
「強く、雄々しく、事を成し遂げなさい。恐れてはならない。
おののいてはならない。神である主、私の神が、あなたとともに

いてくださるのだから。主は、あなたを見放さず、あなたを見捨てず、
主の宮の奉仕に関わるすべての仕事を完成させてくださる。

見よ。神の宮のあらゆる奉仕のために祭司とレビ人の各組がいる。
どんな仕事でも、あらゆる奉仕のために知恵をもって進んで

事に当たる者がみな、あなたとともにいる。首長たちとすべての民は、
あなたの命令すべてに従う。」（１歴代誌 28:20 ～ 21）

チ ア ・ に っ ぽ ん 　 C H E A  J A P A N
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〒 189 0013 東京都東村山市栄町 1-5-4-103　
TEL 042-318-1807　FAX 03-6862-8648
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ハレルヤ！　薄いピンクの桜の花は東北・北海道へ、そして新緑が芽生える春到来ですね。。

コロナ禍が続き、落ち着きにくい日々ですね。しかし季節は着実に廻り、神様の時計は変わること

なく堅実に進み、その愛情とあわれみとご計画の深さをたたえるばかりです。

　そうした中、全国の皆さんから、いろいろなメール等を頂き、感謝しています。厳しい体験を許

された皆さん、厳しい困難を乗り越えた、あるいは乗り越えつつある皆さん、新たにホームスクー

リングに関心を持たれた皆さん、始められた皆さん、ベテランの皆さんほか様々です。皆さんと共

に祈っていければと思います。

　コロナ禍の中で、昨年はお手紙や電話、インターネットでのコミュニケーションが増え、「誰で

も早くなるセミナー」を開催でき、国会・文科省との連携を深めていきました。「白馬ロスです」「コ

ンベンション無くて残念！さびしいです」等の感謝な声も多数頂きました。今年も海外と連携しな

がら全国に呼びかける宿泊型の「チア・コンベンション」や「白馬セミナー」等の開催は難しい状

況です。しかし「WEB セミナー」や「チア・にっぽん文学コンテスト」ほか、新しいコミュニケーショ

ンやサポートの窓にトライし、皆さんへの応援や絆を深めていければと進めています。

　4 月 24 日（土）には、学習障害等に対する聖書的対応で、多くのホームスクーラーを励ましてき

たジョイス・イノウエ チャイルド D 代表による WEB セミナーを計画しています。お祈りとご参加

のほどどうぞよろしくお願いします。

　新しい状況下ですが、変わることなくイエス様を見上げ、すべてに感謝して、チャーチ＆ホーム

スクーリングの環境整備に心と力を尽くし、堅実に皆さんのお役に立てるよう祈りつつ、進んでい

ければと思っています。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

進路の恵みの知らせ、 続く！

　キリストにある恵みと感謝の中で、困難を

通っておられる皆さんからのお手紙を頂く一

方、喜びいっぱいの感謝の近況報告も届いてい

ます。

　新緑の春の季節の中で、新しい進路決定の報

告や、社会人を数年体験された皆さんや保護者

の方からも近況のご連絡いただき、とてもうれ

しく思っています。

　医療（医師、看護師、助産師、理学療法士ほか）、

エンジニア、外資系企業、カメラマン、教育（小

学校、幼稚園、塾ほか）、靴屋、航空機整備士、

建築士、国会議員の秘書インターン、コンピュー

ター関連企業、食品、市役所、農業、ビデオ・

クリエーター、福祉、牧師、美容師、ミッショ

ン（イスラエル）、結婚など様々な扉が開かれ

ています。また囲碁7段合格や様々な伝道活動、

自動車免許、小説の執筆、マガジン編集・出版、

2 人とも保育補助として保育園に就職し、保育士資格
取得めざして張り切ってます。家族で聖書について語
り合ったり、祈ったり、親としてこの上ない喜びです。
コンベンションの時チルミニで遊んでいただいた小さ
い 2 人が何と社会人…。ただただ感謝です。2 人とも、

「ホームスクーリングで良かった！」と心から言ってま
す。支えてくださったチア・にっぽんへ感謝を込めて。
　　　　　　　　　　　　　　　　　（小樽　A さん）
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ウクレレ、カヌー、クラシックバレエ、サッ

カー、新体操、 乗馬、バイオリン、野球ほか、

キリストの光をもって福音を伝えんと、一生

懸命活躍されていて感激しています。

　弁護士を目指していた A 君からも、司法試

験合格のうれしい知らせが届きました。2 人の

ホームスクーラーパパさん、そして 1人のホー

ムスクーラー OB に続いて 4 人目の合格です。

法律面からのバックアップが必要な場面もあ

り、とても心強いです。

　皆さんからのご連絡やご報告、とてもうれ

しく思っています。ホームスクーリングで行

き詰まって…とのご相談を受けることも少な

くありません。「焦らないで！」とお伝えする

ことも多いです。

　厳しい状況の皆さんには、神様の大いなる

助けと導きと祝福を心から祈っています。喜

びにあふれている皆さんには、その喜びが 10

倍も 100 倍も増し加えられ、神様の栄光が豊

かに現されていくことを祈っています。

　いずれにしても、神様にあってすべてが感

謝、イエス・キリストの福音の力で、全国の皆

さんが大いに祝福されていくことを心から祈っ

ています。

 

