由教育を子弟に与えたいとい

副理事長

卒業生の皆さんへ

ご卒業おめでとうございま

協力して経営すると言う、誠

れあいや大声で

正しく恐れるというコロナ

している夢に近づくまで諦め

らない今の子どもたちが、身

に民主的な寄付行為に基づく

の会話を控えるなど、皆さま

禍の経験で、自ら学び、成長

ず行動し続けてほしいもので

しなやかに対応でき

しかし、コロナ禍を乗り越

私立学校です。理事長、理事

にも我慢を強いることがたく

しています。子どもたちの中

す。そして、次のステージで

た。

えた、はじめての卒業生でも

はＰＴＡが母体となり保護者

さんありました。

には、「自分が大人になったら

も、きっと皆さんを支えてく

う、父母の愛情が要となって、

あるのです。

の中から選挙をし、評議員を

授業でも、学習内容の規制

医療従事者になりたい。彼ら

れるはずです。

す。

これからの人生が幸せに満

経て選ばれます。教職員理事

や話し合い活動が出来ないな

は今、人々の為に自分の命を

しなやかな心で希望を持ち

にいることでしょう。

的なパンデミックが発生してい

型コロナウイルスによる世界

保護者の皆様の中にも、新

なのかという視点を持つこと

もにとってどんな学びが必要

アフターコロナ時代には子ど

に応じて、横断的、統合的に、

来てくださる日ま

し、母校に帰って

誇りを持って活躍

くことになるからです。

学園生活では、

ちたものであることを心より

も教職員会の中から評議員を

ど多くの支障が出てしまい、

かけ頑張っているから」とい

続けることが、コロナ禍をも

１９３３（昭和８）年に設立

お祈り申し上げます。

経て選出、学園長・ＰＴＡ会

また、皆さまが楽しみにして

った思いが自然に生まれてく

のともしない明るい未来を拓

今、みなさんは夢へ向かっ

湘南学園は、湘南鵠沼に移

長が加わった理事会が学校運

いた多くの行事が中止や延期

るかも知れません。発達段階

創立以来、子どもたちの個

る中で、急な環境の変化や世

も大切だと感じております。

で、温かみのある

されました。

り住み、恵まれた自然の中で

営に当たります。したがって

となってしまいました。

て不安と希望の交差する岐路

のびのびとした個性尊重の自

湘南学園ＰＴＡは他校とは異

性を尊重した自主性を育む自

の中の物々し

また、湘南学園が大切にし

湘南学園をつくり

なり重要な学園の構成組織な

由な教育により、気品高く明

い雰囲気によ

ている中に、多様性への気付
レスを感じ、

ものがあります。多様な他者

きと尊重の姿勢の育成という

おります。

あげたいと思って

湘南学園生であったことに

朗な将来社会に役立つ人間を

って強いスト
不安定になっ

AFTER
COVID-19

のです。

大きく育てるという建学の精
周年に向け、湘

神を守り続けてきました。
現在は、
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President

的に重要です。周辺の教員達

が子ども達のことを話し合う

と、実態をつかむ上で複眼的

な観察や教員間のフォローが

大事なことがよくわかります。

をくみとり助言に努めること

に気づき、対話をして気持ち

彦

教育現場では、１つ１つの

明

場面で「一番重要な学びや体

田

を大切に、実りある学園生活

が求められます。登校できて

山

を送らせてあげたいとの一念

験は何か」を改めて考察し、

学校での様子から悩みや変化

を持って、指導・支援と諸準

学園長

不自由な環境で暮らす子どもたち
求められる大人の支援と助言
コロナ禍にまけずに
子どもの学びと体験を
保障する努力

も不安や憂鬱をかかえて苦し

改めて家庭でも学校でも対

む子どもは少なくないのです。

面でしっかり関わる場面を大

どうこの壁を乗り越えるべき

達との自由なお喋りやじゃれ

事にして、子どものケア、子

か、感染対策はどうするかと

合いも、外出や会食もみな我

備を重ねてきたのです。

学園生にも提起し、考えても

慢です。世間の街や会場はリ

２０２０年度は、新型コロナ
ウイルス関連の対策にずっと

らいました。子どもたちの意

どもたちのフォローに努める

見やアイデア、新たな意欲を

スクがある場所とされ、自宅

長期休校や段階的登校の期

引き出そうとしたのです。

追われる受難の年度でした。
間を経て、通常登校後も感染

各パートの教員と事務用務

励ましながら、世の中に広く

ことが求められます。自主的
のスタッフがスクラムを組み、

目を向けられる紹介にも努め

な努力や地道な練習をいつも

予防対策を続けました。学内

マスクには慣れてもずっと

て、大人達の生きる姿を伝え、

にこもるインドアの生活が奨

で感染の事実があれば、各パー

年間を通して新たな活動を多

「３密を避ける」「個人間距

励されています。

トおよび全学で最善の対応を

離を守る」ことは過酷なこと

将来への希望や意欲を育んで

方面からサポートし合い、教

いけるように心がけていきた

育実践の地平を広げた年度で

それでも現場の先生方は、

です。スマホやＳＮＳにどっ

いです。

探って対応してきました。

もあったと思います。

ぷり浸かる生活を自制するに

体の学校行事、総合学習や校

体育系の学校行事、表現主

向を探りました。

を大事にしようと、実施の方

ませたい学習課題や行事体験

でまたその学年でこそ取り組

ないこと」があるから、全校

もたちにとって「今しか出来

組みを続けてきました。子ど

ぱい保障しようと懸命の取り

ログラムも旺盛に展開され、

アフタースクールは新しいプ

援でご尽力くださり、小学校

と食育、様々なイベントの支

ではラボの方々が全学の出食

変更に応じて、カフェテリア

展しました。スケジュールの

の取り組みも広範な分野で進

園生の会議など、オンライン

