
恐れるな。気力を失うな。主は、あなたのただ中に

おられる。…主は、高らかに歌って

あなたのことを喜ばれる（ゼパニヤ 3：16、17）
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 澄んだ青空と深まる緑、初夏の光線も感じる季節になりました。いよいよ、チア・コンベンションも

近づきました。神様はどんな風に導き、助け、祝福してくださるか、今から楽しみで、神様の恵みと憐

みに感謝しています。皆さん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

パトリック・ヘンリー大卒業式にて
　

　今月上旬、長男、真祈史（24）の大学卒業式に

参加するため、バージニア州にあるパトリック・

ヘンリー大学に向かいました。キャンパスに隣接

する HSLDA（ホームスクーリング法的擁護協会）

も約 2年ぶりに訪問しました。

　パトリック・ヘンリー大学は、HSLDA が 17 年前

に設立し、ホームスクーリング出身者が 7 割に及

ぶ大学です。全米ディベート大会や、全米模擬裁

判大会では、2003 年以降、ほぼ毎年のように優勝。

4 年生の全米大学別学力考査やホワイトハウスの

インターン率も全米 1位です。学生

マイク・スミス HSLDA（ホームスクーリング法
的擁護協会）代表弁護士夫妻と、卒業式後の稲
葉真祈史とエミリとジョセフ。エリザベス夫人
は、白馬セミナー 2011 で来日。夫妻で日本の
祝福を祈っている

卒業式の日のパトリック・ヘンリー大（バージ
ニア州。ホームスクーラーが約 70％。HSLDA
が設立。ホワイトハウス、CIA、FBI 対象の特別
学部もあり。ホームスクーリング・ムーブメン
トの結実の一つと言われている）
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の人格面等も評価され、CIA や FBI 関連の特別な

学部が設けられ、CIA や FBI から派遣された講師

による授業もあり、CIA 内のマガジンの編集等も

依頼されています。40 年に亘るホームスクーリ

ングムーブメントの結実の一つと言われていま

す。

　今回の卒業式について、結論から言うと、神

様は憐みと恵みで、真祈史に必要な最高の友人・

教授たち、バージニアの家族を備え、成長を与

えてくれていることを知ることとなりました。

また、真祈史が、HSLDA が設立したパトリック・

ヘンリー大学にいたことで、一層、チアと HSLDA

との絆が強められ、心から励まされました。

　「主の山に備えあり」と聖書は約束してくれて

いますが、自分が気づいていない、神様の助け

や愛の真実を改めて思い、とても感謝している

次第です。

　ところで、真祈史ですが、大学のあるパーセ

ルビル市の市役所に採用が決まりました。IT 関

係の仕事の担当です。本人は、ロサンゼルスに

戻るか、バージニアに残るか、かなり祈った中

で、主にバージニアに残る道を示され、その後、

採用の扉が開かれたのだそうです。大学のコン

ピューター課で 4 年間、最後の 1 年は会計事務

所のコンピューター管理のアルバイトもしつつ、

学業を重ねてきたのですが、それらが用いられ

ました。皆さんのお祈りに感謝します。また、

どうぞ続けてお祈りください。

マイク・スミス代表弁護士との面談

　訪問初日は、朝 10 時からのマイク・スミス

HSLDA 代表弁護士との面談から始まりました。同

弁護士とは、昨年 7 月のカリフォルニアでの 2

日間の面談を含め、日本における「多様な教育

法案」の展開について、意見を求めてきました。

約 1 時間、法案の展開のアップデート、家族や

チア・メンバーの話等できて、とても良かった

です。

　「今回の展開、よく進んだと思う。Hiro として

は、今回の展開、どういう気持ちだ？　満足し

てるか？」「ええ。満足し、感謝しています。最

初は選択制が明確でなく、全員、許認可制とな

り、家庭訪問が制度化される条文案もありまし

た。そうした介入的な要素が削除され、今年に

入って、教育委員会の許認可制も削除されまし

た。まだ、積極的に多様な教育を制度化するま

でには至っていないにしろ、とても良かったと

思います。神様やマイクたちに深く感謝してい

ます」「それは良かった。とても良かったね」

　その後、HSLDA マガジンに掲載してくれたチ

ア関連の記事を図書館で収集。思いがけず、真

祈史と図書館で出会って手伝ってもらえました。

知り合いの図書館スタッフの方が蔵書室に行っ

マイク・スミス HSLDA 代表弁護士
（バージニア州 HSLDA 本部にて）

広大な敷地内にあるHSLDA本部。首都ワシン
トンDCから約１時間。ホワイトハウス・上下
院議員たちとの交流も深い
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ルを使ったのかと思ったよ」「（スミス弁護士）僕

もそう思ったよ (^^)。これ、見てよ（と、隣の

弁護士へ）」「真祈史も、大変、お世話になりました。

パトリック・ヘンリー大学で、自信がついたとい

うか、すごく成長したと思います。（大学のある）

パーセルビル市役所に就職なので、これからもお

世話になります」「（ファリス弁護士）真祈史、良

かったねー。おめでとう」「（闘病中の）ヴィッキー

は、明日の卒業式は来れないですか？」「（ファリ

ス弁護士）来れない。調子はあまりよくないんだ」

「ヴィッキーの本（『母なるあなたへ』）は、今も

評判いいですよ。あの本を読んで、もっと子ども

たちを与えられたいと祈り出して、生まれた子ど

もたちもずいぶんいますよ」「ありがとう！　マ

イク、僕は 100 冊ぐらい本を出版してるんだけど、

コンベンションとか行って、ほめられるのは、い

つもヴィッキーの本なんだ（笑）」

　「日本の法案の状況も報告の通りです。引き続

き、祈っててください」「わかった。何かできる

ことあれば、連絡くれ」

神に栄光を帰すマイク・ドネリー弁護士

　最後は、さらにマイク・ドネリー弁護士と白馬

関連も含めて、じっくり打ち合わせもできて、良

かったです。

　「（ドネリー弁護士）チア・にっぽんが、政府、

議員たちに対して、強く立ち続けてくれてうれし

てくれて特別に探し出してくれたり、真祈史の ID

のお陰で、学生でないとスキャン等できない機器

等が使え、とても助かり、神様を讃えました。

マイク・ファリス理事長（弁護士）も

加わって

　お昼からは、11 月の白馬セミナーの基調講演を

引き受けてくれているマイク・ドネリー国際担当

弁護士との面談の予定でした。そこに、マイク・

スミス代表弁護士、さらに、マイク・ファリス

理事長（パトリック・ヘンリー大学理事長兼務、

2005 年チア・コンベンション講師）と、もう 1 人

の弁護士の方が加わって、豪華キャストでのラン

チミーティングとなりました。上記の 3点（法案・

チア・我が家）等、とても良いミーティングがで

きました！　

　マイク・ファリス弁護士は、2005 年に奥さんの

ヴィッキーさんとチア・コンベンションに来てく

れています。「このチア・マガジンの表紙の 4 人

の親御さんたちも、あの時、マイクたちに励まさ

れたホームスクーラーたちです。この子は、2004

年にスタートし、教師を目指し、この子は 2006

年にスタートして今、医学部へ、彼女は 2001 年

にスタートし、大学に行かずに公認会計士の 2 次

試験に進み、彼は 2001 年スタートで、伝道の道

に進んでいます。みんな励まされましたよ」「（ファ

リス弁護士）そっかー。みんな美男美女で、モデ

中
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は
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かった。ありがとう！」「それは、マイクやマイ

ク・スミスたちを始め、HSLDA、アメリカのホー

ムスクーラーたちの 40 年の歴史と、また、今回

の強力なサポート、インプット、また理論的にも

霊的にもバックアップがあったからできたよ。そ

れにしても、6 つも私たちの要求が通って修正さ

れていったことは奇蹟だと思う。神様の助けだと

思う。そして、マイクはじめ HSLDA の弁護士の皆

さん方に本当に感謝しているよ」

　「すべての栄光は僕らではなく、主に返すよ。

アメリカで起こってきたことも奇蹟の連続だっ

た。今回、日本で起こってることは、まさにアメ

リカの展開とまったく同じ奇蹟だと思う。今後、

日本でも、アメリカのように、あるいはそれ以上

にホームスクールが成長していくことを祈って

るよ」「まさにその通りと思う。奇蹟だよね。僕

らは、文科省や各議員たちから見れば、からし粒

の種のような存在だと思う。でも、首相・官房長

官・大臣経験者や官僚の皆さんら 30 名あまりの

人々と次々と面談の扉が開かれていることは、た

だただ神様の憐みと恵みと奇蹟だと思う。これか

らもどうぞ、よろしく」

卒業式礼拝にて

　その日の夜、大学での卒業式礼拝がありました。

1 人ひとりが教授たちに按手され、祈られ、送り

出されます。それも、とても良かったです。真祈

史も終始、うれしそうでした。

　真祈史の主任教授のビース教授が、式でメッ

セージを取り次ぎました。式前に行ったハンバー

ガーレストランで、ビース教授夫妻も食事をされ

ていて、挨拶できました。7 つあまりのクラスを

取り、とてもお世話になったということで、お礼

を言うと、ビ―ス教授（文学）は「真祈史は、私

の最高の学生の一人です。とても聡明で、優しく、

また、愛に満ちた人格です。私は、彼のことを本

当に誇りに思っています」とのことで感謝でした。

　式後、真祈史は、7人ぐらいの教授たちを、次々

と紹介してくれました。みんな真祈史を「He is 

one of my best students. You should be proud 

of him.（私の一番の学生です。あなたは彼のこ

とを誇りに思うべきです）」（ミッチェル教授・政

治学）といった風に、ほめてくれました。真祈史

は、中高時代は自信を失って苦しんでいた時代も

あり、とても励まされる真摯なことばでした。歴

史学のスピニー教授は、「真祈史は、授業でも聡

明で深く洞察する。でも授業だけでなく実生活で、

とにかくキリストを愛し、行動しようとしていて、

素晴らしい。教授というのは、成績をつけるのが

真
祈
史
の
「
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仕事みたいなところがあるのだけど、彼はグレー

ド A の人物だ。私は彼を誇りに思っている」との

ことでした。ただただ主を讃えました。ホームス

クーリングで真祈史を育て上げてくれた妻の和紀

子にも心から感謝しました。

ペンシルベニアの家族と出会って

　式後、真祈史が年 2 回、イースターとか感謝祭

とかで 3 － 5 日、合計 10 回ほど宿泊し、お世話に

なっている、寮のルームメートのご家族と食事を

しました。お祖父ちゃん、2 人のお婆ちゃんとご

夫妻と子どもたち 2 名の 7 名です。皆さんは、自

分の子どもや孫がパトリック・ヘンリー大学なの

で、その卒業式のために来たと思っていました。

そうしたら、真祈史のルームメートは、去年卒業

済とのことで、なんと真祈史の卒業式のためだけ

に、ペンシルベニア州から車で 4 時間ぐらいかけ

て来てくれたということが、食事が終わってから

わかりました。なんとまー (@_@)。

　互いにペンシルベニア州の家族と呼び合ってい

ましたが、本当に感激しました。みんなが真祈史

を愛し、かわいがり、喜んでくれていました。本

当に神様の恵み。私自身が、まったく気づかない

ところでの憐みを感謝しました。

　真祈史に、「卒業してどんな気持ち？」と聞くと、

「とてもうれしい。去年 6 月には、仲間が皆、卒業

し（真祈史は大学入学後、ホームスクーラー向け
の通信制高校から『卒業単位が 2 単位足りな
かった』と言われました。今考えると、ホー
ムスクーラーの親は成績表（内申書）を自由
に作成できるので、問題無かったはずでし
た。当時はよくわからず、高校の指示に従っ
て、休学してしまいました。ちなみにエミリ
の進学の時は、そのやり方がわかり、私が 2
分ぐらいで作成し、エミリは希望した 3 つの
大学全部に受かったのでした。真祈史の場合
は、その方法を知らなかったので、半年休学
して高校の 2 単位を取り、結果的に卒業が 1
年遅れました。すべて主にあって益に変えら
れて、すべて感謝ですけれど）、自分は生活

費を稼がなくてはいけないのに職もなく、大

学の寮も 4 年経ったということで出なければ

ならずで、どうしようか…と思ったけど、そ

の後、神様が一歩一歩導いてくれて、本当に良かっ

た。卒業がうれしい」と、僕とペンシルベニアの

お祖父ちゃんたちに話しました。「努力すればで

きるという自信が与えられたし、良い友達が与え

られたことが大きな収穫だった」とのことです。

　卒業式と食事会に来てくれていた真祈史の親友

のクレイトンは、やはりホームスクーリング出身

で、1 年生の頃、真祈史と一緒に、恐いシーンの

ある映画を初めて観て、その日は朝まで眠れな

かったというキュートな学生です。大学院志望者

のための全米のテストでは、アメリカのトップ2％

以内の成績を残して、この秋からは、テキサスの

大学院に進学です。

　卒業式を終えた夕方、バージニア州で有名な新

緑のポーツマス川を家族でハイキングし、真祈史

は、上記のクレイトンら友達 6人（既に昨年卒業）

が主催の「真祈史の卒業を祝う会」に行きました。

午前 3 時まで、とてもエモーショナルな時間を過

ごしたそうです。この 7 人は本当に仲が良く、真

祈史を含めて 5 人は一緒に住み、バージニア・ワ

シントン界隈に就職して、励ましあいながら過ご

しています。

　朝 9 時に迎えに行くと、クレイトンとグレッグ

の 2 人がいて、いよいよお別れということで、真

祈史が「祈ろう！」と言って、3人、肩を組んで祈っ

て別れました。そのような貴重な友情を神様が与

親友のグレッグと共に
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えてくれていて、本当に感謝だなー

と思いました。

ホームスクーラーの

勉強ワクワク大作戦！

　今年は、チアの歩みにおいて、一

つの励ましの柱が伸びる年かなとも

思っています。「より効果的に、勤

勉に、親子で勉強に取り組める！　

ホームスクーラーの勉強ワクワク大

作戦！」です。現在、チア・サポー

トスクール (CSS) で、新たな方式を

取り入れて受験等へのサポートに取

り組んでいますが、良い傾向が表れ

てきています。

　CSS の目的は、在校する家族へのサ

ポートのみならず、次世代や全国の皆さんの先達

となり、貢献することにあります。勉強面からも、

役立つ情報発信になると思い、少し分かち合い

ますね。結論としては、チアが設立されて 17 年、

神様の助けと憐みの中で、基本的には、着実に

良き実が結ばれていて、心配することなく、努

力を重ねていくと良いと思う一方、さらに強化

できる面もあり、環境整備の一環として、今回

与えられた情報を分かち合いたいと思います。

CSS 震災ボランティア世代が卒業し、

第二世代へ

　CSS がスタートして 5 年、振り返りますと、2

年越しでの東日本大震災のボランティア活動を

始め、各企画における LIT ほか、霊的・人格的

な成長の貴重な機会に、大変恵まれたと思いま

す。そのボランティア体験世代は、2名を残し、皆、

卒業し、今は、ボランティア体験を知らない世

代がほとんどです。

　時を経てみると、霊的・人格的成長の良き面

がある一方、学習面ではサポート不足も見え、

特に受験に導かれている子どもたちへのサポー

トに力を入れる必要が示されてきました。

　ホームスクーラーの良い傾向として、親に愛

されていることが、親の犠牲によって伝わり、

子どもたちが明るく、素直で、前向きで、安定

している点があります。信仰的にも、深い洞察

やキリストとの絆を持った子どもたちが多いで

す。セルフイメージも高いです。それは素晴ら

しいし、今後も大事にしたいですが、特に学業

に関しては、根拠なき自信を持っている子や、

のんびりしている傾向が見える子もいます。こ

れもいたずらに、受験偏重や偏差値教育で追い

立てたり、落胆させたり、歪めていない、素晴

らしい賜物です。

　しかし、一方で、なすべき「努力や勉強」の

不足につながる場合もあるため、謙虚に実力を

知り、そこから目標を目指し、落ち込むことなく、

素直に、前向きに弱点を強化していけたらと思

います。

　時間が豊かに与えられているため、「喜び学習

法」で、好きな分野では、プロ顔負けのような

知識や技術を伸ばしている子どもも見られます。

その一方、数学等、限られた時間内で解くといっ

た訓練ができていないケースも目立ちました。

また、これは、学校に行っている子どもたちに

も言えることと思いますが、基礎力の徹底した

反復に時間を十分かけていないために、中高生

段階で、力を伸ばしきれていないケースも見ら

れました。

　そうした結果、人格的・信仰的基礎力が順調

に育っている一方で、学術面では、それに見合っ

た力を出し切れず、もったいない状況が見られ

「ワクワク大作戦！勉強合宿　－　長時間、集中勉強により限界に挑
戦 !!（中高生向け・2泊 3日、5月連休中に初開催）」
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るケースもあります。伝道・世界宣教というゴー