コロナ禍で、 ホームスクーリングの

環境整備進む！

　コロナ禍で、既成の価値観や慣習が見直され

ていく中で、「ホームスクーリング」「聖書に立

つ教育」の面で環境整備の進展を実感していま

す。この 1年、欧米でホームスクーラーが増加

し（例えばカリフォルニア州など、学校の閉鎖・

オンライン授業がこの 1年続き、事実上、ほと

んどの児童・生徒がホームスクーリングとなっ

た地域や国々も多いです）、日本でも時と共に

関心が高まり、問い合わせが増え、神様の不思

議なわざを感じ、たたえています。全国の皆さ

んのご奮闘のおかげでもあります。

　これまであえて触れていなかった部分、教育

委員会からも問われなかった点にも光があた

り、結果的に、さらに強固な前進が許されてい

ます。

　「あえて触れなかった点、これまでは質問さ

れることがなかった点」は以下の 3点です。

①教育委員会から、「教育機会確保法」は下位

の法律と言われたケース

②「教育機会確保法は、積極的なホームスクー

ラーのための法律ではない」と教育委員会に

言われたケース

③ホームスクーラーの小学校卒業資格、中学の

学籍が認められないと圧力をかけられたケー

ス

　そうした誤解や圧力に対する回答を、南木武

輝弁護士や国会の超党派フリースクール連盟の

議員の皆さんらと相談しつつまとめることがで

きました。また、多くはないですが、いくつか

教育委員会との間で起きたトラブルや不当な圧

力等は、すべて解決しています。今後、さらに

強力に啓発していく論拠をホームページ等を通

しても発信することができ、こうした微妙な面

において、さらにホームスクーリングの法的な

論拠を充実させることができてきています。
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　その展開を具体的にお伝えする前に、これま

での法的状況のあらましをお伝えしますね。

　ご存じの通り、5 年前にホームスクーリング

など多様な教育をサポートする「教育機会確保

法」が制定・施行され、これまでの教育行政に

大きな変革がもたらされました。同法には「多

様な学習活動の実情を踏まえる」（基本理念・

第 3 条・附則 3）「学校以外の場において行う多

様で適切な学習活動の重要性に鑑みる」（第 13

条）等の文言が明記され、多様な教育を行って

も不利益を被ることなく、その重要性に鑑みな

ければならないと法制化されました。

　学校、教育委員会は、ホームスクーリングの

選択を尊重しなければならない時代となったわ

けです。ホームスクーリングは、そもそも、聖書、

憲法、国際法上、保障されていた基本的人権の

一つです。学問の自由であり、子どもに最高の

教育環境を与えようと親が真剣に取り組む権利

と責任は国に侵害されてはならない自然権であ

り、教育の原点です。しかし、これまでの日本

の教育基本法や学校教育法等ではカバーしきれ

ず、曖昧となっていた分野、それがホームスクー

リングでした。けれども「教育機会確保法」で

明記・補足され、ホームスクーリングを自由に

選択し、学校・教育委員会や社会や国や自治体

はその重要性を尊重し、寄り添っていくことが

法文化された次第です。

　立法に向けて、2 年越しで 20 回あまりの討議

を重ねてくださった超党派フリースクール等議

連（会長：河村建夫元官房長官、幹事長：馳浩

元文科大臣）の各議員の皆さんや文科省、法制

局の皆さんらに心から敬意と感謝を覚えます。

　チア・にっぽんでは、アメリカの HSLDA（ホー

ムスクーリング法的擁護協会）らとも連携しな

がら、原案にあった「教育委員会の許認可制」「月

1 回の家庭訪問」等には反対意見を出し、それ

らを削除したチア・にっぽん試案を伝えました。

結果的に、その条文案が削除となり、神様の祝

福と助けを頂きながら今日の自由な環境を与え

ていただきました。特に「家庭訪問の削除」へ

の反対意見（捜査令状なき家庭内への侵入は憲

チア・コンベンション（東京会場）
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法違反）は、文科省や各議員の皆さんによれば、

チア・にっぽんだけだったと言われ、これらが

削除となったことは文字通り、奇蹟の立法展開

でした。

　「学校一本やり」ではない、多様な教育の足

場となる大きな風穴を開ける法律が施行されて

いく中で、あえて触れていなかった個別の論点

がありました。それがこの 1年、全国で奮闘さ

れているホームスクーラーに教育委員会から問

いかけがあり、光が当たりました。

　今回の 3つの事例について、法的なポイント

を解説します。

①「教育機会確保法は、積極的なホームスクー

ラーのための法律ではない」と A 市教育委

員会に言われたケース

　