学習や部活連絡、教職員と学

遠隔授業やＨＲ指導、総合

出来なくなり、いつも我慢の

当たり前だったことが一様に

います。特に子どもは今まで

もストレスや不安が累積して

は不明であり、子どもも大人

コロナ禍がいつまで続くか

が大切でしょう。

の話を聞いてあげる親子関係

を通わせ、同じ目線で子ども

わが子としっかり向き合い心

同時にまず家庭では何よりも、

は、上手に活用すべきです。

学園生の学びや体験を精いっ

は、相当な決意の持続が必要

外・宿泊行事、修学旅行・研

児童の探究心を育んでくださ

毎日を強いられています。友

教員も「気づく力」が決定

対話できるオンラインの利便

る検索の利便や、離れていても

瞬時に必要な情報を得られ

でしょう。

修旅行など、幼小中高を通し

いました。

子どもをめぐる
状況を考察し
家庭と学校そろって
配慮や支援を

て教職員が子どもたちの「今」
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ＰＴＡ会長

大

津

誠

二

食育を文化に

特定非営利活動法人湘南食育ラボ

理事長

小

田

拓

也

〃

社

会

労働優先

労働と生活

生活と労働

人と人

思いやり

〃

〃

コミュニケーション

直接的

直接と間接

間接と直接

生

夢と希望を持つ

〃

〃

今後の食育を進める上で、食を「文

支援と、「食育」に向けた試行錯誤の積

〃

化」として捉え継承することが、たいへ

み重ねとともに、こうした環境を意識し

勉学・部活・青春

誕生するカフェテリアは、「
学生食堂」

特定非営利活動法人湘南食育ラボは、

校

の役割に留まらず、生涯を健康に送る

湘南学園八十周年記念事業の折に生まれ

学

ん大きな意味を持ち、質を高めることに

新形コロナウィルスの世界的拡大で、誰もがあらゆる事に不自由を感じており

〃

ための教育の意を込め「食育」の理念の

取り組んできました。２０１３年３月に

〃

つながると考えております。日本の食文

カフェテリアを「食育」の理念のもとに

バランスよく

元に活動を開始することとなりました。

ます。感染すると命の危険にも晒され、不安ばかりが募ります。思考を整理して

事

化である行事食、ハレの日の食に注目

みようと思い、列記してみました。縦軸は事柄、横軸は時間軸です。

食

し、楽しんでいただきながら「食」に親

「
日本人の伝統的食文化」がユネスコの

〃

カフェテリアの調理に従事する、ス

運営すべく設立されました。東日本大震

〃

タッフの多くは湘南学園の保護者による

世界文化遺産に登録され注目が高まりま

規則正しく

しむ機会を設けてまいります。新年度よ

したが、その一方で和食文化はその形を

活

ものであることも、湘南学園の風土や

災は各地に甚大な被害をもたらしました

生

り、新たに湘南学園との協働の形での取

が、その折、当時の湘南学園ＰＴＡは地

〃

ＰＴＡの文化が背景にあると思います。

失いつつある現実があります。

〃

●食の環境と課題

元の方々、学園生に向けて炊き出しを行

親、兄弟へ感謝

れました。こうした原体験から、新たに

現代の食は、利便性に富みスーパーに

り組みがスタートいたしますが、「
食育

文化」が、園児、児童、生徒皆さんの健

康と、学園の一層の発展につながること

の実現の方法が科学的に進歩する事のみに感じます。不安ばかりが先立つと私を

こんな所でしょうか？これで見ると普遍は未来に向けて生きる基本、変化はそ

や、アレルギー、社会の多様化などの環

になりました。その一方で、食品添加物

種類な調理済みの食の選択が可能な社会

啓発、子育ての下支えなどキメの細かい

後にむけて健康の大切さを支えるための

カフェテリアの食の提供とともに、今

を心より望んでいます。

含め、こんな基本的な生き方を見失いがちです。今は既存の事柄、考えを確りと

「
食育」につなげるために取り組んでま

誰しもが大変だからこそ助け合い共に未来に向けて邁進して参りましょう。

為に尽力して参ります。

ＰＴＡは学園が抱える不安、等を少しでも払拭できる様に最善を考慮し学園の

見つめ直す時期なのかも知れません。

境は、健康な生活への問題を投げかけて

未 来

いります。

現 在

います。湘南食育ラボは多くの方々のご

は様々な食品があふれ、中食では色々な

●食育を文化に

族

い「温かい普通の食事」の大切さが刻ま

家

人

過 去
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Supporters

世紀最初の 年が終わり、コロナ
で多くの問題、色々な弱点があぶりだ
されました。改めて言うまでもありま
せんが、世の中は益々変化している中、
昨年はコロナ禍により、これまで経験
したことのない状況下におかれ生活ス
タイルも一気に変化しました。変化とは
ＡＩ（人工知能）の導入、少子高齢化な
ど様々な社会変化が、「
新常態」
「ニュー
ノーマル」
と言われる様に変化してきて
おり「デジタル化」「リ
モート化」「ペーパレス
化」「働き方改革」等々
へ発展しており、変化
をとらえ、変化を生か
せと社会人の時に言わ
れてきたことを思い出
します。新しい生活様式が広がり、オ
ンライン授業、オンラインミーティン
グ、オンライン学園祭等々色々と変化
しているのが現状です。政府はデジタ
ル活用の能力を備えた小中高校の教員
育成に乗り出す様です。授業でのＩＣＴ
（情報通信技術）活用法を各教科で示す
とともに、本年度からＩＣＴ関連企業
のＯＢらを学校に派遣される予定です。
変化に対応するスピードが重要であ
り、私立一貫教育の湘南学園もニュー
ノーマル時代に遅れない為にも、ユニー
クな湘南学園の経営スタイルに新たな
ブラッシュアップが大変重要だと思い
ます。
21
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筧