ルを目指しているので、別に、難関大学に進む

かどうかはポイントではありません。「イエスと

一緒にいた者」（使徒 4：13）かどうかがポイン

トであり、「神は知恵ある者に恥をかかせるため、

世の無学な者を選び、力ある者に恥をかかせるた

め、世の無力な者を選ばれました。…それは、だ

れ一人、神の前で誇ることがないようにするため

です」（第 1 コリント 1：27、29）ということが

真理です。

　ただ、この真理は、学ぶことへの励ましや努力

を否定するものではありません。勉強面でのサ

ポートをすることで、子どもたちがあらゆる面で

努力し、達成する体験を深め、将来の引き出しを

増やし、親たちのホームスクーリングへの恐れや

不安等が解消され、さらに豊かな実を結んでいく

のであれば、素晴らしいのでは、と示されていま

す。

　そこで、昨年末から、堀井卓校長らと強化策を

求めていきました。ちょうど国会の法案関係で、

この 1年余り、親しく交わっていたホームスクー

ラーの伊澤聡一郎さん・恵美さん夫妻との絆も深

まり、CSS やホームスクーラーの隠れていた課題

について、率直な声をあげてくださいました。そ

の課題点を他の 4 人の保護者に取材してみると、

異口同音に共通する課題が浮かんできました。

　それで、堀井卓校長、伊澤さんと共に、受験に

向けての学習法について研究を重ねていく中で、

この点を強化していったら、CSS はもちろん、全

国のホームスクーラーの課題の克服ともなり、不

安や恐れなく勉強にも立ち向かえる！という具体

的なアクションプランになるのでは…との基本プ

ランが与えられていきました。

親子の課題

　4 月に保護者会を持ち、約 3 時間 30 分、これ

までの反省点の詳細をストレートに伝え、お詫び

し、そして、新しいアクションプランを分かち合

いました。 

　保護者会で話した第一の反省点は、代表者であ

る私の監督不行き届きのお詫びです。学業面では、

中高生は、著名な難関大卒のベテランの先生に任

せきりになっていて、教師の姿勢等、様々な矯正

すべき点がありましたが、マネージメントが行き

届いていませんでした。今回、その先生やマネー

ジメントチームとはストレートに話し合い、そこ

は改善の方向に向かっています。

　次に具体的な CSS 親子の課題です（特に中高生。

小学生は、基本的にはどの教育書を読んでも、読

み書きそろばん（四則計算力）の基礎力がしっか

りできることが目標ということで、これまでチア・

CSS 新コーチングスタッフの伊澤聡一郎さん　－　「ワクワク大作戦！勉強合宿」にて
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コンベンション等で薦められてきたことと同じ

です〈チアの場合は、さらに英語・体育・音楽

を励ましてきました〉。心配せずに、これまでの

方向性のまま、さらにその徹底を進めればと感

じています）。

①中高生の親が、子どもたちが何を学んでいる

のか見えていない。CSS 任せになり、親が寄り添

えるという、ホームスクーリングの強みが活か

せれば、もっと飛躍できるのに、できていない。

②小学校レベルの基礎力が弱い。基礎力問題集

を一度済ませただけで安心せず、5回、10 回やっ

て、二度と間違わないレベルまで復習する必要

あり。「わかった」というレベルでなく、「間違

いなく、確実にできる」ところまで、家庭でも

徹底する必要あり。後述しますが、基礎力の充

実と復習の大切さは CSS 生だけでなく、日本の

子どもたち全般に指摘されている点で、多くの

勉強対策本でも秘訣として書かれ、また、先日

の衆議院文部科学委員会でも、その必要と成功

例が取り上げられていました。

③ホームスクーラーは時間制限がなく、のびの

びしているが、計算問題ほか、時間内に行うこ

とが苦手。あるいは、そのコンセプトや訓練の

絶対量が不足している。

④計画性を持って行おうと思うが、継続できず

に焦る。

⑤中高生を教えるのは、自分には無理なのでは

という恐れ・不安が生まれる。場合によっては、

不安のため、中学、高校に入れることも考え、

揺れる。

⑥予備校に行けば何とかなるとの予備校神話が

ある。予備校のメリットを受けたケースもある。

しかし、基礎力が弱いまま、また、自走できず、

教師依存のまま CSS を退き、予備校に行き、予

備校に高い学費を納めたものの、苦しみ、志望

校に行けないケースも複数生まれた。神様や親

との関係にマイナスの影響を与えるリスクもあ

る。

⑦親も子も不安になり、家計を支えなくてはな

らないなど特別な事情がないのに、18 歳以下の

子どもたちの中で、アルバイト等に時間と労力

を費やし、学習の時間やエネルギーを失ってい

くケースもある（これは CSS 生ではなく、全国

のホームスクーラーの事例。経済事情ほか、様々

なケースもあるので、一律に、18 歳以下はアル

バイト禁止とか、そのようなことではないので

誤解ありませんように (^^)。私自身、学生時代、

Ｃ
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Ｓ
新
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ー
チ
ン
グ
ス
タ
ッ
フ
の
伊
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美
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25 種類以上のアルバイトをし、とて

も良い社会勉強になり、アルバイトは

良き社会勉強でもあると思っていま

す。ただ 18 歳以下の場合は、将来に

備えるべき大切な時期であり、焦って

アルバイトをする必要はないと考えま

す。一方、経済的必要ほか、それぞれ

事情もあると思いますので、そこも理

解し、尊重します）。

　こうした課題が見つかったことは良

いことで、既に 50％、解決を見つけ

たともいえます。この課題を強化でき

れば、すでに様々な良い実を結んでい

る、キリストにあるホームスクーラーたちが、さ

らに努力と神様の恵みの中で、学業においても良

き自信を持ち、強められ、福音を伝えていく弟子

として、大きく飛躍していくと思われるからです。

　逆に全国のホームスクーラーを見ていて、良く

育っている共通項として以下の点があげられま

す。この良い点を伸ばすところに、上記の課題の

解決・強化へのヒントが隠されていると思います。

（1）神様・親との強い絆が育まれている

（2）素直

（3）のびのびし、比較的、心が安定し、明るい

（4）聖書・善悪を基準にした判断力・吟味力・洞

　　察力がある

（5）親が子どもの罪・自己中心等に、感情的では

　　なく、聖書的なしつけ、懲らしめ等をしてき

　　た場合、子どもに従順さ、正直、喜び、希望

　　等が溢れ、前向きである

（6）忍耐の心、努力する心、粘り強く真面目で忠

　　実な心の基本が育まれている

（7）神と他者を愛し、敬い、伝道する心が与えら

　　れている

　個々人の差があるにせよ、これらの土台が共通

して見られます（もし今、見られなくても、焦る

ことがありませんように。聖書に「全てに時があ

る」とあります。聖書的な姿勢で子どもたちに直

面し、しつけ続けていかれれば必ず、実は結ばれ

ていきます）。

　親が本腰で取り組み、様々な課題に直面し、払っ

てきた犠牲は、無駄にならず、主の憐みの中で、

着実に実を結んでいると思います。もちろん、完

璧はありえないし、長い人生の中で、全員、いろ

いろと失敗もするでしょう。でも、神様の赦しと

恵みと憐みの中で、そこから成長していく、また

成長を目指す、素直な心と信仰に支えられた強い

姿勢が全国のホームスクーラーの中に見えること

は、本当に励ましです。この良き土台をベースに、

それぞれに合った課題克服の良き方法が与えられ

れば、子どもたちは伸びていくでしょう。

　ここでちょっと、前提の確認です。今回、新し

く、これまでは、それぞれのご決断を尊重してき

たトピックである「勉強」について取り上げます

が、大前提として、これまでのチアの強い目的に

変更はないことをお伝えします。また、何か、一

つの学習法を強く推薦しようということではあり

ません。一つのたたき台を提供し、さらに充実し

たホームスクーリング展開を自由に進めていただ

くための環境整備の一環です。それぞれの皆さん

に合った方法を自由に、カスタマイズしてくださ

ればとの願いで、情報提供を進めますね。

　再確認しますと、チアの 3 つの強い目的、「魂

の救い」「キリストの弟子のこころを与える」「伝

道・世界宣教」は変わりません。神様はこの世の

地位や名声に基づいて、伝道・世界宣教を進める

のではなく、どこの大学を出たとか、出ないとか

は、問題ではありません。難関大学への進学が、

本論の目的でもゴールでもありません。大事なポ

イントは、「勉強」という営みを通しても、努力

や勤勉さ、やればできるとの体験を重ねることで、
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と多数書かれてあり、興味深かったです。実際、

これまでチア・コンベンションや白馬セミナー等

で分かち合われてきたことと、重なることがたく

さんありました。

　学校・予備校任せはダメで、親の協力・コミッ

トメントが必要、親が真剣に取り組むと反抗期が

ない、小学校までは読み書きそろばんで良い、基

礎力が大事、受験は技術の問題で簡単、誰でも努

力すればできる、予備校神話を捨てる、問題集を

やって安心ではなく実力がつくまで復習が大事

（よく教え込むことが大事。聖書も一度読んだか

らと言ってそれが実力にはなってない）、目的を

明確に！――ほか、たくさん重なります。著者の

皆さんも、神様を信じることができるようにと祈

りながら読んでいます。

　親にも子どもたちにも一読を推薦したいのは、

マンガ『和田式逆転の受験勉強法』です。精神科

医で、受験研究家の和田秀樹氏のたくさんの著書

のエッセンスをまとめたマンガです。一言でいえ

ば、「受験」というのは、秀才や、小さい頃から

受験まっしぐらの子どもだけが合格するものでは

なく、誰でもコツをつかんで、ある程度の期間の

準備を実行できれば、東大でもどこでも受かると

の趣旨で書かれています。マンガでさらっと読め

ば、全科目の勉強のコツの全体像がわかり、「恐

上記の 3 つの目的を、さらに強化することができ

る、そのための学習プランの一例ということです。

神の助けを求めながら、親子で取り組める（個別

指導）というホームスクーラーの強みを活かした、

学習面でのサポートのための一つの『たたき台』

を提供できればと思っています。

　前号でチア・ジョイランニングでのメダル獲得

作戦で、大人も子どもも楽しさを体験し、自信を

得て、体力作りに一層励む意欲が生まれていった

旨を報告しました。今回は、その「勉強」版だと

受け止めてくだされば感謝です。

　今回、評判が良いものに心を傾けよということ

で、約 40 冊の教育・受験関係の書籍を読んで研

究してみました。「勉強・受験」というものを特

別視せず、「自動車免許」「スポーツ」「楽器」といっ

た、何か、技術を学んで取り組むべきものという

姿勢で、「コツ」や「対策」を学んでみようと思

いました。この 3 年、マラソン関係の本を 40 冊

ぐらい読みながら練習したら、3 年前、1 キロで

ゼイゼイしていたのが、今は、フルマラソンは完

走当たり前で、あとは時間をどう縮めるかという

ステージに到達した体験も用いられました。

　結論としては、勉強というものも、聖書が教え

るホームスクーリングと基本原則は同じで、「プ

ロ信仰ではなく、親が寄り添って教えたらベスト」

堀井卓 CSS 校長　－　「ワクワク大作戦！勉強合宿」にて
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れないで大丈夫！」と自信がつくので、お薦めで

す。

　具体的に、数学は、四則計算がしっかり、スピー

ディーにできれば、あとは、基本的に一つの単元

で解法を 50 題暗記すれば大丈夫、スポーツのよ

うに反射神経を鍛えていけば、暗記物として取り

組める――等、勉強法のコツも書かれています。

さらには、「数学は暗記だ！」「和田式高 2 からの

受験術」等、個別に専門的に読んでいけば、準備

の仕方がよくわかるステップになっています。

　続いての推薦書は、『自分からどんどん勉強す

る子になる方法』。著者、杉渕鐵良さんは、小学

校の先生で、一人も落ちこぼれさせないをモッ

トーに、1000 人の子どもたちを担任し、「勉強嫌

いの子でもたった 2 週間で学習習慣がつく！」と

いう趣旨で、具体案が書かれています。親の関わ

りが何より大事で、「勉強しなさい」ではなく、「一

緒にやろう！」の一言で子どもが変わると提唱し

ます。即ち、ホームスクーリングですね。まとまっ

た30分より、集中力が続く5分間隔で科目を変更、

場合によっては、一日 1 分だけから始めよう！と

鼓舞します。

　昨年、ある分科会で、元学校の先生だったホー

ムスクーラーの方が、小学校中学年の子ども 2 人

の勉強について、「我が家は一日 1 時間で勉強を

終えます」とおっしゃってましたが、そのことを

思い出しました。「基礎学力が大事」「6 年生も 1

年生に戻って」「反復が大事」等、受験本の王道

のようなポイントを書いています。

3 つの改善策

　そうした中で、具体的な課題の改善点を考え、

CSS で実行し、良い効果が出始めています。たた

き台として、3 点、提示します（詳細内容は 15、

16 ページ）。

①天国・未来からの挑戦！　今季・今月・今週・

今日、何をすべきか、ロードマップ作り

②今の実力を知るチェックテストの必要性

③基礎力重視の学習法のヒント提供と勉強サポー

ト（小学生は聖書・漢字 / 読書・四則計算・英語

（GS）で徹底的に基礎固め！ 中高生は聖書・伝道・

英語（多読）・数学（体系数学）等、取り組み例

の紹介）

　ポイントは、中高生の「勉強」は恐れる必要な

く、ますます確信をもって、ホームスクーリング

展開ができますよということです。CSS もまだト

ライアルの段階ですが、もし神様に導かれ、国公

立や難関私立を希望する場合、神様の助けの中で、

親子中心でしっかり走ってくだされば（あるいは、

必要があって CSS も併走できれば）、基本的には

大丈夫。でも医学部ほか超難関コースは、まだ実

績ないので、別な方法も検討されつつ、でも CSS

の利点が当てはまるということであれば、サポー

トしますという感じで、考えています。

　詳細は、コンベンションでの分科会「より効果

的に、勤勉に、親子で勉強に取り

組める！　ホームスクーラーの勉

強ワクワク大作戦」の 1 と 2（稲

葉・堀井・伊澤夫妻）、また「わ

が家流 GrapeSEED 活用法」（伊澤

夫妻）でお分かちしたいと思って

います。まだトライアル段階であ

り、どうぞ、自由にご意見、サジェ

スチョンをいただければ幸いで

す。3 つの強い目的を目指すワク

ワク大作戦です。よろしくお願い

します。

　5月、CSS で試験的に行った「ワ

クワク勉強合宿　－　長時間、集
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中勉強により限界に挑戦 !!（中高生向け・2 泊 3