　A 市教育委員会は、教育機会確保法、ま

た関連する文科省省令にある「何等かの

心理的、社会的要因による就学が困難で

ある状況」は、「積極的なホームスクーラー

には当てはまらない」と解釈し、これは

不当に狭く考える誤った解釈と言ってよ

いと思います（詳細は 22-23 ページ）。

② B 市教育委員会から「教育機会確保法」

は下位の法律と言われたケース

　法律には、憲法以外は下位も上位もあ

りません。「教育機会確保法」は、「教育

基本法」「学校教育法」に具体的に書き込

まれていない教育の大事な側面を補完す

る法律です（詳細は 24-26 ページ）。

③ホームスクーラーの小学校卒業資格、

　中学の学籍が認められないと圧力を

　かけられたケース

　このような圧力は、法や文科省通知（平

成 28 年 6 月 17 日付 28 初初企第 7 号）に

基づかない不当な圧力です。もしホーム

スクーラーが小学校の卒業や中学校への

在籍を希望し、それを拒否するような学校・教

育委員会側の言動があった場合は、不当だと指

摘できます（詳細は 27-30 ページ）。

　ネヘミヤの神殿再建工事のごとく、一歩一歩

祈り、情報収集や計画を立てて進み、異邦の王

たちの助けも得て、また敵からの攻撃や自陣内

に拡がる恐れや失望にも対応し、必要に合わせ

て準備や武装しながら、前進していけることが

許されているのではと思います。とても感謝に

思っています。引き続き、お祈りください。

「誰でも早く走れるセミナー」

感謝と祝福と恵みのうちに終了 !
 

　コロナ以降初めての野外企画「青木誠一コー

チの誰でも早く走れるセミナー」を昨秋に行い

ました。定員 20 名と限定しての企画でしたが、

白馬セミナーにて
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満席となり、また主に大いに励まされる会とな

りました。「早く走れる」ことはもちろんですが、

日々のホームスクーリングにも参考になる点が

多いと感じています。

　青木誠一コーチは稀有の方です。約 30 年前か

ら提言するその走法は、世界記録を持つアフリ

カ系選手やカール・ルイス、ボルト、日本記録

等を持つ大迫傑選手らが実践している走法であ

り、ナイキの厚底シューズにも取り入れられて

いる理論です。青木コーチは、ここ数年、オリ

ンピック選手らのコーチングもしておられます

（詳細は NL175 号、176 号、178 号、179 号に掲載。

www.cheajapan.com のイベント「青木コーチの

走り方セミナー」を参照ください）。

 実際、今回のセミナーで行われた 50m 走記録会

では、参加者全員がレッスン前よりも、レッス

ン後のほうが早くなりました（正確にはお父さ

んが 1人、レッスン後の走りで足がもつれ、0.04

秒記録ダウン。再挑戦し、誰が見ても記録アッ

プの走りでしたが、計測ミスでタイムを計れま

せんでした）。

　参加者は、モザイク模様とも言うべき多様な

皆さん。ホームスクーリングを昨年 9 月から始

めたばかりのご家族、18 年目のご家族、最近お

父さんを亡くされたホームスクーラーママのご

家族、アフリカ出身のご家族など様々。東京、

千葉、栃木からの参加で、6 時間あまりかけて

参加した家族もありました。走者も「初めて走

ることを習った」方々から、数年間陸上のコー

チングを受けてきたランナー、また 4 人のお母

さんに 1 人のお父さんと様々。それぞれの激走

が素晴らしかったです。近況報告の時も持ちな

がら、励まし合いの時も持てました。

 

　青木コーチは冒頭、以下のように挨拶されま

した。「ホームスクーラーの皆さんに共鳴してい

ます。私は中卒で布団職人となり、30 代で喘息

になってマラソンや陸上を始めました」。青木

コーチはその後、小学生のコーチからオリンピッ

ク選手のコーチとなり、立川市から表彰された

ほか、多くの皆さんに感謝されています。

　「今、教えている右代啓祐選手は、ロンドン、

リオ、東京のオリンピック代表の一方、大学の

准教授です。中卒の布団職人が、准教授のオリ

ンピック選手をコーチしているわけです。ホー

ムスクーラーの皆さんも、親御さんが既成の枠

にとらわれず、お子さん一人ひとりへの最善の

教育を目指して、心と

力を尽くして教育を熱

心に行われている点に

深く感動し、共鳴を感

じています。今日、楽

しみにしてきました。

どうぞ、よろしく」

　セミナー修了後、「な

んか、楽しかったー」と

ポツリと独り言。不思

議に胸いっぱいになる、

とてもうれしい時でし

た。祝福くださった神

様に心から感謝します。

　参加賞として、遠方

で来られなかったホー

ムスクーラー家族から

頂いた、チアの 3 つの

強い目的の 1 つ「Heart 

「歩幅が大きい方が、同じ回転でも、ゴールに速く着けます」
（青木誠一コーチ「誰でも早く走れるセミナー」にて）
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of Christ」の文字入り鉛筆（お手製）を配り、