元

則

後援会会長

田

辺

真

理

勇気づけたいという思いは伝わり、そ
の発想は凄くステキだと思いました。
とかく、これはいけない、無理でし
ょうと、詳細を聞かないで最初から諦
めさせることが多いコロナ禍の現状で
す。今回、その発想や夢を、直ぐに諦
めさせることをしないで、耳を傾けて
くださる大人（先生）が居て下さったこ
とに、心から感謝申し上げます。
学園の子ども達は、想像力豊かで、
常に魅力ある発想をし、発信力やコミュ
ニケーション能力にも長けています。
学園祭や体育祭等のイベントだけでな
く、常に想像力を膨らませ、様々な場
面でも、夢を語り企画を提案し、プロ
ジェクト化する子ども達が多く居ます。
それは、中高生のみの話ではなく、幼
稚園児、小学生も同じです。
そんな時、子ども達の声に耳を傾け、
どうしたらその夢が実現するか、一緒
に考え子ども達を導いて下さる先生方
が、湘南学園にはたくさん居らっしゃ
います。私はそんな場面を多く見てき
ました。仮にその夢や企画が実現しな
かったとしても、自分たちの声に耳を
傾け共に方向を模索してくれる大人の
背中をちゃんと見ています。
こんな世の中だからこそ、私達大人
は、子ども達の諦めない心を大切にし
て、夢の実現に向け少しでも応援した
いという気持ちでいっぱいです。

応 援 す る 気 持 ち
去年の今頃、新型コロナウィルスが
こんなに猛威を振るって長期化し、世
の中が一変してしまい、私達の生活様
式も激変してしまうとはゆめゆめ思っ
てはおりませんでした。
学園の子ども達も不自由な中、さぞ
かし大変な思いをして通園・通学され
ていることに、胸が痛みます。色んな
夢や希望が、実現させたかった事がこ
の一年間に数々あったのだろうと。
後援会はいつもそんな子ども達の夢や
希望の応援をしたいと考えているのです
が、今年度は後援会が関わるイベント
（ＰＴＡバザー・英語力向上支援・ヤン
グアメリカンズ等）
は中止になり、なかな
か思うような応援はできませんでした。
そんな中、年が明けて中高の有志生
徒が進めている花火プロジェクトのお
話を、伊藤中高校長からお聞きしまし
た。早速、後援会役員会に報告し、花火
プロジェクトの内容を聞き、応援でき
ることはしようと、役員全員ワクワク
する思いでおりました。が、子ども達
から詳細を聞く前に、神奈川県にも一
月七日緊急事態宣言が出て、医療・保
健所のひっ迫状況に鑑み、学園中高も
通常登校から分散登校、テレスタディ
導入になり、残念なことにプロジェク
トは計画進行断念となったそうです。
あくまで憶測ですが、花火をあげて学
園の子ども達だけでなく、地域の人達、
医療従事者の方たち、みんなを元気づけ、

5

同窓会会長

100

ブランディング委員会の発足から、
全学広報委員会への戦略を構築するに
当たり、創立 周年、 周年が見えて
くる時期です。
学校法人は変化に対して、私の経験と
比較してみても、慎重に考える傾向が強
い様に思えます。この令和の変化が世の
中に相当大きな衝撃を与えたと思います。
同窓会におきましても、今のままの
常識的なものではいけない、コロナ禍後
の新しい時代の同窓会運営を話し合っ
ていきます。新しい時代に対応能力の
ある若い方達に今後のリーダーシップ
を発揮していただき、この変化の多い
時代を乗り切っていくことが大切なこ
とだと思っております。
先日の日経新聞に立命館大学の超多
才能人材育成キャンパスが始動すると
ありました。２０２４年かつてない挑
戦をはじめる、それは超多才能人材を
輩出することだ。「
高度な武器を複数も
つ人材」を育て生
みだす未来への取
り組みとありまし
た。
湘南学園もかつ
ての栄光ある「芸術学部」の今日版を期
待したいものです。
皆様と共に２０２１年を再起動の年と
して、湘南学園に希望にあふれる一年
がおとずれます様に願っています。
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に推進していこうとの願いが