日）」は大好評で、9月 22 日（木・祝）～ 24 日（土）

には、全国のチア小中高生向けの企画に拡大し

て、第二弾の勉強合宿も計画されています（東京・

オリンピックセンターにて）。詳細決定次第、コ

ンベンション会場、HP 等にてご案内しますので、

ご期待ください。

　今年で、14 年めを迎える「チア・サマーキャ

ンプ　in 仙台・明泉学園」ですが、今年はスキッ

プして、来年度 8 月 10 日 ( 木 ) ～ 12 日 ( 土 ) 開

催という方向で進める予定です。2002 年から始

まったサマーキャンプは、毎年好評をいただき、

今年も、既にお問い合わせも多数いただいている

状況です。今年は、上記の学習キャンプの初トラ

イの検討を始めていたところ、明泉学園でも、子

どもたちのオーストラリア旅行が初めて計画さ

れ、キャンプ予定日と時期が重なるご連絡等、い

下村　博文　前文部科学大臣、自民党総裁特別補佐

河村　建夫　超党派フリースクール等議連会長
（衆議院議員、元内閣官房長官、元文部科学大臣）

ただきました。それで、今年は、思い切ってスキッ

プして、来年開催とさせていただこうと決断した

次第です。楽しみにしてくださっていた皆さんに

は心からお詫びします。初めての明泉オーストラ

リア旅行、9 月の勉強合宿、また、恒例のチア・

オリンピック、11 月の白馬セミナー、そして来

年のチア・サマーキャンプと神様の祝福とご参加

をお祈りいただければ幸いです。

　また、こうした決断へのコメント、ご意見等あ

りましたら、どうぞ、自由にざっくばらんに連絡

ください。皆さんの声が、ますますチャーチ＆ホー

ムスクーリングの環境整備につながっていくこと

になると思っています。

多様な教育機会確保法案

可決見送り、継続審議へ

　皆さまに祈っていただいております「多様な教

育機会確保」法案ですが、こちらも、神様の奇蹟

の連続です。以下、最新のアップデートです。

　5 月 17 日、法案をめぐって、大きな、そして

良い驚きの展開があり、神様を讃えているところ

です。

　今回、自民党の文教部会で了承された現状追認

的な法案が 5月 10 日、国会に提出されました。

　そして、翌週 18 日の衆院文科委員会で賛成多

数で可決、そして、19 日の衆議院本会議で可決

され、参議院にまわされ、今国会で成立する見込

みで準備されていました。しかし、法案は、突然、

塩谷　立　元文部科学大臣、自民党政調会長代行
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見送られ、継続審議となりました。

　国会には自民、民進、公明、大阪維新の４党で

提出されていましたが、参議院民進党が、この法

案に反対していた共産党、社民党も賛成する全党

一致の意見でなければ、賛成できないと表明した

からとのことです。

　馳文科大臣は審議取り下げへの質問に対し「残

念だが、あきらめてはいけない」と答弁しました。

　私たちとしては、今後への慎重審議となること

は、感謝です。新しい座長案では、第 4 章「教育

委員会の認定制度」が削除された点は大いに評価

しています。一方で「多様な教育」という言葉が

法案名や基本理念から削除され、そこは後退とい

うことで実効力が無くなり、現状より後退してい

く様々なリスクも予想されるため、法案の文言の

修正の必要ありと提案していました。

　立法チームの審議の途中、自民、公明、民進の

賛成で進んでいたので、当初の条文の文言の変更

を迫る戦術をやめ、条文に残っている「多様な学

習の場を尊重する」という文言を根拠に、「介入

等はしない」、「3年後の見直し時期には、『多様な

教育』をさらに前進させる」と委員会で質疑応答

を行い、議事録にして、今後の闘いを前進させる

案を提案しました。すると、河村建夫フリースクー

ル等議連会長、笠浩史座長代理、林久美子事務局

長らから、文書での提出を励ましていただき、実

際に提出し、審議を待っていたところでした。

　でも上記の展開があり、次期国会まで闘いを続

け、前進させる道が再度開かれ、感謝している次

第です。

　今回予定されていた法案より後退しないよう

に力を尽くす必要もありますが、さらに前進す

る可能性もあります。あるいは、数年は、法案

再提出はムリでは…との見通しを伝えてくれた

議員の皆さんもおられます。

　いずれにせよ法案は神様の御手の中で、良き

方向に進んでいると思います。また、いろいろ

な議員の皆さんとの関係が深まったり、新しい

コンタクトが開かれたりで感謝ですし、また、

微力でも、伝道の機会になってほしいと祈って

いましたので、議員や秘書、官僚の皆さんとさ

らに長く対応できるようになるのではと思い、

とても感謝している次第です。

　現在、チア・コンベンションの準備に並行して、

マガジン 44 号（法案特集 2）を編集中です。ご

支援を重ねて感謝いたします。引き続き、ご指

導とお祈りのほど、どうぞ、よろしくお願いし

ます。

近づくコンベンション！

深き励まし手、ブライアン博士＆

ジュリー女史＆ナタン氏初登場！

　今年のコンベンション、今のところですが、

初めての方とか、久々の参加の方が多いです。

最近の傾向としてレギュラーの皆さんは、直前

申し込みが多いので、最終的には例年同様にな

るかもしれませんけれど (^^)。

林　久美子　事務局長
（参議院議員、元文部科学大臣政務官、民進党） 笠　浩史　座長代理（衆議院議員、元文部科学

副大臣、民進党）。左端
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　基調講演講師のブライアン・レイ博士は、ホー

ムスクーリングムーブメントを 1980 年代の初期

の頃から、理論的、聖書的に後押ししてこられま

した。HSLDAの依頼を受けて、全米のホームスクー

ラーの特徴等も深く研究され、数々の発表をされ

ています。講師として評判が良く、全米のみなら

ず、ヨーロッパ、また、中国政府からも招聘を

受けています。10 数年前から、講師候補に挙がっ

ていましたが、今回、実現となりました。

　ジュリー・ホーンさんは、妻、和紀子の親友で

あり、1990 年代後半に和紀子がホームスクーリ

ングに目覚め、私に「ホームスクーリングを取

材しては…」と励ますきっかけとなった方です。

その後、チア・にっぽんが創設され、いわば、チ

ア・にっぽんの霊的なお母さんのような存在の

一人で、2000 年 4 月の旗揚げセミナー、2002 年、

2007 年コンベンションと、大変大きなインパク

トを与えてくれました。その後もチア・にっぽん

のアドバイザーの一人として、良きサジェスチョ

ンをし続けて下さり、最近の法案等について欧米

の視点からの意見を求める時は、まず、ジュリー

さんに相談し、意見をまとめ、それから HSLDA の

弁護士たちに相談を持ち掛けるというパターン

が続いています。それほど日本のホームスクー

ラーの皆さんのために親身になってくださり、ま

た、その知見にはとても助けられ、神様が与えて

くださる知恵と愛に満ちておられることに深い

敬意を抱いています。

　また、いつも基調講演を行ってくださっていた

ピリポ・ブローマンさんは、体調を崩され、残念

ですが、今回、お休みです。代わりに次世代のナ

タン・ブローマンさん（宮城明泉学園副園長）が、

初めて基調講演をされます。LIT ほか、若い世代

にはいつも講演くださり、インパクトを与えてく

ださっていました。また、17 年に亘り、チルミ

ニのリーダーとして、チアの子どもたちの成長を

文字通り、応援し、支え、励ましてくれています。

いよいよ、基調講演での初登場、大変楽しみにし

ています。ピリポさんの回復も合わせてお祈りい

ただければ幸いです。

　分科会の各講師の皆さんも含め、きっと大きな

助けと励ましを与えてくださるのではと思って

います。この機会を逃すことなく、ぜひ、ご参加、

また、お祈りいただければ幸いです。

　皆さんへのますますの祝福を祈っています。神

様にあっての皆さんの奮闘を喜んでおられる主

が、今日も皆さんのことを喜ばれ、力を与えんと、

共におられることを思います。

　「恐れるな。気力を失うな。あなたの神、主は、

あなたのただ中におられる。救いの勇士だ。主は

喜びをもってあなたのことを楽しみ、その愛に

よって安らぎを与える。主は高らかに歌ってあな

たのことを喜ばれる。」（ゼパニヤ 3：16、17）

　近づきましたコンベンション、マガジン 44 号

の国会議員への贈呈ほか、神様のますますの祝

福、お祈りのほど、どうぞ、よろしくお願いしま

す。　　　　　　　　　　　

感謝しつつ

稲葉寛夫
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①天国・未来からの挑戦！

今季・今月・今週・今日、何をすべきか、
ロードマップ作り

　保護者会であるお父さんから、「前号のニュース
レターで、ロードマップ検討中と書かれてあって、
何だろう？稲葉さんのマラソン関連の話かな？と
思ってました。今日の説明でわかりました」とコ
メントいただきました (^^)。
　聖書は現状であくせくすることなく、天国に行
く、未来からスタートした発想を示しています。

「あなたの信じる通りになるように」( マタイ８；
１３) と、まず先に未来を信じることを命じます。
好き勝手な自分の欲望を満たすための未来ではな
いですが、まず信仰です。
　また、しっかりと計画を立てて物事を行う重要
性について、「腰をすえて考える」（ルカ 14：28）
と書かれています。「自分の十字架を背負ってつい
て来る者でなければ、だれであれ、わたしの弟子
ではありえない。あなたがたのうち、塔を建てよ
うとするとき、造り上げるのに十分な費用がある
かどうか、まず腰をすえて計算しない者がいるだ
ろうか。そうしないと、土台を築いただけで完成
できず、見ていた人々は皆あざけって、『あの人は
建て始めたが、完成することはできなかった』と
言うだろう。また、どんな王でも、ほかの王と戦
いに行こうとするときは、二万の兵を率いて進軍
して来る敵を、自分の一万の兵で迎え撃つことが
できるかどうか、まず腰をすえて考えてみないだ
ろうか。もしできないと分かれば、敵がまだ遠方
にいる間に使節を送って、和を求めるだろう」（ル
カ 14：27 ～ 32）。
　こうした未来完了形の志向の中で、まず天国、
そして職業を始め、社会でどう生き、どう証しし
ていくか、祈り求めます。そして、進路について、
2 年後、1 年後、3 ケ月後、1 ケ月後、1 週間後、
どのように進んでいくか、「腰をすえ」、「信仰」を
持って、計画を立てるという案です。聖霊の力を
いただきながら実践し、また、神様の導きを確認し、
フレキシブルに軌道修正する案です。親子が中心
で自走していき、CSS が必要な皆さんに、伴走者

としてフォローする予定です。また、勉強中、わ
からない問題等に、CSS の教師が対応します。で
も基本は親子です。
　計画を立てても続かないというケースも出てく
ると思います。時々に応じて、計画に無理の無い
ように、フレキシブルに調整しながら、でも、最
後のゴール、天国、強い 3 つの目的を見つめつつ、
また、「腰をすえて考えよ」という聖書のみ言葉に
応えて、実行する力を求め、一歩一歩、共に歩ん
でいければと思います。

②今の実力を知るチェックテストの必要性
（中高生）

　CSS では、数学については、和田秀樹氏が監修
する『「絶対基礎力」をつける勉強法』に掲載され
ているチェックテストを用い、基礎力を診断。あ
とは、毎週、子どもたちのペースに合ったオリジ
ナルのチェック問題で、理解度をチェックし、家
庭での学習の到達度を診断・フォローすることに
しました。例えて言うなら、自宅でのピアノの練
習と週 1 回のレッスンで先生からチェックと指導
を受けるような関係、と考えれば、わかりやすい
かもしれません。ポイントは家での練習（学習）
にあります。全国の皆さんの場合、毎週のテスト
は、それぞれ良いと思う教材を活かしては、と思
います。フォローの必要な皆さんには CSS ファミ
ランコース（以前は、通信制と呼んでいましたが、
親子走が基本ということで、ファミランという名
前にしました）もあります。
　ホームスクーラーの場合は、良い意味で、のび
のび育っています。その一方、特に時間制限のあ
るテストには慣れてない面もあると思います。ま
た、「問題集を終えた」「わかった」と思える段階
で終わっていて、5 回、10 回の復習の徹底が足り
ないせいもあるかもしれません。CSS の中高生の
チェックテストの結果は、残念ながら、中学校 1
年生、あるいは、小学生に戻る必要ありとの結果
が多数ありました。
　でも、これも良いことです。つまり、戻って始
めればよいからです。また、ホームスクーラーの
場合、神様や親の愛を実感していて、良い意味で、
セルフイメージが高い子どもが多いのですが、勉
強面に関しては、理由なき自信になっているケー
スもあり、試験結果の低さを早めに知ることは、
謙遜に現実を知るためにも、大きなプラスです。
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それで落ち込む必要はまったくありません。謙虚
に受け止め、戻るべきところに戻って再スタート
すればいいだけです。ホームスクーラーのメリッ
トに、真面目で、素直で、努力を惜しまない特徴
もありますので、あとは目的を明確にし、できる
ステップに戻って、短時間で集中しながら、聖霊
の力で親子で進んでいけばよいと思います。
　チェックテストの結果も加味しながら、ロード
マップを作成し、そこから、日々の家庭での親子
学習が始まり、また CSS に来て（通信制の場合は、
メールで送られたチェックテストで）次のテスト
を行って、進ちょく状況を確認し、強いところ、
弱いところを補強しつつ、可視化された状況を親
子で確認しながら、前進していくサイクルです。
チェックテストは、成績をつけるための試験では
なく、達成度の確認のための試験なので、試験勉
強はいりません。結果が良くても悪くても、一喜
一憂する必要はなく、前向きに用いていくためだ
けの資料で、有効利用すればいいだけの存在です。

③基礎力重視の学習法のヒント提供と勉強サ
ポート（小学生は聖書・漢字 / 読書・四則計算・
英語（GS）で徹底的に基礎固め！ 中高生は
聖書・伝道・英語（多読）・数学（体系数学）
等、取り組み例の紹介）

　基礎力重視は、上記の通り、評判の良い、どの
研究本にも書かれてあると言っても過言ではない
と思います。今、小学生の子どもさんを育ててい
るホームスクーリング家庭には、朗報です。次男
のジョセフ（7）を見ていても、とりあえず、四則
計算で大丈夫と確認できると、まずホッとします。
基礎力として、漢字も大切ということで、1 年生
に戻って、やり直すことにしました。ただの書き
取りではなく、からだ関係とか、生き物関係とか、
意味と合わせて覚える『出口先生の頭がよくなる
かん字』をしたら、面白がってやっています。中
高生も上記の通り、最初に戻ればいいということ
で、CSS の子どもたちも張り切ってやっています。
　英語については、GrapeSEED を真面目に継続
してきた子どもたちは、英語を恐れる思いがな
く、英語を英語で考える英語脳が育っている結
果が CSS の子どもたちに現れていました。ただ、
GrapeSEED は、マニュアル通り、完璧を目指し
過ぎると、続けにくく途中で断念等のリスクもあ
ります。そこで、基本を大切にしつつも、それぞ

れオリジナルで取り組むフレキシブルさも必要な
ようです。このあたり、今回の伊澤聡一郎さん＆
恵美さんの分科会で証しがありますので、参考に
してくださったらと思います。
　CSS で見出した中高生用の英数対策は「体系数
学」「英語多読法」等があります。「体系数学」は、
中間一貫教育校でよく採用されている数研出版の
カリキュラムで、学年に縛られず、「方程式」（中 1）、

「不等式」（高 1）と、自然な理解の流れを重視し
て編纂され、ホームスクーラーには取り組みやす
いのではと思われました。
　英語については、4 歳～小学生は、GrapeSEED
の取り組みで母語として英語を学び、ヒアリング
対策や会話力等を進めつつ、「多読法」で長文読解
等に備えていく作戦です。「多読法」とは、『文書
を分析しないで、大意を把握する読書法のこと。
楽しくスラスラ読む」（SSS 英語多読研究会より）
との方法です。こうした学習法は、聖書と違い、「完
璧に正しい」とか、「全員に当てはまる」「これし
かない！」というものではありません。ただホー
ムスクーラーの環境を考えると、効果的と思い、
選択しました。