大好評でした。

　皆様のご参加、お祈り、様々なサポートに深

く感謝しています。コロナの状況を見つつ、神

様に導かれましたら 9 月か 10 月あたりでも第

2回セミナーを開催できたらと思っています。

　ちなみに、青木コーチによる「歩幅増＆つま

先走り走法」は、次男ジョセフ（12）の野球チー

ムや野球塾関係者にも好評で、関連記事を掲載

した NL175 号～ 179 号が飛ぶように求められて

います。聖書のことばと共に、私も喜んでお渡

ししています。この走法を試して半年から 1 年

経つと、50m 走が苦手だった子が 3 秒ほどアッ

プした等の報告が多く寄せられています。別の

野球チームの A 君親子も取り組み、「走るのは

苦手だった。でも半年したらまず運動会で 1 番

になった。さらに 3 ケ月してチーム内でも俊足

と言われ始めています。また特別レッスンを受

けられたらと願っています」とうれしい声が届

いています。

確かな理論、真理と高嶺を求めて

　ちなみに、陸上学会の研究論文誌「スプリン

ト研究」の最新号では、「ひざを前に強く振る

ことを意識した走法」への研究が、発表されて

いました（「膝抜きを利用した『地面を蹴る意

識を持たない走り方』の動作的特徴」）。これま

で日本の定説では、「地面をキックすることを

意識した走法」が信じられていました。これに

対して青木コーチが 30 年前に気づいた、世界

の著名な選手たちの走法理論は、腸腰筋を意識

して膝を前に強く振り出し、『地面を蹴る意識を

持たない走り方』を先取りした走法です。

　最近、日本選手でも、ナイキプロジェクト

の大迫傑選手や多くのトップ選手らが、厚底

シューズに切り替え、自然・無意識に、青木コー

チが見出した「つま先着地＆歩幅増走法」となっ

ています。米国留学後に 100 ｍ日本新を出した

サニー・ブラウン選手も歩幅増走法を取り入れ

ています。次々と日本新が続く長・短距離選手

たちの結果を見て、これまでの説を見直す研究

に光が当たっています。チアの皆さんには、青

木コーチを通して、いわば時代を先取りした世

界のトップ選手の走り方の情報が伝わっている

わけです。もちろん、これまでの走法にも良い

面もあるでしょうし、万能ということではない

ですが。

　でも、真理と高嶺を求めて研究し、理にかなっ

た理論で走ることは、すべてのスポーツや健康

な生活、そして神様の栄光を現し、伝えること

にもつながると思います。また、これまでの慣

「青木誠一コーチの誰でも早くなるセミナー！
つま先着地＆歩幅増走法」にて
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習や定説にとらわれず、聖書を土台に、しっか

りとした理論に基づく、理にかなった教育やト

レーニングを求めていく思考法は、ホームスクー

ラー、クリスチャンの選択・人生のあり方、生

き方の訓練にもつながることではないでしょう

か。エンジョイしながら、「なぜ、そうなのか？」

という確かな理論を模索し、トライして、活か

してくださったら、真理と高嶺と伝道を目指す

ホームスクーリングに役立つのではと思ったり

もします。ご質問等あれば、何でもお寄せくだ

さい。

国会との絆、育まれる

　国会議員の皆さんらとの絆が強められ、感謝

の日々です。12 月に衆議院議員会館で、1 年ぶ

りに「フリースクール等超党派議員連盟総会」

が開催されました。全国のホームスクーリング

展開についてレポートするように依頼され、現

状報告と新提案ができました。

　党派を超えた多くの議員の皆さんが、ホーム

スクーリングの法的な環境整備のために連帯し、

大事な役割を果たしてくださっています。良き

法律ができたとはいえ、まだまだ啓発と改定は

必要です。すでに 50 年以上のホームスクーリン

グの歴史を持ち、全州で合憲合法を勝ち取って

いるアメリカにおいても、HSLDA（ホームスクー

リング法的擁護協会）で働く 10 名あまりの弁

護士がサポートし、10 万家族がメンバーとなっ

ています（我が家もその 1 家族）。多くのスタッ

フがホワイトハウスや上下院や各州議会議員ら

に対するロビイストとして、ホームスクーリン

グの自由を守るために働いています。なぜなら、

これは霊的な戦いでもあり、自由を束縛し、コ

ントロールしようとする悪い条例が出ては抑え

られ、抑えては出てきて、不当な圧力がかけら

れる傾向があるため、継続的で強力な法的備え

と働きかけが必要であるからです。

　その結果、アメリカでは、ホームスクーラー

の国政・メディアへの影響力は大きく、3 大ロ

ビイストの一つと言われています（ほかの 2 つ

はユダヤ系団体と、同性愛団体）。日本でのチ

ア・にっぽんの働きは、まだまだ小さな働きで

すが、神様は召しを与え、必要な皆さん方との

出会いや知恵を与え、皆さんの祈りとご奮闘の

中で、ホームスクーリングの環境整備とキリス

多様な教育をめぐる「教育機会確保法」等についての議連総会（2020 年 12 月 9 日）
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トのムーブメントを進めてくださっている