に照らして「食育」を本格的

る現代において、建学の精神

また食の飽和と貧困が混在す

に恵まれるようにとの願い、

学園生が談笑する光景が日常

づくりの温かいランチを囲んで

た。スタッフのお母様たち手

レルギー対策も徹底されまし

着し、個人情報に留意したア

式によりスムーズな進行が定

全学保護者の皆様へ
「食育推進費」ご協力のお願い
ありました。学園の子どもた

となり、総合学習や国際交流

人
彦
ちが、食をめぐる学びや体験

でお招きした外来者と交流す

直
明
を重ねて健やかに成長し、将

る場面も増加しました。保護

中高を中心に学校説明会やオー

海
田

来も豊かな食生活を築いてほ

者がＰＴＡのお集まりで懇談

各地の学食の視察や検討を

の提供も全学に拡げていただ

プンキャンパス、入試期間な

理事長 内
山

のことです。中心となる「湘

しいと考えたのです。
経て独自のＮＰＯ法人が起ち

き、小学生と幼稚園児のご家

ど募集広報の分野でも年間を

学園長

南学園カフェテリア」は、全
ての学園関係者のための新た

上げられ、自力方式による運

庭や教職員も注文できるよう

通して多大な貢献をいただい

湘南学園カフェテリア
開設に託された
教育の願い
な食と憩いのスペースとして

営が開始されました。在校生・

になりました。年間で小・幼

ています。

運営されています。こ

南食育ラボ」によって

りました。当時ユネスコスクー

授業や総合学習との連携も探

の選定や衛生管理を協議し、

ェテリアランチ」（
幼）などが

「
スクールランチ」（
小）「
カフ

ランチ」「
学年ランチ」（
中高）

きる期間も設けられ、「
クラス

合学習でも

小学校の総

イベントや

季節折々の

幼稚園の

した。

れまでの実績を振り返

ルに加盟した中高パート及び

定着しました。卒業間近な高

される機会も増加しました。

開設されました。

卒業生の保護者や専門家がス

がカフェテリアを直接利用で

湘南学園のカフェテリアは、

ちざかりの学園生が安心で安

タッフに入り、食器・メニュー

昨年秋に開業７周年を迎えま
新たに全学の一拠点となっ

全な食材による美味しい献立

り、将来へ向けた取り

全学の教育課題に向き合い、

その背景には何よりも、育

たこの施設は、ＮＰＯ法人「湘

組みのため、学園生保

様々なご支

日本の行事

３生を中心に放課後の利用タ

窓生として気軽に利用して旧

食を数多く

教員と保護者の話し合いが重ね

交を温めてもらえるよう期待

体験するな

護者の皆様に、次年度

されました。まず１月の「成

ど多彩な食育が進展しました。

援を受け、

人を祝うつどい」が恒例化さ

中高家庭科の調理実習を始め

イムも設けられ、卒業後は同

れ、多数の卒業生が晴れ着姿

教科教育や、地域の生産者と

り、ＳＤＧｓを視野に入れた

で参集してくれるようになり

「
ラボカード」による注文方

も出会う総合体験学習が深ま

られたことも特筆されます。

お弁当の全学提供、
学園全体の憩いの場
年間を通した食育と
イベントの支援
中高生のランチ利用から始
まりましたが、その後お弁当

ました。

から「食育推進費」の
ご負担についてご協力
をいただきたくご案内
周年記念事業

を申し上げます。
創立

「 周年記念館」が完成

募金のご支援も受けて

の一環で、広範な特別

80

されたのは２０１３年
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こそ実施で

助があって

独自の生徒会活動もラボの援

ました。「餅つき」など中高

学びが支援されるようになり

いるのです。

の出食を展開されて

もの健康と成長第一

されています。子ど

ど多彩な献立を用意

目を向けてもらうな

経営」という学園の理念を受

しました。そして「ＰＴ共同

委託の契約を結ぶことにいた

係性を再確認し、新たな業務

書の精神に基づいた協働の関

まいりました。設立時の協定

献を考慮し、将来の教育へ向

外来対応など広範なラボの貢

事や学園生企画、募集広報や

食と食育推進の業務、学校行

が、上述のように、日々の出

で心苦しい部分もございます

このように学園とラボの協働

予定です。

など、次年度には再開される

して、低い処遇・報酬面の現状

通して増加した職務内容に比

境も現実にあります。年間を

高になるため、難しい運営環

の「食育推進費」を、全学保

パートにおいて月額５００円

絡になります。次年度から全

学校法人からお願いのご連

るとともに、可能な効率化に

て学園・ラボ間の協議を続け

テリアの出食率アップについ

と存じます。一方で、カフェ

措置をとらせていただきたい

けた一層の発展への期待や学

により、全学的な食育が創出

も改善する必要があります。

護者の皆様から協賛金の意味

よる経費軽減など自助努力に

けて、保護者の皆様からも食

され発展が図られています。

学食をめぐって経営の困難に

合いでご負担していただくこ

ついてもひきつづき追求して

一方、通例の学食

これは建学の精神を具体化す

直面する学校が増えている情

とをお願い申し上げます。

園全体のブランディングへの

る教育実践の重要な一環です。

勢も指摘されております。学

お子様のご昼食はお弁当を

育推進費のご負担をお願いす

昨年度には「サロンｄｅ湘

以上のような幅広い分野のご

園とラボの持続可能なパート

基本とされるご家庭も多い中

よりも全般にコスト

きる楽しい
イベントで
す。

南」も発足されました。学園

協力・支援は、もはや学園の

ナーシップをしっかりと構築

で、年間では６，
０００円

寄与も含めて、以上のような

生と保護者、教職員や地域の

教育と運営にとって重要不可

し、次世代スタッフの後継者

のご負担増となります

ることにいたしました。

市民が集って、「
食と健康」を

欠なインフラの一部となって

を確保することも切実な課題

学園とラボの協働
による食育の創出
子どもたちの健康と
成長第一の出食

テーマに共に学んで語り合え

いることについてご理解いた

が、全学的な食育を確

にこだわる原

以後へ向けた協議会を定期的

