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慶應義塾大学ライチウス会勉強会の概要】	 

◇開催期日：2015 年（平成 27 年）12 月 12 日（土）	 15 時 30 分

～	 

◇会 場：慶應義塾大学三田キャンパス南館１階 411 教室	 

◇テ ー マ：これからの学生ボランティアに期待すること	 

―至誠学園と慶應義塾大学ライチウス会の共に歩んだ65

年―	 

◇第 1 部	 ：講演	 

高橋利一	 至誠学園名誉学園長	 	 

◇第 2 部	 ：パネルディスカッション	 

	 	 	 	 ＜コーディネーター＞	 

佐藤貢一	 玉川大学教授（昭和 48 年卒）	 

＜パネラー＞	 

半田理恵子	 夢のみずうみ村新樹苑施設長（昭和 52 年

卒）	 
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渡邊新太	 	 至誠学園児童福祉研究所研究員（平成 14

年卒）	 

西村宗太郎	 至誠学園担当（経済学部 4 年）	 

総合司会：稲見空広	 	 至誠学園パート長（法学部 3 年）	 

※本講演録はライチウス会勉強会において収録した開会時の駒村康

平教授のあいさつ及び高橋利一先生の講演を一部加筆、修正した

ものです。	 

パネルディスカッションは慶應義塾大学ライチウス会およびライ

チウス三田会 HP に掲載しています。	 

	 

あ い さ つ	 

	 

慶應義塾大学経済学部教授・ライチウス会会長	 	 

駒村	 康平	 

 
本年（2015 年〈平成 27 年〉）９月からライチウス会会長を引き受

けました駒村です。私自身の専攻は経済学ですが、社会保障・社会

政策、とりわけ年金や生活保護などのテーマをメインにしています。

このたび、80 年を超える歴史をもつライチウス会の会長を引き受け

ることができ、大変光栄に思っています。よろしくお願いいたしま

す。	 

本日は、至誠学園の高橋名誉学園長から、至誠学園とライチウス

会のかかわりについて、大変貴重なお話を聞かせていただけると思

っています。現在のライチウス会の活動は、社会的な課題を持った

人々、あるいは障害があり、不利な生活を過している人々に対する
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様々な支援ということがメインとなっています。まさに共生社会を

実践しているといえます。現在、様々な課題を抱えている人が増え

ているという中で、課題を抱えた人を支援するという事はどういう

ことなのかという事を経験することは、大変大事だと思っています。	 

お互い助け合う社会が、これからますます重要になってくると思

いますが、残念ながら、なかなかそういう気運が社会の中へ広がっ

て来ません。例えば「情けは人のためならず」と言う言葉がありま

すが、 近の学生の理解、あるいは人々の理解は、文科省の調べに

よると、「情けをかけると、その人がだらしなくなってしまうので良

くない」と理解している人が４割から５割いるという、とんでもな

いことになっています。本来は「情けをかけることは、巡り巡って

社会全体に、自分達にも良くなるよ」という意味な訳です。	 

共生社会、様々な課題を持ちながらも多様な生き方ができる社会

を作っていくために大事なことを、高橋先生の講演を聴いて、頭の

整理ができました。	 

後に、時々私がお話をする事例として、南極に暮している皇帝

ペンギンの子育ての話があります。実はオスが雛を足の上に乗せて

暖めて育てるそうです。メスは卵を産んだ後、餌を取りに暖かい海

に行ってしまいますので、オスが子育てをするわけですが、一つの

グループが円になって子育てをします。普通に考えると、一番外に

いる個体は寒くて一冬子供を立ったまま育てるわけですから、死ん

でしまいます。周りが死ねば、次に真ん中のグループと、どんどん、

どんどん、死んでいって、 後は全部死んでしまいます。それでは、

彼らはどうやって助け合っているかというと、これは誰が教えたわ

けでもないということらしいのですが、周りのグループが今度内側

に入れてもらえる、そして内側にいるグループは今度外側に出る。

変わりばんこに、お互いを暖めあっている、という事はペンギンで

はできています。	 

ところが、現代の日本社会はどうでしょうか。真ん中にいる人間

は「俺はずっといつも真ん中にいる」という社会になっているので
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はないでしょうか。そんな社会になれば、社会全体が絶滅してしま

