
イエスは…「深みに漕ぎ出して、網をおろして

魚をとりなさい」と言われた。…「…おことばどおり、

網をおろしてみましょう。」そして、そのとおりにすると、

たくさんの魚が入り、網は破れそうになった。
（ルカ 5：3～ 6）
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　ハレルヤ！　皆さんにご参加、お祈りいただきました「チア・コンベンション 2018」は大阪／東京

会場共に神様の恵みと憐みの中で祝福されて終えることができました。大阪の参加者は 350 名、東京

は 485 名あまりで、合計 835 名もの皆さんが駆けつけ、神様の言葉や聖書にある子育て、次世代の育

成に心を向けることができました。たくさんの喜びや感謝の声をいただき、今朝も手紙が届き続け、

とてもうれしいです。イエス様を讃えると共に、皆さんのご協力、サポートに、重ね重ね感謝をお伝

えいたします。

　今、事務局は 3 年ぶりのサマーキャンプにギアチェンジ。神様の新たな深い祝福の場を提供できる

ように励んでいます。過去 2 年は国会での新しい法案関係の働きが許され、順延とさせていただき、

祝福された法律の施行となりました。来夏からも法律面に加え、様々な戦いや新しい展開も予想され、

次回はやはり 3 年後の 2021 年夏の可能性が高いです。導かれる皆さんは、今夏のチャンスを活かし、

ぜひご参加を、また来られない皆さんは深き祝福のお祈りのほど、どうぞよろしくお願いします。

　皆様へのますますの祝福を祈っています。

チア・にっぽん代表　稲葉　寛夫
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スタンディングオベーション

　東京会場でのフィナーレでは、チルミニ賛美

で、250 名あまりの子どもたち（スタッフ、LIT

を入れると 300 名を超える皆さん）が、息がで

きなくなるぐらい心からの賛美を献げ、会場が

総立ちとなり、スタンディングオベーションと

なりました。

　「もう 1 回、聞きたい気持ちもあるけど、きっ

と疲れたよね？」と聞くと「疲れてないよ」「歌

えるよ」「もっと、歌いたい」と子どもたち。

　「それって、アンコールお願いしてもいいって

ことなのかな？」「そうだよ」「歌いたいよ」「え、

じゃあ、アンコールお願いしようかな？」「いい

よ！」「じゃ、よろしく！」ということでアンコー

ル。

　これまで 19 年間、チルミニ賛美は、春（大阪・

東京）と秋の白馬で約 50 数回を重ね、毎回胸を

打たれます。でも、今回みんなが自然に立ち上

がって手拍子したくなる、何か、とりわけワク

ワクしてしまう、突き上げるような感動と力と

希望を感じました。全員スタンディングオベー

ションとなったのは、これまで2回ぐらいかな、、、

すごいなーと思い、「19 年、50 数回の歴史のベ

スト 3 に入ると思う！」と伝えました。基調講

演者の皆さんもそれぞれ感動を分かち合い、神

様は「未来の日本」を先取りして見せてくださっ

たような気がしました。

　コンベンション後、たくさんの皆さんが、今

回のコンベンションへのコメントを寄せてくだ

さいました。「天国のような気がした」「同志と

いうか、まさに親戚のような感じでホッとしま

した」「久々に来ましたが、成長を見れて励まさ

れた」「初めて表彰式を見ましたが、感動した。

70 名近くの子どもたちがうれしそうで、礼儀正

しかったし、上からの関係ではなく、なんかユー

モアもあり、とても良かった」「父親が、霊的な

リーダーの責任者であることを重く受け止めた」

「学力、受験等に心を奪われがちだった。改めて

何のためのホームスクーリングか、キリストの

弟子の心を与えることに基本を置くことを再確

認し、軌道修正し、勇気がわいてきた」「子ども

たちを祝福する祈りの必要に目覚め、気づく度

に実行しています」「普通の会話の中で、チアの

ためにも祈ろうという声を聞けてうれしかった」

等々。頂くコメントは年々、長さも深さも増え

ていて、励まされ、心から感謝しています。

　皆さんからの声、様々なご提案を、来年以降

の企画にも活かしていければと思っています。3

回にわたって掲載できればと思っています。13

300 人の歌声が会場を揺らしたチルミニ賛美
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～ 21 ページをぜひご覧ください。