び湘南食育ラボの間で次年度

そこでこの間、学校法人及

願い申し上げます。

ぞご理解とご協力をお

まいりますので、何と

共々一層の努力をして

るように、学園とラボ

学びと体験に寄与でき

の健康と成長、幅広い

実に発展させ、学園生

食育推進費を頂戴すること

いただきます。

る企画が始まったのです。専

となっています。

カフェテリアでは、学園生

だければ幸いです。

ウム、幼少期の保護者を対象

のために加工品を極力使用し

材料を選択し

に設けて、話し合いを重ねて

全学保護者の
皆様へのお願い
「食育推進費」の
ご協力について

門家のレクチャーやシンポジ
とする食生活や栄養のセミナー

ない手作り比
率の高い調理
を進め、安全

ています。伝

性や地産地消

統の和食にも
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Kindergarten

箕

ゆ

か

らんらんにこにこらんどに
向けては「自分達のことは自
分たちで」という思いを持っ
ている子ども達が、約１ヶ月
かけてじっくり話し合いを重
ね、取り組んでいきました。
まずは感染予防策が話題に。
「
ソーシャルディスタンスだよ
ね」「
３密を守らないとね」「
消
毒はどうする？」という言葉
が自然に出てきました。例年
アリーナで行っていましたが、
保育者が「アリーナは３密の
中の密閉になってしまうんだ
けど…」と言うと「じゃ外で
やればいいんじゃない」
「
幼稚園の園庭でやるのは？」
「狭くない？」「じゃあ小学校
のグラウンドっていうのは？」
「
それいいね」と子ども達。そ
こで今回は小学校グラウンド
で行うことにしました。
次にどんな種目をやりたい
のか話し合いました。自分の
思いを伝えたり、友達の思い
を受け止めたり、時にはぶつ
かったり、葛藤しながら、時

～らんらんにこにこらんど
（運動会）に向けて～

＊年長児子ども達の
話し合い＊

輪

コロナ禍で
主体的に行動する子ども
幼稚園保育主任
新型コロナウイルスの感染
症流行によって、私達の社会
や生活は一変し、これまでの
当たり前が通用しない世の中
へと移り変わっていきました。
そして４月の緊急事態宣言以
降、子ども達にとって以前と
は違う園生活を考えなくては
ならなくなりました。
保育を進めていく上で、様々
なことを教員間で語り合い、
議論し「新しい生活様式」は
新しい保育に向かうきっかけ
となりました。

＊行事の見直し＊
見直しの中でも、特に行事
ついては「目的は何か」「
子ど
もに経験して欲しいことは何
か」を改めて明確にし、できる
方法を模索していきました。
例年、幼稚園の行事は幼稚
園のリーダーである年長組が
「何がしたいのか？」思いや考
えを出し合いながら進めてい
ます。行事の中で出来る事に
限りがあっても、子ども自身
が今の状況でどうしたらいい
のか考をえたり気付いたり、
行動する事を学ぶ機会にしよ
うと教員間で共有しました。

間 を か け て 納 得 い く まで話し
合い、「ダンス」「クラス対抗
リレー」の２種目になりまし
た。
「
今回のらんらんにこにこら
んどはお家の人にお手伝いを
お願いできないので、先生達
準備や片付けが大変なの。」と
言うと「それなら僕達がやる
よ‼」と子ども達。「
えー本当
に出来るの？」と聞くと「僕
達はリーダーなのに信じない
先生は悪いと思う。」ときっぱ
り言われてしまい、リーダー
としての自覚がしっかり育って
きたのを感じ感激しました。
用具の準備や片付けだけでな
く、種目の紹介や準備体操の
見本、スタートの合図、ゴー
ルテープ、年中組や年少組の
お手伝いなど、様々な仕事を
考え、その中で自分がやりた
い仕事を決めました。

「
らんらんにこにこらんどに
向けて、子ども達のありのま
まの思い入れを保護者の方々
に伝えたい‼」という思いが
年長組の教員の間で大きくな
り、急きょ『懇談会』を開き
ました。
今回のらんらんにこにこらん
どをどのように行うのかと、
心配していた保護者も多かっ
たと思いますが、保育者から
直接子ども達の話が聞けたこ
とで、安心と、当日への期待
も膨らんだと思います。
今回のらんらんにこにこらん
どは、例年より短い時間の中
で２種目行いました。２種目
とはいえ、今まで以上に気持
ちや意欲を大きく膨らませ、
幼稚園のリーダーとして自信
を持って運動会を進めていく
年長児の姿がありました。

らんらんにこにこらんど後、
保護者の方から「今出来るこ
とをみんなで知恵を出し合い、
柔軟に対応し形に出来る子ど
も達。本当に素敵でした。色々
な事がある今の世の中、この
純粋な前を向く子ども達の姿
が未来ですね。」と嬉しいお言
葉を頂きました。

「あれも無理」「これも出来
ない」「
去年の今頃は…」と、
ついネガティブに考えてしま
いがちです。しかし子ども達
は 「 じ ゃ こ う し よ う よ 」 「こ
うするのはどう？」と柔軟に
物事を考え、今を真剣に懸命
に生きています。子ども達の
言動に力をもらい、いつも以
上に学ぶことが多くありまし
た。
コロナ禍は、教育現場に様々
な影響や困難を与えましたが、
同時に新たな可能性を生み出
し、より良いあり方を発見す
るきっかけとなっています。
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Elementary School

林

田

英一郎

気に進んだこともあって、接続
に関するトラブルが少なからず
ありました。また、画面越しで
の機器操作については保護者の
皆様の支えなしにはできない学
年もありました。そうした困難
がありながらもオンライン学習
を継続させていったのは、子ども
たちのつながりと学びを保障し
ていくためでした。休校期間中
も各学年で様々な工夫を凝らし
た授業実践が展開されました。
初めてのオンライン授業への挑
戦ということもあって、授業準
備やロイロノート・スクールでの
双方向のやりとりも含めて、各
学年の取り組みは通常の授業よ
りもたっぷり時間をかけたもの
となりました。そうした実践を
通じて、私たちは実際に対面し
て学び合う大切さを改めて実感
することとなりました。ｚｏｏｍ
でつないだ画面越しの子どもた
ちは、物理的な隔たりはあって
も久しぶりに同じ時を過ごす喜
びにあふれていて、私たちへの
大きな励ましとなりました。