★祈りのリクエスト★
　昨年末に、悪性リンパ腫を発症し、今、抗がん
剤治療中です。主人と息子と母は参加しますが、
私は、残念ながら今年は参加することができませ
ん (;_;) ８回クールの抗がん剤の投薬を続けてい
て、６月中にあと２回やったら終了です。完全に
ダウンしていた年末年始、どれほど子ども達の素
直な熱い祈りに励まされてきたことでしょう。そ
して、限りある命を思った時、やはり家族で過ご
してきた時間の尊さを思い「ホームスクールをし
てきて本当に良かった！」と心の底から感謝しま
した。少しずつ強められてきていますが、時々熱
が出ることがあります。今後、完全に癒されてい
くことをどうぞお祈りお願いいたします。コンベ
ンションには来年、元気に参加できることを楽し
みにしています (^^) ☆　　    （茨城  栗原 琴）
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9:10 受付開始　Doors open

9:25 プロムナード　賛美　Praise & Worship

9:35

9:50 基調講演１ 最新のホームスクーリング調査結果：ホームスクーリングはうまくいくし、自由を拡大する ブライアン・レイ
10:50 Current Research on Homeschooling: Homeschooling Works and Increases Liberty 　Brian Ray

11:00 基調講演２　なぜホームスクーリング？聖なる歩みへの召し ジュリー・ホーン

12:00 The Call to Holiness  Why Homeschooling? 　Julie Horn

12:05-10 インフォメーション　 Information

12:10 昼食　Lunch

13：20‐40

13:50 基調講演３　目的を明確にして子どもを教育しましょう ナタン・ブローマン

14:20

14:35 分科会１　Workshop 1
1-A 　正直になる！誰があなたの子どもたちを教えるべきか？ ブライアン・レイ

　　Be Honest: Who Should Be Educating Your Children? 　Brian Ray
1-B 　世話を控えて、巣立ちの準備－経済・責任・独立心 ジュリー・ホーン

　　Working Yourself Out of a Job Preparing Kids for Adulthood 　Julie Horn
1-C 　創造をそのまま信じることの大切さ 宇佐神　実
1-D 　主に従う子供を育てる マタイ・ブローマン
1-E 　ホームスクール－折り返し地点で見えた風景 竿代　健

15:25

15:40 分科会２　Workshop 2
2-A 　孤立主義なのか？それとも、子どもたちが横たわり、座り、立ち上がり、歩くときに教育するのか？ ブライアン・レイ

　　Isolationism or Teaching Them When They Lie, Sit, Rise, and Walk? 　Brian Ray
2-B 　子どもたちが計画的・生産的に動けるようになるために（前半） ジュリー・ホーン

　　Getting Kids Organized so You can be 　Julie Horn
2-C 　チャーチ＆ホームスクーリング－必ず聞かれる20の質問 稲葉　寛夫
2-D 　これまでも、これからも導いて下さる主 岡田　恵理也＆愛
2-E 　中島家のホームスクール 〜新たなステージへ〜 中島　若樹＆啓子

16:30

16:45 分科会３　Workshop 3
3-A 　痛みや怒りではなく、養育と訓練 ブライアン・レイ

　　Nurture and Admonition Not Pain and Provocation   Brian Ray
3-B 　子どもたちが計画的・生産的に動けるようになるために（後半） ジュリー・ホーン

　　Getting Kids Organized so You can be 　Julie Horn
3-C 　アメリカ大統領選挙 The US Presidential Election ピーター・ブロックソム
3-D 　主の一方的なあわれみ 田中　淳＆照美

3-E 　堀井家ホームスクール10年目 堀井　卓

17:35

17:40-45 インフォメーション＆祈り　Information & Pray

2

大　阪　会　場　6月3日（金）

賛美　＆　インフォメーション　＆　献金　Worship & Information & Offering

挨拶と祈り　   稲葉寛夫（チア・にっぽん代表）　Greeting & Pray Hiro Inaba (Chea Japan)
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9:00 受付開始　Doors open

9:10 プロムナード　賛美　Praise & Worship

9:15

9:25 基調講演４ ついに自由だ！家庭教育にある神の自由 ブライアン・レイ

10:25 Free at Last! God’s Freedom in Home Education 　Brian Ray

10:35 基調講演５ 疲れた親への希望 ジュリー・ホーン

11:35 Hope for the Weary 　Julie Horn

11:45 分科会４　Workshop 4
4-A 　どうしたら、自分が教えられると思えるか？ ブライアン・レイ

　　What Makes You Think You Can Teach Your Own Children? 　Brian Ray
4-B 　喜びに満ちた学習－スタートを遅らせる・ 好きな科目優先・教育方針 ジュリー・ホーン

　　Joy Filled Learning 　Julie Horn
4-C 　子どもに何を教えるか 太田　仁一

4-D 　より効果的に、勤勉に、親子で勉強に取り組める！ホームスクーラーの勉強ワクワク大作戦！ 稲葉、堀井、伊澤夫妻
4-E 　英語カリキュラムGrapeSEEDの効果的な学習 パート１ 藤原　政信(グレープシティ)

4-F 　憐れみの中で続けるホームスクール 成瀬  由紀子
12:35

12:35 昼食　Lunch

13:40 賛美＆絵画・写真コンテスト表彰式＆インフォメーション＆自由献金

14:05 　Worship & Awarding ceremony of painting and photo contest & Information & Offering

14:20 分科会５　Workshop 5　

5-A 　愛すること、導くこと ブライアン・レイ

　　Loving and Leading 　Brian Ray

5-B 　やる気か、操作か－子どもたちにやる気を持たせる秘訣 ジュリー・ホーン

　　Motivation or Manipulation 　Julie Horn

5-C 　聖書の和敬清寂 大久保　みどり

5-D 　わが家流GrapeSEED活用法 伊澤　聡一郎＆恵美

5-E 　教えるということ…もし愛がなければ ギンター・マイケル＆千為子

5-F 　情報は、創造主の存在を示す 宇佐神　実
15:10

15:25 分科会６　Workshop 6
6-A 　子どもがティーンになりました。なぜ、ホームスクーリングを続けるのですか？ ブライアン・レイ

　　So Now He’s A Teenager: Why Continue To Homeschool? 　Brian Ray

6-B 　後悔なき子育てのために ジュリー・ホーン

　　No Regret Parenting 　Julie Horn

6-C 　CSSワクワク勉強大作戦2 - 実践編 : 体系数学/英語多読とは？ほか 伊澤夫妻、堀井、稲葉

6-D 　将来のビジョンとホームスクーリングに於けるキリストの弟子づくり 森山　剛＆有佳子

6-E 　英語カリキュラムGrapeSEEDの効果的な学習　パート２ 藤原　政信(グレープシティ)

6-F 　負けるな、ホームスクーラー！～神様はいつも共におられる～ 阿部　俊之＆寿子
16:15

16:40 フィナーレ　＆　チルミニ賛美　Finale & Children choir
17:10

3

大　阪　会　場　6月4日（土）

挨拶と祈り　　稲葉寛夫　　Greeting & Pray Hiro Inaba
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8:40 受付開始　Doors open
9:25 プロムナード　賛美　Praise & Worship
9:35

9:50 基調講演１ 最新のホームスクーリング調査結果：ホームスクーリングはうまくいくし、自由を拡大する ブライアン・レイ

10:50 Current Research on Homeschooling: Homeschooling Works and Increases Liberty 　Brian Ray

11:00 基調講演２ なぜホームスクーリング？聖なる歩みへの召し ジュリー・ホーン

12:00 The Call to Holiness  Why Homeschooling? 　Julie Horn
12：05-10 インフォメーション　Information

12:10 昼食　Lunch

13:20-45 賛美　＆　インフォメーション　＆　献金　Worship & Information & Offering

14:00 基調講演３ 目的を明確にして子どもを教育しましょう ナタン・ブローマン

14:30

14:45 分科会１　Workshop 1
1-A 　正直になる！誰があなたの子どもたちを教えるべきか？ ブライアン・レイ

　　Be Honest: Who Should Be Educating Your Children? 　Brian Ray

1-B 　世話を控えて、巣立ちの準備－経済・責任・独立心 ジュリー・ホーン

　　Working Yourself Out of a Job Preparing Kids for Adulthood 　Julie Horn

1-C 　終わりの時代を生きる子どもを育てる 藤田　桂子

1-D 　創造をそのまま信じることの大切さ 宇佐神　実

1-E 　堀井家ホームスクール10年目 堀井　卓

1-F 　発達障害とホームスクールII 『ありのままの姿を楽しむためには』 辻　寿＆奈央子

1-G 　動機！～スタートして12年間～ホームスクーリングを(やめないで)継続している～ 松岡　淳裕＆みぎわ
15:35

15:50 分科会２　Workshop 2
2-A 　孤立主義なのか？それとも、子どもたちが横たわり、座り、立ち上がり、歩くときに教育するのか？ ブライアン・レイ

　　Isolationism or Teaching Them When They Lie, Sit, Rise, and Walk? 　Brian Ray

2-B 　子どもたちが計画的・生産的に動けるようになるために（前半） ジュリー・ホーン

　　Getting Kids Organized so You can be 　Julie Horn

2-C 　子どもに教えるいのちと性 辻岡　健象＆敏子

2-D 　チャーチ＆ホームスクーリング－必ず聞かれる20の質問 稲葉　寛夫

2-E 　聖書の記録の驚くべき歴史 The Amazing History of the Biblical Record ジョエル・カフマン

2-F 　子どもたちのこれからの進路 片岡　明＆郁子

2-G 　わが家流GrapeSEED活用法 伊澤　聡一郎＆恵美
16:40

16:55 分科会３　Workshop 3
3-A 　痛みや怒りではなく、養育と訓練 ブライアン・レイ

　　Nurture and Admonition Not Pain and Provocation 　Brian Ray

3-B 　子どもたちが計画的・生産的に動けるようになるために（後半） ジュリー・ホーン

　　Getting Kids Organized so You can be 　Julie Horn

3-C 　アメリカ大統領選挙 The US Presidential Election ピーター・ブロックソム

3-D 　より効果的に、勤勉に、親子で勉強に取り組める！ホームスクーラーの勉強ワクワク大作戦！ 稲葉、堀井、伊澤夫妻

3-E 　娘たちとのホームスクーリング 堀井洋二

3-F 　神の国とホームスクーリング 梶山　直樹＆志津

3-G 　Good Loserを目指す！ 藤井　一朗
17:45

17:45 夕食　Dinner

19:00

21:00 　

4

東　京　会　場　6月10日（金）

　賛美＆自己紹介＆アップデートタイム　Update　Time

挨拶と祈り　   稲葉寛夫（チア・にっぽん代表）　Greeting & Pray Hiro Inaba (Chea Japan)
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8:40 受付開始　Doors open
9:10 プロムナード　賛美　Praise & Worship

9:20

9:30 基調講演４ ついに自由だ！家庭教育にある神の自由 ブライアン・レイ

10:30 Free at Last! God’s Freedom in Home Education 　Brian Ray

10:40 基調講演５ 疲れた親への希望 ジュリー・ホーン

11:40 Hope for the Weary 　Julie Horn

11:55 分科会４　Workshop 4
4-A 　どうしたら、自分が教えられると思えるか？ ブライアン・レイ

　　What Makes You Think You Can Teach Your Own Children? 　Brian Ray

4-B 　喜びに満ちた学習－スタートを遅らせる・ 好きな科目優先・教育方針 ジュリー・ホーン

　　Joy Filled Learning 　Julie Horn

4-C 　恐ろしいほど、造られた。　詩編１３９：１４ ガイ・ビショップ

4-D 　英語カリキュラムGrapeSEEDの効果的な学習　パート１ 藤原　政信(グレープシティ)

4-E 　主に従う子供を育てる マタイ・ブローマン

4-F 　HSの15年、分かったこと、分からなくてもよいこと 高倉 正＆幸子

4-G 　進路（すすむみち） スミス　とも子

12:45

12:45 昼食　Lunch

13:55 賛美　＆　絵画・写真コンテスト表彰式　＆　インフォメーション　＆　献金

14:20 　Worship & Awarding ceremony of painting and photo contest & Information & Offering

14:40 分科会５　Workshop 5
5-A 　愛すること、導くこと ブライアン・レイ

　　Loving and Leading 　Brian Ray

5-B 　やる気か、操作か－子どもたちにやる気を持たせる秘訣 ジュリー・ホーン

　　Motivation or Manipulation 　Julie Horn

5-C 　CSSワクワク勉強大作戦2 - 実践編 : 体系数学/英語多読とは？ほか 伊澤夫妻、堀井、稲葉

5-D 　情報は、創造主の存在を示す 宇佐神　実

5-E 　日本てすごい！ 吉村　忠敏

5-F 　「自分を捨て、主のために生きる」ことを教えるためのホームスクール 藤本　由美

5-G 　ホームスクール～我が家の場合～ 中山　弘子

5-H 　やっぱりホームスクーリングでいきましょう！ 井上　正人＆知恵

15:30

15:45 分科会６　Workshop 6
6-A 　子どもがティーンになりました。なぜ、ホームスクーリングを続けるのですか？ ブライアン・レイ

　　So Now He’s A Teenager: Why Continue To Homeschool? 　Brian Ray

6-B 　後悔なき子育てのために ジュリー・ホーン

　　No Regret Parenting 　Julie Horn

6-C 　子どもに何を教えるか 太田　仁一

6-D 　英語カリキュラムGrapeSEEDの効果的な学習　パート２ 藤原　政信(グレープシティ)

6-E 　桐山ファミリーのホームスクーリング ～まだまだ続く構造改革編～ 桐山 塁＆明日美

6-F 　憐れみの中で続けるホームスクール 成瀬  太郎＆由紀子

6-G 　神はそれを良いことのための計らいとなされた。-ヨセフのように- 市川　晶子

16:35
16:55-17:25 フィナーレ　＆　チルミニ賛美　Finale & Children choir

5

東　京　会　場　6月11日（土）

挨拶と祈り　　稲葉寛夫　Greeting & Pray Hiro Inaba
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　殺人が悪であることを誰かに納得させるため
に、研究結果を示す必要はありません。では、子
どもを愛する親が、我が子の人生に深く関わるこ
とが、教育上良いことを示すために、なぜ研究に
基づく立証が必要なのでしょうか。
　家庭において親が子どもを教育することは、聖
書が教える基本です。だからこそ、多くのクリス
チャンがホームスクーリングをしています。ホー
ムスクーリングが子どもにとって有益なのは、そ
れが神の本来の計画だからです。それゆえ、それ
は良いことであり、また正しいことだと言えます。
とはいえ、ホームスクーリングに関する調査結果
を知れば、多くの人は安心することでしょう。で
は、調査から何が分かるでしょうか。

歴史のあらまし

　親が家庭で子どもを教育するホームスクーリン
グは、この６千年あまり、世界の標準的な姿でし
た。その後、１９００年までに、多くの「先進国」
においてホームスクーリングは消滅していきまし
た。ところが、１９７０年代後半に入ると、再び
ホームスクーリングは復活し、例えば、アメリカ
における幼稚園児から高校生までのホームスクー
ラー人口だけでも、約２２０万人（親や兄弟も含
む）にまで増えています。これは驚くべきことで
す。
　ホームスクーリングをしている親は様々な社会
的背景を持っており、人種等も様々です。高校を
中退した親もいれば、博士号を持っている親もい

ます。裕福な親、あまり裕福でない親、不可知論者、
クリスチャン、ヒューマニスト、ユダヤ教徒、イ
スラム教徒、そしてニューエイジ信者。家庭環境
も様々で、子どもが８人もいる家庭もあれば、一
人っ子の家庭もあります。両親が揃っている家庭
に、ひとり親の家庭。住んでいる場所も、都市部
から、地方の大自然の中といろいろです。親の職
業も、営業マン、公立校の教師、医師、配管工な
ど多種多様です。子どもが生まれた時からホーム
スクーリングを継続している親もいれば、中学校
に進学する段階でホームスクーリングに移行する
親もいます。
　ホームスクーリングに対する世論も、格段に良
くなってきています。理由の一つは、学術的（進
学やその後の学習・研究の実績等）、社会的（就職・
実社会での貢献）、さらに社会人としての人生に
おいて、ホームスクーリングがどのような良い効
果をもたらしたかが実証されているからです。