います。人間には言葉によるコミュニケーションがあるわけですか

ら、ペンギン以上の共生社会が可能なはずです。ここにいらっしゃ

るライチウス会ＯＢと現役の皆さんが協力し、発信して、共生社会

を実践しましょう。	 
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はじめに	 

久しぶりに皆様方にお会いして、何かその時代にスリップしたよう

な気がします。学生当時の面影を皆さん持っていらっしゃる。あの

時、一緒になって庭片づけをしたり、畑仕事を子どもたちとしてい

ただいたり、材木運びをしたり、また植木の植え替え

をしてみたり、皆様にお会いすることによってその当

時を思い出すというような感じもします。	 

今日は、ライチウス会と至誠学園（以下「学園」という。）がこん

にちまでどのような関わりをしてきたか、スライドをお見せしなが

ら、おさらいさせていただきます。	 

スライド表紙の絵(次頁の絵)は学園の子どもが書いてくれた「自

分にもできる事がある」と、池から水を吸い上げて、そして消防車

これからの学生ボランティアに期待すること	 

―至誠学園と慶應義塾大学ライチウス会の共に歩んだ65

年―	 

至誠学園名誉学園長	 高橋	 利一	 

【講師略歴】  
1963 年（昭和 38 年）日本大学文理学部社会学科卒。至誠学園に

児童指導員として入職。至誠学園施設長、至誠学園養育家庭セン

ター長等を経て 1993 年（平成 5 年）至誠学園統括学園長に、2007

年（平成 19 年）社会福祉法人至誠学舎立川理事長に就任。	 

日本社会事業大学教授、法政大学現代福祉学部教授としてソーシ

ャルワーカーの育成に尽力。国や東京都の児童福祉審議会委員や

全国および東京都社会福祉協議会の要職を歴任。2013 年（平成

25 年）瑞宝双光賞受賞。	 



7 
 

が行く先に自分たちも火消しの役

をしようと、自分は象と小象にな

ってその役をしているという絵で

す。小学生が描いた絵です。そし

て幼い子どもたちが端の方にウサ

ギの姿でそれを見守っているよう

な絵です。	 

出会い	 

ライチウス会との出会いは1952年（昭和27年）５月５日、有楽町

の読売ホールで行う「子どもの日の集い」へ子どもたちをご招待い

ただいたことから始まりました。	 

さて、ご招待を受けたものの、有楽町まで子どもたちを連れて行

くためのお金もなかったし、当時の社会情勢からすれば、まだまだ

着るものだとか履くものだとか、充分ではありませんでした。そん

な時に、学園長の父や母はなんとか子どもたちを東京に出したいと

いうことで、いずれピアノを買おうということで無尽（お金を出し

合いながら助け合う組織）に10万円を目標にお金をかけていたもの

を崩して身づくろいから旅費から用意をして、参加させていただい

たのがそもそもの始まりだったわけです。	 

というのは、私の父は以前、宮内庁に勤めていましたので、麹町の

生活というものは非常に懐かしいものもあり、子どもたちにはでき

れば、そういう生活を経験させたいという思いもあり、これは良い

機会だということで参加をさせていただいた、ということであった

わけです。子どもたちは非常に、立川（当時はすごい田舎でありま

した、子どもが裸足で歩いていてもなんでもないような所でした。）

から東京に出るというのは、非常に「サリンジャー	 青天の霹靂」

的なものもあったのではないかと思います。	 

私たちは宮内大臣官邸内の敷地にあった職員公舎（以下「官舎」）

で生活をしていましたが、父が満州の方へ補充兵で出征した後も、
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官舎に家族で住んでおり、特に何をすることもない状態でした。そ

のような時に立川で少年保護の仕事をしていた祖父は人手が足りな

くなったため、少年たちや職員の賄いをつくるために、私の母と私

たち子どもを呼び寄せました。私が5歳の時でした。立川に正式に移

ったのは1945年（昭和20年）３月７日です。３月10日には東京の大

空襲がありました。あと３日東京にいれば、大空襲の中で逃げ遅れ、

命がなかったかもしれません。その東京から立川に移る時、当時私

が使っていた三輪車を是非車に乗せて、運んで欲しいと頼んだのも

記憶にあります。しかし、むしろ立川よりはこちらの方が安全だか

らと、ずいぶん荷物はそのまま官舎へ置きっぱなしだったのですが、

3日後にはそこは焼け野原になってしまう。何が幸いしたか分かりま

せん。	 

母にとってみれば、事業創設者の父の懇願に応えたことが私たちの

命を救い、その後の様子を見せていく上では非常によいチャンスで

あったといえます。	 

立川に住むようになったのち、父は1946年（昭和21年）満州から

引き揚げてきました。終戦後、ロシアの捕虜になり、しばらく捕虜

生活を送ったのち、ほとんど死人同前で満州から引き揚げて来まし

た。その後、運よく九州の親戚の家で静養することができ、なんと

か生き延びることができたそうです。もし静養もできずに東京まで

行っていれば、列車の中で死んでいただろうというのが当時の同僚

の方々のお話でした。	 

ですから、こうした戦争のこと、命からがら引き揚げてきたこと、

もうこれは、少年保護の仕事に夫婦でまい進する必要があろうこと

から、宮内庁を辞めて立川の祖父の仕事に関わったわけです。	 

少年保護施設の創設者の祖父は1946年（昭和21年）に61歳で亡く

なりまして、しばらくはブランクの状態で、筍生活（たけのこの皮

を1枚ずつはぐように	 、身の回りの衣類・家財などを少しずつ売っ

て食いつないでいく生活）を送っていました。そうした中で事業の

再建をしだしたわけですから、当然、過去の生活というのは一つの
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自分たちの想いを具現化していく上でも、参考になっていたのでは

ないかと思います。	 

そうした時に、ライチウス会の皆さんとの出会いがあった。それも

ピアノを買おうと思ったお金があったために、あったためにではな

いですね、あったからできたという事。それが、こんにちまで皆様

方とお付き合いをさせていただく、

まず出発であったわけです。	 

ワークキャンプ	 

ライチウス会創立30周年（1960

年〈昭和35年〉）の記念誌によれ

ば、ご招待いただいた1952年（昭

和27年）の秋に、ライチウス会の

学生二人が学園を訪問し、当時、

園長だった父や母から、施設の子ども達がどんな風に生活をしてい

るのか、どんな営みがあるのかと施設の実情を聞きました。そして、

翌1953年（昭和28年）から、至誠学園でのワークキャンプがライチ

ウス会の正式な活動になり、学生自らがスコップを買い込んで、施

設や用地の整備・開拓の仕事に入ったというようなことが記述され

ています。左の写真は学園創立当時の園舎です。	 

その後、学園においでいただくのは、私の記憶ではほとんど、スコ

ップを担いでザックザックと足並みをそろえて来られるような学生

さんたちの姿でした。その記憶がこれは何かとオーバーラップする

かもしれません。それは、私が宮内庁の官舎にいたころ、靖国神社

に詣でる、学徒出陣の学生さん達の学生帽をかぶってゲートルを巻

いて木銃を担いで歩くその姿に、幼いながら日の丸を振った、そう

いう記憶と何か重なるものを感じました。施設の大事、何かしよう

という皆様方の気持ちがその姿の中にあったのかもしれません。	 

1947年（昭和23年）、少年保護施設はＧＨＱの指導で廃止が決ま

りました。その後、多くの少年保護施設は養護施設に転換していき
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ます。	 