3 年に 1度のサマーキャンプ準備スタート！

　次回は 2021 年予定、

　今年のチャンスを逃さずに！　

　チア事務局は今、コンベンションのフォローと

共に、サマーキャンプ準備にギアチェンジです。

　既に LIT の皆さんを中心に、たくさんの応募を

頂いています。今回、3 年ぶりです。この 2 年、

特に国会等の対応が熾烈で、サマーキャンプは見

送らざるを得ませんでした。神様は、不思議な方

法で良い法律へと導いてくれました。

　そして今年は開催できますが、また来年以降、

様々な戦い・新展開が予想されています。それで

次回も 3 年後の 2021 年に開催の可能性が高いで

す。今年のチャンスを逃さず、ぜひ、ご参加をお

祈りいただければと思っています。

サマーキャンプで得られる 3つの祝福

①全世代、ファミリーで楽しめる楽しさ！太鼓判

　ウォーターファイト、乗馬、スイカわり、全国

有数の滝つぼでのジャンプ、渓流遊び、最先端

の団体ゲーム、T シャツ染め、クラフト、バーベ

キュー、花火大会……。18 年に亘って練りに練ら

れた、全世代＆家族で楽しめる楽しいプログラム

が盛りだくさんで、次々と押し寄せます！　仙台

まで遠いと言えば遠いと思いますが、その道中は

既に特別な家族のひと時で、一生記憶に残る家族

の思い出を積み重ねることになると思います。

②ホームスクーリングへの勇気と励まし、

　情報、神様の恵みのシャワー

　聖書が教えるように子どもたちを育てていきた

い！　そうした思いの同志たちが全国から集結し

ます。ベテランのホームスクーラーも、これから

考えてみたい親御さんや独身者、祖父母の皆さん、

どなたでも大歓迎です。バイブル・子育てセミナー

も大好評。聖書に生きることを実践してきた丸森

の伝道者たちを中心とした聖書に基づく「しつけ

＆子育てセミナー」は、70 数年の実践・実績に基

づく教えほか、ほかではなかなか聞けない情報満

お母さんも楽しい！　サマーキャンプにて
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載です。

　こうした同志たちとの出会いと楽しい時間

は、大人はもちろん、子どもたちにも大きな励

ましです。「やっぱり、ホームスクーラーと遊

ぶのは何か違うし、楽しいな」（今年のコンベ

ンションでもそんな声があふれました）。真剣

に聖書と子どもたちに向き合う仲間との出会

いは深い喜びと恵みとなり、リフレッシュ

となり、力を与えていく機会となってきま

した。

③明泉学園を舞台にしたキャンプの恵み

　「聖書と伝道と神の愛に生きること」を徹底

して実践したら、どうなるのか――その答えと

なる一つの事例とダイレクトに触れ合えます。

日本で最大規模の約 1300 名の幼稚園と、1700

名の児童がいる GrapeSEED 宮城明泉学園。ま

た、マイクロソフト社のゴールデンパートナー

（日本、中国、インド）となり、GrapeSEED 教

材をアジア・北米の 900 校あまりがユーザーと

なっているグレープシティ社。世界 10 数カ国

に 300 人あまりの伝道者を日本から送り出し、

多い国では 150 人あまりの地元の皆さんが加わ

る等、日本のキリスト教史において稀有の伝道

チームとなっている、丸森の伝道者の皆さん。使

徒行伝時代のようなその生き様を肌で感じ、心が

研ぎ澄まされ、神様からの様々な語り掛けが聞こ

えてくるのではと思います。

　19 年の歩みの中で、チアの皆さんを大いに応援

してくれた初代の伝道者の皆さん、ポール・ブロー

マンさんやジャン・後藤さん、歯科医の笹川修先

生、クリフ・ファンガーさんほか多くの皆さんが

天国に凱旋されました。

　でも、まだまだ健在の初代、2 代目の皆さんも

おられます。コンベンションや白馬には体力的に

来られなくても、ピリポ・ブローマンさんや馬場

豊さん、ディック・ノーマンさんはじめ、多くの

皆さんが長年チアの集会で講演してくださいまし

た。また、子どもたちも合わせれば 150 人あまり

の皆さんと交わることができます。その中で、霊

的な励ましや喜びを得たり、情報をアップデート

チア・コンベンションにて（東京会場）

し合ったり、感謝を伝えたりできるチャンスです。

　70 年の歳月には、試練も感謝も、涙も失敗も賛

美もあり、神様に教えられた特別な教訓や啓示も

おありになると思います。初めての皆さんも、何

度も来られた皆さんも、「聖書・伝道に生きる」

という歩みを続けてこられた皆さんとの出会いを

ぜひ、再体験してくださればと思っています。３

年ぶりに開催できるこのチャンスをぜひ活かして

ください。

LIT 初の志望動機に、感動！

　今年の LIT も人気ですが、24 名という人数制限

があります。新たな選考基準として、以下の 5 ポ

イントを設けました。対象年齢は、例年どおり 14

～ 18 歳です（詳細は 11 ページへ）。
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①先着

②チア・キャンプ参加経験者

③やる気（全員、志望動機書を提出）

④親御さん等の今年のキャンプ参加予定

⑤ LIT への趣旨、ルールに賛同すること。

などを考慮です。

　志望動機書は上記 5 ポイントの中でも点数の配

分が高いです。どのような心で神様と人々に仕え

ようとして参加されるのか、真摯で率直な心意気

を知らせてくだされば感謝です。とても楽しみに

しています。今から動機書の内容等、伝えたいこ

とを考えていただければ感謝です。

　こうした手紙を先週、HP にアップしました。「志

望動機の作文」が必須となったことで、今年は例

年よりは、申し込みに時間がかかるかなと思いま

した。フタを開けてみれば、何と今日までの 5 日

間で既に 15 名の志望動機の作文が届いています。

感動する言葉も多いです。

　「去年の 2 回のボランティアで、心を一つに働

いたことがとても楽しく、良い訓練となりまし

た。ぜひ LIT に入れてください」「最近、親が決

めた範囲内で髪の毛の色やメイクをアートとして

楽しんでいます。LIT のルールでは黒髪、ノーメ

イクですので、この夏はそのファッションを楽し

みたいと思います」「我が家のモットーは、『すぐ

に、喜んで従う』ですが、最近その大切さが分かっ

ているのにできません。心から敬う大切さを実感

し、一から鍛え直していただきたく覚悟をもって

応募します。仕える人になれるよう全力で挑戦し

たいです」 「オーストラリアに行く予定でしたが、

LIT のために 1 カ月出発をずらしました。ぜひ入

れてください」「年齢的に今年が LIT ができるラ

ストイヤーです。今まで、とても楽しい企画あり

がとうございました。自分に大きな影響を与え、

いろいろな励ましを受けました。6 日間、全力で

今までの恩返しをしたいと思っています。今年の

サマーキャンプへの思い入れは強いです」「主に

対してするように、苦手な方と出会っても敬意を

払い、積極的にいこうと思います。仕える喜びを

味わいたいです」「コンベンションで LIT をやり、

子どもたちがなついてくれてうれしかったです。

神と人とに仕えたいです」「私にとってチアは霊

的ふるさと、安心できる場所、霊的に解放される

場所です。スタッフや LIT への清き憧れがありま

す。神と人に仕える心を頂きたいです」「初めて

チアに参加した時は、まだクリスチャンではあり

ませんでした。チアの皆さんは、神様の福音、

受け継がれる、LIT を通しての訓練
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ホームスクールについて教えてくださり、友達や

家族のように接して下さいました。自分の価値観

を変えて下さったチアの皆さんに、恩返しとして

お役に立てればと思いました」「僕は、コンベン

ションのＬＩＴで、内側の聖さよりも、周りから

どう思われるかなど、外側ばかり気にしていまし

た。形ばかりで心から仕えることを忘れていまし

た。ＬＩＴは自信ありませんでしたが、祈るうち

に神様から『行ってもいいよ』と言われた気がし

ました。前回の失敗を克服したいです」といった

声が続々、届いています。

世代交代

　18年あまりの時を経て、人気のLIT（リーダーズ・

イン・トレーニング／訓練中の次世代のリーダー

たち）は、「世代交代が進んでて感動した！　そ

してみんなよくやってる」とのうれしい声をいた

だきました。

　現在の主力メンバーは赤ちゃんや低年齢の頃か

らチルミニで育ち、LIT に助けられ、LIT に憧れ

てきた世代です。LIT の人気の一つは、その厳し

い訓練と充実感があります。

一般の皆さんには、本邦初公開ですが、LIT の源

泉ともなってきた「LIT 同意書」を紹介させてい

ただこうと思います。チアの立ち位置もご理解い

ただけるかなとも思います。

　聖書に立つ教育を目指すチア・にっぽんですが、

特に LIT（14 ～ 18 歳）世代に向けて、「自由奔放」

ではなく、「規律ある自由」「形より本質を」とし

て、いくつか規律を定め、その点に合意した上で

LIT メンバーになれるという姿勢で進んできまし

た。多様性・個の尊厳を尊重し、パリサイ人化を

否定しながらも、世に流されず、聖書に立って子

どもたちを育んでいこうというのもチアの立ち位

置です。

　こうした規律ある自由は、この世の流れとは違

う点も含まれていると思います。でも LIT 参加の

子どもたちも、親御さんたちも、喜んで同意し 19

年目に入っていけることをとてもうれしく、誇り

に思います。もちろん、聖書ではないので、表現

等は微調整してきましたし、これからも変わると

ころがあると思います。でも聖書に立って育んで

いこうとの姿勢は変わりません。皆さんの率直な

ご意見、ご感想、また、お祈りをぜひよろしくお

願いします。

　こうした思いの子どもたちでも、不十分なとこ

ろはあるかとも思います。しかし、このように神

と参加者に仕えようとするホームスクーラーたち

も待っている特別なサマーキャンプです。上記の

通り、最近、体調等の関係で来られなくなってい

るピリポさんら初代伝道者の皆さんも心待ちにし

ていてくださり、孫を見せにいくような気持ちで

す。参加くださる皆さん全員への大いなる励まし

と祝福の時となるようにと思っています。ご参加

とお祈りのほど、どうぞよろしくお願いします。

マリリンさんの術後への祈り

　コンベンションを終えて、「主の山に備えあ

チア・コンベンションにて（東京会場）
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り」、また、本当に

すべて「主にあっ

て益と変えられる」

（ローマ 8：28）と

いうことを思って

います。マリリン

さんは、大阪コン

ベンション中にガ

ンの緊急手術をさ

れ、今、リハビリ

中 で す。「 ヒ ロ、

私は元気になって

日本に必ず行けると思うわ」とのことです。そし

て、日本の皆さんのことを心から祈っているとの

ことでした。引き続き、お祈りください。

「網をおろして魚をとりなさい」（ルカ 5：4）

　今年の春、私は、小学校時代からの野球部のチー

ムメートで親友の神馬君に連れられて、ジョセフ

（9）と 3 人で津軽海峡に出ました。釣りのプロの

神馬さんの言う通り、深さ 100 ｍで釣り糸を垂れ

ると40分の格闘の末、巨大な鯛が釣れました。ジョ

セフが測ると80センチ。神馬君は「こんな鯛は釣っ

たことがない」と大喜び。80 センチのブリは釣っ

たことがあるものの、こんな大き

な鯛は無いのだそうです。私もう

れしかったですが、でも本当の意

味でそのすごさが分かったのは港

に戻ってからです。集まった地元

の漁師さんたち 2 人は、「それは

すごい。釣ったことがない」「俺は、

最高でも 70 センチだよ。すげー

なー」とのことでした。「そうな

んだー」と思いました。うろこを

数えると 15 歳。皆で食べました

が、とてもおいしかったです。

　「これから後、あなたは人間を

とるようになるのです」（ルカ 5：

10）。今回、私はただ、釣りのプ

ロの神馬君の言う通りに釣り糸を

下ろしただけです。人生の師匠のイエス様の言わ

れる通りに素直に網を下ろしていったら、すごい

ことが起こるのだなーと改めて思いました。

ただ、素直に！　

　神馬君とジョセフとの釣りは 2 年越し、4 度目

のチャレンジではありました。波が荒れ、4 回の

うち、2 回は外海には行けませんでした。時間も

忍耐も祈りも必要とは思います。でも、ただ、素

直に！と示されます。日本の霊的なムーブメント

に何か貢献できるように、一層、人間をとる恵み

にあずかれるように祈りました。

　今年も素敵なコンベンションを与えてくれた主

と皆さんに感謝です。そして来る3年ぶりのサマー

キャンプ、主が霊的なムーブメントに用いてくだ

さるように、ぜひご参加、お祈りのほどよろしく

お願いします。

　6 月の恵みの雨が終わり、緑と成長の 7 月、初

夏のシーズンへ。新たな季節に、皆様の健康と、

神様からのますますの祝福を祈っています。

感謝しつつ

稲葉　寛夫

80 センチの大鯛に喜ぶ師匠の神馬裕司君と弟子の筆者

マリリンさん術後のリハビリへ
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大好評 !　滝つぼ・渓流での水遊び＆大岩からのジャンプ、

全国的に評判のウォーターファイト、乗馬、手作り T シャツ、打ち上げ花火、

グループ対抗・全世代が楽しい団体ゲーム！ほか。バイブルクラス、

チャーチ＆ホームスクーリング入門クラスも大好評！

前日泊（12日）、今年も OK！　布団と宿泊スペース、無料提供します！

　前日の 12 日 22 時までに到着できる皆様には、明泉学園の皆様のご厚意とご協力を得て、宿泊用スペー
ス（男女別のすてきな教室、幼児は男女別でなくて OK）を提供いたします（食事、入浴等はキャンプが
始まるまで、各自でお願いするスタイルです）。翌 13 日昼までは、スタッフチームは準備を進めています
ので、その間、各ご家族・グループの皆さんは自由時間となります。ご希望の皆様、その可能性がある皆

様は、事前にチア事務局にご連絡ください。

「しつけ教室」「C&H入門」
　「しつけ教室」（by　ピリポ・ブローマン氏・元

明泉学園理事長）、「チャーチ＆ホームスクーリン

グ入門講座」(by　稲葉寛夫）も開催します！

ティーン・ナイト（中高生向け）
　初日の夕食後から、テントと聖書とゲームとキ

ャンプファイアー。寝袋、持ってきてね！ 2日目

夜も、特別プログラム、楽しいよ！

　7 月 24 日までにお申し込み＆ご入金済み
の大人の方に、チア図書券（500 円）をプレゼ

ントします。ぜひお早めに！

早 期 申 込 特 典 ！ 大好評のLIT
（14～ 18歳対象、定員 24名）

　全国からの参加者を助け、キリストの弟子訓練

を体験できるリーダーズ・イン・トレーニング

（LIT)。原則 14～ 18 歳対象で、今年は新たな選

考基準として 5つのポイントを設けました（詳細

は●ページを参照）。

　10日夜に宮城県丸森町の啓明小に集合し、翌日

は渓流・滝泳ぎを体験。その後、前日の準備から

期間中の作業を行います。

　関東からの LIT参加者にはチャーターバスを運

行予定（詳細次ページ）。それ以外の皆さんは丸

森駅（阿武隈急行）まで出迎えがありますので、

事前にチア事務局にご連絡ください（TEL 042-

318-1807、Eメール：office@cheajapan.com）。

来年はお休みの予定です。次
回は今のところ、3 年後（2021 年）
を予定。このチャンスを逃さず、
ぜひ、ご参加ください！

チア・サマーキャンプ 2018
in 仙台明泉学園　8/13( 月 ) ～ 15（水）
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キャンプ　大阪・東京－会場間　チャーターバス運行！　

