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ＮＯ．１０ 発行 福祉事業型「専攻科」エコールＫＯＢＥ 

 

新年を迎えて１か月が過ぎました。今年は震災から２０年。テレビでは数多くの震災関連の番組が

放映されました。そのなかで、テレビ東京（全国ネット）、朝日放送（キャスト）では、エコール KOBE

で行われた「成人お祝いの会」が震災関連番組のなかで取り上げられました。また、サンテレビでは、

10 か月にわたりエコール KOBE を取材され、現役のエコール KOBE の学生と OB の学生を 1 時間の

特集番組として放映されました。（「いつかきっと・・・」～被災地の２０年・障害と共に学ぶ～） 

また、エコール KOBE では、例年新長田駅前で行われる「1･17KOBE に灯（あか）りを in ながた」

の追悼行事に参加してきましたが、今年は「大正筋商店街」で行われた「震災 20 年 さらなるスタ

ート」のイベントにも参加しました。 

この 1 月は、20 年間のいろいろなことが思い出される月でしたね。 

 

20年間のそれぞれの思いを胸に  

       ～「成人お祝いの会」～ 
 1 月 11 日（土）、新成人を迎えた 2 年生をお祝いする「成人お祝いの会」がおこなわれました。こ

の会では、2 年生ひとりひとりがこれまでの歩みの中で思い出に残っている写真を 1 枚選んでスライ

ドで上映し、その時の思い出を話し、そしてどんな大人になりたいかを語りました。  

「立派な大人になりたい」「人にやさしく接していきたい」「思いやりがある大人になりたい」「家

事をできるようになりたい」「神戸マラソンに出ては走り続けたい」「大金持ちになりたい」「大人にな

ったらフェラーリを買いたい」「仕事をうまくできるような大人になりたい」「一人暮らしやバイクの

免許を取りたい」「英語の勉強をしたい」「人に頼りになる大人になりたい」「友だちとお酒を飲みたい」

「いろんな所へ行ってみたい」「どんなことも最後まであきらめないでがんばりたい」などの決意が述

べられました。 

「成人お祝いの会」の後「ホテルサーブ」で会食をしました。はじめてビールを飲んだ学生もいま

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 成人になったらお酒が飲みたいで

す。大人になったら大金持ちになって

リッチなケーキ屋さんをしたいです。 

プラモとゲームを買いたい。 

立派な大人になりたいです。 

ぼくは成人したらいろんなところ

に行ってみたい。 

10 年後も「はじけてるよ」と言えるお

となでいたい。 

英語の勉強がしたいです。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

家族の方からのメッセージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

フルマラソンに挑戦してどんなことも

最後まであきらめないでがんばりたい

です。 

人にやさしく接していきたいです。 化粧とおしゃれにもチャレンジしてみ

たい。 

思いやりのある大人になりたい 
いいちこを飲みます。どんな味か楽し

みです。 

友だちとお酒を飲みたい。人に頼りに

なる大人になりたい。 

仕事をうまくできるような大人になり

たい。 

ぼくは成人したらいろんなところに行

ってみたい。 

記念品として 1 年生からの寄せ書きと

誕生日新聞が送られました。 

今の真面目に何事に対し

ても取り組める良さを忘れ

ずにこれからも頑張って欲

しいと思います。陸上も出

来る限り頑張って続けて自

信を持って欲しいです。 

いつでも○○くんのバッ

クには大応援団がついてい

る事を忘れないでくださ

い。○○くんは家族を癒し

てくれ、元気を与え笑顔に

してくれます。 

いつまでも今の○○くん

でいて下さい。 

これからも好きな事が

たくさんふえてそのため

にいろいろな面でがんば

れるよサポートできる事

は何でもするので自分自

身にも自信をもってこう

どうできるようにがんば

って下さい。 

成人おめでとう。 

ようやく大人の仲間入

りですね。○○君はゆっ

くりした成長でとても心

配でしたが素直で優しい

子に育ってうれしいで