養護施設への転換当時、古い園舎がありまして、ともかく壊すも

のは壊す、ペンキを塗るものは直す、庭を作るためには木を倒して

根っこを掘る、そんなようなことをライチウス会の方々や立川の米

軍基地の兵隊たちがみんなやってくれました。前頁下の写真はワー

クキャンプに参加したライチウス会の皆さんが休憩しているところ

です。ですから、私はまだ中学生から高校生になる間は、施設の再

建というのは物理的な問題に対しての取り組みがすごく多かったわ

けです。	 

さらに自給自足的なところもありましたから、当時の方は思い出さ

れるかもしれませんが、敷地内にある畑の草取りから収穫までやっ

ていただいた方々もあり、週３日も来られる方もいました。前述の

30周年記念誌をご提供いただいた江藤さんの記録にも「週に3日」と

書いてありました。ライチウス会のモットーは「禁酒禁煙運動」と

いうのが前提にあったということでありますので、施設に泊まりこ

んでも、施設としては安心した方々でもあったわけです。	 

子どもによっては、吸殻を集めて、それをほどいてもう一回紙に巻

いて、たばこにして売るというような、いわゆる孤児時代の経験を

持っている子どももいました。靴磨きもありました。隣で靴磨きを

している子が、翌日には栄養失調で死んでいたとか、そんな話も聞

きました。	 

施設に来た子どもたちはそんな状態でしたので、私は当時、園長の

息子として一緒に生活していたわけですが、両親からは「これから

は施設の子どもたちがまず第一優先、

私たちとしても責任を取らなきゃい

けないから、あなたたちはあなたた

ちでしっかりやりなさい。」と言わ

れて、自主独立を宣言されたのが小

学校の5・6年の頃でした。そういう

なかで学校に行けば、施設の子ども
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たちが私のことを「あんちゃん、あんちゃん」と言うのです。「あ

んちゃん」と言うのは、あの瓦礫の中で、孤児たちが生活してきた

集団の中の頼りになるボスみたいな存在だった子のことです。学校

にいってもやはり施設の子は「孤

児」、「戦争孤児」じゃないです

ね、「戦争乞食」。だから、子供

にとっては非常に差別されてい

たかもしれません。でも「あの子

たちはかわいそうな子だから手

を出すな」という、子どもの世界

の中の仁義的なものも聞きました。	 

でも何かあって、施設の子が責められたりすれば、みんなわっと集

まって、相手に対して攻撃するようなことも時にはありました。そ

んな時に、私は「あんちゃん、あんちゃん」と言われて、仲裁役を

やってみたりしたことも記憶の中にあります。こうしたことができ

たのも、常に大学生であるライチウス会の方々が子どもたちの背後

にいてくれた、見守ってくれていたからだと思います。何しろ週に3

日はどなたかが泊まりこんで子どもたちと一緒に枕を並べてくださ

っていたわけですから、それはすごい力です。だから小学校に行っ

ても、集団で何かをやろうとしても、その背後にはちゃんと味方が

いるという。右の写真はライチウス会の皆さんが子どもたちの授業

参観をしたあとの帰り道です。	 

当時は職員が３人くらいでした。あとは家族でなんとか、50人近

い子どもたちをみていました。私も多摩川までリヤカーを引いて流

木を集めたり、子どもたちと一緒に拾いに行って、それが食事作り

の薪になったり、冬のストーブの暖房になったりしました。そのよ

うなことも、施設の職員ではなく、まだ小さいながらにも、子ども

たちと一緒にやった記憶があります。その後、米軍の立川基地の顧

問がもっと協力しようと言って、ベースの中で入札により廃材を買

い取る（一日3,000円くらい、トラック一杯の廃材が買える）手続き
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をしてくれて、暖をとったり食事を作ったりするような薪を得るこ

とができるようになりました。	 

そうしたこともありましたけれども、常にその背後にはライチウス

会の方々がいらしてくれました。	 

学園の整備	 

その後、施設の方も整備が進

んで行った時に、法人として高

齢者の養老院を作ろうというこ

とで畑が徐々につぶれていきま

した。また、周辺の希望もあっ

て、保育所も古い建物を使いながら始めていきました。昔で言えば

託児所ですね。農繁期にお子さんたちを預かる、そういう仕事など

も福祉として手掛け始めたのもその時代であったわけです。	 

そのうちに、子どもたちの学習に対して支援をしていただきたいと

いう、内部の職員からの要請もあって、ライチウス会の方々に、学

校の勉強を集団でみていただきました。その後、一人一人に対して

勉強をみていただくスタイルになり、現在に至っています。個々に

子どもたち一人一人の、ある意味では心の支え的な部分に関わって

いただくようになっていったわけであります。	 

右の写真は滑り台と砂場ができあがった後、卒業生たちを送る卒園

式の時の写真です。写真の真ん中のトンネルは多摩川反対側にあっ

た羽田ヒューム管という会社から譲り受けたヒューム管でできてい

ます。工学部の学生さんが子どもたちに滑り台を作りたいと言うこ

とで自ら設計をされ、そして、ヒューム管を転がしながら多摩川の

橋をわたり、運んできたという記念すべきものだったのです。そう

いう風な建築物も皆様方に作っていただきました。	 
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夏の思い出	 