と思います。

　以下、議員の皆さんとの交流日程です。 

● 2020 年 6 月 23 日　

　河村　建夫　元官房長官 /文科大臣

● 7月 27 日　

　笠　浩史　元文科副大臣

● 9月 2 日　

　河村　建夫　元官房長官 /文科大臣

● 9月 17 日　

　石破 茂　元自民党幹事長 /地方創生大臣

● 9月 28 日　

　馳　浩　元文科大臣

● 9月 29 日　

　笠　浩史　元文科副大臣

● 11 月 17 日　

　国家朝餐祈祷会

  　石破　茂衆議院議員

　　山川　百合子衆議院議員　

  　松平　浩一衆議院議員

● 12 月 9 日　

　フリースクール等超党派議員連盟総会

● 12 月 10 日　

　馳　浩　元文科大臣

● 12 月 22 日　

　河村　建夫　元官房長官 / 文科大臣

● 12 月 22 日　

　笠　浩史　元文科副大臣

● 2021 年 3 月 26 日  

　河村　建夫　元官房長官 /文科大臣

● 4月 21 日　

　笠　浩史　元文科副大臣　（予定）

「読みたいから、（チア・ニュースレター）

頂いていいですか？」（河村建夫元官房長官）

　昨年 9 月上旬、超党派フリースクール等議員

連盟の河村建夫会長（元官房長官、元文科大臣）

の朝食会でのことです。ちょうど、その直前に、

河村会長は朝日新聞一面ほか各紙に登場されて

いました。

　当時は、まだ首相候補への派閥の支持が確定

していない時でした。「二階派（47 人）の幹部は

30 日、対応を協議した。同派の河村建夫元官房

長官は会合後、記者団に『そういう（菅氏を推す）

空気が生まれてきつつある』と述べ、派として

菅氏を支持する考えを示した」という朝日新聞（8

月 31 日 1 面）の記事を始め、各メディアに大き

く取り上げられていました。

　朝食会でお会いした 9 月 2 日は、9 時から臨時

の予算委員会、11 時からは辞任決定後の安倍首

相との面談とのことで、あわただしく、いつも

の「ホームスクーラーのアップデート」をする

時間はありませんでした。それで、チアのニュー

スレター 179 号に掲載した河村会長の記事だけ

お見せし、「（チア担当の）秘書さん（河村議員

の弟さん）に渡しておきます」と伝えました。

すると、「私、読みたいから、頂いていいですか？」

と話してくださいました。それで「喜んで」と

渡しました。

　河村隆子夫人も「私も読みたいわ」と、受け取っ

てくださいました。隆子夫人は以前から、「私も

クリスチャンです。この時代は新しい制度改革

がいろいろとできるチャンスの時代。ぜひ、主

人を用いてください」と話し、励ましてくださっ

ていました。いつもお世話になっている秘書さ

んにもお渡しし、聖書のことばや希望のメッセー

ジ満載のチア・ニュースレターとともに、ホー

ムスクーラーのアップデートをさせていただく

河村建夫　元官房長官 / 文科大臣と隆子夫人
　（3 月 26 日）
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ことができました。センシティブな

タイミングの首相官邸に向かう、と

りわけ忙しかった朝に、長年、ホー

ムスクーラーに寄り添ってくださっ

ている河村議員らとこのような機会

が与えられたことに、感謝です。

　今年 1月にお会いした時は、河村

議員が盲腸の手術を受けられた直後

の朝食会で、大勢の方が挨拶してお

られたので、私は短い挨拶だけにし

ました。すると、会場入り口で隆子

夫人が声をかけてくださり、お礼を

伝えながら、チアのニュースレター

を手渡すと「素晴らしいわー。何か

私にもお手伝いできることがあれ

ば、したいわ」と話してくださいま

した。そこへ河村議員が来られ、「あ、

また（ニュースレターを）読んでみ

たい。頂けますか？」と聞いてくだ

さり、ホームスクーラーのアップ

デートを兼ねてお渡しすることがで

きました。本当に感謝でした。

「（教育委員会は）また、そんな

ことを言ってるのですか。とん

でもない！」
（笠浩史 元文科副大臣 /無所属）

　フリースクール等議連幹事長代理

の笠浩史議員（元文科副大臣）とお会いした時

は、ちょうど教育委員会から「教育機会確保法は、

積極的なホームスクーラーのための法律ではな

い」と言われたという相談が寄せられたタイミ

ングでした。

　笠議員に話すと「またそんなことを言ってる

のですか。とんでもない。もし何かあれば、私

に詳しく話に来てください。また一緒にやりま

しょう」とおっしゃっていただきました。幸い、

この件は、教育委員会側が軟化し、解決したため、

ご相談にあがることはなかったですが、とても

心強いお言葉に深く励まされました。昨年末に

お会いした時も、「ぜひ、また会って、やりましょ

う」と話してくださいました。コロナが落ち着

いたら、お話に伺おうと思っています。

石破議員に聖句を分かち合って

　石破茂 元地方創生大臣は、文教関係を専門と

される議員ではありませんが、クリスチャンの

議員としてこれまでも多くの励ましを頂き、私

も神様からの祝福を祈っていきたいと思ってい

ます。昨秋は総裁選直後、石破議員の派閥が主

催する会に出席し、多くの人々が参加されてい

ました。終了後に直接お話しする機会が与えら

れました。「イエス様は今回の総裁選を通して、

石破先生の志しの高さとご奮闘ぶりを喜んでお

（写真上）笠　浩史　元文科副大臣（無所属）　
（写真下）石破　茂　元自民党幹事長 / 地方創生大臣
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られると思います。次回を祈っています」と伝え、