ホームスクーラーの学力はどうなのか。
テストの結果は？

　全米入試センター試験（ＳＡＴ）について、私
とローレンス・ラドナー博士が行った全国調査や、
そのほかの研究調査等を見ても、結果が一致して
います。ホームスクーラーたちは一般的に、ＳＡ
Ｔにおいて 65 ～ 80％の点数を取っているとい
うことです。公立校に通う生徒の平均はおよそ
50％なので、15 ～ 30 点ほど平均点を上回って
いることになります。加えて、州ごとに収集した

　
　ホームスクーリングの証拠がほしい方、おられますか？

　
　ここにあります！　ブライアン・レイ　博士　

　ブライアン・レイ博士は、国立ホームスクーリング研究所（ＮＨＥＲ
Ｉ）所長。科学教育学で博士号を取得し、数々の記事や本を執筆。主要
メディアからも度々インタビューを受け、裁判でも専門家の立場から証
言をしている。また、教育問題に関して国会でも証言。ホームスクーリ
ング研究に関する第一人者として世界をリードしている。オレゴン州立
大学で科学教育学の博士号を取得。妻ベスティさんとは結婚して 37 年、
８人の子どもたちは全員ホームスクーリングで育つ。孫は８人。コンベ
ンション 2016 に来日決定。
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データでも、ホームスクーラーたちが平均よりも
センター試験の結果が優れていることを示してい
ます。
　数多くの調査で分かったことは、親が教員免許
を持っているか否かに関係なく、ホームスクー
ラーは一般的に平均よりも高い学力を持っている
ということです。たとえ親が中学や高校しか卒業
していなくても（それ以上の教育は受けていな
い）、ホームスクーリングで育った子どもたちは、
ＳＡＴにおいて全国平均を毎回、上回っています。
一方、公立校に通う生徒を見てみると、たとえ親
が大学・大学院等の高等教育を受けていたとして
も、全国平均を下回る生徒たちも多くいます。
　こうしたホームスクーラーの成績と、州政府に
よるホームスクーリングの規制やコントロールに
は、何の相関関係もありません。規制がゆるい州
であっても厳しい州であっても、ホームスクー
ラーのテストの点数はほとんど変わらないので
す。
　公立校に通う生徒においては、家庭の経済状況
がそのまま成績に直結しています。一方、ホーム
スクーリングで学んでいる子どもたちは、親の収
入状況にかかわらず、平均よりも高い成績を収め
ています。

社会性はどうか？

　ホームスクーラーの社会性については、どうで
しょうか。多くの研究者たちの調査によると、ホー
ムスクーラーたちの社会性、情緒面において、心
理学的・精神的な成長度は、公立校の児童生徒と
比べて、優れていることが分かっています。メド
リン博士は、ホームスクーリングがその子の社会
的、情緒的、精神的な発達に積極的に関わってい
るという、本格的な調査結果を発表しました。
　また、新たな全国調査から分かったことは、

「ホームスクーリングで育った青年世代は、友人
たちの飲酒やマリファナの使用に対して、明確に
反対する傾向が強い」ということです。さらに、
タバコやアルコール、大麻、違法ドラッグに手を
出したという報告はほとんどなく、アルコール中
毒やマリファナ中毒と診断されたケースもほぼ皆
無です。結局のところ、ホームスクーリングで育っ
た青年世代はホームスクーラーではない同世代の
若者と比べて、違法ドラッグに接する機会がほと

んどありませんし、売人たちの接触が難しい環境
に置かれていて、接触してくることもほとんどな
いと報告されています。
　一方、ホームスクーラーの子どもとその親は、
地域の学習・社会活動に積極的に関わり、参加・
貢献しています。例えば、スポーツ・音楽・芸術
クラブ等への参加やボランティア・福祉・教会関
係での活動、コミュニティーサービスの利用など
様々な活動を積極的に行っています。さらに、公
立校の児童生徒と比べても、ホームスクーラーの
交流範囲は広く、子どもから大人まで幅広い年齢
層と接しているのが特徴です。

「実社会」でのホームスクーラーの状況
は？

　私は、ホームスクーリングで育った７千人以上
の成人を対象に、全米での調査を行いました。大
学進学や就職、結婚、子育てといった面で、公立
校出身の成人と違った結果が出てきています。明
確に違う面が見られた項目の一つは、市民活動に
関わる分野です。投票や市民集会への参加、メディ
アや官庁に積極的に意見・提案を行ったり、選挙
候補者や特定の政党などへ寄付をしたりボラン
ティアとして働くなど、こうした活動に対し、同
年代のアメリカ人と比べて、ホームスクーリング
出身者はかなり高い割合で関わっていました。
　また、教会学校等で育った、クリスチャン子
弟の約９千人の成人を対象に行った調査におい
て、教育環境の違いによる大きな差違が出てきま
した。ホームスクーリングで育った子弟がクリス
チャンとして成長する割合は、一般のミッション
スクールに通っていた子弟の２・２倍、公立校に
通っていた子弟と比べると２・５倍に上りました。
結婚前に同棲したり婚前交渉をしたりする割合
は、ホームスクーラーでは９％ほどですが、ミッ
ションスクールに通っていた人では２・44 倍の
22％、公立校では３・８倍の 34％に上るという
調査結果となりました。
　別の研究者たちが行った調査でも、私たちが
行った調査と同じ結果が出ています。例えば、ギャ
リー・ノールズ博士とジェームス・マッチモア博
士が行った調査では、以下のことが判明しました。

「例えば、ホームスクーラーほぼ全員に共通して
見られたのは、個々人の違いを尊重したり、他者
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に強い同情心や積極的な関心を持ったりするとい
う特徴です。……さらに、社会性については、ホー
ムスクーリングによって不利、また、懸念された
ような不足はまったくなく、実社会での活躍が多
く見られています。それは、ホームスクーリング
の評論家たちが示唆している通り、ホームスクー
リングのおかげで真の社会性が育っている状況と
言えるでしょう」。また、学者のチェン氏は、ホー
ムスクーリングで積極的に学んできた人は（公立
校に通っていた人と比べて）、大人になってから
人間関係の摩擦等が起こった場合、忍耐の度合い
が高いことも分かりました。

しかし、なぜホームスクーリングは功
を奏するのか？

　なぜホームスクーリングは効果を発揮し、子ど
もたちを成長させるのか――それを説明する正当
な理由はいくつかあります。１つには、１対１の
深い絆に基づく、個別指導が効果をもたらしてい
ることは、歴史を通じて認められていますし、調
査結果もこれを支持しています。鍛冶屋職人の弟
子づくりであれ、数学、電子工学、あるいは神学
などいかなる分野、職業であろうと、教師と生徒、
師弟の間に深い絆や信頼関係が築かれていること
は、大きな利点であることは間違いないでしょう。
　２つ目としては、それぞれの子どもの長所や短
所、学習スタイル、関心に合わせてカリキュラム
をカスタマイズし、教えていくなら、子どもの学
力を最大限に引き出せることが、広く証明されて
います。ホームスクーリングはまさに、愛情を持
ち、子どもたちのことをよく知っている親が、そ
の子どもに合った学習法をもって育てていくこと
ができます。特にそれは学習障害等を抱えた子ど
もたちへのニーズに合い、その効果は顕著に表れ
ます。
　３つ目に、安全かつ子どもたちにやる気をもた
らす学習環境を整えることは、教師なら誰もが目
指すところです。それらがホームスクーリングで
は自然な形で提供されています。ホームスクー
ラーたちは、他の生徒たちからの困惑や混乱をも
たらす悪い会話や誘惑、いじめ等はなく、その他、
学習や成長を妨げる様々なことに気を取られるこ
とがありません。
　４つ目に、社会学者たちは、ホームスクーリン

グが功を奏している別の例を挙げています。調査
が示すところによれば、社会資本（人間関係、信頼、
社会規範によって生み出されるもの）や、教師と
生徒（親と子どもたち）の間にある価値観や信念、
世界観の一致が、子どもの学習に良い効果をもた
らしているとのことです。
　５つ目に、ホームスクーリングは、親が養い、
育てる使命と責任を果たし、友達や社会との交流
関係に一貫性をもって関わり、導きます。一方、
学校に通っている子どもの場合は、同年代の仲間
を意識し、その規範に基づいた行動を取るように
なり、その否定的な影響も免れ得ません（例えば、
家族を軽んじ、蔑み、家族の絆の弱体化に進ませ
たり、流行等の影響で心身の健全な成長が妨害さ
れたり、いじめの問題や不安感・不安定な情緒の
増幅、無気力・否定的・敵対的な歪んだ精神の風
潮や性問題にあふれた現代社会、ネット社会の悪
影響など）。親や大人が子どもたちに正しい方向
を示してあげることは聖書的であり、子どもに
とって有益であるという事実を、調査結果は様々
な角度から実証し、報告しています。
　最後に、７つ目のポイントとして、ホームスクー
リングを上手に進めている子どもと親たち、ある
いは良い結果を残している親子の特徴として、親
が聖書に基づいた教育と聖書的なしつけ・訓練に
熱心に取り組んでいることが挙げられます。ホー
ムスクーリングは、この「聖書に立つ教育としつ
け・訓練」が可能であり、良き実を結んでいるの
です。家庭を軸にした教育がもたらす環境や人間
関係は、学術面や人格・心の成長面、そして社会
面での成功へとつながっていきます。このように、
ホームスクーリングをなすべき強い理由が、たく
さんあるのです。
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「 自分はきっと失敗する」という信念？

　ジャッキーは、クリエイティブで、社交的で、
エネルギッシュなティーンです。彼女の笑い声は、
周りの人も笑顔にします。ところが、そんなジャッ
キーも新しいことに挑戦するとなると、急に怖じ
気づいて「それは苦手」「無理」「全然分からない」
と、時に涙を流し、たくさんの不安や不平を並べ、
腰が重くなるのです。励まされ、意を決して、実
際にチャレンジしてみるのですが、少しやってみ
ても続けることができず、「ほらね、できないっ
て言ったでしょ」とすねて、ふくれ出し、「自分
には無理！」というネガティブな固い信念を主張
して終わってしまいます。
　自分はきっと失敗する――ジャッキーは過去の
経験からそう信じ込んでいました。努力なんて時
間の無駄だし、全然楽しくもない、自分には才能
も知恵もないことは分かり切っている、と。ジャッ
キーにとっては、失敗するよりも諦めて、やらず
に終えるほうが痛みを味わうこともなく、楽で、
居心地が良かったのです。

その時、親がしてはならないこと

　皆さんのお子さんが、どうやって歩くことを覚
えたか思い出してみて下さい。何度も何度も転ん
では起きながら、遂に初めの一歩を踏み出したの
ではないでしょうか。何かを学ぶためには、時に
は痛みというプロセスを通らなければならないこ

とを私たちは知っています。
　幼い子どもが立ち上がろうとした時に、転んで
ほしくないからといって抱き上げて運んであげた
りはしないでしょう。ところが、他の分野になる
と、私たち親はまさにそれと同じことをしてしま
うのです。
　やればできるという姿勢、失敗したらもう一度
立ち上がることを子どもたちに教えられたなら、
本からの学びだけではなく、実体験として、人生
のあらゆる場面で大いに役立ちます。聖書には、
どんな困難・苦難にあっても、忍耐、勤勉、喜び
や感謝にあふれた態度を持つこと、そのような知
恵と模範と励ましにあふれています。聖書は、パ
ウロのようにどんな境遇にあっても満足し、試練
の時にも耐え忍び、こう言えるようになることを
約束しています。「私は、貧しさの中にいる道も
知っており、豊かさの中にいる道も知っています。
また、飽くことにも飢えることにも、富むことに
も乏しいことにも、あらゆる境遇に対処する秘訣
を心得ています」（エペソ４：12）。
　困難を積極的に捉える聖書の知恵と、困難の背
後には神の約束と計画があることを、できるだけ
早い年齢から教え始めるのが良いでしょう。ただ、
子どもたちに教える時に、私たち親の態度を改め
るところからスタートできます。
　皆さんは、子どもがちょっとした困難に直面し
たり、何かで困っていたりしたら、急いで飛んで
行き、助けることはありますか。もしそうだとし
たら、子どもたちの可能性を信じていないことを
伝えているのと同じです。何か罪を犯しそうに

　
　やればできる！積極的な姿勢を育てる方法

　　　　　　　　　　ジュリー・ホーン女史
　

チア・にっぽん旗揚げセミナー（2000 年）で参加者の魂を揺さぶり、
その後の日本のムーブメントに用いられた。チア・コンベンション
2002、2007 主講師。世界最大規模のホームスクーリング・コンベンショ
ンであるチア・カリフォルニア・コンベンション前部長＆理事。80 年
代から３人の子どもをホームスクーリングで育てた。チア・カリフォル
ニア創設メンバー。チア・にっぽん理事。コンベンション 2016 に９年
ぶりの来日決定。
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なったり、大きな危険が迫ったりしている時は別
です。そのような場合は除いて、日常生活におけ
る困難・苦難を子どもが体験している時、私たち
親は、子どもたちの問題解決能力や決定力、忍耐
力を信じるべきではないでしょうか。

基本的な３つのステップ

①子どもの才能を知る

　子どもたちの心に「やればできる・努力すれば
できる」という姿勢・確信を養っていく環境作り
は、難しくもなければ複雑でもありません。次に
示す基本的な３つのステップを踏むことで、忍耐
力、決定力、経験力、創造力を育て上げていくこ
とができるでしょう。

子どもが才能を持っている分野を知る
こと

　神さまは私たち１人ひとりに、神の目的に応じ
てユニークな才能を与えて下さっています。その
子どもたちの特別な才能を発見してあげることが
大切です。子どもをじっくりと観察し、何か特殊
な技能を持っていることに気付いたら、子ども自
身がその技能に気付けるように褒めてあげて下さ
い。「よくやったね」とか「まぁ、きれいな字」
といった一般的な褒め言葉では十分ではありませ
んし、建設的な言葉とも言えません。例えば、「あ
なたの字は、全部同じ大きさで書けているし、行
と行の間もバランスが良くて整っているわね。だ
から、とっても読みやすくて、見た目もきれいよ」。
このように、どこがどのように良いのかを具体的
に観察して評価することで、子どもたちが後から
自分の作品を見て評価する時の助けとなります。

子どもの弱点は、
　親が成長するチャンス

　何をやってもうまくいくスーパースターのよう
な子どもはいません。どの子にも得意ではない分
野がありますし、なかなか簡単にできないこと、
ほどほどのレベルに仕上げるのにかなりの作業を
要する分野もあるでしょう。
　しかし、こうした弱点を見て、子どもにがっか
りしたり、イライラしたり、悲しんだり、見下し

たり、怒ったりしてはいけません。その代わりに、
こうした弱点もまた神のデザインであると捉え
て、私たち親の忍耐力、勤勉さ、問題解決の能力
を磨くチャンスとすべきです。さらに、親の謙虚
さ、また子どもたちや他者への優しさを養うため
のものなのだ、という姿勢で臨むことが必要です。
　他人の成功を喜ぶこともまた、重要なライフス
キルの一つです。それは、キリストにあって、本来、
一つの体としてつながっている私たちが目指す究
極の目標、キリストにあってみな一つであること
を学ぶ訓練ともなります。子どもたちが他者の長
所を認めるようになり、さらに自分自身の弱点と
長所にも気が付いたなら、その時こそ、キリスト
のからだの成り立ち、1 人ひとりが、キリストに
あって一つである真実について、また神がご自身
の目的に応じて私たち１人ひとりにユニークな賜
物をお与えになったことを教え始めることができ
ます。