小学校教頭

コロナ禍における小学校の教育
つながりと学びを
止めないために
二〇二〇年度の小学校の教育
は、新型コロナウイルス感染症に
よる学校休校措置の延長からス
タートしました。学園小学校本来
の子どもたち同士が様々な行事
や体験の中でつながっていく学び
のスタイルをどのようにして保
障することができるのか……。
新年度早々から大きな困難が立
ちふさがってきました。
五月までの休校延長が決まり、
オンライン授業に本格的に取り
組むことになった小学校が授業の
道具として選んだのはロイロノー
トでした。分散登校が開始され
るまでの期間、ロイロノート・
スクールをメインにしたオンラ
イン授業が、そして五月からは
朝の会を実施するためにｚｏｏｍ
の活用も始まりました。
この間、保護者の皆様には様々
なご協力をいただきました。休
校期間中は、全国の学校でロイ
ロノート・スクールの活用が一

の中核に位置づく宿泊学習を軽
々に中止とするわけにはいきま
せん。そこで延期日程を模索す
ることとなりました。
その結果、何とか九月初旬「四
年山の学校（山梨）」、十月下旬
「
三年海の学校（油壺）
」
、十月末
から十一月初旬「六年修学旅行
（奈良・京都）」とスケジュール
を組み直すことが出来ました。
次に課題となったのがコロナ禍
での宿泊学習実現のための安全
対策の検討でした。宿舎の一部
屋あたりの人数をどうするか、
集団での食事をどうするか、長時
間のバス移動をどうするか…。
そうした一つひとつの懸念に対
処していったのは学年の教員で
す。旅行業者からのアドバイス
を得ながら当該学年の教員が検
討を重ね、保護者の皆さんに対
しての説明会を開催していきま
した。中には、コロナ対策のた
めに、企画を大きく変更せざる
を得なかった学年もあります。
六年は日程上、例年とは別の宿
泊施設を選ばざるを得ませんで
した。そうした学年教員の尽力
の結果、途中リタイアの児童を
一人も出すことなく、それぞれ
の宿泊学習を終えることが出来
ました。今年度は小学校の宿泊

学習の多くが日程延期の末に中
止になっている状況を考えると、
例え感染症対策のために窮屈な
思いをしていても、子どもたち
にとっては思い出に残る宿泊学
習になったでしょう。

全校行事の開催へ

例年、多くの保護者の皆様に
観覧いただいている全校行事「た
いいく表現まつり」と「音楽会」
の実施についても慎重な検討を
加えていきました。その結果、
「
たいいく表現まつり」は種目数
を減らしての午前中開催、保護
者観覧についても人数制限をいた
しました。日常の体育の授業そ
のものに制約がある中、例年と
比べて十分な練習時間も確保でき
ませんでしたが、子どもたちは
本番の晴れの舞台で精一杯の舞い
を披露することが出来ました。

「音 楽 会 」 は 、 常 日 頃 よ り 校
舎内に歌声が広がる学園小学校
にふさわしい、クラスや学年の
合唱を披露する晴れの場でした
が、今年度は器楽発表の場とい
たしました。また、収容人数が
多い鎌倉芸術館大ホールといえ
ども参加者については制限しな

ければなりません。そのため、
低・高学年の二部制にした上で、
保護者観覧についても制限せざ
るを得ませんでした。
全校行事の中で何よりも残念
だったのは、「交歓会」の中止と
縦割り交流の大きな制限です。
一年を通じてのなかよし班の活
動、その中でも特に一年生と六
年生の関わりをつくっていく機
会が今年度は極端に少なくなっ
てしまいました。新型コロナウ
イルスの感染リスクを極力抑え
るためとはいえ、これだけ異学
年交流が分断されてしまった年
はありませんでした。

そして二度目の
緊急事態宣言発出

そして二○二一年。年明け早々
の二度目の緊急事態宣言発出の
ため、「五年雪の学校（新潟 」)
は中止とせざるを得ませんでし
た。二学期から感染症対策につ
いて万全を期した上で、子ども
たちとともに準備を進めてきた
だけに残念でなりません。また、
その後に控える行事についても
少なからぬ影響を受けながら企
画を進めていかざるを得ません。
新型コロナウイルス感染症の完
全な終息を迎えるには、まだま
だ時間が必要なようです。子ど
もたちも、この一年間を経て、
学びあうこと・関わり合うこと
の大切さを改めて実感している
と思います。私たちもこの一年
間を踏まえて、これからも子ども
たちのつなが
りと学びを止
めない教育実
践を構想して
いきます。
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宿泊学習の実施をめぐって
昨年度末の一斉休校からの流
れの中で、いち早く決断しなけ
ればならなかったのが三年生以
上の宿泊学習です。本来なら五
月中旬から六月中旬の間に実施
する三・四・六年の宿泊学習で
すが、休校措置が続く状況下で
の実施は困難であると考えまし
た。しかし、各学年の総合学習

Never
Give Up!

Junior & Senior High School

伊

皆が集える学び舎の価値
校長

藤

眞

哉

期間を経て、７月期からようや
く通常どおりの学校生活を取り
戻すことができました。その間
も我々教員の中では様々な議論
がありましたが、正解といえる
ものがない中で、先生方の意見
も多岐にわたりました。生徒諸
君の学びを前進させることが大
切だと考える方もいれば、むや
みに進めることが本当の学びの
保障につながるのかと考える方
もおり、互いの意見をストレー
トにぶつけあうような場面も数
多くあったと記憶しています。
でも、すべては生徒の皆さん
の学びが少しでも充実すること
を願っての議論です。 年前の
特活をめぐる議論を思い出させ
るような熱い話し合いを続けな
がら、手さぐりで前に進んでい
くような毎日でしたが、湘南学
園ならではのスピリットは変わ
らず生きつづけていることを痛
感させられた次第です。