　好評の大阪発・東京発・LIT専用の 3路線で特別チャーターバスを運行予定です。定員は各 26名程度（先

着順。人数が少ない場合は運行しない可能性もあります。大型バンの場合、先着 9名です）。ご希望の方は、

お早めにお申し込みください（Eメール：office@cheajapan.com、FAX 03-6862-8648）。

　スクールバス、もしくは大型バンですので、利用席は小さめです。バスはリクライニングはありませんので、

そのあたりはご了承ください。でもこの 8年、ご利用の皆さんには「実費コストで安い、乗り換えなく便利、

交わりができて有意義」等、好評でした。それで今年度も、明泉学園の皆さんのご協力を得て運行します。

今年も、体調が万全で仙台入りできるように、ドライバーの皆さんを1日早く送ってくださることになりま

した。そのため、前日の夜に到着予定という、体力的に楽なスケジュールになっています。

　東京からは、一般の格安バスも出ています（次ページ参照）。チアのチャーターバスよりは値段は若干高い

ですが、リクライニングができて楽です。新幹線もあります。ご検討いただき、早めに申し込まれることを

お勧めいたします。皆様のご参加をお待ちしています！

ＬＩＴチャーターバス
※関東地区のみ
（往復　6,000円）

　

　※関東以外の皆さんは「前日に東京泊等で東京

　　発の LIT バスに合流」、または「格安航空券で

　　仙台⇒電車で丸森駅へ」がお勧めです。

　　詳しくはチア事務局へお問い合わせください。

☆特別チャーターバス・大型バン
（大阪−仙台 往復 9,500 円、東京−仙台 往復 7千円）
　※小学生以下は各 1,500 円引き
　※実費（高速・ガソリン代ほか）

往復チャーターバス　申込書　締切 8月 3日（金）

F ＡＸ⇒ 03-6862-8648　メール：office@cheajapan.com　　申込日（　　月　　日）

ご希望のバスを○で囲んでください。

　　　　　　　　　　　　ＬＩＴバス　　　関西バス　　　関東バス

お名前　（　　　　　　　　　　　）　お名前　（　　　　　　　　　　　　）お名前　（　　　　　　　　　　　　）

お名前　（　　　　　　　　　　　）　お名前　（　　　　　　　　　　　　）お名前　（　　　　　　　　　　　　）

携帯番号（　　　　　　　　　　　　　　　　　）Eメール　（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

交通費　大人　　　　（　　　）人　

　　　　小学生以下　（　　　）人　　合計（　　　　　　　）円　

お支払い方法

　　　　□郵便振替　　　□銀行振込

　【行き】
　　8 月 12 日（日）13 時 30 分頃
                                        （予定。調整の可能性あり）
　　　　　　　　　    梅田駅ヒルトン大阪前発
　　　　　　　　　  午前 1 時 30 分頃着
　【帰り】
　　8 月 15 日（水）13 時 30 分頃　会場発
　　8 月 16 日（木）    7 時 30 分頃　梅田駅着

関
西
地
区

　【行き】
　　8 月 12 日（日）13 時頃（予定）
　　　　　　　　 　     JR 渋谷駅ハチ公前発
　　　　　　　　 　19 時頃　会場着（予定）
　【帰り】
　　8 月 15 日（水）13 時 30 分頃　会場発
　　　　　　　　 　 21 時頃　大宮駅着

関
東
地
区

　【行き】
　　8 月 10 日（金）　13 時 30 分
                  　　　　　　    JR 渋谷駅ハチ公前発
　　　　　　　　　　19 時 30 分 頃　
　　　　　　　　　　   宮城県丸森町の
　　　　　　　　　　   啓明宮城小に到着。

　【帰り】
　　左記の関東・関西バスに合流。
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仙台市営地下鉄・泉中央駅から会場への送迎バス　運行（要予約）

　キャンプ初日の13日（月）、仙台市営地下鉄・泉中央駅から会場までの送迎バス（３便）を運行します。ご希望の方は、

下記の申込事項をEメール（office@cheajapan.com）か、FAX（03-6862-8648）にてお送りください。完全予約制で

すので、ぜひ事前にお申し込みください（ご希望者がいない場合、運行はありません）。締切は8月 7日（火）まで。

■希望時間帯に○をしてください。

　（　　） 11：30　　　（　　）12：00　　　（　　）12：20
■ご乗車　代表者名　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

■ご乗車人数　　　　　（　　　　　　）名　　　

■携帯番号　　　　　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　

☆　東京−仙台　格安高速バス・電車アクセス情報　☆
（※お申し込みは直接各センターへお願いいたします。混雑が予想されますので、お申し込みはお早めに）

◎東京から格安高速バスの場合 （下記以外もいろいろとありますので、ぜひ HP等をご参照ください）
　【行き】WILLER EXPRESS　（http://travel.willer.co.jp/）（一人片道大人 5,500円、小学生以下 2,750円）
   　　　 8月 12日　バスタ新宿発（11:30）→　仙台駅西口着（18:05）→
　　　　　　　　　　仙台駅発［仙台市地下鉄・泉中央行き］（18:39）　→　泉中央駅着（18:55）
　　　　　　　
　【帰り】さくら観光（ご予約は高速バスドットコムへ。http://www.kosokubus.com/）
　　　　　　　　　　（一人片道大人 6,800円、小学生以下 3,400円） 
          8 月 15日　泉中央着（13:57）→　仙台駅着（14:13）　→　仙台駅発（15:30）→　
             　　　　バスタ新宿着（21:00）
　　　　　　　　　　　　　　　　　                        
◎東京から新幹線の場合　（その他もいろいろとありますので、ぜひご確認ください。ご予約がお勧めです）
                         （一人片道大人 11,700 円）
　【行き】　8月 13日　東京駅発　はやぶさ 11号（9:36）→　仙台駅着（11:07） →　
　　　　　　　　　　 仙台駅発［仙台市地下鉄・泉中央行き］（11:39）　→　泉中央駅着（11:55）
　【帰り】　8月 15 日　泉中央駅発（13:50）　→　仙台駅（14:05）　→　仙台駅発　はやぶさ 20 号（14:30）
　　　　　　　　　　→　東京駅着（16:04）

◎飛行機の場合
　【行き】　8月 13日　仙台空港発［仙台空港線・仙台行き］（10:59）→　仙台駅着（11:23）　→
　　　　　　　　　　 仙台駅発［仙台市地下鉄・泉中央行き］（11:39）　→　泉中央駅着（11:55）　
　【帰り】　8 月 15 日　泉中央駅発［仙台市地下鉄・富沢行き］（13:50）　→　仙台駅着（14:05）　→　
　　　　　　　　　　 仙台駅発［JR東北本線・仙台空港行き］（14:45）　→　仙台空港着（15:10）

☆大好評！☆

　グループ対抗・全世代で楽しめる
　団体ゲーム！

　白馬のチルミニで大人気の運動会！　これは子どもた
ちだけが知っている楽しい企画ですが、今年も親御さん
が一緒に参加できる団体ゲームを計画中です。ぜひご参
加ください！　盛り上がること間違いなし !!
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サ マ ー キ ャ ン プ L I T 選 考 基 準

　などを考慮です。

　志望動機書は 250 字以上です。上記 5 ポ
イントの中でも点数の配分が高いです。ど
のような心で神様と人々に仕えようとして
参加されるのか、真摯で率直な心意気を知
らせてくだされば感謝です。とても楽しみ
にしています。今から動機書の内容等、伝
えたいことを考えていただければ感謝です。

郵送：〒 189-0013　
　　　　 東京都東村山市栄町 1-5-4-103
E メール：office@cheajapan.com
F　A　X :   03-6862-8648

送付先　チア・にっぽん事務局

　今年の LIT も人気ですが、24 名という人数制限があります。今年の選考基準として、以下
の５ポイントを設けたいと思います（対象年齢は、例年どおり 14 ～ 18 歳です）。

     　先着１

　   チア・キャンプ参加経験者２

　   チア・キャンプ参加経験者２　   チア・キャンプ参加経験者２　   やる気 & 志望動機書3 

　流れがわかっていれば、しっかり仕えやすい
ためです。

　今年は 3 年ぶりなので初参加でも可能にしま
した。来年以降は、例年どおり参加経験者のみ
に戻す予定ですので、13 歳以下の皆さんは、ぜ
ひ今年一般参加して来年以降に備えてください。
また、全員、志望動機書を提出してもらいます。
例年、やる気いっぱいで集まってくれてうれし
く、感謝ですが、今年は事前に、その気持ちを
聞かせてください。250 字以上。楽しみにして
います。

　   親御さん等の今年のキャンプ
　   参加予定４

　ティーンの時こそ、親子で一緒に時間を過ご
し、体験を共有することを大事にする重要性を
感じています。保護者の皆さんが本キャンプに
一緒に参加されることを励ましたく、キャンプ
参加を計画くださっているご家庭の LIT 候補者
には、加点の予定です。何かの都合で参加でき
ない場合でも、他のポイントを考慮して LIT に
選抜されることは可能です。ホームスクーリン
グの本旨を考え、保護者が参加される場合は、
加点になるという趣旨です。

　   LIT への趣旨・ルールへの賛同５
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【1】　明るく、感謝し、優しく、謙遜と敬意をもっ
た心で全ての参加者に接します。愛と勇気と許しと
公平・真心をもってなすべきことをなし、積極的に
交わります。派閥的な壁は無しです。

【2】　期間中の自分の行動の全ての責任は私自身に
ある事を認めます。この事は、親族等の承諾を得て
います。また、私自身の病気や交通事故、盗難ほか、
不慮の事故、災難等に巻き込まれた場合、私や親族、
第三者から主催者への補償の請求は致しません。

