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ホーム長 恒松大輔 

 

新年あけましておめでとうございます。 

あすなろ荘では５名の寮生が年を越しました。

2022 年を振り返ると、これからの支援について

の方向性を見出した一年だったように思えます。 

高校生で入居し専門学校へと進学したAさん、4月

から正社員として社会に旅立ちます。自立援助ホー

ムの入居年齢が 20 歳までのび、その後 22 歳まで

の延長が可能になったことで、卒業まであすなろ荘

で生活することが可能となりました。そして、いま

練習用に借りたアパートで一人暮らし体験をしてい

ます。そして、B さんは来春からの大学進学が決ま

りました。これも多くの助成金や奨学金が確立され

たおかげだと思います。これまでは就学と就労はセ

ットでしたが、これらのお金が充実したおかげで、

就労の部分での負担が軽減されたことが大きいので

はないでしょうか。就労自立を目指す支援から、就

学もふくめ青年たちのモラトリアム期間も保証され

る支援ができるようになったのだと思います。 

そして、今あすなろ荘では今年で築 35 年を迎え、

建て替えを検討し、新しい自立援助ホームの設立も

あわせて目指しております。これまでの就労自立を

目指すホームと、就学も含め就労までのスタートラ
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 寮生近況報告 
（編集岩見） 

インに立つことを目指すホーム、少しでも青年たち

一人一人のペースに合わせた支援が行なえるように

なれたらと考えています。本年も青年たちと私たち

スタッフを温かく見守ってくださいますようお願い

いたします。 

 

 

              

 

 

 

 

【A さん １９歳】 

昨年 8 月に入所した A さん。朝早くからアルバ

イトを終えて学校へ通っています。あすなろ荘のご

飯をいつも「美味しい」と職員に伝えてくれる優し

い A さん。職員も食事作りに気合が入ります。 

これからも美味しいご飯作って帰りを待ってるね♪ 

 

【B さん 22 歳】 

 就職が決まり、学生生活もあとわずかのBさん。

12 月からはステップハウスという自立の練習のア

パートでの生活を体験しました。B さんの新たな一

歩を今後も見守っていきたいと思います。 
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【C さん １７歳】 

 毎日アルバイトを頑張っているCさん。最近は遅

刻せず出勤できています。職場の方でも頼りにされ

ていると職場の評判が良いそうです。この調子で頑

張ってね♪ 

 

 

【D さん ２０歳】 

 将棋やマジック、ゲームなど様々なものに興味が

るＤさん。マジックは You tube で学んでいるそう

です。披露してくれるマジックに職員も寮生も「な

んで？」「すごい！」と驚きです。「練習したからね」

と得意げなＤさん。またマジック見せてね♪ 

 

 

【E さん 19 歳】 

 あすなろ荘での生活も慣れてきた様子の E さん。

たくさんお話してくれるようになりました。あすな

ろ荘の居心地が良くなったってことかな？今年は運

転免許の取得を目指しているそうです。いつか E さ

んの運転する車に乗ってみたいな～♪ 
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 【F さん 17 歳】 

 全日制の高校に通っている F さん。新しいアルバ

イト先に変えて、覚える事多くて大変そうですが、

学校もアルバイトも本人のペースで焦らずのんびり

と頑張っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回は A さんにインタビューしてみました！ 

 

＜あすなろ荘を知ったきっかけ＞ 

●あすなろ荘は何で知りましたか？ 

保護所の人に紹介された。 

●自立援助ホームってどういうイメージ？どういう

風に説明された？ 

1 人暮らしを練習する場所って言われた。 

寮生インタビュー 
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●それじゃあ、一人暮らしをするっていうイメージ

で来たんだ 

そのつもりで来た 

 

＜あすなろ荘の最初の印象＞ 

●じゃあ実際あすなろ荘へ見学に来た時、どんな印

象だった？ 

部屋の中が田舎だった（笑） 

●具体的には？ 

全体的に（笑）建物の外見とかも。 

●畳だったり、壁の色だったりってことかな？ 

  そう（笑） 

●それじゃあ、初めて職員に会った時印象はどんな

だった？ 

  特に何もないけど、生活はどんなんだろうなー

とは思った。 

 

＜今のあすなろ荘の印象＞ 

●実際生活してみて、今はどんな印象？ 

  職員も他の寮生も、楽しい人達（笑）入所当初

はシーンって静かだったけど、いまはにぎやか。 

●そうだよね、最初は寮生同士で絡むとかなかった

もんね。 

  隣に1人居たと思うけど会った事ないし、他は

誰がいるのかよくわからない 
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●じゃ、シーンとしてるよりにぎやかなのが好きっ

てことかな？ 

  うん、にぎやかなのがすき。 

 