● 学 園 生 のたくましさ
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教員どうしの話し
合いを続けながら、
一方で生徒の代表と
して、高２の総務委
員の皆さんと話し合
う場面も持たせてい
ただきました。「み
んなが集まり協力し
合ってこそ、意味の
ある生徒会活動が行
える。たとえどんな
困難が待ち受けてい
ても、それらの課題

をうまく乗りこえながら、今年
ならではの生徒会行事をつくり
あげたい。」
執行部の皆さんの
考え方は非常に明確であり、目
指すものもハッキリしていまし
た。「よし、その場その場で対
応策をしっかり考えながら、で
きることを模索していこう。」
私も生徒諸君の想いに励まされ
るように、全面的に協力させて
もらうことを誓いました。

その後、９月に延期していた
体育祭は 月に移行せざるを得
なくなり、日程的な問題から高
１・高２のみに限定した形で実
施することを余儀なくされまし
た。しかし、実行委員の皆さん
は、さまざまな制約がある中で
誠実に議論を重ね、学校側との
協議会を何度もくり返しながら、
実行可能な計画を練り上げ、実
現してくれたのです。 月の学
園祭も同様で、当初の実施案を
大幅に見直しながら、登校人数
を半分に減らした形での全校行
事という難問に対して立派に答
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中学校高等学校
また、その議論の延長として「生
徒主体の行事運営」にも目が向
けられ、現在のような実行委員会
形式による体育祭・学園祭・合
唱コンクールが始まったのです。
生徒の学びに対して、ベテラン
も新人もなく、お互いがお互いの
考えをフランクに述べ合える学
校。生徒の声を聞き、その声と真
剣に向き合える学校。―――新
人時代に湘南学園ならではの教
育づくりの原点に触れたことが、
その後の私の教員としてのスタ
ンスに多大な影響を与えたこと
は間違いありません。

●コロナ禍にあっても
２０２０年度は新型コロナウ
イルスに翻弄された一年でした。
入学式を翌日に控えた４月７日
に最初の緊急事態宣言が発出さ
れ、最初は教科
書すら手もとに
ない中で新年度
の教育活動をス
タートさせざる
を得なかったの
です。
６月の第１週
まではインター
ネットを介した
テレスタディを
進め、その後段
階的な学校再開

10

●学園教育の原点
昨年４月から中高の校長を務
めている伊藤と申します。幼稚
園・小学校の皆さまには、ごあ
いさつが年度末になってしまい
ましたことを心よりお詫び申し
上げます。
私は１９８８年４月に湘南学
園の国語科教員となりました。
当時、中高の教員会議の場では
学校行事の改編について熱い議
論が交わされていました。それ
は「中高の６ヵ年を通して、生
徒諸君にどんな体験をしてもら
い、その体験を通してどんなこ
とと向き合っていってほしいの
か」という学校全体としての教
育目標の根幹について教員どう
しが率直に話し合う場面であり、
まだ右も左もわからない新人教
員だった私も積極的に発言させ
ていただきました。
当時の議論はその後「特別教
育活動（通称「特活」）」として
結実し、１９９０年度から実施
されました。現在は「総合学習」
と名称を変えていますが、「生
徒諸君の発達段階に合わせて視
野を少しずつ広げ、社会の諸問
題を自分に引きつけて考えても
らえるようにしたい」という教
育目標は 年前から変わらず、
今や中高の進めるＥＳＤの大事
な土台の一つになっています。
30

えを出してくれました。何があっ
ても自分たちの目指すものをゆ
るがせにせず、その場の状況に
しなやかに対応しながら、持て
る力を結集する‥‥学園生のた
くましさが見事に発揮されたす
ばらしい行事だったと思います。

● 皆が集う学び舎として

いまこの原稿を書いている１
月下旬。２度目の緊急事態宣言
とその後の社会情勢のひっ迫を
受けて、中高は緊急避難的なテ
レスタディに移行しています。
しかし、皆が集うからこそお互
いの気づきや共感が広がり、皆
が集うからこそ創り出せる学び
があるのだということを、この
1年を通して学園生のみんなが
実感したことと思います。いち
早い終息を願う一方、これから
先たとえどんな状況に立ち至っ
ても、生徒の皆さんや先生方と
しっかりと話し合いながら、学
園教育の目標を少しでも形にし
ていきたい。いま改めてそんな
想いを強くしています。
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理事長
学園長

内
山

海
田

直
明

人
彦

にもご留意いただけるとあり
がたいです。
今後、創立 周年も視野に
入れながら、周年行事の節目
にとどまらず、永続的な基金
の構築に向けて幅広い個人と
団体の皆様からのご協力をい
ただけるよう、積極的な取り
組みに努めてまいります。今
後とも広範な皆様のご理解を
いただき大きなご支援を賜り
たく、何とぞよろしくお願い
申し上げます。

※使途が複数の場合は、件数は記載順でカウント、寄付金については
均等に分配

卒業生
在校生保護者
(高等学校)
(中学校)
(小学校)
(幼稚園)
(記入なし)
教職員
一般
企業・法人
団体等
フラワーガーデン有志
記入なし
合 計

※関係が複数に渡る場合は、件数および金額は記載順でカウント

２０２０年度

この基金では「使途指定寄
付」の項目を設けており、「そ
の他」ではご指定の使途を具
体的に明記していただけます。
ここまで特に中高部活動や学
園小教育環境へのご支援が多
く、「
コロナ感染症対策」等の
ご指定も受けています。今年
度は部活動などで早速有効に
活用させていただきました。
基金運営委員会を年間で定期
開催し、使途ご指定の活用を
推進してまいります。
基金の詳細につきま
しては、学校法人湘南
学園のホームページでも
ご参照いただけます。
募金方法では、通常の振
込用紙を使用する「書
面手続きでのご寄付」
に加えて「ウェブでの
ご寄付」や「定期的な
ご寄付」の設定もご用
意しております。ご寄
付をされた個人や団体
について、所得税・住
民税・法人税など広く
税額控除の対象になる
措置が設けられること