右の写真は千葉県の大貫海岸で初めて行った臨海キャンプの模様

です。1960年（昭和35年）夏、子どもたちを１週間くらい海に連れ

て行きたいと思い、父が宮内庁に勤めていました時の仲間で林野庁

で働いている人に頼み、林野庁管理の大貫海岸の防砂林を借り上げ、

キャンプをしました。	 

このキャンプにもライチウス会の皆さんで一緒になって泊まりこ

んでくださった方が何人もいらっしゃいます。また、キャンプに使

用するテントは米軍の野戦用のテントを払い下げてもらい、食料も

同じくベースキャンプから払い下げてもらいました。「まぁこんな

上等な物を食べて戦争をしていたんなら、日本は絶対負けたなぁ」

と子どもが言うぐらい、パンが有りスープが有りデザートが有り、

そしてチーズやクラッカーにちょっと乗せるようなジャムまで箱詰

めになっていました。臨海キャンプは3年続けましたが、現地の整備

工事などによりキャンプができなくなったため、その後は小学校を

借りたり、民宿を使ったりしな

がら、毎年、海水浴を続けまし

た。この企画の中には常にライ

チウス会の方々がいらっしゃ

っていただきました。	 

このように支援する方々が

いらっしゃるから計画もでき

ました。もしも、施設だけでは、

学園だけでは、思いはあっても

なかなか実現できなかったか

もしれません。また、細かな説明なしで企画に賛同し、協力してい

ただけるというのがライチウス会の方々であったのだと思います。	 

こうした密接な関係のなかで、子どもの行事の企画や施設の整備、

そして、その後、学習指導を中心にした活動へと移っていきました
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が、活動が継続されていきました。先日もライチウスＯＢの方と話

をした時に、「子どもたちが成長していく姿が我々の楽しみでもあ

ります」とおっしゃっていました。ですから、勉強を教えることを

媒体にしながらでも、一人一人の過去の問題を整理するというのは、

そこに具体的な言葉で追求するようなことではなく、寄り添いなが

ら子供達に学習指導をしてくださるような現役の学生の方々がいら

っしゃる、ということで非常に継続していく意味もあるのではない

かと思います。	 

試練	 

さて、学園の園舎は1964年（昭和39年）の東京オリンピックがあ

る年に完成しました。当時の国の補助金は407万円でしたが、建築費

は3,500万円かかりました。これは父が鉄筋コンクリート造りの壊れ

ない施設を作りたいということで始めて、あらゆる所からお金を借

りました。宮内省の職員組合からも借りました、近くの農協からも

お金を借りました。しかし、返さなければならないお金です。それ

で、借金の返済計画はというと、理事会でゴルフの練習場を作れば

２年くらいでそのくらいのお金は稼げるんだとかいう業者の説明に

乗って計画を進めたわけです。しかし、敷地の半分を使うことにな

ります。	 

残念ながら、父は1968年（昭和43年）の元旦に亡くなりました。

その亡くなる時にも、ちょうどライチウス会の方々がお正月という

ことで、泊まりこみでいらっしゃいました。増田さんをはじめ、今

でも忘れられません。父が癌でもう終わりという大晦日、そして、

卒業生たちや地域の方々が元旦に年始に来たりして多忙のなか、学

園の子どもたちが正月を迎える準備なども含め、ライチウス会のメ

ンバーの方だからこそ、何でも手伝ってくださいました。	 

大晦日の父の日記の 後には「自分を中心としてこれだけ支援して

くださる人達のためにも生きねばならん」という言葉も添えて「愛

情は技術なり」と書かれていました。当時は正月を迎える時には子
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どもたちは着物を着て、そして、女の子は髪の毛を日本髪で結って

という風なことでしたが、父は末期癌のため、職員が父のベッドの

近くで子どもたちが着物を着付けた姿などを見せていたのも、病身

を気遣いながらも、子どもたち

と共に自分を中心にしてくれる

職員たちの行動をそう表現した

のだと思います。-	 

父が亡くなり、私が園長を引

き継ぎました。28歳の時です。

父の死後、大変だったことは借

入金の返済問題でした。当時の

約3,500万円のお金、今でいえば約4億円のお金をどうやって返済し

ていくか？父が描いていたゴルフ練習場を作り、新たな事業収入で

返済する計画はおぼつかなくなったため、それを断念し、将来の新

規事業の予定地としていた土地250坪を売却することで、借入金返済

に充てることとしました。	 

父は亡くなる前に、近隣の人から「国道沿いに営業所を出したい自

動車会社があるそうですよ」との情報を得ると、私にそのことを伝

えてくれていました。私はその本社を訪ね、社長さんにいろいろ事

情を話しました。その方はたまたま慶應大学の卒業生で福祉事業に

対して理解があり、ライチウス会の方々が学園に出入りされている

ことも「何かの縁だ」とおっしゃってくれました。その後も自動車

会社との交渉を重ねました。一方、社会福祉法人の財産は国に一旦

基本財産として寄付をしているわけですから、やたらに勝手に売却

することはできません。いろいろな手続きが必要でありましたが、

児童の事業に供しない土地ということで、東京都や厚生省（当時）

にも事情を理解いただき、土地を売却することができました。	 

土地の売却金額は3,700万円でしたので、借入金は一括返済し、残

余金は保育園のために使用しました。このことが至誠学園を継続さ

せていく一つの起点になったのではないかと思います。決心をして
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土地を売却することになりましたが、その時、私は「いつかこの土