【3】　丁寧な言葉遣いを心がけます。不適切な内容
の会話を避けます。

【4】　華美な服装、また、女性は肌を露出した服装
や、胸元がゆるく、しゃがむと胸元等が見える服装、
また、男性は、礼を失した服装等を避けます。18
歳以下は、茶髪、メイク、ピアス、ネイル等、男
性は長髪（ポニーテール等）を避けます。これらは、
単にルールで縛るということではなく本質や心の
内面からの美しさや輝きを目指す、また、他の人々
への誘惑やつまずきにならない配慮といった聖書
の教えに基づく LIT の規律であることを理解し、
心から従います。（19 歳以上は自由）「あなたがた
は、髪を編んだり、金の飾りをつけたり、着物を着飾るような外面的なものでなく、むしろ、柔和で
穏やかな霊という朽ちることのないものを持つ、心の中の隠れた人がらを飾りにしなさい。これこそ、
神の御前に価値あるものです（1 ペテロ 3：3、4）」チアは「アート性」「多様性」「個の尊厳」を尊
重し、パリサイ人を目指さず、「形よりも本質」を目指していることを理解します。一方で「自由奔放」
ではなく、「あなたがたの権利が、他の人のつまずきとならないように（1 コリ 8：9）」といった「規
律ある自由」に基づいていることを理解し、尊重します。

【5】　チア・にっぽん、LIT のリーダーたちの方針や指示に従います。面従腹背ではなく、心から。何か、
質問があったら、陰口ではなく、堂々と明るく、敬意をもって質問します。陰口や悪口は罪であり、
避けます。何か、気づくことあれば、LITリーダー等に連絡します。（これは告げ口ということではなく、
ざっくばらんに相談し、ポジティブに、共に成長していこうという行為です。）主催者側から受けた
注意、指導は積極的にとらえ、改善することに留意し、その後、主催者により、活動途中での帰宅を
指示された時には、自己の交通費負担等で帰宅することに同意します。

【6】　男女交際に気をつけます。男女間のメール、携帯、ソーシャルメディア等の情報等の交換は、
禁止します。

【7】　ゲーム、マンガほか、不適切なものは持ち込みません。
【8】　就寝時間は、当日指示があります。「実りある話し合い」、「翌日、全力で働ける体調維持」、「休
みたい他者への配慮」等、バランスを取れるようにし、時間等、指示には従順に従います。

【9】　LIT・赤 T シャツを着用し、誇りを持って、チャーチ＆ホームスクーラーのリーダー候補生と
して、行動します。
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♪コンベンションアンケート Part1 ♪

＊＊＊＊＊＊大人＊＊＊＊＊＊

●大人の栄養剤・子どもの祭りと

いうか、大人の勉強会＋分かち合

い喜びの時と、私にとっては嬉し

い２日間でしかありません。今回

も直前に問題が起こりましたが、

代役の方を準備され、スタッフの

皆様は大変だったと思います。問

題なくてもこの準備というのはど

んなに労力と時間を要するかと思

うと感謝があふれます。本当にす

ばらしいコンベンションをありが

とうございました。基調講演４の

スーザン・ビーティーさん、２－

Ｃ、ジョイス・イノウエさんの「観

察」すること。４－Ｄ「那須家の

ホームスクーリング」が良かった

です。

　ホームスクーリングは５年目に

なります。学習面の心配ばかりし

ている？と気付きが与えられて午

前中にデボーションのタイムを増

やしました。母の私自身が楽し

んでホームスクーリングをできる

ようになりました。初めの２～３

年ドタバタ騒々しかったものが少

しずつですがなくなり、学習も集

中してできるようになってきまし

た。感謝。　　　　（岡山　Aさん）

●祈って期待して参加しました

が、想像以上に恵まれて感謝です。

講師、スタッフ、ボランティアの

方、すべての方に感謝です。あり

がとうございました。稲葉さんの

「必ず聞かれる２０の質問」、「ス

ーザンさんの講演」「ジョイスさ

んの十戒」が良かったです。以前

からホームスクーリングを考えて

祈っていましたが、確信を与えら

れ、押し出されようとしていると

思います。　　　（京都　B さん）

●今回２年振りに、夫婦そろい、

子どもたちも全員で来れました！

初めて来た時は、夫が仕事を休ん

6月1.2日大阪、8.9日東京で行いましたコンベンション参加者の声をお届けします！
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で家族そろって参加できる日が来

るとは想像もしていませんでし

た。これからＨＳを実践したいと

思っていますが、主が同じく想像

を超えてＨＳの開始後も導いて下

さること、前もって感謝していま

す！すべての講演に教えられ励ま

されました。　　（京都　C さん）

●様々な状況の中での準備からス

タッフ皆様の「思い」を感じられ

るコンベンションでした。落ち着

いて参加できるようになりまし

た。今年は「計画を立てる」こと

を教えられました。桐山さん、宇

佐神さんの分科会が良かったで

す。５年目になります。どうして

も家内中心になりますが、夫婦で

もっと一つになる事を教えられま

した。私自身もっと関わっていけ

ればと願っています。　　　　　

　　　　　　　　（埼玉　D さん）

●今回７回目の参加になりまし

た。参加当初は知り合いもなく、

４歳と１歳の息子を連れて、親子

３人で参加しました。チアのスタ

ッフの皆さんとだけ話して帰った

のを思い出します。今は子どもた

ちも成長しチルミニが楽しくな

り、私も多くの方々と励ましあえ

る関係が築けるようになりまし

た。今回のコンベンションではこ

こまで導かれてきた感謝を数える

時となりました。いつもいつも励

ましの場をつくって下さっている

ことを本当に感謝しています。　

　　　　　　　　（埼玉　E さん）

●学ぶことが多く、たくさんの兄

弟姉妹と会えて励まされました。

今回、参加できてうれしいです！

結婚するかもしれない方にホーム

スクーリングのことを打ち明けた

り、そういうことに興味をもって

もらったりするためにはどうした

らいいか教えていただきたいで

す。　　　　　　（愛知　F さん）

【稲葉より】

　素晴らしいです。Ｂさんのよう

に独身時代に参加され、現在ホー

ムスクーリング展開中のメンバー

もたくさんおられますよ。

　①まずは、夏キャンプ、オリン

ピック、来年のコンベンション

他、一緒に参加して、ホームスク

ーリング家族の実際を見て、時を

過ごして体験してもらうのが一番

です。

　②マガジン、パンプレット等を

通して、ビジュアル又論理的にホ

ームスクーリングについて学習

し、考えてもらうことが必要です。

ホームスクーリングとは何ぞやと

いう全体像がつかめるマガジン創

刊号、そして国会議員らとのやり

取りが特集されている「よくわか

るパッケージ」のプレゼントがお

薦めです。

　③分科会「ホームスクーリング

必ず聞かれる２０の質問」等入門

コースの分科会（50 分）を一緒

に聞いて自由にディスカッション

することも効果的です。

　是非、連れてきて挨拶させて下

さい！ますますの祝福を祈ってい

ます。

●今回も素晴らしいコンベンショ

ンでした！講師の先生方にもスタ

ッフの皆様にも本当に心から感謝

します。何か日本のための霊的な

打ち破りがあったのではと思うほ

ど、大事なメッセージだった気が

します。ありがとうございます。

　　　　　　　　（埼玉　G さん）

●本当にいろいろありがとうござ

いました！たくさんの恵みと、ま

た実践的なアドバイスを今年も頂

きました。また１年に１〜２回く

らいしか会えない友人たちとも、

ほんと親戚と会うような感覚で話

せたのはうれしかったです。小さ

いときから知ってること、そして、

同じ戦いを闘っていることですぐ

意気投合できるのですね。このよ

うな機会をいつも用意してくださ

り心から感謝します。もうサマキ

ャンまであと 50 日足らずなので

すね笑。我が家は、息子が初参加

したいと張り切っています。みな

さまのお疲れが取れて、また新た

な力が与えられますようにお祈り

しています。　（北海道　H さん）

●今回も、家族でお世話になり、

ありがとうございました。

今年も、直前のメイン講師の交代

でとても大変だったと思います

が、トッドさんとスーザンさん両

方とも、急な代理とは思えない内

容で恵まれました。家庭の中での

弟子訓練やネットの対応方法、ま

た家事など、実際的な歩みと、キ

リストとのきずな作りが大切であ

る事が強調されていたように思い

ます。一番大切な事に集中しなき

ゃなと思わされました。ネット中

毒も、コカイン中毒の時と同じホ

ルモンが出ているのですか。やは

り自分も要注意です。「家庭教育

支援法案」が現在どうなっている

のかな～、という所がちょっと気

になりました。（稲葉：大阪では
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報告できました。東京は表彰者が