＜一日の流れ＞ 

●次に、実際どういう生活を送っているか、一日の

流れを教えてください！ 

 （食い気味に）寝る！食う！寝る！ゲーム(ﾟ∀ﾟ) 

●いやいやそれ休みの時の話でしょ！仕事してるん

だから、休みの時と仕事してる時の二つを教え

て！！ 

  寝る！食う！食う！…違うや、寝る！寝る！食

う！ゲーム！寝る！だわ！(・∀・) 

（もうどっちでもええわ）  

●それは休みの時ってことね。仕事してるときは？ 

  起きる！仕事！帰宅！めし！ゲーム！寝る！ 

●ハイ、アリガトウゴザイマシタ～ 

 

＜仕事（Ａさんはお肉やさんで働いています）＞ 

○継続期間 

●お仕事はどれくらい続いていますか 

  1 年と数カ月…1 年ちょいじゃね？ 

●（オオ…即答できるとは意外 ←失礼） 

●ちなみに、ここまで続いたものって他にある…？

（絶対ゲームって言うだろうな） 

  ゲーム！！(・∀・) 
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●ゲーム以外で！！（予想通りやないかい） 

  ゲーム以外では…ないかな 

 

○継続できる理由 

●じゃあなんでこんなに仕事続けられるんだと思

う？ 

  （食い気味に）楽しいから！(●´ω｀●) 

●ほう…。 

  人間関係がいいし、仕事自体も楽しいかな。 

●人間関係って言っても、一緒に働いている人って

年齢層結構違うよね？ 

  うん、50 代後半のじーさんばーさん（←本人

が無邪気に放った言葉です） 

●Ａ君は 10 代なのにいったいどんな話するの！？ 

  アニメとかゲームの話 

●（ゴフッ…！）若っ！！アニメの話できるの！？ 

  そうなんだよ、意外と（笑） 

 

○実務内容 

●人間関係が良いということはわかりました、今は

どんな仕事をしていますか？ 

接客、、販売がメインかな。たまに肉切る。 

お金準備したり、あとは肉並べたり、 

ローストビーフ包んだり、ひき肉作ったり。 

●ひき肉ってどうやって作るの？ 

  機械にぶっこむ！！(ﾟ∀ﾟ) 
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○店長の人柄 

●ちなみに店長ってどんな人？ 

  優しい！ケド、怒る時は怒る。でも、楽しいし

おもしろい人！(*^▽^*) 

 

○大変な点            

●大変な点ってある？ 

  人間関係かな 

●（エッ…？）さっき人間関係良いって聞いたけど 

  そりゃあ一人や二人くらい苦手な人いるよ～！ 

人間関係は難しいヨ！(*´з`) 

● …。（急に大人な発言を聞き面食らう） 

  あとは、お金数えたりがめんどくさいかな～…。 

●お釣り渡し間違えちゃったりしないようにね～ 

  （辛辣に）…それはナイ。あるわけナイ。 

 

○仕事の目標 

●なにか目標みたいなのはある？ 

とりあえず、中の仕事ができるようになりたい

（お肉切る等の作業系） 

 

 

 

○職場とは 

●A さんにとって職場ってどんな存在？ 

  お金を稼げるところ 
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●…イヤイヤ、それはそうだけど、急にドライだ

な！ 

  だってそうじゃん！（半ギレ）(ﾟдﾟ)！ 

●いい職場って話を聞いてたからさ。あすなろ荘に

続いて第二の居場所ですとかそういう回答を期待

してたんだけど 

  俺からそんな言葉出るわけないじゃん！わかる

でしょ！？（怒） 

うー、、、（考え込む）。…ちょっとした楽しみで

はあるかな。 

●そうそう！そういうこと！！素晴らしい！ 

 

＜あすなろ荘で頑張りたいこと＞ 

●じゃあ今度はあすなろ荘での生活についてね。 

あすなろ荘の生活で頑張りたいことってある？ 

  お金を貯める 

●だいたいどれくらい？ 

  えー、だいたいって言われてもわかんないよ～

…（めちゃ悩む）…300 万円くらい(‘ω’) 

●あすなろ荘で楽しい事ってある？ 

  ヨッシーの大乱！（訳：職員と遊ぶスイッチの

ゲームが楽しいです。理由は、仕事のストレス

を大乱闘スマッシュブラザーズというゲームを

通して職員へ発散する事ができるからです！） 

●ぁあ…（ヨッシーは私です）。他にはある？ 

  会話！（寮生とも職員とも） 
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●逆にあすなろ荘で大変なことはありますか？ 

  門限守る事。 

仕事の帰り寝過ごしちゃう。(´Д⊂ヽ 

●昨日も門限守れなかったしね～～ﾆﾔﾆﾔ 

 