計
内、継続寄付
件数
金 額
金 額
45,000
8
2,473,000
150,000
3
8,050,000
(675,000)
(630,000)
(150,000)
(6,645,000) (3)
(85,000)
(15,000)
0
30,000
1,000,000
187,569
116,000
126,000
195,000
11
11,982,569

合

係

別

件数
112
74
(19)
(17)
(32)
(4)
(2)
0
3
1
2
16
15
223

一般寄付金
学園高校生の海外留学支援
学園中高生の部活動支援
学園小学校の教育環境支援
学園幼稚園の教育環境支援
特別教職員採用・教職員研修支援
その他
記入なし
教育振興寄付金より
合 計

11,982,569 円
寄付金合計額

﹁松ぼっくり基金﹂ のご報告
人類を襲ったコロナ危機の
もとで、日本も世界も幾多の
困難に直面してきました。今
年度は湘南学園も、長期休校
と段階登校期間を経て、通常
復帰後も感染予防対策を励行
し、各校・園のスケジュール
を修正実施するなど、異例の
対応を続ける日々でした。
湘南学園は、学園教育の充
実と経営の安定を推進し、独
自の私学として教育の使命を
はたすべく、一昨年の 月に
「湘南学園松ぼっくり基金」
を創設しました。しかし今年
度は、厳しい情勢を踏まえて
募金のご案内の発送を中止い
たしました。それでも多数の
方々から、別表の通り１月上
旬までで合計約１２００万円
の御寄付を頂戴しております。
心からお礼を申し上げます。
現在も予断を許さない状況で
すが、湘南学園の持続可能な
発展を支える基盤の充実のた
めに、皆様のご支援について
次年度早い時期に改めてご案
内の発送をさせて頂く予定で
おります。
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2021.1.18
寄付金納入期間 2019/10/16～2021/1/10

松ぼっくり基金

関

計
内、継続寄付
金 額
件数
金 額
10,000
2
3,378,841
10,000
1
18,333
788,333
175,000
8
1,235,062
15,000
90,000
161,000
1,296,000
5,000,000
195,000
11
11,982,569

合

件数
123
2
22
29
1
1
19
25
1
223

別

途

使
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Information

・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 学 校 法 人 か ら ・・・・・・・・・・・・・・・・・・
●理事会報告

これまでに、次の理事会を開催しましたのでご報告いたします。

第１回定例理事会
４/18
第１回臨時理事会
５/８
第２回定例理事会
５/23
第２回臨時理事会
６/５
第３回定例理事会
６/20
第１回常任理事会・第３回臨時理事会 ７/11
第４回定例理事会
７/18
第５回定例理事会
８/22
第４回臨時理事会
９/11
第６回定例理事会
９/26
第２回常任理事会
10/17
第７回定例理事会
10/24
第８回定例理事会
11/21
第３回常任理事会・第９回定例理事会 12/19
第10回定例理事会
１/23

主要な議題・報告等
・理事長の選任について
・副理事長１名の選任について
・監事の任期及び選任について
・教職員の変形労働時間制の解約と再協定に向けて
・2019（令和１）年度事業報告書の確定について
・2019（令和１）年度決算書の確定について
・学園が保有する那須の土地の現状について
・ワイルドフラワーガーデンの整備について
・2021年度予算編成方針（案）について
・契約電力会社の選定について
・緊急事態宣言下の各パートの教育実施について

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

●評議員会報告
第１回評議員会
第２回評議員会
第３回評議員会
第４回評議員会

これまでに開催された評議員会についてご報告いたします。
４/15
５/23
７/18
10/24

主要な諮問事項等
・理事の選任について
・監事の選任について
・2019（令和１）年度事業報告書（案）について
・2019（令和１）年度決算書（案）について
・ラボ・学園協議会の進捗状況のご報告
・学園が所有する那須の土地の現状について

・・・・・・・・・・・・ 学園所有地の売却につきまして ・・・・・・・・・・・・
学園では昭和46年に那須ハイランド別荘地内（栃木県那須町）の土地を購入し現在まで保有し続けて
まいりました。総面積は四区画で約3968平米となりますが、学園として有効に活用してきた実績がなく、
今般売却の意思を学校法人としまして決定しました。
つきましては、学園関係者の皆様に広くご案内し、有効に活用いただける方に購入いただけることを
望んでおります。
ご意思のある方は、法人事務局長清水までご連絡を頂きたくお願いいたします。
連絡先は、0466-23-6611（代表番号）です。

・・・・・・・・・・・・・・・・ 事務局からのご連絡 ・・・・・・・・・・・・・・・・
●住所変更のお手続きについて
お引越し等の事由により、ご登録頂いている住所が変更された場合は、誠に恐れ入りますが、住所変更の
お手続きをお願い申し上げます。なお住所変更に係る所定の様式は、事務局に準備させて頂いております
ので、どうぞ宜しくお願い致します。

●登下校・登降園時の自家用車送迎禁止について
湘南学園では、園児・児童・生徒の登下校・登降園にあたっては、自家用車での送迎は原則禁止とさせて
頂いております。園児・児童・生徒の安全確保はもとより、近隣の住民の方等への安全配慮もご考慮いた
だき、改めてご理解・ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。なお、園児・児童・生徒の病気や怪我
等の特別な事情で止むを得ない場合は、必ず事前に学校（園）にご連絡くださいますようお願い申し上げます。
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