地は取り戻そう」と思いました。その後、土地を買い戻すために努

力を重ね、５年前になんとか、それが実現しました。チャンスがあ

ったのですね。右の写真は現在の至誠学園の外観です。	 

高校進学を支援	 

施設整備にかかわる苦労は別問題として、子どもたちの生活がど

んどん変わっていきます。高校へ行く子供も出てきました。「高校

へ行きたい」そういいながらその資金はどうしようかと悩んでいる

と、保育園に通っている農家の方が「豚の飼育をしたらいいんじゃ

ないか、早くに収入になる。子豚１匹を3,500円で買い取って、それ

を6ヶ月くらいで４万か５万円のものに育つんだ」というようなこと

を教えてくれました。「じゃあ、それでは一人一人の高校生に豚１

匹ずつ」と飼い始めたのが養豚部の始まりです。	 

その頃は私がまだ学生時代でしたが、子どもたちと養豚部を作っ

て、その子どもたちには豚が売れれば月給を出そうということにな

りました。また、小学校の校長の了解のもと、給食の残りを豚のえ

さとして確保し、豚を飼いました。そこで教わったのは「豚は草で

も育つんだ」と言うことです。夏休みの給食のない時には草刈りを

して草を食べさせる。「黒豚の方が高く売れるんだ」という話を聞

き、黒豚の種の子豚を仕入れるとかですね、周囲の人達からいろい

ろ知恵を得ました。そういう、豚を飼ったりすることもライチウス

会の方も一緒になってやってくださいました。豚の糞の処理という

のは大変なんです。大きな穴を掘って、糞を埋めて始末をするとか

して。でもその資金で、高校へ行かれるようになりました。	 

現在、児童養護施設の高校生には特別育成費として高校就学費が

手当てされていますが、高校に行く費用が丸々、公の補助金の中に

入っているわけではありません。当時としては、義務教育が終われ

ば、一応、施設の教育に対する配慮は終わりということになってい

ましたが、お金がなくても高校へ行きたいという子がいれば、何と
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か高校へ行けるようにすることも当然のことであったかもしれませ

ん。	 

高校に入り始めた当時の子たちは、今ではもう60歳近くになって

います。こんにちの中学生はほぼ高校全入ですので、なんとかして

でも高校へ入れています。私立でもいい、全日制が無理であれば定

時制でもいい、通信でもいい、ともかく高校卒業の資格は取らせよ

うということをしています。それが次の自分の力に反影していく、

一つの資格になるのではないかということでやっています。	 

学園の勉強会ではライチウス会の方々が個別指導をしてください

ます。一人一人の能力に合わせ指導し、解らない子には、教育用の

“やじろべえ”の器具などを作ったり、多摩川に行って石に色を着

けて関数の指導をしてくださったりなど、その子にあった勉強の方

法をいろいろ考えてくださっています。今、いい弁護士さんになら

れている盲目の方も代表としてがんばりながら、そうした指導をし

てくださっていました。学習指導の方法も集団から個別へと変化し

ながら続いています。	 

子どもたちの幸せのために	 

施設の形態も大きな施設から小さな施設へ、いわゆる学校の教室

のようなものがマンションのように世帯がいくつも有るようなユニ

ット形式に変わってきています。さらに。地域の中に民間の住宅を

借り上げて一軒のような生活をしている、というようなグループホ

ーム制度にも発展しています。	 

さらに、こんにちは、国の社会的養護の制度が変わってきており、

大舎制の施設から小舎制の施設へと変貌し、さらに小舎制の施設か

ら里親による養護へというような流れができてきています。それは

結局、子どもの問題をさらに深く見ていくためには、個別の関わり

がより密接にできるような住宅環境も用意する必要があるのではな

いかということであるといえます。	 

私どもの施設は５年前に、０歳児を含む低年齢児を中心に家庭的
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な養護を行い、年齢の離れたきょうだいも一緒に生活することがで

きる児童養護施設「至誠大地の家」、２年前には大学に行くことが

できる児童養護施設「至誠大空の家」、ということで各々３０人定

員の施設を２つ作りました。	 

従来、０歳児からの児童養護施設は児童福祉法も少し変わりまし

たから、できるようになりました。これまで、０歳から２歳までは

乳児院に預けられ、その後は児童養護施設に入所するか、または家

庭に帰る、あるいは里親にいく、養子縁組する、ということになっ

ていました。しかし、子どもたちを０歳児から施設に預けるとすれ

ば、乳児院から児童養護施設へ移っていくことになり、人的にも物

理的にも環境が大きく変化します。そのため、児童福祉法が少し変

わり、０歳児からの児童養護施設ができるようになりました。	 

至誠学園ではこうした環境の変化をできるだけ排除して一定の環

境のなかで安心して生活でき

る場を作りたく、０歳児からの

児童養護施設として「至誠大地

の家」を開設しました。施設に

子どもを預ける親御さんにも

いろいろな事情がありますが、

子どもが幼いうちから施設が

親御さんたちと関わりやすく

なり、その子どもをこうやって育てたらいいのではないかというこ

とを施設から提案することができます。おじいさんやおばあさんも

いるとすれば、そのおじいさん、おばあさんも巻き込めるような施

設にしようということでゲストルームも作るなど、いろいろ工夫を

しました。こうした取り組みの結果、年間で５～６人の子どもは必

ず家に帰れるようになりました。「至誠大地の家」では年齢の離れ

た兄弟姉妹も一緒に生活することができるようにしています。そし

て、被虐待児への対応や発達上課題のある子どもへの支援、家族の

再統合に向けた親等への支援に力を入れています。さらに、家庭復
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帰後のアフターケアや子育て家庭支援の地域の重要拠点となること

をめざしています。	 

もう一方が「至誠大空の家」

です。これは未来へ羽ばく施設

ということで作りました。児童

養護施設で生活している子ども

たちは、高校卒業年齢になると

施設をでて自立します。仮に進

学を希望しても、学費や生活費、

生活場所の問題から実現が困難という現実があります。至誠学園の

子どもたちの約7割以上が被虐待児です。それまで家庭なり、社会の

中で我慢をしてきた子どもたちが、もうこれ以上は我慢ができない

という思いで、施設に措置されてくる例が多いのです。こうした子

どもたちが高校を卒業したら、社会へ自立していかなればならない。

18歳まで施設にいれるといっても本当に時間がないわけです。でも、

大学に進学することができれば、その後の４年間は、また見ていけ

る、関わってあげることができる、というような事で始めたのが「大

空の家」です。子どもたちが夢をもって進路を選べる環境を整えて

あげたい、という願いから作りました。社会に巣立つ子どもたちが

力強く生きていく力を培うために、進学や職業技術の習得をめざす

施設です。生活支援、学習支援、職業教育、心理治療支援などを通

して、また、地域とのかかわりを通して、夢と責任のある未来づく

りを支援しています。	 

子どもたちの現在、そして未来を応援	 

また、多くの皆様のご協力により「至誠奨学育英会」をつくりま

した。私が一応育英会の会長になっていますが、大学に行く資金に

特化した寄付をしていただくということで、年間100万円くらいずつ

納めてくださる方々がいます。また、一人一人に対して卒業までは

自分はこの子のスポンサーになろう、といってくださる方もいらっ
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しゃいます。	 