多すぎて時間切れでした。追って

報告します。オフレコの内容ご希

望であれば、オフィスに連絡くだ

さい。）

　ところで、コンベンション後、

ＬＩＴで訓練を受けさせてもらっ

ている娘の話を聞くのが、とても

楽しいです。小さい頃、チルミニ

に行くのさえ嫌がっていた姿から

は、想像もつきませんね。また、

親は「成長すると、インドア派

のおしとやかな娘になるのかな。」

と想像していたのですが、神様の

ご計画はそれよりも遙かに高かっ

たですね（笑）。明るく、かつ（か

なり）たくましく育ってきていて、

本当に神様とチアに感謝です。マ

リリンさんの癒しと、チアとＣＳ

Ｓのますますの祝福も祈ってま

す。また、サマーキャンプもよろ

しくお願いいたします。　　　

　　　　　　　（神奈川　Ｉさん）

●直前の講師変更で大変だったと

思 いますが、我が家にとっては

今、必要な内容の講演が聞けたと

思います。参加できてよかったで

す。 スーザン・ビーティーさん

の基調講演、 分科会が特に心に残

りました。母親としての役割、ま

た日々のスケジュールの立て方な

ど参考になることが多かったで

す。6 歳になる一人娘とホームス

クーリングをしています。娘を幼

稚園に入れようかと考えている頃

に、夫に言われ、ホームスクーリ

ングを検討し、その年のチア・に

っぽんのコンベンションに参加

し、そのままホームスクーリング

を始めました。毎朝、母娘で（休

みの日には父親も）その日のデボ

ーション箇所の聖書を読みます。

それから教材（幼児向け）を毎日

1 ～ 2 ページやっています。6

歳になったらコンベンションの時 

に購入した『こころを育てるため

に－聖書－』と『りか 1』を少

しずつ進めていけたらと考えてい

ます。当面の課題は、仕事で忙し

い夫がどのように娘のホームスク

ーリングに関われるかという事で

す。　　　　　　（東京　Ｊさん）

●講演者の急な変更にも神の助け

と代表の想像を超える努力のたま

もので、素晴らしい内容でありま

した。神に私は愛されていると思

う時、恐れがなくなる。子がイエ

スと深く結びついていく等スーザ

ンさんの励ましは感

動でありました。ま

た、涙ながら子ども

にしたスパンクのお

話をされたテモテ・

ブローマンさんの「家

族の中での父親の責

任」ここぞという時

のスパンクの意味を

深く認識させられま

した。　　　　

　　（岡山　Ｋさん）

●今回は直前まで非

常に忙しく、大きな

試練もあり、身も心

もよれよれになって

参加しました。心が

重たいまま、最初に

会場に入った時、な

んだかほっとしまし

た。私たちの教会で
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は教育において同じ価値観を持っ

ている人はいません。同じ思いを

持っている人たちが集まっている

だけで、こんなにも安心するのか

と、逆に地元でそれだけ戦いなの

だと改めて認識しました。また頑

張ろうと新たな力、気持ちが与え

られていました。心から感謝しま

す。基調講演と分科会２つ、スー

ザン・ビーティー師のお話を聞き

ましたが、シンプルで理路整然と

していて良かったです。参考にな

りました。ジョイス・イノウエ師

のお話では、子どもを祝福する大

切さを教えて頂き、さっそく実践

しています。　　（広島　Ｌさん）

●ホームスクーリングの大切さを

改めて再認識することができた。

妻が実質的に多くの働きをしてい

る現状。課題としては、私自身マ

ラキ４: ６にあるように、主にあ

って子どもに良い影響を与え、良

き模範を示すことができるように

なることを思いました。

　　　　　　　　（広島　Ｍさん）

●素晴らしか

ったです。講

師の変更でど

うなるのかな

ーと主に期待

しての参加で

し た。 結 果、

たくさんの恵

みを受け、感

謝でいっぱい

です ‼　あり

がとうござい

ました。遠方

からの方々と

の再会がすご

くすごく嬉しかったです。基調講

演３「律法的なパリサイ人を育て

るのは簡単」というトッド氏のメ

ッセージに、自分が陥り易いと気

づきました。日々、主の前に私自

身がへりくだって神様に愛されて

いる一人一人とどう関わればよい

か知恵を求めていこうと思いま

す。スーザン・ビーティーさんの

基調講演４も良かったです。我が

家の教育の定義は何か、夫婦で確

認したいと思います。ジョイスさ

んのスペシャルタイムの証も素晴

らしく主の御名を讃えました。す

べてが感動で力をたくさんいただ

きました。本当に嬉しかったです。

励まされました。こどもカフェも

ホッコリします。それぞれの賜物

が光っていますネ。

　　　　　　　（神奈川　Ｎさん）

●５年ぶり、２回目の参加。大阪

会場は初めてでしたが、直前の講

師交代のお知らせにより、行く前

から共にお祈りできた事も感謝で

した。正に神様が備えてくださっ

たメインスピーカーの方々と分科

会を担当された皆さんのメッセー

ジ、お証しで多くの励ましとチャ

レンジを受けました。参加して良

かったです。稲葉さん、スタッフ

の皆さん、お忙しい中いつもこの

働きのために祈り、支え、示され

た事は何でも主に伺いながら積極

的に動いてくださり、本当に感謝

しています。ありがとうございま

す。主がその労苦に豊かに報いて

くださいますように ‼ 祝福をお

祈りしています。（静岡　Ｏさん）

●娘と私と一緒に宿泊するのは初

めてでしたが、良い経験になった

ようです。２日目からは妻も合流

し、最後のチルミニ賛美も見るこ

とが出来て良かったです。パワ

ー全開で楽しそうに歌って踊って

いたのが見れて良かったです。賛

美そのものもパワフルでとても良

かったです。アンコールでマイク

の前で大声で歌っていた小さな子

も、短い期間でよく覚えて一生懸

命歌っていたのが印象的で感動し

ました。稲葉さんがこれまでのチ

ルミニ賛美のベスト３に入ると言

っていましたが、私も同感です。

今回も丸森の伝道チーム＆明泉の

先生方やＬＩＴ＆ＯＢ・ＯＧやチ

ア・スタッフの皆さんには大変お

世話になりました。皆さんの献身

的なご奉仕に感謝します。主の豊

かな祝福がありますように。ＬＩ

Ｔのメンバーががらりと世代交代

してビックリしましたが、良く頑

張っていたと思います。大阪の妹

夫婦は今回大阪会場にて初めて参

加しました。色々な情報に接する

ことが出来、多くのホームスクー

ラーとそのご家族とお交わりがで

きて良かったなぁと思いました。
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トッドさんの基調講演、テモテさ

んの分科会が良かったです。教会

から離れてしまう子どもに対する

親の関わりについて、父親がカギ

を握っていることが統計から良く

わかりました。父親が霊的なリー

ダー（責任者）としての役割が大

きいことを改めて考えさせられま

した。　　　　（神奈川　P さん）

●講演や分科会のメッセージも

自分たちに必要なものだと感じ

ました。他の参加者の方たちとの

出会い、交わりは他では得られな

いものだと思います。私たちのま

わりにはあまりクリスチャンの家

族もホームスクーラーの家族も少

ないので、たくさんの素敵な家

族を見て、神さまに従って歩もう

と励んでいる家族がこんなにいる

んだな～と見ているだけで励まさ

れました。どれも素晴らしかった

のですが、トッド・カンガスさん

の「ダディ、どうして私にダディ

がいる天国に行ってほしい

の？」の講演が一番心に残

りました。我が家の父親（主

人）のためにも祈っていか

なければと思いました。ま

た、日本のクリスチャンの

お父さん方のための祈りも

必要だと思いました。主人

はテモテさんの「家族の中

での父親の責任」にも参加

し、改めて、子どもたちの

教育に積極的に関わってい

く必要を感じたということ

です。コンベンションの後、

少しずつですが、子どもた

ちと過ごす時間を増やす努

力を始めました。スーザン

さんの「教育上の聖書的基

盤を作り上げる」のメッセージ

は、なぜホームスクールをしてい

るのか？という目的の再確認とい

う点で、とても良かったです。子

どもがティーンになってくると、

だんだん学力的なことが気になっ

てきて、気づいたらチェックリス

トをチェックしていくことが中心

のようになっていたので、原点に

立ち返って質のある聖書の学びの

時間を優先する必要があることに

気づきました。学力の心配から解

放されました。全体的にメッセー

ジがマタイ 6:33「まず神に国と

神の義を求めなさい」の聖句を思

い出させてくださいました。そし

て、もうすでに世に出ているホー

ムスクーラーの子どもたちの様子

などをマガジンで見ると、この聖

句が本当だということが証されて

いて、ますます自由になりました。

私にとって大きな収穫だったと思

います。無料コーナーに置いてあ

ったポールさんの小冊子を子ども

たちと読み始めました。ジョイス

さんのスペシャルタイム良かった

です。日本のホームスクーラーを

愛してくださっていることがよく

わかってうれしかったです。ジョ

イスさんを呼んでくださった稲葉

さんにも感謝です。健康が守られ

ますように。コンベンションで知

り合った方のお一人が、チアのこ

れからのためにますます祈る必要

がありますねとおっしゃって、す

ごくうれしくなりました。稲葉さ

んが始められたこのとっても重要

な働きが続いていくようにますま

す祝福されるように祈っていく必

要があり、そのことをちゃんと考

えていて、伝えてくださった方が

いたのでうれしく思いました。私

が前回参加したのは５、６年前だ

ったのですが、参加者の方たちも

ホームスクールによって（親も子

も）、前回よりさらに成長されて

いるのかなと思いました。本当に

恵まれました。聞くだけの者にな
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らないようにし

っかりと岩の上

に建てたいと思

いました。

  （熊本　Q さん）

＊＊子ども＊＊

●楽しかった。リ

レーとはたとり

と 自 由 遊 び。 さ

いごにみんなで

おにごっこやど

ろけいをできて

よかったです。ス

タッフのみなさ

まありがとうご

ざいました。      （埼玉　Ａくん）

●たのしかった。 （埼玉　Ｂくん）

●楽しかったです！お店を出しま

した。いっぱい売れました。ゲー

ムも楽しかったです。特に代々木

公園でのゲームが面白かったです

‼。みんながダッシュしてたの

で、私も思いっきりダッシュしま

した。気持ちもよかったです。神

様に向かって賛美するのが一番楽

しかったです ‼。来年も行きた

いです。　　　　（埼玉　Ｃさん）

●楽しかったし工作も面白かった

し、「シオンクラフト」のショッ

プもまたやりたいです。絵もまた

だします。ドッチボール、工作も

またやりたいです。楽しかったか

らまた来ます。自主企画ショップ

は来年もやるつもり。

　　　　　　　　（埼玉　Ｄさん）

●チルミニたのしかったです。ら

いねんもふうせんのゲームをした

いです。らいねんはかいがコンク

ールにさくひんをだしたいです。

また「エリヤのひ」をさんびした

いです。　　　（東京都　Ｅさん）

●ＬＩＴとしてたくさん奉仕した

いです。エミリさんへ　映画監督

になるにはどうすればいいかおし

えてくださり、ありがとうござい

ました。エミリさんが映画のカメ

ラマンになるのを楽しみにしてい

ます。　　　　　（広島　Ｆさん）

●すっごく楽しかった。お友たち

と会えたし、コンクールで表書状

をもらえて嬉しかったです。これ

からもたくさん神様の恵みを表現

していきたい ‼。ＬＩＴのお兄

さん、お姉さん、超かっこいい ‼。

僕もああなりたいです。来年も楽

しみです。　　（神奈川　Ｇくん）

●ワニさんの工作が楽しかった。

家族皆で行けてうれしかった。賞

状とプレゼントうれしかったで

す。ありがとう。（神奈川　Ｈくん）

●チルミニで集まったみんなが家

で勉強してる様子を聞きすごく励

まされた。今年も遠くのお友だち

に再会できて嬉しかったです。

　　　　　　　（神奈川　Ｉさん）

●家で祝福の祈りを両親が毎晩し

てくれます。ジョイスさんに初め

て会って、とても嬉しかったです。

素敵な方でした。コンベンション

は一言では言えない程、恵みをた

くさん受けました。感謝します。

　　　　　　　（神奈川　Ｊさん）

●初めてのＬＩＴで大変なところ

もありましたが、いい時間を過ご

せました。またＬＩＴに入りもっ

と学び成長したいです。いい訓練

の時となりました。ありがとうご
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ざいました。　　（静岡　K さん）

