
■ジェラルド＆ベバリー・ヒューブナー夫妻

　カナダのマニトバ州にて、2 人の子どもをホー
ムスクーリングで育て、現在は 4 人の孫をホーム
スクーリングする祖父母。カナダの州や国レベル
で 30 年間、ホームスクーリングのリーダーシッ
プをとる。カナダの HSLDA（ホームスクーリング
法的擁護協会）の代表であり、Canadian Centre 
for Home Education の議長。マニトバ州政府の
役員・管理職として、約 37 年働いた幅広い経験も
持つ。妻のベバリーと共に、最初は 1 年限定でホー
ムスクーリングをスタートしたが、2 人の子ども
を教える喜びと挑戦は高校まで続くこととなった。
その後、州、国、そして国際レベルでホームスクー
リングのリーダーシップをとる。これまでカナダ
や海外 12 カ国で講演し、ホームスクーリング家庭
を励ましている。
　ベバリーも、講演者として一緒に各地で講演。
ベテランのホームスクーラーママ＆おばあちゃん
としての知恵と経験は、どこに行ってもホームス
クーラーたちに有益で好評。

　Gerald Huebner, veteran parent of two home 
educated children, and now grandparent of 
four home educated grandchildren, is from 
Manitoba, Canada. Gerald has served in home 
education leadership for 30 years at the 
provincial and national level in Canada and 
is the board chair of the Home School Legal 
Defense Association of Canada (HSLDA) and 
the Canadian Centre for Home Education. 
Gerald serves to advance parental educational 
choice broadly and the human right to choose 
home education internationally as chair of 
the Global Home Education Exchange Council 

board.  Gerald has extensive experience 
having worked for over 37 years in senior 
management in the Government of Manitoba. 
Although Gerald & Bev started homeschooling 
with the plan to do it for only one year, 
they went on to experience the joys and 
challenges of teaching their two children all 
the way to high school graduation. All of this 
life, work, and home experience gave them 
the credibility to also become involved in 
homeschool leadership at the local, provincial, 
national and global level. Gerald has spoken 
on home education in ten provinces and 12 
countries, and is a great encouragement to 
homeschooling families everywhere he goes.

　Beverly Huebner is a veteran homeschooling 
mom. Now the Huebners are enjoying their 
four grandchildren, who are also being 
homeschooled.  Bev has served for 30 years 
in leadership on the Manitoba provincial 
organization, the Manitoba Association of 
Christian Home Schools. Beverly has spent 
many years supporting homeschool moms 
with her encouraging and informative 
workshops. Her wisdom and experience are 
very beneficial to homeschooling parents 
everywhere.

■ JUNKO（大阪・東京）
　25 年に亘り音楽ミニストリーを行い、最近ハリ
ウッドに進出。テイラー・スウィフト（アメリカ
のシンガーソングライター。全世界のトータルセー
ルスは 1 億 7500 万枚以上）のミュージック・ビ
デオ「Delicate」に出演。これを契機に、様々な
ハリウッドの仕事に関わる。
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■ダニエル・ファンガ―（大阪・東京）
　園児数約 1300 人と日本で最大規模の幼稚園、
宮城・明泉学園、その明泉学園園長であり、日本・
アメリカ・中国・インドなどにまたがるグレープ
シティ社の会長を務める。伝道者、3 人の子の父
親としての顔も持ちながら、実社会で稀有の体験
をしている。

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

■赤津　裕治＆めぐみ ( 東京 )
　2000 年 8 月からホームスクールをスタートし
19 年目、当時 5 歳だった長男は社会人、次男は大
学 4 年生で就活中。長女は通信高校 2 年生、次女
は中学 2 年生。東京都東久留米市在住。

■稲葉　寛夫（大阪・東京）
　チア・にっぽん代表。元 NHK ディレクター。ロ
サンゼルス等で和紀子夫人と 3 人の子ども（27 歳、
22 歳、10 歳）をホームスクーリングして 19 年目。
チャーチ＆ホームスクーリング・ムーブメントに
奔走中。

■今井　一穂＆真理子（大阪）
　大阪市在住。夫・一穂は会社員。独身時代からホー
ムスクールに興味を持つ。妻・真理子は専業主婦。
現在、長女（小２）、次男（３歳）をホームスクー
リング中。長男（みくに）は 2014 年 8 月に産後
12 時間で召天。（チアマガジン No.42 参照）

■上原　栄治＆知子（東京）
　長男 (22) はフリーのカメラマンとして働き、長
女 (20) は YWAM の 2 つのプログラムを修了。次
女は通信制高校 1 年生。夫は電気工事士。妻はホー
ムスクーラー向けイベント係 (^^) 神奈川県横須
賀市在住。