厳に、2015年（平成27年）秋に、三菱電機に内定をもらった子も

その一人です。大学で４年間、ロボット研究をしていましたが、そ

れだけでは足らないので大学院に行きたいとスポンサーの方に話し

たところ、「なら自分に対してきちんとプレゼンしなさい」と言わ

れました。その結果、スポンサーの方が認めてくださり、大学院に

進学することができました。その後努力を重ね、晴れて大学院を卒

業し、ロボット研究に勤しむことができるようになりました。	 

このように、自分の目標をはっきり示せば、賛同をしてくださる

方が必ずいると常々思っています。それにしても、子どもたちが大

学を受験するところまでいくことができるのは、学園の勉強会でい

ろいろ関わったライチウス会のお兄さんお姉さんとは単に勉強のこ

とだけではなくて、その人柄に触れたり、時には実家に連れて行っ

てくれ、お正月に一緒に過ごしてくれたとか、そういう行為を通し

て、自分たちが安定・安心できる関係として受け取っていたからで

はないかと思います。	 

富士サファリパークの内定をもらった子も、動物が好きで「動物

園に就職したい」と、はっきりとした目標を持っていました。大学

もそういうところへ選んで入りました。今、動物病院の動物の看護

士になっている女の子もいます。この子も虐待を受けていて大変な

４年間でしたが、そこをなんとか払拭して、本人も、虐待したお母

さんも、互いに認めあって同居するようになりました。学園で過ご

した4年間で、その子は自分を変えていくと同時に、周りをも変えて

いきました。アメリカにホームステイさせてもらった時に「私は将

来、動物の仕事をしたい」と話したら、ホームステイ先のファミリ

ーが「じゃあ、アメリカにも動物園あるから」とわざわざ200マイル

先の動物園へ見学に連れて行ってくださいました。その経験を通し

て、「自分の求めているものはそうやって扉を開ければ実現するん

だなぁ」ということを気がつきました。施設に来たから、こういう

チャンスを得ることができ、本当に自分は幸せだったと語っていま
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す。	 

スポンサーの皆さんとの約束により、大学等に通う子どもたちに

は、私たち夫婦が一か月に一辺、一人ひとりの近況等も聞きながら、

生活費や奨学育英費を渡しています。そして、時折、スポンサーの

皆さんに報告をさせていただいています。	 

子どもが小さいうちに早く家庭に帰れれば、親御さんたちの支援を

してあげればいいのですが、大きくなるまで施設で生活し、自立を

していこうとする子どもには、生涯、ある意味ではこうした後見役

が必要だろうと思っています。	 

たまたま今、鞄の中に、先日結婚した女の子から送られてきた写

真が入っています。この子は家族が少ないけれども、きちんとこう

やって結婚式を挙げるということは、自分の出発になり、相手の方

の家族が自分の新たな家族になってもらえると思っていました。私

と家内だけが新婦側の家族でしたが、きちんと白無垢の衣装を着け

て結婚式を挙げました。相手の方々もこちらの事情はよくわかって

くれて「でもそれは私たちの胸だけに納めておきますよ」と言って

くださいました。	 

話が変わりますが、５年くらい前に「温泉倶楽部」というのを作

りました。それは学園の近くにできた650円で入れる温泉へ行くグル

ープのことですが、乳児院から来た子どもたちをメンバーにしてい

ます。これは福祉の用語でいえば、グループワークなのです。乳児

院から来た子どもたちは温泉倶楽部のメンバー、園長先生はスポン

サーということで、施設での関係とはまた違った一つの関係を作る

ことができました。	 

ある時、メンバー６人を連れ立って、温泉へ行きました。ちょう

どその時、同級生がお父さんと一緒に来ていました。それを見つけ

て、「あぁ俺ちょっと挨拶に行ってくる」と言うのです。挨拶に行

くって、何をしにいくのか？“まぁ、自分もこうやって温泉に来て

るんだよ”ということを示したかったのでしょうね。他の子どもた

ちもみんな裸のまま列を作って、そのお父さんの所へ行って、自分
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たちもこうしているのだということを言ってきたらしいのです。そ

うしたら、そのお父さんもこちらの方へ来て（湯船がいくつもある

中、私は遠くから見ていたのですけど）、その方が「私も警察に勤

めているけど、こういう健全なお付き合いはいいですね」、「裸の

付き合いですからね」と言ってくださったのです。もしかしたら、

子どもたちは施設にいることに対してある種の引け目を感じていた

けれど、こういう機会はそれを払拭できるチャンスだと思ったのか

もしれません。	 

また、ある少年院から出てきた子がいましたが、どうしても仲間

が迎えにきます。その時、その子が私に「仲間から外れたいのだけ

れども、離れてくれないんだ」と言うから、「じゃあ、もう自分か

ら断りに行ってごらん」と言って、夜中にゲームセンターの前やマ

クドナルドの近くとかでたむろしているグループのところへ連れて

行きました。私はしばらく車の中から様子を見ていました。１時間

くらい立っても話がつかないので、「おい、お前、もう帰るぞ！」

とちょっと脅しめいた言葉をかけました。その時、私はあえてサン

グラスをかけて、赤のシャツに古ぼったいジャンバーを着て、でも

車はクラウンの黒塗りで乗って行ったわけですね。そうしたら、相

手が「あの人は誰だ」というから、「俺が世話になっている人だ」

だとうちの子が言いました。そうしたら、急に向こうは態度を変え

て「あ！お世話になっています」と言って、おじぎをしました。ま

ぁ、どこかの親分だと思ったのかもしれません。でもそれで、その

子はある意味ではそこを逃れることができました。「面白かったね」

と後で車の中で言っていました。現在では東京を離れて、違うとこ

ろで生活して、なんとか自立ができるようになりました。	 

また、ある子は北海道にある関係会社の社長さんにお願いして、

北海道に連れて行きました。縁を切るのも、環境を変えるといって

も、ある程度遠く離れるといった地縁的なものもが必要になるわけ

ですね。人間関係だけじゃない。そうしないと連鎖したものはなか

なか断ち切れません。	 
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だから、時にはお金を掛けることも必要なのです。北海道の実地