石破議員は真剣な顔で聞いてくださいました。

　国家朝餐祈祷会（主催：日本 CBMC/ 青木仁志

理事長）は、石破議員が派閥会長を辞任されて

間もない時期に開催されました。石破議員は「自

分はこれでよいのかと神に反省しながらの日々

です」とスピーチ。帰られる道すがら、山川百

合子衆議院議員の秘書で夫でもある瀬戸健一郎

氏と共に、3 人で少し一緒に歩く機会がありま

した。瀬戸氏は以前、市議会議員を務め、ホー

ムスクーリングの環境整備を進める提案もされ

たことがあります。

　エスカレーターの前で、石破議員にチアの

ニュースレターを見せ、聖句を読む機

会が与えられました。「石破先生、これ

は、水月会（石破議員が設立した派閥）

に参加した時の写真と、先生に励ましの

言葉を頂いた時の記事です。石破先生の

ことを思う時、このニュースレターに掲

載した 2 つの聖書のことばがよく心に浮

かびます。今、読んでいいでしょうか」

「（石破議員）はい、ぜひ」「『神を待ち望

め。私はなおも神をほめたたえる』（詩

篇 42:5）、『わたしは神、あなたの父の

神である。エジプトに下ることを恐れる

な。わたしはそこで、あなたを大いなる

国民とする。このわたしが、あなたとと

もにエジプトに下り、また、このわたし

が必ずあなたを再び連れ上る』（創世記

46:3、4）です」。石破議員は、静かに黙っ

て聞かれ、「ありがとうございます。ま

たよろしくお願いします」とおっしゃっ

て、次の会合に向かわれました。

新しいクリスチャン議員、

松平浩一議員（立憲）

　国家朝餐祈祷会には、今年初めて、松

平議員も参加されていました。今回、代

表祈祷者のお一人を務めた増山浩史牧師

の導きで、数年前に信仰を持たれ、受洗

されました。以前も衆議院議員会館の事

務所を訪ねたことがあり、祝福を祈らせ

ていただきました。「日本のためにもクリスチャ

ン議員の皆さんの使命は大きいです。祝福を祈っ

ています」とお伝えしました。

国会・文科省の皆さんに報告

　昨年 12 月に超党派フリースクール等議連総会

が開催されました。今回は、文科省の皆さんから、

「教育機会確保法」の全国での浸透状況の報告に

加え、経産省の皆さんから、IT 教材プロジェク

トの説明やフリースクール全国ネットワークの

皆さんらの発表で所定の時間が過ぎてしまいま

した。いつもご要望いただくチア・にっぽんか

（写真上）　増山浩史　21 世紀キリスト教会牧師
（写真下）　松平浩一　衆議院議員　
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らの報告と提案の時間は、「今回は無しかな」と

思われました。

　ところが会の終了間際、畑野君枝衆議院議員

（衆議院文部科学委員、日本共産党文部科学部会

長）が「せっかくホームスクーラーの団体や他

の団体の皆さんもおられるので、次回は、そう

した皆さんからの最新の声を伺いたいです」と

発言してくださいました。議長の馳浩議連幹事

長（元文科大臣）が「いや、次回ではなく、今

日、伺いましょう。はい、稲葉さんどうぞ」と

指名してくださいました。私は神様をたたえつ

つ、以下の通り話しました。

　「チア・にっぽんの稲葉です。プロテス

タントのクリスチャン系ホームスクーリン

グ、またチャーチスクールというフリース

クール等の全国的サポート団体です。まず

は、お礼を申し上げたいです。4 年前に風

穴を開けることとなった『教育機会確保法』

の成立、施行の効果は著しく、全国的にホー

ムスクーリングを選択、継続しやすい環境

が日に日に拡がっています。コロナ禍で、

これまでの教育方法が見直されていく中、

チア・にっぽんへの問い合わせや新しくス

タートする方々も着実に増えています。こ

うした中で、このように総会を開いてくだ

さり、さらに進歩的な法的環境整備を進め

ようとしてくださる議員、文科省、経産省、

多様な教育をめぐる「教育機会確保法」等議連総会にて報告と提案をする筆者（写真右前）

畑野君枝　衆議院議員
（衆議院文部科学委員、日本共産党文部科学部会長）
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関係者の皆さんに感謝し、ぜひ、このような会