②問題解決能力を身につける

子どもたちが問題解決能力を身につけ
るよう訓練する

　子どもたちが簡単なことを成し遂げた時に褒め
るよりも、問題を解決することに価値があると励
ましてあげましょう。親は、子どもたちに与えら
れている神からの特別な賜物、つまり、何の努力
をしなくても物事を達成できる天性の賜物を知り
たがります。しかし、それと同じくらい大切なこ
とは、子どもたちが葛藤している時に決断力と忍
耐力を養うように促すことです。困難な仕事に粘
り強く取り組む姿勢は、とりわけ重要なスキルで
す。子どもが助けを求めてきても、最初から助け
ようとはしないで下さい。子ども自身がそれをや
り遂げるのに必要な場所と時間を与え、子どもの
根気強さを養いましょう。早く成功を遂げたこと
を褒めるのではなく、それまでの努力をたたえま
しょう。そしてここでも、目指すべきスキルをはっ
きりと伝えて下さい。例えば、「あなたの決断力
に感動したよ！」「とっても落ち着いていたし、
新しいアイデアに一生懸命取り組んでいて、とて
も良かったわ」と声を掛けるのもいいと思います。
問題に取り組む時間が長ければ長いほど、子ども
の問題解決能力や、フラストレーションの管理能
力、忍耐力は鍛えられていきます。問題に取り組
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むプロセスの大切さを伝え、褒めて励ましてあげ
ることが大事です。
　子どもたちが自分で困難な課題に取り組むな
ら、苦労もするでしょうし、フラストレーション
もたまるでしょう。でもこの時こそ、忍耐という
名の筋力を鍛える絶好のチャンスです。途中でや
めさせたり、諦めさせたりしないで下さい。ミス
を犯した時は、失敗と捉えるのではなく、学びの
機会と捉えましょう。諦めた時だけが、失敗とな
ります。子どもが「もうできない。難しすぎる」
と泣いたり不平を言ったりした時は、怒るのでは
なく、知恵と励ましを与えましょう。すべての回
答が瞬時に与えられることを望むよりも、このよ
うに自問自答するように子どもたちに教えましょ
う。「ゴールは？」「何か違うことはできないか
な」「最初の一歩はどうだった？」「次に何ができ
る？」。これらは、子どもが助けを求めてきた時に、
問題解決に導くための質問例です。さらに「あな
たならきっと分かるよ」「この問題に一生懸命取
り組んできたんだから、大丈夫、必ず解決策を見
つけられるよ」と建設的な言葉を掛け、自信を持
たせてあげましょう。

③自由にやらせてみる

子どもが「自分一人でできる」と思っ
ていることは、そのままやらせてみる

　幼い子どもは、自分の力を過大評
価するものです。まだ自分の能力を
正しく評価できませんし、自分の力
に限界があることも理解していませ
ん。そのため、実力以上に自分には
できると思い込みがちです。
　例えば、３歳の子どもが自分で靴
の紐を結ぶと言い張るなら、実際に
はできなくても、とにかくやらせて
みて下さい。そうした個人的な興味
が、子どもにやる気を起こさせ、困
難やフラストレーションを克服する
力となります。こうやって健全な自
信を身につけさせていくのです。子
どもが何かで苦労していても、急か
さないで下さい。子どもがイライラ
していたら、「本当によくやってる
ね」「あなたの決断は良かったと思う

わよ」と励ましの言葉を掛けましょう。子どもは
とても敏感です。親の表情、声のトーン、ボディ
ランゲージは、言葉以上に多くを物語ります。
　もちろん、中には許可できないこともあります。
いくら本人ができると言っても、幼い子どもが車
を運転したり、高い所からジャンプしたりするこ
とは、決して許可できないことです。

親のプラン・視点と励まし
  
　子どもが果敢に挑戦できるチャンスを、毎日与
えてあげましょう。パズルやクラフトなどの制作
は、特に良い作業だと思います。そうは言っても、
学科の勉強や家事の分担、どんな体験に挑戦する
かを親が決める際に、それが子どもにできる範囲
内であるかを確認して下さい。子どもの興味や関
心があることに挑戦させることが基本ですが、子
どもが必ず失敗しそうな状況を設定することはお
勧めしません。一度に少しだけ新しい段階に挑戦
させ、子どもが新しい物事を十分マスターできた
段階で、さらにステップアップしていきます。
　親が子どもの長所を見つけ、励まし、忍耐力を
養うよう助け、フラストレーションを管理できる
ように訓練し、問題解決能力を育てるなら、子ど
もは人生で打ち負かされることなく、神さまから
与えられた人生の目的を果たし、方向性を見定め、
喜んで進んでいく準備ができるでしょう。
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♪ジョイランアンケート♪

＊＊＊＊＊＊大人＊＊＊＊＊＊

●初めて参加しましたが、とても

楽しかったです。走るための筋肉

トレーニング方法を教えていただ

けたのは感謝でした。開始時間、

終了時間が程良く、場所も便利で

した。走るのが苦手で自信がなか

ったのですが、短いハーフコース

も用意していただき、参加しやす

かったです。チアのみなさんと一

緒に過ごし、気持ち的にもリラッ

クスして、走ることがとても楽し

く感じられました。これからは生

活の中に走ることを取り入れて、

体力作りと走る喜びを味わい続け

たいと思います。子ども達も普段

は走ることに自信がありませんで

したが、メダルをもらえて喜んで

いました。エントリーしていなか

った種目も、やる気が出て飛び入

りさせていただきました。スタッ

フの皆さんのいつも精一杯の力で

もって仕えてくださっている姿

に、感謝してもしきれません。チ

アから励ましをいただけるので元

気にやっています。これからもよ

ろしくお願いします。

　　　　　　　　（埼玉　Ａさん）

●息子も私も楽しく参加できまし

た。息子は積極的に走らないだろ

うと思い 50 ｍ走しかエントリー

しなかったのですが、実際には、

みんなを見て参加したくなったよ

うで、結果的には 100 ｍ、750

ｍ、200 ｍも参加し 750 ｍを

完走したので驚きました。親の思

いで子どもの可能性を小さく見て

はいけないと思わされました。

　　　　　　（東京　三本松尚英）

●息子にどうだった？と聞くと、

第一声「もちろん、楽しかったで

す！」主人も急に走って、夜には

かなり筋肉痛だったらしく、その

後どうなるかと思いましたが、翌

日からの業務に支障なしでした。

娘も楽しかったと言っています。

ただただ感謝しています。

　　　　　　　　（埼玉　Ｂさん）

　　

●とてもよかったです。こういう

機会を通して、体力面においても

信仰面においても成長できたと思

いうれしかったです。今年は長距

離走に加え、短距離走を取り入れ

てくれたことが良かったです。チ

アオリンピックを含め、このよう

な体力を鍛えられる機会を継続し

てほしいと思います！

　　　　　　（神奈川　中村義也）

●毎年 2 回もこのような機会を

いただき、とても感謝しています。

４月２日、 桜満開の中、 開催しました 「第３回ジョイランニング」 参加者の声をお届けします！
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台東区の競技場も良いところです

が、今回の競技場も設備もよく、

特に、昼食をとった部屋も良かっ

たです。駐車場が無料なのは最高

です！私も体力が続く限り（！）、

ボランティアさせていただきます

ので、またよろしくお願いしま

す！　　　　（神奈川　中村昌代）

＊＊＊＊＊＊こども＊＊＊＊＊＊

○すごく楽しかったです。色々な

年代の人たちと話ができて、すご

く楽しい日になりました！ジョイ

ランニングだけではなく、ジョイ

スイミングなどやりたいです。

　　　　　　　（長野　芳賀大祐）

○友だちに誘われて、どうしよう

か迷っていたのですが、行くこと

にしました。すごく楽しくて、行

くことにして本当によかったで

す。久しぶりに会った人や、初め

て会った人ともたくさん話せてす

ごく良かったです。いつも忙しい

中、色んなイベントを企画してく

ださってありがとうございます。

いつも楽しみにしています。また

参加できるのを楽しみにしていま

す。　　　　　　（長野　衣笠生）

○３回目の参加でした。今回のジ

ョイランは今までの中で一番楽し

かったです。新たに友だちも増

え、また楽しく走れてよかったで

す。今年のチア・オリンピックで

は、出られるだけの競技に出たい

です。メダル作戦、とても良かっ

たです。今回はしっかり練習しな

かったので、走れるか不安だった

のですが、無事に完走でき、メダ

ルをもらえました。次回はしっか

り練習して走ろうと思いました。

　　　　　　　（埼玉　市川恵生）

○いつも一人で公園で走る練習を

していたので、みんなと一緒に走

れたことが一番良かったです。ま

た、久しぶりにみんなに会えて嬉

しかったです。　（埼玉　Ｃくん）

○初めて参加させていただき、周

りの皆さんが温かく迎え、歓迎し

てくださったので、とても嬉しか

ったです。参加者で役割を分担し、

みんなで“チア・ジョイラン”を

運営しているところがとても良い

と思った。　　　（埼玉　Ｄくん）

○楽しかった。みんながメダルを

もらえるように工夫していること

がとてもよかった。

　　　　　　　（東京　成瀬愛実）
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★ ジ ョ イ ラ ン 表 彰 結 果 ★

【男子100m】

　4才　	
金	 佐藤　謙
銀	 菊地　基樹
	
　5才　	
金	 小塚　恵太
	
　6才　	
金			三本松ヨシュア
	
　7才　	
金	 桐山　牧人
銀	 稲葉ジョセフ
銅	 佐藤　光
	
　8才　	
金	 小塚　新之介
銀	 堀井　大使
銅	 関　恵吾
	
　10才　	
金	 藤原　佑希也
銀	 伊澤　慎太郎
	
　12～ 15才　	
金	 中村　義也
銀	 亀井　義和喜
銅	 吉原　護
	
　16～ 17才　	
金	 芳賀　大祐
銀	 衣笠　生
	
　大人　	 　　　
金	 A	　さん
銀	 稲葉　寛夫
銅	 土屋　卓也

【女子 100ｍ】

　4才
金	 土屋　はんな
銀	 伊澤　真理
	

　6才　	
金	 菊地　しんり
	
　9才　	
金	 成瀬　恵美
銀	 菊地　のゆり
	
　11才　	
金	 成瀬　愛実
銀	 菊地　ゆずり
	
　12才以上　	
金	 堀井　汀
銀	 伊澤　響子

	
【男子 50ｍ
			（100ｍハーフ）】
　	
　4才　	
金	 堀井　陽
	
　5才　	
金	 関　翼
	
　7才　	
金	 稲葉ジョセフ
	
　8才　	
金	 伊澤　雄平
銀	 土屋　恵輪
銅	 関　恵吾
	
　10才　	
金	 伊澤　慎太郎
	
　13才　	
金	 亀井　義和喜
	
　16才以上　	
金	 衣笠　生

【女子 50ｍ】
			（100ｍハーフ）】

　4才　	
金	 伊澤　真理

銀	 土屋　はんな
	
　5才　	
金	 志賀　実結
	

【男子 200ｍ】	

　3才　	
金	 志賀　恵信
	
　6才
金			三本松ヨシュア
	
　7才　	
金	 桐山　牧人
銀	 佐藤　光
銅	 稲葉ジョセフ
	
　8才　	
金	 関　恵吾
銀	 堀井　大使
銅	 小塚　新之介
	
　9才　	
金	 桐山　呼人
	
　10才　	
金	 藤原　佑希也
銀	 野瀬　稔
銅	 志賀　雄信
	
　12～ 14才　	
金	 亀井　義和喜
銀	 吉原　護
銅	 市川　恵生
	
　15～ 17才	
金	 井端　大志
銀	 衣笠　生
銅	 芳賀　大祐
	
　大人　	
金	 稲葉　寛夫
銀	 野瀬　智明

【女子 200ｍ】　

　12才以上　	
金	 堀井　汀
銀	 伊澤　響子
	

【男子 600ｍ】	

　13才　	
金	 亀井　義和喜
	
　16才
金	 芳賀　大祐
	
【女子 600ｍ】

　11才
金	 成瀬　愛実
	

【男子 300ｍ
		（600ｍハーフ）】	

　6才　	
金　三本松ヨシュア
	
　7才　	
金	 佐藤　光
	
　10才　	
金	 藤原　佑希也
	
　12才以上　	
金	 吉原　護
	
　大人　	
金	 伊澤　聡一郎

【女子 300ｍ
			（600ｍハーフ）】

　12才以上　	
金	 堀井　汀
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【男子1500ｍ
											（1回目）】	