す。 

お母さんの子どもに生

まれてくれてありがと

う。 

これからの人生が幸せ

で健康でありますように

祈っています。 

    お母さんより 

成人おめでとう。これか

らは、大人としてがんばっ

て下さい。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○○へ 

阪神大震災の時、○○はお母さんのお腹

にいました。お母さんの実家長崎でお腹を

さすりながらテレビばかりみていました。

○○がお腹にいなければお姉さんもお母さ

んも地震にあっていました。西宮で怖い思

いをしていたかもしれません。予定日より

随分遅れて大きく産まれてくれました。嬉

しかったです。 

小さいときは千葉県で育ち友だち、幼稚

園、学校の先生にも恵まれました。兵庫県

へ戻ってからも沢山の人と知りあえ、大事

にされここまで大きく育ってくれました。

今こうしてエコール KOBE に通えている

こと素敵な仲間、優しい先生方に出会えた

ことに感謝してください。○○には沢山の

素敵な人たちと会える力を持っているとお

母さんは思っています。これからも人に助

けられ、人を助けて人生を進むことと思い

ます。人に感謝する気持ちとありがとうと

いう気持ちを忘れずこれからも進んで下さ

い。成人おめでとう。 

          お母さんより 

○○さん、成人お祝いの会おめでと

うございます。出生後すぐに病気がわ

かってから 20 年後にあなたが元気に

成人式を迎えられるとは思ってみませ

んでした。 

小さい時からがんばり屋さんで人の

何倍も練習して竹馬やピアノも出来る

ようになりましたね。あなたの努力の

お手伝いだ出来て私も楽しい毎日がす

ごせました。 

本当にありがとうございます。 

これからもいろんなことがあると思

いますが○○さんなら大丈夫。「限界だ

と思ったところが始まりだからね。」 

○○成人おめでとう！ 

無事にこの成人の日を迎える事が出来て

本当にうれしく思います。 

この 20 年間色々な事を乗り越え一緒に歩

んできましたね。 

そしていつも貴方の笑顔に私たち家族は

癒され励まされてきました。  

どうかこれからも健康で○○らしく幸多

き人生を歩んでいってくれる事を心から願

っています。 

         父 母より 

○○ちゃんへ  

今日までよくがんばりましたね。 

あなたのがんばりに助けられ、はげまさ

れ、この日を迎えることができたことに感謝

しています。ありがとう♡これからも素敵な

笑顔で一生懸命生きていきましょう。 

又、人との出会いの中、小さな親切、大き

な親切に助けられはげまされ、ここまでこれ

たことにも感謝しています。 

ありがとうございます。 

                                    

母より 

○○、成人おめでとう。 

○○が生まれて 2～3才の頃まではお互い

コミュニケーションが取れずに親子で泣い

ていた頃のことを思うと、今日、この日を

元気で迎えてくれて、感無量です。 

特にエコールに入学してからは、いろん

な体験を積んだ自信からか、自分で好きな

本を選んで買って帰ったり、帰り道にパソ

コン教室に通ったり、ショートステイを利

用して一人での時間を楽しんだりと、どん

どん一人で出来ることが増えて、とても成

長しましたね！ 

これからもいろいろな方にお世話になり

ながら、出来ることをもっと増やして、ス

テキな人生を歩んでいってください。 

               

成人おめでとう。どんなことでもいいから自分のやりたいことを見つけなさい。やりたいことを

見つけて取り組むことで人は成長していきます。何をどうすればいいかを考え、行動することでい

ろんなことが解るようになります。失敗を恐れず、ガンバッテ行こう！ 

                                     父より 

 

成人おめでとう。これからも色々有るでしょうがどんな道を通っても、どんなに時間がかかって

も、どんな事を目指しても ALL OK です。                 
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早いもので 20 才（成人）ですね。おめで