支援に行っている職員が帰りの飛行機で「お金は掛ける時には掛け

るものですね」ということを言っていました。その子は行ってみて、

気がついたのですね。今は平和に何の心配もなく過ごせると。学園

にいた時は、これまでのいろいろな繋がりがあるから、いろいろな

誘いがあったので、施設の職員に対してもいろいろ要求してきて大

変でした。今はそういうことも断ち切れています。	 

だから、そういうことも含めて、ライチウス会の方が出入りしてい

ただいているということは、子供にとってもすごい重石にもなって

いるのではないかと思います。	 

近の新聞に児童保護を18歳から20歳まで引き上げた制度にして

いくという記事が掲載されていました。大学等進学率は専門学校も

含めて、一般的には70％ぐらいですが、児童養護施設の出身者は高

校卒業生の11%から12％です。繰り返しになりますが、大学等への進

学を希望する子には何とか大学等に行かせてあげたい、高校を卒業

しても、もっともっと関わる時間を必要な子には長く見てやること

ができるようにしたいと思っています。イギリスでは必要ならば22

歳になるまで公的な支援を受けることができます。日本のも変って

いくことが期待されます。	 

共に築いた信頼関係	 

そろそろ終了の時間とな

りました。今日の講演のテ

ーマであります「学生ボラ

ンティアに期待すること」

については右の図に示させ

ていただきましたのでご理

解いただき、これからも共

に協力しあっていきたいと

思います。それはそれとして、ライチウス会の皆さんには子どもた
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ちに、単に勉強を教えるだけではなくて、勉強を教えることを媒体

にしながら、お兄さんお姉さんたちの育ちの中に得たものを子供に

も伝えていただくということも大事な付き合いだろう思います。	 

私たちは、慶應大学ライチウス会という名前だけで全面的に信用

しています。他に、学園に勉強を教えに来たいという人もいますが、

施設長等が面接で細かく確認しております。至誠学園とライチウス

会の間には長年にわたる交流の歴史があります。先輩の方々が大勢

いらっしゃいます。仮に問題が起こったとしても、それはそこで組

織的に解決していただけるという風な信頼関係があります。子ども

たちの同級生のなかには塾に行ったり、家庭教師が来たりしていま

す子がいますが、「僕の家庭教師は慶応の学生だ！」なんて胸を張

っている子もいます。	 

ライチウス会とは本当に長い、約70年近くのお付き合いになるわ

けですけども、皆さま方とお付き合いさせていただくことがどんな

にか、子どもたちや学園にとってありがたいことか。また、私自身

がそういう青春時代を皆さんとともに過ごすことができたことに感

謝を申しあげたいと思います。	 

（文中の至誠学園関係の写真は高橋利一氏提供）	 

	 

質疑応答	 

【質問①現役生】	 

非常に興味深い話をありがとうございました。先代の努力があっ

て、今こうして私達が活動できていることを、また改めて実感しま

した。ありがとうございました。	 

講演の中で、施設からグループホーム、そして里親制度へと移行

しつつあるとのお話があり、また、今日、日本の全体の動きの中で

は里親制度が推奨されていると聞きております。現在、至誠学園で

里親制度を希望している子がいて、まだ待っているという状態の方

はいらっしゃるのでしょうか。	 

【回答：高橋先生】	 
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とても良い質問です。子どもの将来、20歳以降のことを考えると、

常識的には養子縁組が一番なのですね。親が面倒をみなければ、養

子縁組または里親、そして施設の順だと思います。しかし、現状は

逆です。	 

現在、社会的に養護されている子どもは約３万４～５千人いますが、

そのうち約85%が施設養護です。里親に委託される子どもは12～13％

です。以前は9.5％くらいでしたから少し増えましたが、まだまだ少

ないです。	 

社会的な養護が必要な子どもをどのように措置するかはすべて、

児童相談所が判断します。児童相談所はまず養護が必要な子どもが

出てきた段階で、児童福祉法の規定に基づき、どう処遇するか判断

します。でも、すぐ、里親のところに行く子どもはそう多くありま

せん。多くは、一旦、施設に措置し、施設の中での生活を見て、里

親に移行ということになります。	 

今ですから、自分のお子さんが育ち上がり、余力があるから、里親

をやってみようというような方もいますし、お子さんがいないから

自分たちで面倒をみようという方もいます。	 

今、日本には施設の他、学園のように施設が直接経営するグループ

ホームや里親が１人の子どもだけではなく、３人か４人をみようと

いう、里親型のグループホーム（これはファミリーホームといいま

す）という形態もあります。	 

厚生労働省は、施設は三分の一、グループホームは三分の一、里

親制度でも三分の一にしていこうというのが方針となっています。

今後、施設養護から里親へ移行していくためには里親をサポートす

る体制の整備が大事です。里親に子どもが委託されたとしても、里

親の近くに、それこそ学習指導でもボランティアの人が付いてみて

くださったり、里親の具合が悪い時には、替わりに子どもをちゃん

とみれる人がいる仕組みなどが必要になります。こうしたサポート

は児童養護施設の役割でもあると思います。児童養護施設の機能も

活かしながら、地域で支える仕組みが必要ですが、なかなか行政が
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その必要性も認めてくれません。	 