●チアコンベンションは何回か行

ったけれど、大阪ははじめてでし

た。最初は友だちができるか不安

はありましたが、２日目くらいに

は友だちもでき楽しく遊べたので

とてもよい時となりました。楽し

かったです。来年はチルミニで工

作をたくさんやりたいです。

　　　　　　　　（静岡　L さん）

●ティーン向けの分科会があって

たくさん学ぶことができて感謝で

した ‼ 定員のためＬＩＴに入り

たくても入れない中高生がいるこ

とも覚えていてほしいです。奉仕

したい気持ちはあるし、ちょっと

壁を感じました。でも、いつも楽

しい企画をしてくださってスタッ

フのみなさんに本当に感謝してい

ます。ありがとうございました！

　　　　　　　　　      （M さん）

●おみせをだすのがたのしかった

です。ありがとうございました。

　　　　　　　　（東京　N さん）

●とにかくすべてが良かったです

‼。来年はＬＩＴに入りたいです。

コンベンションありがとうござい

ました。　　　　（埼玉　O くん）

●私は１０回以上チア・コンベン 

ションに来ています。私にとって 

一年の中で一番の楽しみはチア・ 

コンベンションと白馬なのです。

やっぱりホームスクーリングをし 

ている子と遊ぶ方がもっと遊びや 

すいです。今回のチアはすっごく 

よかったです。来年も今年みたい 

にみんなと仲良く楽しく遊びたい 

です。ホームスクーリングだと絵 

画コンテストとか写真コンテスト 

とかができるのですっごくいいで 

す。　　　　　 （神奈川　P さん）

●楽しかったし、友だちもいっぱ 

いできてうれしかったです。チル 

ミニでこうさく、歌、色々あって 

すごく良かったです。先生、ＬＩ 

Ｔやさしく教えてくれてありがと 

うございます。（神奈川　Q さん）

　　　　　　　　つづく・・・
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ホームスクーラーの実力を養うために！

　チア式　逆転の受験攻略法　その①　
教科書が薄い「政経」で 95 点以上、

　　　   全国トップ 300 も可能！
――早大合格の A 君に伝えた「政経戦略法」

チア・にっぽん代表　稲葉　寛夫

　ホームスクーリングの強い目的は、①魂の救い、
②子どもにキリストの弟子の心を育み、親やキリ
ストとの真のきずなを養い育て、③「伝道・世界
宣教」の志しを培っていくことです。「勉強」や「受
験」ごときで恐れたり、揺るがされることのない、

「強い目的」でもあります。
　一方で、将来の伝道のためにも、子どもたちの
選択の機会を拡げておくことも大事だと思いま
す。もちろん、みんなで難関大学を目指そうとい
うことでもなく、大学に進んだから成功というこ
とでもなく、それは新たな闘いの始まりであるこ
とは言うまでもありません。通信制大学の方が子
どもたちを守りながら、資格取得等が進められる
といった報告も日米共に多いです。また、大学に
行かないで良かったという声も多いです。そのあ
たり、それぞれの子どもたちへの神様の計画の導
きのままで良いと思いますし、その多様性を思い
ながら、いずれにしても、ホームスクーリングは
神様が与えてくれた最善・最強の環境！強い 3 つ
の目的を心に、人生の土台・神様と親とのきずな・
人格形成から始めましょう！受験等への恐れから
の解放！とのメッセージの一環として、お伝えで
きればと思っています。

　「『受験』は、『素質』ではなく、『やり方』が大
切だ！　あとは練習次第」とは、受験対策本を多
数執筆されている和田秀樹さんの言葉です（「マ
ンガ和田式逆転の受験勉強法」（学研）P3）。私も

そう思いますし、それぞれの子どもたちへの神様
の御計画の中で、全国のホームスクーラーの皆さ
んにも当てはまる言葉だと思います。
　今春、ホームスクーラーの A 君が第一志望の早
稲田大学教育学部・社会学科に合格されました。
2 年前に A 君のお父さんである B さんに、「政経
科目」の選択を勧めました。A 君は、偏差値「55」
あたりから政経をスタートし、２年後には「75」
近辺を常に獲得し、早大合格の稼ぎ頭となってい
きました。今、学友たちに伝道をしながら、充実
したキャンパスライフを送り、キリストにある霊
的なムーブメントを目指して研鑽しています。
　合格の一因となった「やり方」がヒントになれ
ばと思い、私と A 君親子とのやり取りの一部を加
筆して報告します。
　同時期に、やはり政経選択をアドバイスした C
君は法政大学経営学部 ・経営戦略学科に合格して
います。「政経選択については、予備校の校長に
稲葉さんと同じことを言われました。教科書が薄
いのだから、しっかりやれば高得点を取りやすい

「『受験』 は、 『素質』 ではなく、

『やり方』 が大切！』



 CHEA NEWSLETTER 171 号 21

ので有利と言われました」ということです。それ
で A 君にも C 君にも功を奏した受験戦略です。

　単に受験テクニックというだけでなく、政経を
学ぶことには、いろいろなメリットがあります。
まず、政治や経済を中心に社会全体の仕組みや法
制度を概観できるようになります。ホームスクー
リングは、規制の概念や法制度を聖書にあって打
ち破り、国会・政府・マスコミをリードし、法律
や社会を変えていく使命も持っています。

　政経の勉強を通し、憲法をほぼ暗記でき、また
社会へのまなざしをより深められたことは、私に
とって今日の「教育機会確保法」における文科大
臣や文科省らとの面談、法改正への提言等にも役
立ちました。こうした法律、社会の動きに強いホー
ムスクーラーの育成も大事だと思います。

　X 年春、A 君が受験スケジュールを制作。その
中の「政経」の選択を見て、以下のメールをお父
さんの B さんに送りました。

B さんへ

　A 君が作成した受験ロードマップで「政経」の選択を見てうれしかったです。
　何か微力でも、手伝えるかなと思ってメールを書いています。

■短期決戦向きに合う政経
　ご存じの通り、僕は高校時代、本気で甲子園を目指す野球部にいて、受験勉強はほぼゼロでした。
高２の駿台模試では、偏差値 43 ぐらいの超低空飛行だったと思います。
　でも高３春、当時の「政経」の先生に教えてもらった方法のお陰で、政経だけは浪人時代の模
試で偏差値は 80 前後、全国トップ３からトップ 10 の常連となれました。A 君の世代とは 30 年
以上の開きがありますので、最初は役に立たないかなと思いましたが、書店で問題集を調べたら、
政経の問題は 30 数年前とそんなに変わっていませんでした。それで「政経」のコツは、少しはア
ドバイスできるかなと思った次第です。
　A 君と僕は共通する部分があると思います。夏から受験準備という短期決戦型、そして、政経を
選択しようという心意気の２点です。

■政経は教科書が薄く、難問が出せない
　以下、当時の先生の言葉です。「政経は教科書が特別に薄い。問題集を 10 冊買ってきて一気に
解き、それを各問題集、５回以上、できれば 10 回やって、絶対間違えなくなるまでやる。そうす
れば、どんな試験でも、満点近く取れる。真剣に取り組めば、 絶対有利。あとは志望校の過去問を
7 ～ 10 年分買って、これも 5 ～ 10 回やれば傾向が分かるし、間違えなくなる。傾向をつかんだ
上で資料集のポイントを暗記すれば満点か、それに近い点数を必ず取れるようになるよ。政経は、
どんなにひねった問題を出そうとしても、薄すぎて、出しようがないんだから」。僕はなるほどと
思いました。そのまま素直に実行したら、結果がついてきて、どこの入試問題でも満点近い点数
が取れるようになり、自信がつきました。実際、受験科目の稼ぎ頭となって志望大学合格の扉が
開かれたのでした。