を継続していただければと思っています。文科

省の皆さんから、先ほど啓発活動のご報告があ

りました。少しずつ、多様な教育の重要性に鑑

みる認識が全国に拡がっていると実感していま

す。私たち自身もさらに啓発活動を続けていこ

うと思っています。大変、素晴らしい状況です。

　しかし、実際にはいくつか、全国の教育委員

会等からまだこんな不理解や不当な圧力がある

のか、という事例も報告を受けています。今後、

法的にも改善が必要と思われる 3 点をお知

らせします。

　1 つは、『教育機会確保法は、教育基本

法や学校教育法の下位の法律です。ですか

ら、就学義務違反です』と言われたケース。

法律には、憲法以外は、下位も上位もあり

ません。『教育機会確保法』は、『教育基本

法』『学校教育法』に具体的に書き込まれ

ていない教育の大事な側面を補完する存在

です。

　2 つ目は『教育機会確保法は、積極的な

ホームスクーラーのための法律ではない』

と言われたケースがあります。教育機会確

保法、また、関連する文科省省令を不当に

狭く考える誤った解釈、と言ってよいと思

います。

　3 つ目は、ホームスクーラーの小学校卒

業資格、中学の学籍が認められないと圧力

をかけられたケースもあります。

　どれも、教育機会確保法や付随する文科

省省令に基づいて、教育委員会側の不当な

行為・圧力である旨を伝え、保護者の皆さ

んには安心してもらい、また、教育委員会

側も勉強不足でしたということで謝罪や善

処等があり、解決しています。しかし、上

記 3 点等、今後の法律面での改正や補足を

進める必要を感じています。また付帯決議

にでも加えてくだされば、さらに、法的環

境の整備が進んでいき、より多くの国民、

家族、子どもたちが、さらに良い教育体験

を重ね、社会に貢献していくものと思いま

す。

　いずれにせよ、このような素晴らしい総

会、また、今後の改正への力の結集や推進の場

を継続してくださり、心から感謝しています。

全国のホームスクーラーたちは大変喜んでいま

す。この場を借りて感謝申し上げ、さらに啓発・

推進に尽力していこうと思っています」

「感動しました」

（寺田静 参議院議員／無所属）

 総会終了後、数名の国会議員の方が近づいて

（写真上）　「感動しました！」寺田静参議院議員（無所属）
　　　　　と筆者（左）

（写真下）寺田学衆議院議員
　　　　 （立憲 / フリースクール等超党派議連事務局長）
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きて、「感動しました」「また、ぜひ、やりましょ

う！」と励ましてくださいました。寺田静参議

院議員（無所属）もその一人。「私も主人（フリー

スクール等議連事務局長を務める寺田学衆議院

議員 / 立憲）と応援しています」と話してくだ

さり、とてもうれしく思いました。議員会館前

の玄関で再度、ご夫妻とめぐり逢い、話せたこ

とも感謝でした。

「コロナが落ち着いたら面談を」

「喜んで！」（馳浩 元文科大臣）

　翌日は、馳浩 議連幹事長（元文科大臣）の議

員20周年記念の祝賀会がありました。会終了後、

出席者に挨拶する馳議員が気さくに話しかけて

くださいました「昨日は、総会での報告ありが

とうございました。また、継続して、これ

からも一緒にやっていきましょう」と笑顔

で力強く話してくれました。「少しコロナが

落ち着いたら、また面談に伺って、ご相談

できればと思っていますが、いかがでしょ

うか」というと、笑顔で勢いよく「喜んで！」

とのことでした。隣では、大学を卒業した

ばかりのお嬢さんが一緒に挨拶しておられ

ました。それで少しマガジン等をお見せし、

「ホームスクーリングの法律は、お父さんが

幹事長でなければ、ここまで出来ませんで

したよ。すごく大きな変化が始まった。と

ても感謝していますよ」と言うと、「いえい

え、皆さんのおかげです」とご返答があり

ました。とても良き交わりができて感謝し、

主をたたえました。皆さんのお祈りに感謝

します。

伝道

　昨年に続き、丸森の路傍伝道チームやチ

アの有志の皆さんらと共に、年末年始に聖

句看板を持って路傍伝道する機会が与えら

れ、とても感謝でした。新宿、明治神宮、

浅草を巡り、次男のジョセフ（12）と一緒

に伝道できたことも本当に祝福と喜びの時

でした。今年はコロナ禍の影響で人通りは

少なく、特に外国人観光客の姿がほとんどあり

ませんでした。

　それでもいつものように、多くの人が聖句に

目を留めてくださいます。多くの皆さんから温

かく、ポジティブな反応も聞こえてきます。「『キ

リストは永遠のいのちを与える』だぞ（看板に

書かれたヨハネ 10:28 の聖句を読んで）」「私は

一生、反抗期だわ」「これ、（ミッション）学校

の礼拝でやってる内容でしょ」「素晴らしい！」

「この（無料プレゼントの）聖書をもらっていい

ですか」「この小冊子をもらっていいですか」…。

　伝道チームのスタッフによると、「今日来た人、

『5 年前から毎年ずっと見てました。私は今回、

イエス様を信じることにしました』と言ってき

たよ」とのこと。

　明治神宮前では片山さつき元地方創生大臣が、

（写真上）馳　浩　フリースクール等超党派議連幹事長 /　
　　　　 元文科大臣

（写真下）　「皆さんのおかげです」
　　　　　（馳　浩　元文科大臣の長女さん）
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私たちの隣に来られ、「すごいですねー。継続