いづれにしても、もっと社会の核になる子どもたちをどれだけ厚く

サポートしていくことができるかが大事だと思います。	 

【質問②ＯＢ】	 

先生の講演の中でもお話がありましたが、私たちが活動していた

ことと比べて、 近は虐待を受けている子どもが多くなっていると

聞いています。虐待を受けた子どもたちへのケアについて、学園を

訪問する学生が勉強しておいた方がいいことをアドバイスしてくだ

さい。	 

【回答：高橋先生】	 

子どもたちと接する媒体は学習指導でありますけども、その前に

たぶん施設においでになった時に、担当なり学習担当なりから、そ

の子のことで注意を払う必要があることは、あらかじめお話がされ

ているのではないかと思います。プライバシーにあまり触れること

が避けなければなりませんが、むしろ先入観を持たれてやるよりも、

その方の人柄によって、子どもが心を開くかもしれないということ

はあります。	 

ただ、子どもたちの約7割が虐待を受けた経験者です。虐待には精

神的な虐待もあるし、身体的な虐待もあるし、性的な虐待を受けて

いる子どももいます。いわゆるネグレクトと言われる子どもが多い

のですが、家庭のような衣食住を保障されていないで生きているよ

うな子どももいます。また、反社会的な問題を抱えている子もいま

すし、障害がある子どももいます。障害で多いのは知的障害です。	 

そういう状態を 初に知って関わるのがいいのか、全然知らない

ままに、日常生活、普通はこうなんだという、お兄さんお姉さんた

ちの生活を提供していただくのがいいのか、個々によって違いがあ

ると思うのです。	 

勉強がなんでできないいのかというと、本人自身のハンデもある

かもしれません。もしかして数学はいいけど、英語はダメというこ

とがあるかもしれません。いづれにしても、その子の個性を大事に
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してあげて欲しいと思います。また、子どもたちは、いろいろな機

会に学生の皆さんの今までのライフヒストリーみたいなものを知り

たがります。皆さん、「少年時代、どうだった？」と聞かれたこと

があるでしょう？	 

やはり、子どもはそんなことで比較したいのですね。そんな時に「こ

うしたよ」というような話が、すごく差がある事であれば、あんま

り言えないかもしれないけど、子どもが「あぁそうか！」って言え

るようなものがあるとすれば、子どもにすごい力を与えることにな

ると思います。	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 	 

ライチウス会勉強会出席者（２列目三色旗の後、右から秋山豊子前会長、

高橋利一先生、駒村康平会長、坪川經大ライチウス三田会会長） 
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あ	 と	 が	 き	 

	 慶應義塾大学ライチウス会は 1952 年（昭和 27 年）５月５日に、

有楽町の読売ホールにおいて開催した「子どもの日の集い」に至誠

学園の子どもたちを招待して以来、今日に至るまで 65 年近くにわた

り、高橋利一先生が指導員、そして園長を務められた至誠学園とワ

ークキャンプ（当初）や学習指導、各種行事の協力等を通じて交流

を重ねてきました。大学卒業後も交流を深め、学園の発展に寄与し

てきた諸先輩も少なくありません。	 

ライチウス三田会（ライチウス会のＯＢ・ＯＧ組織）ではかねて

より、至誠学園とライチウス会が共に歩んできた歴史とライチウス

会に対する先生の思いを記録にとどめておきたいと考えていました。	 

そうしたなか、ライチウス会の現役諸君が活動の活性化をはか

るため勉強会を企画し、その第1回としてライチウス会ＯＢ・ＯＧ

の皆さんにも参加を呼びかけ、「これからの学生ボランティアに期

待すること―至誠学園と慶應義塾大学ライチウス会の共に歩んだ65

年―」をテーマに、至誠学園名誉学園長の高橋利一先生の講演及

びＯＢ・ＯＧと現役学生によるパネルディスカッションを行いま

した。	 

本会は勉強会の開催に全面的に協力するとともに、終了後には

親睦会を開催し、大いに交流を深めました。あわせて、勉強会の成

果を現役諸君はもとより、多くのＯＢ・ＯＧの皆様に共有していた

だくため、高橋先生の講演録を中心に冊子として発行することとい

たしました。	 

ご一読いただければ幸いです	 

なお、講演録の編集・発行にあたり、勉強会開催当時、ライチウス

会代表でした渡邉裕喜、至誠学園パート長でした稲見空広の両君等、

そして、本会の栗和田敏君、餘吾徳造君、矢部文彦君をはじめとし

て多くの方のご協力をいただきました。厚くお礼いたします	 

本会はライチウス会の継続、発展を期し、現役諸君の活動を応援

するとともに、会員相互の交流をはじめ活動の充実に努めてまいり

ますので、今後ともご理解とご協力のほどお願い申しあげます。	 

	 

慶應義塾大学ライチウス三田会会長	 坪川	 經大  
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＊慶應義塾大学の写真とエンブレムの使用は大学の了解を得ていま

す。	 

＊至誠学園ガーデンパーティーの写真と挿絵は至誠学園より提供い

ただきました。	 

＊講演の文中「慶應義塾大学」を「慶應大学」と略しています。ま

た、講演の会話箇所では「慶応」と表記しています。	 

慶應義塾大学ライチウス会勉強会	 高橋先生講演録	 

	 

発行日	 	 	 2016 年（平成 28 年）5 月 1 日	 

発	 	 行	 	 	 慶應義塾大学ライチウス会	 

	 	 	 	 	 	 http://raittius.com/	 

慶應義塾大学ライチウス三田会	 

http://raittius-ob.com/	 
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印刷・製本	 有限会社梅沢印刷所	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