　11才以下　	
金	 桐山　呼人
銀	 堀井　大使
銅	 桐山　牧人
	
　12才以上　	
金	 芳賀　大祐
銀	 中村　義也
銅	 衣笠　生
	
　大人　	
金	 稲葉　寛夫
銀	 野瀬　智明
銅	 土屋　卓也

	
【男子 750ｍ
（1500ｍハーフ）】	

　11才以下　	
金	 稲葉ジョセフ
銀	 伊澤　慎太郎
銅	 伊澤　雄平
	
　12才以上　	
金	 亀井　義和喜

【男子 1500ｍ
												（2回目）】	

　11才以下　	
金	 桐山　呼人
銀	 桐山　牧人
銅	 堀井　大使
	
　12才以上　
金	 芳賀　大祐
銀	 中村　義也
銅	 衣笠　生
	
　大人　	
金	 志賀　信泰
銀	 野瀬　智明
銅	 稲葉　寛夫

【女子 1500ｍ
													（1回目）】

　11才以下　	
金	 成瀬　恵美
	
　12才以上　	
金	 伊澤　響子
銀	 桐山　泉伶
	
　大人　	
金	 堀井　ユリ
銀	 佐藤　美智子
銅	 志賀　麗子

【女子 750ｍ
	（1500ｍハーフ）】
	
　12才以上　
金	 堀井　汀
	
　大人　	
金	 伊澤　恵美
銀	 能登　麻里
	
	
【女子 1500ｍ
													（2回目）】

　12才以上　	
金	 伊澤　響子
	
　大人　	
金	 伊澤　恵美
銀	 関　知香
	

【男子 5ｋｍ】	

　11才以下　	
金	 桐山　呼人
銀	 堀井　大使
銅	 桐山　牧人
4	 関　恵吾
5	 志賀　雄信
	

　12才以上　	
金	 芳賀　大祐
銀	 中村　義也
銅	 衣笠　生
4	 堀井　勇士
5	 佐藤　信希
6	 市川　喜也
	
　大人　	 								
金	 横田　英孝
銀	 藤本　泰俊
銅	 稲葉　寛夫
4	 Ａ　さん

【女子 5ｋｍ】

　12才以上　	
金	 伊澤　響子
	

【男子 2.5 ｋｍ
				（5ｋｍハーフ）】
	
　11才以下　	
金	 小塚　新之介
	
　12才以上　	
金	 井端　大志
銀	 市川　恵生
銅	 中山　龍人
	
　大人　	
金	 小塚　雄基
銀	 伊澤　聡一郎
銅	 土屋　卓也
	

【女子 2.5 ｋｍ
				（5ｋｍハーフ）】

　11才以下　	
金	 成瀬　愛実
	
　12才以上　	
金	 藤本　道子
	
　大人　	
金	 関　知香
	

★★★★★★★★★
	
★【男子総合】★

11才以下　
	
　1	 桐山　呼人
　2	 堀井　大使
　2	 桐山　牧人
　次	 稲葉ジョセフ
　	
12才以上　
	
　1	 芳賀　大祐
　2	 衣笠　生
　3	 中村　義也
　次	 亀井　義和喜
	
大人　	

　1	 稲葉　寛夫
　2	 野瀬　智明
　3	 土屋　卓也
　次	 Ａ　さん

★【女子総合】★

11才以下　
	
　1	 成瀬　愛実
　2	 菊地　しんり
　3	 伊澤　真理
　3	 土屋　はんな
	
12才以上　	

　1	 伊澤　響子
　2	 堀井　汀
　3	 藤本　道子
	
大人　	
　　　　
　1	 関　知香
　2	 伊澤　恵美
　3	 堀井　ユリ
　次	 佐藤　美智子

★★★★★★★★★
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チアサポートスクール（ＣＳＳ）

保護者会アンケート♪

＊＊＊通学生の保護者より＊＊

●先日の保護者会にお誘いいただ

きありがとうございました。率直

なお詫びと今後の展開をお分かち

いただき、励まされました。お勧

めいただいた和田式参考書を読ん

でいます。主の導きを感じます。

CSS 勉強会に息子を参加させた

いと希望します。（東京　Ａさん）

●「和田式逆転の受験勉強法」、

ざっと目を通しました。主人がよ

く「受験勉強は１年でいい。」と

言っているのですが、こういう事

かと納得しました。受験勉強にも、

技術があるのですね！この機会

に、娘と今後の事についてじっく

り相談できました。その結果、志

望先がだいたい固まりました！ロ

ードマップは娘に合わせて、私が

作り直す必要を感じました。それ

を元に、今度の５月の面談時にご

相談に乗っていただけますと、感

謝です。　　　（神奈川　Ｂさん）

●正直言って驚きました。稲葉さ

んや堀井さんの謝罪をうかがい、

心が痛みました。私としてはＣＳ

Ｓにお世話になってきて安心しき

っていたというか、お任せしたま

ま親としてのチェックが甘かった

ことを示されました。言いにくい

ことも包み隠さずお話くださった

こと、本当にありがとうございま

した。ロードマップ作成の労を感

謝します。大いに参考にさせてい

ただきたいと思います。いつも

様々な形で折にかなった慰めと励

ましをいただいています。只々感

謝です。今後共よろしくお願い致

します。　　　　（東京　Ｃさん）

●もうＣＳＳを辞めてしまったの

に、呼んでいただいて感謝です。

大変有意義で、役に立つ情報ばか

りで、良かったです！また、稲葉

さんのセミナーや、保護者会に呼

んでいただけたら、嬉しいです！

いつもありがとうございます！　

　　　　　　　　（東京　Ｄさん）

＊＊＊通信生の保護者より＊＊

●稲葉さんからのお手紙には、と

にかく、感動でした。何かあった

のかな…と思いつつ、こんな風に

真摯に、決意表明のようなことを

してくださり、現時点でどこまで

できるかということも含めて、率

直に分かち合ってくださって、そ

の心にすごく感動しました。これ

は一塾経営に留まらない、大きな

働きなんだな～と。ロードマップ

のことについては、とても興味が

あります。勉強面に対してどうす

ればいいのか…という戦いは、同

じ世代のホームスクーラーでも、

きっとあったことだろうと思いま

す。これからに期待し、祈ってい

ます。お手紙には、「コンベンシ

ョンの時に改めて面談をするのは

いかがですか？」…という事も書

かれていたので、家族一緒に上京

しますし、ぜひ自分も加わって面

談できればと思っています。

　　　　　　　　（宮城　Ｅさん）

●チアの集会に毎回参加して、不

登校であった息子の回復に努めて

きました。3 年ほど前に、通信に

繋がりましたが、最初は波があっ

て、なかなかプリントを提出でき

ない状態が続いていました。しか

し、今は、毎週土曜日にプリント

1 枚 (^^;) を提出し、自分から電

話をして、宮崎先生とやり取りを

できるところまできています。宮

崎先生にも皆さんにも、本当に感

謝しています。最近、息子は親戚

の集まりにも出ることができるよ

うになり、それが本人にも自信に

繋がっているようです。稲葉さん

のお手紙を読んで、私自身が流れ

に任せてしまっていたことに気づ

かされ、まずは私が考えながら計

画を立てていく必要があるな、と

教えられました。夫や息子、家族

の救いという大きな使命が与えら

れていることも、改めて感じまし

た。　　　　　　（栃木　Ｆさん）

●不登校がきっかけで HS スター

ト。コンベンションには何回か参

加してきました。稲葉さんのお手

紙を読んで、多分いろいろなこと

があったのだろうけれど、このタ

イミングでのお手紙は、私たちに

とっても祈りの答えだ…と思いま

した。面談やロードマップ、強化

合宿等、新しい形でサポートくだ

さるとのこと、本当に助かり、感

謝です。　　　　（茨城　Ｇさん）
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＊＊＊＊＊＊参加者＊＊＊＊＊＊

◆今回の合宿を通して、多くの英

文に触れる重要性を知ることがで

きて感謝でした。今後も体系数学

を行おうと思いました。他のホー

ムスクーラーとの良き交わりが与

えられ、改めて、勉強に集中して

いく姿勢ができたと感じていま

す。　　　　　　　　　（Ａくん）

◆どうしても勉強ばかりしている

と目的を失いがちになります。目

的を再確認できただけでなく、新

しい発見も沢山ありました。今し

ている勉強がどのように社会で役

立つのか、また、社会での厳しさ

などもよく理解できました。信仰

面においても、あらためて、自分

が何のために勉強するのか確認で

きました。またどうぞよろしくお

願いします。　　　　　（Ｂくん）

◆目指すは、天文雑誌（外国の）

をスラスラ読む。色々良さそうな

勉強法がわかって良かったです。

　　　　　　　　　　　（Ｃくん）

◆計算問題は、難しくてあまり問

題を解けなくて悔しかったです。

英語多読、今回みんなで出来てう

れしかったです。体系数学、分か

り易くて良いと思います。何回か

気持ち悪くなって吐きそうになっ

たくらい大変でした！でもとって

も楽しかったです！　　（Ｄさん）

◆英語多読について、３０万とい

う目標ができた。体系数学。０か

ら始められたので良かった。自分

の将来に使えると思った。同じ部

屋の方と友達になれた。（Ｅくん）

◆チアのイベントとして開催して

欲しい。高校生（高卒資格のある）、

大学生（OB・OG）以上の人た

ちは、小、中学生を教えるサポー

トもできると思い、僕だったら歴

史が得意なので、みんなに歴史を

教えたいです。成長したいと思い

ます。　　　　　　　　（Ｄくん）

◆多読の大切さがよくわかりまし

た。2 ヶ月で中学内容ができるの

はすごく効率が良いと思います！

すごく良かったです。またこのよ

うな機会を設けてほしいと思いま

す！それによって、気合が入った

り、励まし合ったりできると思い

ます！　　　　　　　　（Ｅくん）

◆計算問題、楽しかった。多読、

とてもいいと思う。体系数学、今

まで分野別の教材をやったことが

無かったので良かった。（Ｆくん）

◆英語多読では、自分の好きな本

が楽しく読めて良かったです。

　　　　　　　　　　　（Ｇさん）

＊＊＊＊＊＊保護者＊＊＊＊＊＊

◆今後の方針について、ちょうど

悩んでいたので、神様がタイミン

グも御存知で、相談でき、助かり

ました。必要に応じてその子に合

った方法で、今後も伸ばしていけ

ればと思っています。　（Ｈさん）

◆ 3 日間本当にお世話になりま

した！主人ももう少し落ち着いた

ら、ＣＳＳなどチアに関われたら

いいな…と話しています！我が家

のホームスクール自体が非常にお

恥ずかしい状況でして…。なので、

今回はとにかく感謝感謝でした！

初日しか参加できませんでした

が、伊澤さん御夫妻の実践的な講

義には感動感激しました。プロの

教師に見えました！　　（Ｉさん）

ＣＳＳわくわく♬

集 中 勉 強 合 宿

アンケート
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　NL154 号の「チア・お薦め本のコーナー（トラ
イアル版）」特集、A さんからの提案について、た
くさんの反響をいただきました。その一部をご紹
介します。

● B さんからの手紙

　チア・オリンピックにノンクリスチャンの夫と、
毎週共に礼拝にあずかっている長男（小２）と長
女（年中）の 4 人で参加させていただき、本当に
感謝でございました。子育てにおいて、聖書を読み、
神様の知恵と訓戒を祈り求める中で、チア・にっ
ぽんの書籍は大きな道しるべであり、励ましです。
神様が与えてくださっている子育てのビジョンを
仰ぎ、信じ、信頼してまいります。
　その中で、ここ数年、折に触れて祈ることがあ
ります。「ジブリ」についてです。先日、友人から、
音楽の集まりに誘われました。テーマは「ジブリ」
だということでした。行こうと一瞬思いましたが、
次の瞬間やめようと思いました。子供たちには、
ジブリの作品は見せていません。テレビ自体も、
私が納得した番組を録画して一日 20 分～ 30 分間
で、もし見ている間に、少しでも神様が喜ばれな
い内容が出てくると、子どもたちに説明し、ストッ
プします。テレビを見ない日もあります。「ジブ
リ」とこれから、どのように子育ての中で対処し
ていけばよいでしょうか。日本人であれば、「ジブ
リ」と無関係では済むことはなく、親が見せなく
ても、いつかどこかで見てしまう可能性が高いと
思っています。私のことですが、小学校中学年の
時に、ジブリの映画を観ました。何の催しだった
かは覚えていませんが、全校生徒が体育館に集まっ
て観たのを覚えています。非常に衝撃的でそのス
ケールの大きさに引き込まれました。それをきっ

かけにアニメが大好きになりました。高校に入り
環境が変わり興味が無くなりましたが、中学生の
時は大好きでした。その頃は、聖書の言葉が心に
響かなくなり、イエス様から離れることともなり、
今思うと、アニメの悪影響も大きかったかなと思っ
ています。
　現在、教会で教会学校の先生をさせていただい
ております。昨年度までの 3 年間、中高科で中高
生の皆さんと学び、いろいろな話をしましたが、
彼らの観て聞いているアニメ、まんが、ゲームや
音楽は、考え得る以上に悪く、特に祈りを必要と
した期間でした。
　前号のニュースレターで、稲葉さんが本を子育
てに積極的に取り入れても、厳しい基準を持って
いらっしゃることを知りました。私自身、子ども
たちには、聖書と聖書に基づいた良書に多くの
時間を費やしてほしいと願いながら、とはいえ小
学校生活において、読書が奨励されており、息子
も読書に熱心でありますので、私が選書するか、
チェックしてから読ませることとしております。
　小学校の図書室ボランティアにも導かれ、毎回
祈りながら整理しております。そして前述のニュー
スレターの記事を読んだ時、とても心強い気持ち
がしました。その後、最初に書きました友人か
らのジブリ音楽の演奏会の誘いをお断りした時、
ニュースレターの記事を思い出し、稲葉さんはど
のようにお考えでいらっしゃるか、また、本の選
書に関してもこれからどのようにしていけばよい
か、ぜひお伺いしたいと思いお手紙を書かせてい
ただくことにいたしました。

➡ B さんへの返信

　B さん、ご無沙汰しています。手紙をいただいて、
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とても嬉しかったです。返事がずいぶん遅れてし
まって、ごめんなさい。チア・オリンピックに来
てくださった時のことは、よく覚えています。ご
主人、そして、二人の子どもたちに、くれぐれも
よろしくお伝えください。また、いろいろなチア
の書籍を大きな道しるべとして読んでくださって、
とても励まされたとのこと、とても嬉しく読みま
した。
　特に今回、ニュースレターの記事を読んで、心
強い気持ちになってくださったことも、嬉しく思
いました。ご質問のジブリに関してですが、とて
も良いポイントをチェックされていると思います。
　基本的にメディアに関しての共通点は、映画、
テレビ、音楽、本など、すべてそうだと思いますが、
作者は何らかのメッセージを伝えたいという、テー
マ設定をしています。ですから、そのテーマが聖
書的なものかどうかを吟味し、見分けていく必要
があるのではと思っています。それが、反聖書的
なもの、また無神論的なものであったり、逆にま
さに聖書的なものであったり、直接神様が出てこ
なくても、家族、あるいは聖書的な価値観を励ま
すものであったりと、大きく分けると、2 つに分
けられていきます。「聖書・家族的作品」と「反聖
書・家族的作品」ですね。最近、松竹の幹部の方
と話した時も同じでした。そのあたりを親として
吟味しながら、良いものを子どもたちに与えてい
く。そのことが、子どもたち自身にも吟味する力
を養わせていく。そうした努力が必要なのではな
いかと考えています。テレビ等のメディアの制作
体験からも、私はそのように考えています。NHK
の番組企画会議でも、この番組の企画のねらいは
何か必ず聞かれます。
　具体的に、ジブリに関してですが、私自身、全
ての作品を観た訳ではないので、作品や予告編を
観たり、インタビュー情報等をベースにコメント
しますね。
　まず、我が家では、二つの作品だけ観せています。
上記の観点に沿って吟味した中で、一つは三角印

で、いろいろと注意や吟味を行いながらですが、「と
なりのトトロ」、もう一つは、宮崎監督の引退前の
最後の作品となった「風立ちぬ」、その二つです。
　宮崎監督は、個人的には、とても尊敬していま
す。クリスチャンに導かれるよう、祝福を祈って
います。映画制作者としては、アカデミー賞特別
賞に輝くほど卓越した、制作能力に溢れ、平和や
人権への志にも満ちた尊敬すべき方であり、ジブ
リの後継者の皆さんも含めて、さらに用いられて
欲しい方だと思います。私が少年時代 (1978 年 )、
NHK で「未来少年コナン」という宮崎監督の初監
督作品がありましたが、私は部活が早く終わった
時には、胸をときめかせて観ていました。
　しかし、アメリカのマーケットに「もののけ姫」
を売り込もうと監督が来られた時に、アメリカの
記者たちがある質問をして、宮崎監督の答えにあっ
けにとられるという、非常に残念な会見がありま
した。ある記者が聞きました。「『もののけ姫』の
中で、腕がボーンと切られたり、体の一部が残酷
に切り取られたりして、非常に残酷だと思いまし
た。この作品は子ども向けの作品だということで
すが、なぜ子どもたちに、このような残酷なシー
ンを見せるのか、その悪影響を考えないのです
か？」その時の宮崎監督の答えに、多くの記者が
引いてしまったそうです。宮崎監督は、笑みを持っ
て「それは心配ありません。子どもたちは、この
ようなシーンをとても喜ぶのです。」と答えたとい
うのです。その記者会見の会場は、そこで静まり
返ってしまったという話を、その質問をした記者
から聞かされました。僕もその答えは残念だった
と思うし、通訳者が誤訳したのかなと思うぐらい
です。同時に、今の日本のメディア状況も反映し
ているのかもしれないなと思いました。視聴者に、
どのようなものが受けるのか、ということが制作
者のひとつの基準となり、視聴者に良いインパク
ト、あるいは、悪いインパクトを与えるものなのか、
ということに関する注意を怠った、象徴的な答え
になってしまったなぁと思いました。
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　その他、聖書と照らし合わせて、文字通り良く
ない作品は、ジブリの中にもいくつかあると思い
ます。「平成狸合戦ぽんぽこ」は予告編を観ただけ
で嫌になりました。魔女系も残念です。いろいろ
な偶像、悪霊的なものがトピックになっているケー
スですね。子どもたちにどのような作品を見せる
か、アメリカの基準は日本より厳しいと思います。
ジブリの皆さんに、そのあたりお伝えできれば、
ジブリの素晴らしい才能や、ものすごい努力が、
国際的にも、あるいは日本でも、もっとポジティ
ブに用いられることとなると思うので、神様の祝
福を祈っています。
　非常に判断が難しい作品もあります。上記の通
り、僕は「となりのトトロ」に関しては子どもた
ちに見せると言いましたが、もちろん、全ての内
容がいいわけではありません。時には、お地蔵様
を拝むシーンなどが入っていたりします。また、
トトロ自体も、ファンタジーというか、それを霊
的なものとして捉えるならば、そう捉えることが
できます。その意味では、トトロは我が家のコー
ドのすれすれです。６０－７０点ぐらい。子ども
たちに見せる時には、もちろん「お地蔵様を拝む
のは偶像礼拝だし、これは実在しないファンタジー
というものだよ。」ということは注意しながら、見
せています。
　ただし、この作品のテーマを見た場合に、その
ような地蔵崇拝をさせようとか、妖精的なものを
信じるように促そうというよりは、お母さんが病
気で入院している中、どうやってお母さんを喜ば
せようかとプレゼントを考えたり、お父さんがお
母さんを愛し、お母さんの闘病生活を助けながら、
家族みんなで団結し、親戚の皆さんや地域の皆さ
んに助けられながら、がんばっていこうという「家
族」の大切さや、地域の中で協力し合っていくそ
の姿を見ることができるのです。そういうわけで、
他のマイナス点も子ども達自身に吟味させながら
見せるという、ちょっと三角印の作品です。