■宇佐神　実（大阪・東京）
　ジェネシスジャパン会長、全アジア創造協会コ

アメンバー、創恵聖書教会茨城チャペル牧師。創
造の事実と創造主のすばらしさを伝える講演者と
して国内外で活躍中。

■大久保　みどり（大阪）
　ＪＣ ホ－ムチャ－チ・スク－ル。主イエス・キ
リスト教会牧師。元神戸女学院大学講師。

■大城　基晴＆百合（大阪）
　ホームスクールに導かれて約 12 年が経ちます。
現在高 1 男子、中 1 女子、4 才男子の子どもたち
と楽しく苦しく奮闘中。大阪府泉南郡熊取町在住。

■岡田　恵理也＆愛（大阪）
　長男が小学１年生の夏休み、ホームスクーリン
グへ移行。現在、夫婦と４人の子ども（長男１１
歳、長女９歳、双子の次男、三男７歳）の６人家族。
岡山県倉敷市在住。

■金子　昭典＆まゆみ（東京）
　富山県滑川市に 2004 年滑川一麦教会（プレイ
ヤー・ヒルズ・チャーチ）の開拓をスタート。同
時に 5 人の娘たちとホームスクーリングマインド
のプレイヤー・ヒルズ・クリスチャンスクールを
スタート。現在は 16 年目です。

■亀川　偉作＆奈美（大阪）
　ＨＳをはじめて１６年目の父・母・息子３人（も
うすぐ１６歳，１１歳，８歳）の５人家族です。
沖縄県内の南部に在住。海が大好きな家族です。

■菅野　律哉＆幸（東京）
　婚約中からホームスクーリングの思いが与えら
れ、現在小２、年長、２歳、０歳の４兄弟と賑や
かにホームスクーリングを続けています。東村山
市のキリストの栄光教会会員。

■ギンター　千為子（大阪・東京）
　公立高校・中学において講師・教諭を務めた後、
結婚。三人の息子（２２歳、２０歳、１７歳）を
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カナダと日本においてホームスクーリングで育て
る。

■ Classical Conversations（大阪）
・Kelly Hendricks, Classical Conversations 
International Support Representative for East 
Asia・Carla Gibson, Director of Classical 
Conversations Osaka Community

■小林　里佳（大阪）
　４人の娘の母。出身は関西。15 年前ホームスクー
リングを夫婦で始め、３年前に夫を天に送った後
も、夫の愛した長野の田舎で、末娘 ( 中 3) を、一人っ
子状態の H S を続ける。

■竿代　健＆矢須子（大阪）
　高校教師、教会スタッフを経て、12 年前に専業
主夫に変わってから準備を始め、妻とともに 2 人

（14 歳、12 歳）の長男・次男とはじめたホームス
クールは準備期間から数えて 12 年目です。自称
ボードゲームマスター。

■志賀　信泰（東京）
　国立研究開発法人情報通信研究機構で日本標準
時に関する研究に従事。大学院時代に米国留学
し、オハイオ州で受洗、カリフォルニア州で結婚。
2008 年に帰国し、2012 年に長男の小学校進学の
タイミングでホームスクーリングを開始。3 男（13
歳、6 歳、1 歳）1 女（8 歳）

■末宗　宣行＆百合子（大阪）
　広島県出身、三次シティバイブルチャーチの牧
師として主に仕える。妻は元薬剤師。今年 13 歳に
なる一人娘を、中国地方の真ん中でホームスクー
リングをしつつ、次世代への伝道と信仰継承のた
めに奮闘中。

■棚田　伊作＆加代子（大阪）
　富山県射水市在住。英語教室を経営しながら、
長男 ( １７歳）長女 ( １４歳）をホーム

スクーリングして１１年目。

■田丸 暁規＆明日香（大阪）
　２０１６年よりホームスクーリングを始め、４
年目。現在、長女は中３、長男は小６。広島県広
島市在住。暁規は会社員、明日香は自宅で子ども
たちをホームスクーリングしながら近所の子ども
たちに英会話を教える。

■中上　勝雄＆デフィ（東京）
　１９７６年神奈川県生まれ。横浜で牧師をして
１２年目になる。独身時代に奉仕していた教会の
チャーチスクールにかかわり、チアにっぽんのコ
ンベンションに参加して以降、ホームスクールに
深い関心を持つようになる。家族は妻、２男１女。