とう。○○が生まれた日、家族はもちろん親

戚一同集まり○○の生まれる瞬間に立ち会

ってくれました。みんなでよかったと喜びあ

い、あなたはたくさんの愛の中で生まれてき

ました。 

その 4 日後、悪夢の阪神・淡路大震災がお

こり、○○は保育器ごと違う部屋まで移動し

ていました。なぜあの時一緒にいてあげられ

なかったのか、生まれる日を決めれる帝王切

開なのに 1 月 13 日に決めてしまったのか、

後悔がママに襲ってきました。でもそんな時

全国の見も知らない人がオムツや物資など

を送ってくれたり、ほ乳瓶に「大変でしょう。

頑張って下さい遠くから応援しています」と

メッセージをそえてくれていました。あの時

ほで人のありがたみを感じたことはありま

せんでした。 

思いえがいてた子育てスタートではなか

ったけれど、○○は生まれてから今まで本当

にたくさんの愛に包まれ過ごしてきました。

人は一人では生きていけないという事を○

○がママに教えてくれました。 

20 才になった○○にお願いしたいことが

あります。 

・愛をもって人に優しく接してくださ 

い。 

・出会いを大切にしてください。 

・健康でいてください。 

これからもママは 1 番の○○の応援団です。 

ママをお母さんにしてくれてありがとう。 

成人おめでとう！あっという間の 20 年、

人生これから色々と、思います。自分を

見失わず強い意志を持って目標を決めて

達成するようにガンバッテ下さい！これ

からもヨロシク！ 

           by ○○ 

 

成人おめでとう！○○が生まれて 3 か

月の時に阪神淡路大震災がありました。

亡くなったじぃーじが自分の家の方が大

変だったのにすぐに飛んできてくれまし

た。○○をおんぶして体育館に避難した

り、○○君のおじさんの家にお世話にな

ったりいろんな人に支えられて今があり

ます。 

“あっ”という間の 20 年だったか

な・・。 

親バカですが、○○は思いやりあるや

さしい子に育ってくれたと思います。 

これからも人との出会いを大切にして

感謝の気持ちを忘れずにね。最後に我が

家に生まれてきてくれてありがとう！大

好きです!! 

           by ○○ 

 

かれこれ生まれて 20 年。色々なことが

あったと思いますがこれからもっと大変

なことが山のようにありますね。それに

もまけずに一緒に仲良く元気よく楽しく

やっていきましょ!!これからもよろしく

ね!! 

            by ○○ 

○○くん、成人おめでとう！ 

いつも」明るく真面目な○○くん。先生や友だちとたくさんの事を学んで、立派に成長しま

したね。 

特にエコール KOBE での二年間は、自分から学ぶ積極性が身につき、○○くんの世界も広

がったと思います。これからは、学生としてではなく、社会人として責任を持った行動をしな

くてはいけないね。 

がんばり屋な○○くんならきっとどんな事も乗り越えていけると思います。 

私たち親も○○くんと一緒に色々なことを考えて成長していきたいと思っています。 

これからもがんばっていきましょう！ 

      

○○、成人おめでとう。 

幼い頃は、穏やかで、いつもニコニコ笑顔の男の子でした。小学校に入学する頃は、喋るこ

とが苦手で、2 語文で話すことしかできなくて、とても心配していました。小学５年生頃から

やっと言葉が増えてきて、今ではエコール KOBE の友だちと計画を立てる話し合いまででき

るようになりましたね。また、家ではアイロンや調理に挑戦をして色々なことが少しずつ上手

になってきました。 

いつも一生懸命、こつこつと取り組む所が、○○の長所（よい点）だと思います。 

これからも、人に感謝する気持ちを忘れず、こつこつと一生懸命に生きてください。 

家族みんなで応援しています。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ホテルサーブのレストランを貸し切っての食事会 

はじめてのビールの味はいかがでしたか？ 

成人おめでとうございます。 



エコール KOBE の１．１７ 
阪神淡路大震災について学ぼう～震災から２０年～ 

 １．１７のこの日、学生たちは学園長より震災当時の話を聞きました。学園長からは当時のスライ

ドを交えながらこうした災害時に障がいを持った人のケアがいかにの大切という話がありました。そ

の後エコール KOBE に隣接する大正筋商店街の「震災 20 年 さらなるスタート」のイベントにも参

加しました。震災で大正筋商店街は、約 90 店あった店が 10 店ほどまでに激減する被害が大きかった

ところです。学生たちは、通りに展示された記録写真展を見学したり、コンサートを鑑賞したり、炊

き出しの豚汁をいただいたりして震災について考えるいい機会になりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スライドをみながら当時の様子を学習しました。 ファンタスティックコンサートを鑑賞しました。 

大正筋商店街の当時の写真で被害の大きさを

あらためてしりました。。 

炊き出しをごちそうにな

りました。 

ヒーローや怪人も登場し

ました。 

例年行われる「1･17KOBE に灯（あか）りを

in ながた」の追悼行事の説明 