A 君の親御さんへの 「政経のススメ」

政経を学ぶ意義――法律や社会も

変えていく使命達成への備え
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問題集 10 冊を各 10 回繰り返す
　今回の A 君のロードマップ（受験までの計画書）は、7 ～ 8 種類の問題集と過去問、合わせて 9
冊を 1 年かけてやることになっています。でも、もっと良い案があるかと思います。以下、僕の
プランです。
　まず、教科書・資料集を 5 回読破。並行して、問題集や過去問 10 冊ずつ、計 20 冊を、できる
だけ早く終える。問題集は 1 度だけではなく、3 月から 7 月末までに各 3 回、8 月末までには 2 ～
3 回やって、6 回目は 100 点を目指す。憲法や政経資料集はこの 1 年、常に持ち歩き、キーワード
等はもちろん、ほとんど丸暗記に近い状況にする。将来、司法試験かマスコミ受験を目指す勢いで。
これを夏ぐらいまでに行えば、秋以降は復習として、各 4 ～ 5 回やります。
　僕は父の影響もあり、政経や社会問題の分野は小学生の頃から関心があり、新聞を読むのも大
好きでした。それで、政経分野の蓄積があったかなとは思います。A 君の政経分野への関心度やこ
れまでの蓄積によると思いますが、政経の教科書・問題集は薄いので、上記のプランに本気で取
り組めば、12 月末ごろに全国トップ 300 ～ 500 に入るのは可能だと思います。願わくは来年 1 月
末ごろにはトップ 100 に入ってくれればいいなと思います。2 月の受験の頃は、どんな問題が出
ても 9 割以上は取れるというところまで引き上げられたらいいかなと思います。

　教科書が薄いので、受験を意識しないできた、
短期攻略型には打ってつけです。しかし、注意点
もあります。それは、時に「政経」で受験できな
い大学・学部があるという点です。
　たとえば、慶応・上智大等です。早稲田大学で
言えば、法・商・教育・社学、また文学部（センター
利用）では受験可能ですが、政経、国際教養等で
は地理や歴史（日本史、世界史）等での受験が必
要です。首都圏で可能な大学は、中央大、明治大（文
以外）、青学、立教、法政、学習院、東京理大（経営）、

関西では関関同立の 4 大学ほか各大学があり、ね
らい目です。でも、政経で受けられない学部、大
学もあるので、それぞれの志望、将来への神様か
らの召しに合わせて、チェックが必要です。国公
立のセンター試験のために歴史や地理科目などの
W 選択も、時間セーブのためにはとても役立つの
ではと思います。

　個人的には日本史等も好きでしたが、上記の通
り、「時間効率」を考えて政経を選びました。で
も、小さい時から準備すれば、もちろん、日本史、

政経選択の注意点

（慶應、 上智大等は受けられない）

関心によっては、 地理、 日本史、

世界史も OK!

政経 ・頂点突破　ロードマップ

7月末まで 8月末まで 1年間継続秋以降

教科書・資料集を 5回読破
憲法・資料集を持ち歩き、

暗記
憲法や政経資料集の丸暗記

復習
（問題集や
過去問各10冊

× 5）
問題集や過去問各 10冊を

解く× 3
問題集や過去問各 10冊を

解く× 2～ 3
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世界史、地理等、好きな科目での選択もあります。
最近も、鉄道等が小さい時から大好きなホームス
クーラーと話し、「地理」の選択を勧めました。歴
史が好きだというホームスクーラーには、世界史、
日本史を、また哲学書が好きだというホームスクー
ラーには、既に選んでいた倫理・社会の継続を励
ましました。聖書に基づく教科書「世界史」（チア
発行）等と照らし合わせて「世界史」を学ぶと、
とても興味深いですし、そこは神様の導きを聞き
ながら、選択していけば良いと思います。

　A 君の政経は、１年後は偏差値 60 台半ばに定
着し、英語も高得点でしたが、国語が課題とのこ
とでした。上記の方法で勉強を進めると、政経は
2 年後、偏差値 70―80 あたりに伸び、全国でもトッ
プクラスへと成長し、国語・英語も伸び、志望校
合格に導かれました。
　現在、政治関係のサークルに所属しながら、友

人たちに福音も伝えつつ、勉学に励んでいるとの
ことです。先日のチア・コンベンションでも講義
の合間を縫って元気な姿を見せてくれ、とてもう
れしかったです。

　以上、「神様のご計画の中で、受験は『素質』で
はなくて『やり方だ！』、受験ごときでホームスクー
リングの本旨を見失うことがないように願います」
という、新しい角度からの提案です。
　冒頭でお伝えした通り、みんなで難関大学を目
指そう！ということでもなく、また、大学に入っ
たからそれでいいということでもありません。む
しろ、闘いはそこからです。でも、「伝道・世界宣教」
のためにも様々な資格や選択の引き出しを提供し
ていくことも力になり、３つの強い目的を心にし
つつ、誤った恐れや不安から解放され、ホームス
クーリングのメリットを一層、活かしていく応援
の一つと思い、書かせていただきました。どうぞ、
自由に、皆さんのご意見、ご感想を寄せてください。
　以下、B さんと A 君からのコメントです。

その後のA君　

偏差値70―80にジャンプ

息子の大学受験を終えて
B さんより

　A が小 4 になった時、ホームスクールを始めました。A は学校大好き、友達大好き。学級委員に立
候補し、勉強もそこそこ頑張っていました。
　しかし、ある夜チア・にっぽんのホームページを読み、白馬セミナーに参加してホームスクール
をすることを家族で決め、翌年 4 月からホームスクールを開始しました。
　家族で礼拝すること、聖書を読み御言葉を子どもたちの土台に据えること、祈り、主により頼む
生活がスタート。妻とも「学歴でなく、イエス様の弟子として生涯を送って欲しい」と祈っています。
　ホームスクールを始めて、聖書と祈りから一日が始まり、お手伝い、勉強など一つ一つのことに
勤勉に誠実に取り組むように励ましてきました。また、クリスチャンのサッカースクールが近くで
始まりそこにも参加させていただきました。サッカーが大好きになり中学生になった時に地元のフッ
トサルチームに入会。高 2 まで週 3 回の練習、土日の試合など積極的に参加していました（最近、A
から「（地元の）フットサルは、仲間から悪い影響を受ける面もあり、弟たちには、お父さん気を付
けてね」と言われています）。練習は夜遅くまで、またピアノ、ギターが大好きで時間があれば弾い
ていて勉強は高卒認定が終わるとほとんどしていなかったようです。

　しかし、高3になり社会に出ることを考えた時、「知らないことが多すぎる。大学に行き勉強したい」
という話になりました。高 3 の一年間は、国公立をめざし 8 科目を勉強しましたが、一年目はどこ
にも合格することができませんでした。大学受験を甘く見ていました。特に、数学が苦手で、私立
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文系に絞り勉強することにしました。
　稲葉さんに相談し、上記の励ましを受け、社会は政治経済に絞りました。その結果、政治経済
が大好きになり模試では毎回、90 点以上がとれるようになっていました。英語は、高 1 の時に、
チアの企画、「ドリームカナダ」に参加させていただき、その後もインターネットでの英会話を続
けていたので得意科目でしたが、語彙力、文法などで点を落とさないため頑張っていました。最
後まで苦労したのが、古文、漢文です。「何のためにこれを勉強するのか ?」と後回しに。その結果、
浪人一年目の偏差値は、政経・英語は 70 以上に、しかし、国語は 39 という数字に。一つの大学
には合格できたのですが、希望する大学には届かず、もう一年頑張ることに。

　浪人 2 年目は、予備校に通い、朝一番から最後まで予備校にいることを決め、授業後も自習室
にこもり、古文、漢文もほぼ 0 から勉強を始め、政治経済では失点しないように、英語は難問、
長文を早く読むことを心掛けたようです。「勉強を楽しむこと、能動的に取り組むこと、勉強は予
備校の自習室で最後までする」ことを心がけたと言っていました。
　結果発表当日。昨年は 1 校しか受からなかったので、ドキドキしながら結果を見ると、明治大学、
中央大学、そして念願の早稲田大学に合格することができました。
　3 年間の受験勉強で、勤勉に取り組むこと、大学で何をするか、将来の夢などいろいろと祈りつ
つ考えることができたと言っています。
　A がイエス様の弟子としてさらに成長できるように、大学生活が用いられるように祈っています。

A 君より

　メールありがとうございます。とても励まされました。教育学部の合格も神の計画と受け止め
て精一杯努力していきたいと思います。

　政経受験は僕にとても合っていました。もともと政治経済に興味があったので勉強は苦になら
ず、むしろ楽しんでできました。

　また覚える範囲は他の日本史や世界史と比べて少ないので、教科書を何周も勉強できました。
ただ他の科目よりも論理的に考えたり、流れをしっかりつかむことが必要になると感じます。

　政経受験は難関大学になればなるほど、教科書以上の内容が多く問われます。なので日々新聞
などを読みニュースに関心を持ち、また時事集、資料集などを利用して幅広く勉強する必要があ
ります。もちろん一番大事なのは教科書の基礎的内容を完璧に理解していくことですが。

　ただ政経受験は受験学部が限られてくるので、行きたい大学や学部等、よく考えての選択は必
要と思います。今、大学生活、とても充実しています。勉強も楽しいです。僕にとっては政経選
択はとても良かったと思って、すごく感謝しています。



　 名 作 映 画 D V D ( 書 籍 ) オ ー ダ ー シ ー ト

（個人鑑賞用です）（価格はすべて税込）※ 5000 円未満の注文、または遠隔地の場合、送料（実費）あり。※１万円以上のご購入の場合、代引発送となります。
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ご住所

◆廉価版スタート！「大草原の小さな家シーズン1」　旧価格　5,122円→　新価格　2,980円（　　）枚 （全26話収録）

◆廉価版スタート！「大草原の小さな家シーズン2」  旧価格　5,122円→　新価格　2,980円（　　）枚（全22話収録）

◆廉価版スタート！「大草原の小さな家シーズン3」  旧価格　5,122円→　新価格　2,980円（　　）枚 （全23話収録）

◆廉価版スタート！「大草原の小さな家シーズン4」  旧価格　5,122円→　新価格　2,980円（　　）枚 （全24話収録）

◆廉価版スタート！「大草原の小さな家シーズン5」  旧価格　5,122円→　新価格　2,980円（　　）枚 （全24話収録）

◆廉価版スタート！「大草原の小さな家シーズン6」  旧価格　5,122円→　新価格　2,980円（　　）枚 （全24話収録）

◆廉価版スタート！「大草原の小さな家シーズン7」  旧価格　5,122円→　新価格　2,980円（　　）枚 （全22話収録）

◆廉価版スタート！「大草原の小さな家シーズン8」  旧価格　5,122円→　新価格　2,980円（　　）枚 （全22話収録）

◆チア価格スタート！「祈りのちから」　　　価格　4,104円→　チア価格　2,480円（　　）枚

◆チア価格スタート！「復活」　　  　　　　価格　4,104円→　チア価格　2,480円（　　）枚  

◆チア価格スタート！「天国からの奇跡」    価格　4,104円→　チア価格　2,480円（　　）枚

◆廉価版スタート！「パッション」　 4,860円→新価格　1,980円（　　）枚  ◇書籍 「ソウル ・ サーファー」   713 円 （　　） 冊

◆◇ DVD 「ファイアー ・ ストーム」 ＋書籍 「決断する愛」 セット   4,104 円 （　　） セット   ◇ 書籍 「決断する愛」 1,728 円 （　　） 冊                   