　「風立ちぬ」に関しては、ゼロ戦の製作者、実
在した人物をベースにした話です。これに関して
も、いろいろな夢のシーンが出てきたり、戦争に
用いられる武器の製作だというような非難も、で
きないことはないと思います。ただ、基本的には、
反戦という心情を持っている宮崎監督が制作した
テーマが、飛行機作り、ゼロ戦作りだった、とい
うことで、特に今後戦争していこうとか、好戦的
なものではないということは言えると思います。
その中で、テーマとしては、自分に与えられた興
味、その夢をどうやって実現していくか、その為
の努力と準備、またいろいろな友達、上司との関
係の中で、その夢を実現していくために魂を注い
で取り組んでいく姿勢、そうしたひた向きな、真
面目な姿。また、出会っていく菜穂子さんを、関
東大震災の時に助けながらも、恩を着せたり威張っ
たりしないで、立ち去っていく姿。その後再会し
た時には、菜穂子さんは当時不治の病であった結
核になっていますが、それでもその人との婚約を
決断していく姿。何か、三浦光世さんを思わせる
ような、相手の人格を尊重し、元気だから結婚す
るとかではなくて、無条件の純粋な愛というもの
を示し、その愛を受けて、菜穂子さんもまた闘病
に励んでいく、その姿が描かれていきます。そし
て、二人は上司の下で結婚式を行いますが、そこ
でも上司に、「婚約中とはいえ、結婚していない二
人を一緒の部屋に寝かせるわけにはいかない」と、
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そのような純潔、清らかな言葉を、びしっと台本
の中で言わせています。そして二人は、「そうだ」
と言って、その上司夫妻のもと、結婚式を挙げて、
その夜、初めて二人でその上司の家の一部屋で休
むという、そのような、神様が喜ぶ男女の関係、
清らかさというものも、ストーリーの中で育んで
いきます。最後には、菜穂子さんは命を失います
が、主人公の心の中に生きていくという、夫婦愛
の素晴らしさも描かれます。そうした、人間の命
とは何か、あるいは、そういう中で助け合っていく、
努力を重ねていく、そうした生き方をテーマにし
た作品として、僕はこの「風立ちぬ」に関しては、
宮崎監督の優れた作品として、子どもたちにも見
せています。子どもたちは、エミリも真祈史も大
好きで、特にジョセフは日本でもアメリカでも、
レンタルショップで、１０回以上借りてきて観て
おり、自分もまた紙飛行機作りを一生懸命やって
います。オリジナルの「C1-15」という、風の抵
抗を受けないように翼の脇が折れた飛行機を作っ
て、公園で飛ばしています。このように、創造性
を刺激され育んでいくという、良い効果もありま
した。
　トトロでは、病気のお母さんのことを本当に心
配して、妹がいなくなったんじゃないかと、お姉
さんが心配したり、「お母さん、死んじゃうんじゃ
ないか」というような切なさがあり、風立ちぬで
は、愛する奥さんを失っていくけれど、その中でも、
夢に向けた情熱、努力、そして誠実さ、というも
のを積み重ねていく、そうした良いテーマが含ま
れているのではないかなと思います。
　聖書的でないものもあるので、そのあたり、全
部だめという方もおられるだろうし、「トトロ」も
ダメ、という方もいるだろうし、そこは、各自お
父さんお母さんが祈って決められたらいいのでは
ないかと思います。でも、「風立ちぬ」みたいな素
晴らしい作品に関しては、逆に何回も見せていい
と思います。いくつかの点で、マイナス点がある
ので、チア推薦はできません。ただ、宮崎監督、

最後の作品として、本当に良いテーマ設定のもと
に描いたのではないかな、とは思います。
　ポイントとしては、「テーマは何か」ということ
です。子どもが喜ぶから、腕を切り落とされても、
全然平気ということではなくて、やはり残酷なシー
ンや、子どもにふさわしくない、例えば性的なもの、
あるいは悪い言葉、「ニューエイジ」的なものなど
からは、確実に影響を受けていくので、親もそこ
はチェックしていく、そして吟味して祈っていく
必要があると思います。そのあたり、B さんは意
識を持って取り組んでいるので、すごくいいので
はないかなと思います。
　マガジンのバックナンバー 13 号～ 22 号を読ん
でいただいたら分かるかと思うのですが、テッド・
ベア博士がそのあたり、メディアとどう接してい
くかということを特集しています（メッセージ CD
もあります）ので、チェックしてくだされば、こ
うしたテーマについて、さらに深く分かると思い
ます。あるいは、性的な分野に関しては、ジョシュ
ア・ハリスの「誘惑に負けないために」等、書籍
も出ています。
　とはいえ、人間の力では十分にできないので、
神様本当にごめんなさい、と言いながら、でも聖
霊の力をもらって、また神様からの知恵、知識、
判断する心を与えてください、という、ソロモン
王の祈り（Ⅰ列 3：9-12）を胸に、更にダニエル
の思慮（ダニエル 2：14）を得て歩めるようにと、
祈っているところです。
　共に、神様の力と知恵をもらって、成長してい
ければいいなと思っています。本当にメディアに
ついては、いい意味でも、悪い意味でも、強い影
響がありますので、そこにセンシティブに対応し
ていくというのは、非常に賢いお父さんお母さん
のあり方ではないかと思っています。
　本当に良い手紙、ありがとうございました。祝
福をお祈りしています。また、更に追加の質問が
あれば、聞いてください。God Bless You !
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★先日、キリスト教書店でチア・マガジン 43 号

の「国会特集」というのが目に入り、購入しまし

た。私も東京基督教大学で稲垣先生の「公共福祉

とキリスト教教育」を学んでいますが、稲葉さん

たちがこんな難しい働きをしていることを知り、

驚きと共に、心から応援したいと思いました。映

画「アメイジング・グレイス」の、奴隷解放のた

めに尽力したウィルバーフォースがいましたが、

まさにそのような働きだと思います。良き法案と

なるよう、また将来、ぜひクリスチャンの中から

も政治家を…！と祈っています。政治の世界の中

に入っていくのは、大変なことだと思いますが、

応援しています。　　　　　　（東京　Ａさん）

★いつもニュースレター、マガジンなどで情報を

ありがとうございます。2 年生の進級に伴う学校

（新担任）との話し合いの時に、チア・マガジン

43 号を贈呈しました。以前は一切受け取ってい

ただけなかったので、感謝です。学校とも良い関

係を持ちつつ、ホーム＆チャーチスクールを継続

できること感謝です。久しぶりに皆さんとお会い

できることを楽しみにしています。主とチアの皆

さんの働きに心から感謝します。

　　　　　　　　　　　　　　（大阪　Ｂさん）

★秋田から初めてコンベンションに参加します。

昨年夏頃、教会にあったチアのパンフレットをた

またま見つけて、興味を持ちました。周りにホー

ムスクーラーはおらず、教会でもそういった話も

情報も全くなかったのですが、とても興味を持

ち、HP から情報を得て、近くのキリスト教書店

でチアの書籍を購入し、コンベンション参加への

準備をしてきました。今回、お子さんのいる

教会のお友達に声をかけて、一緒に参加となりま

した。稲葉さんの「会場で声かけてください！」

とのご伝言、とても嬉しいです！声かけます！　　　　

　　　　　　　　　　　　　　（秋田　Ｃさん）

★ 6-7 年前、白馬のセミナーに参加したくて、

それに合わせて里帰りしたのですが、望みがかな

いませんでした。今回、偶然にも日にちが合うの

で、そうしてくださった主に感謝しています。参

加できるのが本当に嬉しくて、それも１泊で、実

家からも近くて、子供のようにワクワクしていま

す！自分たちの参加が実現することを感謝しつ

つ、コンベンションの成功をお祈りしています！

　　　　　　　　　　　　（アメリカ　Ｄさん）

★ニュースレターを読ませてもらって、グッド・

コミュニケーターの 3 つの姿勢、3 つのＣとご

ろにゃん作戦、とても心に残りました。特に、

Be Positive!　主人や 6 歳のサムに話して、さっ

そく始めさせてもらっています。多様な教育機会

確保法案、日本でのホームスクーリングの環境整

備がますます進んでいきますように。これからの

チアの働きも、ますます祝福されることを確信し

てお祈りしています。熊本、大分での地震で被災

されたみなさんの上に、神様のゆたかな慰めと励

まし、守りがいつもありますように祈りつつ、主

にあって感謝して。　　　（アメリカ　Ｅさん）

★年会費を送金します。よろしくお願いします。

チア・にっぽんのすべてのお働きの上に、主の御

守りと祝福が豊かにありますように、心よりお祈

り申し上げます。　　　　　　（東京　Ｆさん）

♪ボイス＆メール♬ Voice & Mail
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★ニュースレターをあ

りがとうございます。

良い御働きが益々前進

しますように祈ります。

　　　（岡山　Ｇさん）

★★★★★★★★★★

　

★マガジン 42 号「12

時間を共に生きた我が

子へ」を執筆してくだ

さった今井一穂＆真理

子夫妻から、とてもう

れしい知らせが届きま

した。天国に送った第２子「みくに」ちゃんに続

いて、「祈理（いのり）」くん誕生のうれしい知ら

せです。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

　昨年のサマーキャンプの直後に妊娠が分かり、

4/14 に産まれました。2,888g の元気な男の

子でした。

　名前は「祈理（いのり）」と言います。名前の

由来は、①第 2 子の「みくに」が天に召されて

から、多くの兄弟姉妹にお祈りいただき、与えら

れ、また無事に産まれることができたこと、②創

造主なる神に祈る幸いを証しする者となるよう

に、③みことばとしては詩篇 1 篇 1 節～ 3 節の

ような人物になって欲しいとの願いを込めてい

ます。

　またコンベンションでお会いできれば嬉しい

です。よろしくお願いいたします。

　　　　　　　　　　　　（大阪　今井真理子）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

★前回のニュースレターにて紹介させていただ

きましたトゥール文絵さんファミリーのホセア

（歩誠）くん。ファミリーネームが他の皆さんと

同じく匿名掲載となってしまっていました。最

近、ニュースレターやマガジンを教育委員会や議

員の皆さんが読んでくださる感謝な状況です。読

者層が拡がったため、良い意味で匿名化を基本に

していますが、ホセアくんも匿名のまま印刷して

しまい、たいへん申し訳ありませんでした！

　今回再度、少し大きくなったホセアくんを紹介

させていただきたいと思います！　　　　　　　

今井　祈理 くん　4/14 生まれ　

トゥール　ホセア（歩誠）くん　

　　　　　　2/18 生まれ
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『天国からの奇跡』   

　全米公開された『天国からの奇跡』が、『ズー
トピア』に続き、興行収入第 3 位の大ヒット
スタートとなりました。

・・・・・「天国からの奇跡」試写会にて・・・・・・

★難病を患っているお嬢さんと親の、壮絶な戦い
と苦悶…。仲間のクリスチャンからの、心無い言
葉と目線…。神様につまずきかける母親。でも、
そのようなプロセスを経た後に…。
　実話に基づいた話なので、奇跡的な癒しだけで
も、十分、神の愛と力が伝わってきますが、この
作品のメッセージは、それ以上で、私はそこに深
い感動を覚えました。壮絶な痛みや苦しみがある
こと、その理由、癒されることがあり、癒されな
いことがあること等、日ごろあまり言葉にしにく
い問いかけ。それらに答えてくださるような神様
の力強い、それでいて細やかな、圧倒的な愛を感
じました。母クリスティは最後に、証します。「奇
跡というのは、日常の中にたくさんあるのだとい
うことに、私は気付いていなかったのです。奇
跡は日常の中の、例えば人々が表してくださる、
一つ一つの愛の中にあるのだということを、私は
知りました…。」見終わった後、文字通り、地上

の事柄から目を離し、天を見上げてしまうよ

うな、そんな作品です。
　　　　　　　　　 （チアスタッフ　能登麻里）

★クリスチャン・ノンクリスチャン問わず、幅広
い世代に観て欲しいと思える作品。田舎町に暮ら
す幸せな家族が直面した次女アナの難病。重い消
化器疾患を患い、治療の方法ももはやないという
状況の中で起こった奇跡の証。“毎日が奇跡であ
る…。” あらゆる出会い、出来事の中に、神様の
素晴らしい配慮、愛という奇跡が散りばめられて
いる。と感じさせられる感動作。教会での賛美や
メッセージの場面も素晴らしく、家族のあり方
や、周りに置かれる方々とのあり方を、今一度考
えさせられた。ちなみに、母親役の女優ジェニ
ファー・ガーナーさん。教会から離れていたそう
だが、この作品に出演することを通して、信仰を
回復し、離婚寸前だった夫との関係も回復され、
子どもたちと共に教会に行くようになったとの
こと。同じように、この作品を通して、信仰や家
族の回復が成されることを期待し、祈った。
　　　　　　　　　  （チアスタッフ　米澤輝美）

・・・・・・・「復活」試写会にて・・・・・・・

★キリストの復活以降に、焦点が当てられている
ところがユニーク。ベースは、聖書に忠実にとい
う姿勢でストーリーは展開する。聖書にない部分
として、キリストを十字架に架ける側にいたロー
マ軍司令官のクラヴィアスが、復活したキリスト
と対面し、復活が誤りなき真実だということに気
付くストーリーが描かれる。その葛藤の様子はリ
アルで、当時キリストの十字架の後に救われた
人々の中に、クラヴィアスのような方も確かにい
たであろうと思わされた。特にキリストの十字架
上での死と、その復活に関して明確に描いている
ところが、福音をまっすぐ語っている作品として
素晴らしいと思った。（チアスタッフ　米澤輝美）
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   ●チア・コンベンション 2016
　　・大阪　2016 年 6 月 3 日（金）、4日（土）
　　・東京　2016 年 6 月 10 日（金）、11 日（土）
  
　 ●第 2回ＣＳＳわくわく勉強合宿
　　　9月 22 日（木）～ 24 日（土）開催決定！

　 ●チア・オリンピック　2016 年 9 月中旬
　
　 ●白馬セミナー　
　　　　　11 月 17 日（木）～ 19 日（土）

　　　　■講師：イスラエル・ウェイン氏 
　　　　　　　　マイク・ドネリー弁護士
         
      ★ 2017 年コンベンションか白馬には、
　　  グレッグ・ハリス氏が来てくださる予定です。　

チア・にっぽん カレンダー

 【2月会計】    

  　　　収入                                          

  献金                   1,454,550                                                                 

  書籍・教科書　         　170,349         

　会費　                   101,800         

　広告　　　　　　　　　　 441,296

  DVD/CD、ビデオ等          18,755 　

  その他         　         25,721        

　出版プロジェクト       2,100,000

　　　　　　　　　　　　 4,312,471

        支出　  

  事務局経費　　         2,070,828                             

　通信運搬費　　            15,926            

  交通費　　　　　　　　　  36,311

　印刷費他　　　　　　　 1,828,980

  DVD ＆商品仕入費　　　　       0

　出版プロジェクト   　　　310,440     

　                       4,262,485

 

  残高　　               　 49,986             

  前期繰越　  　　　　　　 　3,915 

  翌期繰越　  　         　 53,901 

 【3月会計】 

 　　　 収入                                          

  献金                   1,652,000                                                                 

  書籍・教科書　         　 82,819          

　会費　                   110,000         

　広告　　　　　　　　　　  30,000

  DVD/CD、ビデオ等          14,384 　

  その他         　          6,455        

　出版プロジェクト　     2,100,000

   　　　　　　　　　　　3,995,658

        支出　  

  事務局経費　　         1,453,662                              

　通信運搬費　　           104,320              

  交通費　　　　　　　　　  58,598

　印刷費他　　　　　　　 2,366,423    

　                       3,983,003

  

  残高　　                  12,655               

  前期繰越　  　　　　　　  53,901 

  翌期繰越　  　         　 66,556 

　　 

     ☆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