■月城　聖一＆美和子（大阪）
　ホームスクール 12 年目。「我が家と我は主に仕
える」をモットーに教会開拓、宣教のはたらきに
邁進中。長男 22 歳、長女 20 歳、次男中 1。

■辻岡　健象（東京）
  1933 年生まれ。大学卒業後ビジネスマンとして
７年間働き、神学校で学び、20 数年間の牧会・超
教派伝道の後、教会の社会的使命と責任を強く示
され、聖書の愛を実践するために、1984 年に「小
さないのちを守る会」を創設。（ⅰ）中絶の防止（ⅱ）
養育不可能な場合に養子縁組相談（ⅲ）聖書によ
るいのちと性の講演（ⅳ）十字架の完全な救いの
提供を中心に宣教活動のため、夫妻で日本全国を
縦断中。著書：小さな鼓動のメッセージ、写真集：
小さないのち、マンガ：小さないのち。キリスト
教教育学博士。

■トゥール ジェフリー & 文絵（大阪）
　2000 年に結婚、来日。単立アドラム福音教会牧
師。英会話教室を自営し、5 人の子どもたち（15
歳〜 3 歳）をホームスクーリングしています。

■豊田肇＆宏子（東京）
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　ホームクスーリング 16 年目。子どもたちは 25
歳社会人、17 歳通信制高校三年、11 歳小六、8
歳小三の四人です。

■中島　若樹＆啓子（大阪）
　大阪府能勢町在住。ホームスクール１５年目。
４歳、６歳、９歳、１１歳、１４歳、１７歳、
１９歳、２１歳の８人（四男四女）の親。能勢川
キリスト教会牧師。

■永田　ヨハネ＆ゆり（大阪）
　岐阜県の養老にて保育園や幼稚園には入れずに、
２０１２年より当時４歳、２歳の娘達と週２時間
のプリホームスクールを開始。現在、10 歳の長女、
８歳の次女、５歳の長男、２歳の次男とホームス
クールを実施中。神様の深い憐れみと助けと導き
の中で、毎日子どもたちと共に過ごすプレシャス
な時間を楽しんでいる。

■中村　昌代（東京）
　学校に行き続けた長女（社会人）、半分ホームス
クール半分学校の次女（大学生）、全てホームスクー
ルで育った長男（大学生）と横浜市在住。

■中山　史郎＆薫子＆基義（東京）
　1999 年に HS 開始。当時、父は会社員、母は
専業主婦、長女は小３、長男は５歳、次女は４歳。
現在娘 2 人は看護師、息子は弁護士。

■成瀬　太郎＆由紀子（東京）
　東京都港区在住。2008 年よりチアにっぽんのセ
ミナーに参加、2014 年 4 月からホームスクール
開始。父、母、長女（中 3）、次女（中 1）、長男（小
1）の 5 人家族。

■平岡 真実＆恵美香（東京）
　２３年務めた会社を辞めて昨年、福島県田村市
滝根町に移住。９か月の研修期間を経てイチゴで
新規就農の認定を受けました。農地と住まいを与
えられて生活の基盤を作っていくところです。子

どもたちは従光（１１歳）褒乃歌（８歳）譲二 ( ６
歳）礼愛（４歳）幸人（２歳）です。

■藤井　一朗（東京）
　カリフォルニア州立大学ノースリッジ校運動学
部卒。帰国後、九重部屋にて力士の身体づくりを
3 年間担当し、現在、フィットネスクラブ　THE 
JEXER TOKYO Annex にてインストラクター。

■ブロックソム　淳子（大阪）
　通訳・翻訳者。『鎖を解き放つ主』、『神を味わう』
など訳書多数。KIU 学長である夫ピーターと４人
の息子を育てる。子育てを通して、バイリンガル
教育・ホームスクールを経験。

■三橋 宏史＆優子（東京）
　 父・ 母、 高 1 長 女（15 歳 ）、 中 1 長 男（12
歳）、小 5 次女（10 歳）の 5 人家族。東京都在住、
2005 年（長女 3 歳）からホームスクーリングで
子育て中。

■山下　綾子（東京）
　５人（１５、１４、１２、９、７）の母。長女
が２歳、長男が１歳の時に、東京のチア・コンベ
ンションに参加し、ホームスクールを始める。当初、
ノンクリスチャンだった夫と４人の子どもたちが
洗礼の恵みに与り、クリスチャンホームに。第５
子はダウン症の女の子。

■渡辺　健＆まゆみ（東京）
　アメリカにてバブルを乗り越え、信仰を獲得し
帰国。帰国早々、稲葉氏からの一本の電話でホー
ムスクーリングに出会い、二男三女をホームスクー
リング。
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