◆チア価格！ 「ハート ・ オブ ・ ソウル ・ サーファー」 （約 2 時間、 ポスター付）                                                  1,543 円 （　　） 枚　                                         

◆チア価格 ! 「アメイジング ・ グレイス」               3,588 円 （　   ） 枚　　◆廉価版！ 「ソウル ・ サーファー」          1,543 円 （　　） 枚

◆ 「フェイシング ・ ザ ・ ジャイアント」                  1,523 円 （　　） 枚　◆廉価版！ 「ヒューゴの不思議な発明」    1,543 円 （　　） 枚

◆廉価版！ 「レ ・ ミゼラブル」 （ミュージカル版） 1,543 円 （　　） 枚　　◆廉価版！ 「空飛ぶペンギン」　              1,533 円 （　　） 枚               

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

◆ 「レ ・ ミゼラブル」 （ドラマ版）

◆「42 ～世界を変えた男～」

◆「96 時間」 

◆「ＲＶ」

◆「キング・オブ・キングス」

◆「クオ・ヴァディス」      

◆「グラン・トリノ」

◆「グレイテスト・ゲーム」

◆「サムソンとデリラ」                

◆「しあわせの隠れ場所」

◆「スヌーピーのメリークリスマス」 

◆「スヌーピーの感謝祭」 

◆「スパイキッズ」 

◆「スパイキッズ 2」

◆「トゥルーマンショー」　             

◆「ドリームズ・カム・トゥルー」

◆「ナルニア国物語 1」                                   

◆「ナルニア国物語 3」

◆「プリンス・オブ・エジプト」

◆「ベン・ハー」

1,523 円 （　　） 枚

1,543 円 （　　） 枚

1,533 円 （　　） 枚

1,523 円 （　　） 枚

2,700 円 （　　） 枚

  514 円 （　　） 枚

1,543 円 （　　） 枚

1,543 円 （　　） 枚

  514 円 （　　） 枚

1,543 円 （　　） 枚

2,160 円 （　　） 枚

2,160 円 （　　） 枚

1,543 円 （　　） 枚

1,944 円 （　　） 枚

1,543 円 （　　） 枚

1,523 円 （　　） 枚

1,944 円 （　　） 枚

1,533 円 （　　） 枚

1,944 円 （　　） 枚

1,543 円 （　　） 枚

◆「ライフ・イズ・ビューティフル」

◆「炎のランナー」 

◆「塩狩峠」 

◆「黄昏」

◆「怪盗グルーの月泥棒」           

◆「奇跡の人」

◆「剣と十字架」         

◆「幸せのちから」

◆「若草物語」                                                                

◆「十戒」　  　 

◆「聖衣」　　　    

◆「素晴らしき哉、人生」　

◆「天地創造」                     

◆「僕はラジオ」

◆「名犬ラッシー」

◆「路上のソリスト」

◆「ベイマックス」

◆「ズートピア」

◆「ファインディングドリー」

1,543 円 （　　） 枚

1,533 円 （　　） 枚

3,218 円 （　　） 枚

1,543 円 （　　） 枚

1,543 円 （　　） 枚

1,944 円 （　　） 枚

1,944 円 （　　） 枚

1,523 円 （　　） 枚

  514 円 （　　） 枚

1,543 円 （　　） 枚

　514 円 （　　） 枚

　514 円 （　　） 枚

1,533 円 （　　） 枚

1,543 円 （　　） 枚

　514 円 （　　） 枚

1,543 円 （　　） 枚

3,580円（　）枚

3,580円（　）枚

3,580円（　）枚

合計 枚

⇒ FAX 03-6862-8648　メール office@cheajapan.com  または郵送
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最先端＆最善の教育環境の整備、進む！
　学校・教育委員会・祖父母・牧師、ホームスクーリングを考えて
いる次世代向けのアイテムです。しっかりしたコンテンツ＆最前線
の情報を、分かりやすくプレゼンできます。

衆参全国会議員への
プレゼン封筒

チア・マガジン 43 号～ 46 号
「教育機会確保法」を特集

多様な教育をめぐる新法律施行！
（封筒 2 種類）

【その他　パッケージ内容】
●全国ネットの各企画パンフレット！
　   チア・コンベンション（約 820 名）、
　　キャンプ（約 200 名）、
　　白馬セミナー（約 460 名）
●参全国会議員への手紙＆議員によく
　聞かれる質問への回答資料（各２種類）
●元官房長官、文科大臣、文科副大臣ら　　
　5 名の推薦文

◆１セット　2,400 円＋税　（マガジン 600 円× 4 冊分）    
◆お勧め３セット（20％オフ）（学校・教育委員会・ご自分用等）　
　7200 円のところ⇒ 5,760 円＋税

※送料 400 円。チア・メンバーは各 10％オフ

　ホームスクーリングが
よく分かるパッケージ商品

New!
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　ホームスクーリングがよく分かるパッケージ商品 注文書
⇒メー ル　office@cheajapan.com　　FAX　 03-6862-8648

　希望セット数　（　　　　）セット
　お名前（　　　　　　　　　　　　　　　　　）　　TEL（　  　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　ご住所（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

河村建夫　超党派フリースクール等議員連盟会長  

　　　　　(２回面談 )　

    　　　自民　元官房長官、元文科大臣

馳浩　　　座長（当時）・幹事長（２回 )　　

　　　　　自民　前文科大臣

笠浩史　　座長代理（２回）　

　　　　　民進　元文科副大臣

林久美子　事務局長 （当時）（３回）

　　　    民進　元文科大臣政務官

松野博一　自民　文科大臣　

田村智子　共産　共産党副委員長　

畑野君枝　共産　衆院文部科学委員　

吉川元  　 社民　社民党政審会長

小坂憲次　自民　元文科大臣　（故人）

塩谷立　　自民　元文科大臣、自民党総務会長代行

田島一成　民進　元文部科学委員

細野豪志　民進  元環境大臣

文科省　

亀田徹　　視学官（院内集会にて）

佐野嘉則　専門官（２回）　（文科省にて）

チア・マガジン 43 号　多様な教育機会確保法案特集号

（対談くださった議員・関係者の皆さんです。敬称を略させていただきます。党名・役職は発行時です）

チア・マガジン 44 号

特集　続・多様な教育をめぐる教育機会確保法　

河村建夫　超党派フリースクール等議員連盟会長  

    　　　自民　元官房長官、元文科大臣

下村博文　顧問
　　　　　自民　　元文科大臣

丹羽秀樹　新座長　　　

　　　　　自民　　元文科副大臣

笠浩史　　座長代理　
　　　　　民進　元文科副大臣

林久美子　事務局長 （当時）

　　　    民進　元文科大臣政務官

浮島とも子　幹事　　　　　　　　　

　　　　　公明　元文科大臣政務官　ほか多数

チア・マガジン 45 号　教育機会確保法成立！推薦のことば

「両親、曾祖父、聖書に学んだこと」　　石破茂　元自民党幹事長、元地方創生大臣

チア・マガジン 46 号　「教育機会確保法」が施行されて

議連総会レポート＆議連にてチアからも提言
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　●サマーキャンプ　8月 13 日（月）～ 15 日（水）

　　　　　　　　　　（LIT は 10 日～）

    ◇仙台明泉学園

 ●オリンピック　10 月下旬

　　◇府中市民陸上競技場

チア・にっぽん カレンダー
 【5月会計】 

   

  　　　収入                                          

  献金                   1,756,800                                                                 

  書籍・教科書　            50,228      

　会費　                    71,000

  広告　　　　　　　　　　 691,200     

　DVD/CD、ビデオ等           1,320 　

  その他         　         　 730     

　　　　　　　　　　　　 2,571,278

        支出　  

  事務局経費　　         1,889,217                  

　通信運搬費　　            98,938       

  交通費　　　　　　　　　   6,480

　印刷費　　　　　　　　　 403,552

  DVD ＆商品仕入費　　　　       0 

　    　                 2,398,187

  残高　　               　173,091         

  前期繰越　  　　　　　　-171,330 

  翌期繰越　  　             1,761 

　　 

　　　☆尊い献金、会費の送金を、

       　心から感謝いたします。 

チア・にっぽん事務局
〒189 − 0013  東京都東村山市栄町 1-5-4-103

TEL 042-318-1807  メール対応 FAX 03-6862-8648

    メール　office@cheajapan.com

コンベンション 2018
講演・分科会 CD・DVD 

全７０講演を収録したコンベンショ
ン DVD、（コンピューター用・mp3
版）には、特別講師の講演のパワー
ポイントデータも入っています。現
在編集中ですが、ご予約承っていま
す。お申込みは、チア事務局へ！

 定価 6800 円（税込）

　　　　＜夏のボランティア募集中！＞
「マガジン４７号原稿文字起こし」
　コンベンション、白馬セミナー等の好評の講演の文
字を起こしながら、メッセージを深く聞き直すことが
できます。完了の目標は、８月末までといつもより、
ちょっぴり余裕あります。ひと夏のボランティア、導
かれた皆さんは、どうぞ、オフィスにご連絡くださ