 

＜行ってみたいところ＞ 

●質問の種類を変えます。行ってみたいところって

ある？ 

  カモシー。ごにょごにょ…。 

●鴨川シーワールドってこと？（いつでも連れてい

けるな…） 

うん、どこでも良いんだけど動物が居るところ

に行きたい。 

●じゃあ海外で行ってみたいところってある？国名

分からなかったら、森がいっぱいあるところとか、

暑いところとか、そういう表現で良いよ。 

  んー考えたことないな。ん－…。 

動物がいるところ。 
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＜将来の夢＞ 

●将来の夢はある？仕事、家族、趣味、それ以外で

も、宇宙に行きたいとか宇宙人と会うとか現実的

に叶わなさそうなものでもいいよ。 

  うーん。ゲームの運営会社と関りを持ちたい。 

●どゆこと？？ 

  あいつらバグ修正しないんだもん！チーターは

しゃあないけどこんな状態で運営しているバカ

ヤローがいる。運営にグチりたい！<`ヘ´> 

（訳：ゲームに不具合が起きている状態で配信をし

ていると、満足に遊ぶ事が叶いません。ご多忙な

運営者さん側なりのご事情がおありなのだと思い

ます。重々承知しているつもりではありますが、

私も人間です。もしも夢が叶うならば運営さんに

お会いして、いちユーザーとして私の考えをお聞

き願えたら恐悦至極でございます。） 

 

＜戻れるならば＞ 

●戻れるなら何歳頃に戻りたい？ 

  幼稚園。 

●なんで？ 

  なんか幼稚園が良いと思う。幼稚園、小学校で

好きな人が居た。 
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＜あすなろ荘に対して＞ 

●あすなろ荘に対して言っておきたいこと、伝えて

おきたいこと、変えてほしい事とかある？ 

  お風呂のシャワーヘッドが汚い！黄色い何かが

出てるんだよ！この前開けて掃除したんだよね！

あとお風呂台がはがれてて、そこから何か出て

る！あと、洗濯機の下の板！汚い！ 

●（自分の部屋は汚いくせに…( ﾟДﾟ)） 

 

 

 

   このような感じでインタビューを行いました。

自分に嘘をつけない正直な A さんありがとう！ 

「言葉にするの苦手なんだよな…」と言いながらも

質問に対して一生懸命考えてくれました。 

普段気にしていないことを、あえて「考える」こと

もインタビューのねらいだったりして…？ 

いずれにしても、いろんな話が聞けて楽しかったし

嬉しかったよ！ありがとね！ 
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【藤原由美】 

あけましておめでとうございます。いつもご支援い

ただきありがとうございます。コロナの影響や物価

高など大変な状況ではありますが、進学や就職を決

めた！資格取得のための学校に通い始めた！等入居

者退居者ともに明るいニュースも沢山のあすなろ荘

です。本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

 

【金昡廷】 

あけましておめでとうございます。いつも心暖かい

ご支援に感謝申し上げます。個人的なニュースとし

て実は休みの日に全然動かないことが判明し、スタ

ッフの皆から休みの日でも 1000 歩は歩くように

と指導が入りました。この仕事をもっと続けたいの

で、今年、健康第一に万歩計を活用して歩きたいと

思います。こんな私ですが、今年もよろしくお願い

いたします。 

 

 

 

 

スタッフご挨拶 
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【岩見咲季】 

新年あけましておめでとうございます。いつもご支

援いただきありがとうございます。今年も寮生たち

と楽しい1年を過ごしていきたいと思います。本年

もよろしくお願い致します。 

 

【吉川大地】 

新年あけましておめでとうございます。本年もどう

ぞよろしくお願い致します。昨年は、有酸素運動を

ベースに最大 10 ㎏の減量に成功しました。しかし、

一日で 1～3 ㎏の変動があるのは普通なのでしょう

か。謎です。今年は仕事というよりも、筋力トレー

ニングに努めたいと思います。（冗談です） 

 

 

 

【10 月のイベント】 

昨年 10 月に久しぶりのお出掛けイベントに行け

ました。みんな朝からテンション高く、楽しみにし

ていることが伝わってきました♪お昼は焼肉を食

べ、腹ごなしの運動ということで、スポッチャに行

きました。バトミントン、バッティング、ピッチン

グ、バスケットやインラインスケートなど様々なス

ポーツをしました。 

身体を動かした後はのんびり温泉に浸かりました。

次の日はみんな仲良く筋肉痛♪ 

📷 あすなろギャラリー 📷 
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スポッチャでの写真です。 

バスケット       インラインスケート 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆ご支援くださる皆様☆ 

いつもありがとうございます。 

※個人情報の関係上、 

氏名の記載を控えさせて頂きます。 
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