は力ですねー」と声をかけてこられました。初

老の男性からは「いつもいる外国人の人、今年

は来ないの？」と聞かれ、「コロナのために東

京に来ることは自粛し、仙台周辺の町でやって

ますよ」と答えました。

　伝道チームの皆さんがお住まいの宮城県丸森

町は、2019 年 10 月の台風 19 号で被災しました。

伝道チームは、ボランティア作業をした被災者

のご自宅を年末年始に再訪され、福音を分かち

合い、良き交わりを持つことができたとのこと

です。ホームスクーリングの強い目的である「伝

道・世界宣教」に今年も微力でも前進していけ

ればと改めて思いました。

ジョセフ（12）、

クリスチャン・メジャーリーガーへの道

　最後に私事ですが、皆さんに祈っていただ

いている末っ子のジョセフの野球ビジョンの

経過報告、また、体感したホームスクーリン

グ効果について分かち合わせていただきます。

　6 年生となったこの 1 年、神様の恵みと皆

さんのお祈りのおかげで、快進撃が続きまし

た。ホームラン 17 本、2 塁打 27 本（東村山

の所属チーム、アメリカの所属チーム、東村

山市選抜チームの合計）と強打の記録を残し、

各チームに貢献できました。都大会では 4 人

が選ばれる MVP 賞の 1つを受賞しました。

　7 月には、練習中、ダイビングキャッチを

して肉離れとなり、完治するまで 3 ケ月かか

るケガもありました。その日は、東村山市選

抜チームのセレクション当日でした。13チー

ムの中から 27 名が選抜されますが、セレク

ション 2 日目に残った 50 名あまりの選手た

ちのほぼ全員が、私におんぶされてグラン

ドに来たジョセフを心配して集まってきまし

た。「どうしたんだ？　大丈夫か？」「お前、

何で今日ケガするんだよ」「お前ってやつは

……」と口々に温かい言葉をかけてくれ、と

ても感動でした。

　所属チームの仲間は「全員、ジョセフのと

ころに集まってきてびっくりした」と言い、

ジョセフも「何人か来てくれると思ったけど、

全員集まってくれるなんて、本当にびっくりし

た」と答えました。監督やコーチ陣も温かく、

それまでの練習会やセレクション初日の好成績

が認められ、ジョセフは合格が許されました。

　9 月末からは、ピッチャーとして登板するこ

とともなり、19 試合投げて、優勝勝利投手 2回、

優勝セーブ投手 1 回、防御率 2.14 という、こ

れも好成績を残すことができました。

ホームスクーリングのメリットが

活きた！

　ホームスクーリングのメリットが活かされた

成長だと思います。野球を始めたのは、4 年生

の夏。西武ライオンズの試合を一緒に見て、「僕、

野球やりたい。チームにも入りたい」と言い始

めたことがきっかけです。

大阪・路傍伝道にて
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　所属したチームは、プロ野球を目指し、幼児

期から本格的に始めた子がほとんどで、一番遅

いスタートでした。そこで、ホームスクーリン

グならではの学習法が活かされていきました。

　まずは、キリストにあるホームスクーラー親

子のメンタル。「大器晩成。焦らず、神様や親子

の土台作りをしっかり重ね、その上でしっかり

した理論に戻づく努力を重ねていくと、神の時

至って一気に伸びていく」。こうしたホームス

クーラーの傾向が野球でも活かされたと思いま

す。良き指導者にも恵まれ、また良き野球環境

を積極的に選択できたことも神様の恵みでした。

睡眠時間が十分取れるというのもホームスクー

ラーのメリットです。その結果「超回復」ができ、

2 年半、ほぼ毎日ハードな練習を高いモチベー

ションを持ちながら、積み重ねることができま

した。

　足は当初は遅く、走り方も分からず、チーム

でベースランニングのリレーがあると、ジョセ

フが選ばれるのは一番最後。でも、前述の青木

コーチとの出会いもあり、良きフォームと理論

の理解、そして激しい訓練を重ね、50m 走は 1

年前より 3 秒、2 年前より約 5 秒早くなり、「7

秒 13」で走れる走力も与えられ

ました。この記録は東村山市内の

野球選手の中ではトップクラス

です。私も一緒に練習し、2 秒半

早くなりましたが、「7 秒 19」で

負けています。

　バッティングや守備も赤ちゃ

んのようなレベルからのスター

トでしたが、日米の良きコーチ陣

のもとで質の高い、厳しい練習を

重ね、6 年生になって大きな実を

結びました。

　私もできるだけ寄り添い、時間

とエネルギーを注ぎ、キリストに

ある強いメンタルの育成を心がけ

ました。親ががっかりすると影響

が大きいので、私自身が結果に一

喜一憂せず、長期的な視野に基づ

いてビジョンと希望と信仰を持ち続ける点も教

えられました。将来、野球を通して多くの人々を

励まし、神様の福音を伝えていきたいという本人

の目的と「喜び学習法」をベースに、「強い目的」

を毎日確認しながら進みました。

　中学からは、6 年連続全国大会に出場してい

る埼玉県の強豪チーム（選手数約 150 名）に進

みます。体験会等での打撃やピッチングを見た

監督・コーチからは「良く飛ばすなー。一緒に

やれたらうれしいな」「（ブルペンで）良い球、

来てる。これはいけるぞ！」と声をかけてもらっ

て入団し、二刀流で励んでいます。

　チーム練習には、聖句暗記をしながら向かい

ます。1 歴代誌 28 章 20 ～ 21 節は、文字通り

100 日以上暗唱し、親子で励まされながら「本

当にその通りだね。今日も神様に目を向けてい

こう！」と言って練習に臨んできました。

　「それから、ダビデはその子ソロモンに言った。

『強く、雄々しく、事を成し遂げなさい。恐れて

はならない。おののいてはならない。神である主、

私の神が、あなたとともにいてくださるのだか

ら。主は、あなたを見放さず、あなたを見捨てず、

主の宮の奉仕に関わるすべての仕事を完成させ

てくださる』」（1歴代誌 28:20）。

ホームラン 17 本、2 塁打 27 本（所属３チームの合計）と急成長！
ピッチングも 19 試合、優勝勝利投手 2 回、
優勝セーブ投手 1 回、防御率 2.14 と祝福されました！
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　最優秀投手賞を 2 度獲得しているドジャース

のエース、カーショー投手やホームラン歴代 3

位の 663 本を打っているエンジェルスのプホー

ル選手らのようなクリスチャンメジャーを目指

しています。まだまだこれからですので、皆さ

んのお祈り、よろしくお願いします。

チア・にっぽん WEB セミナーへのご招待

　学習障害等支援ミニストリーを展開され、聖

書的な視点から分析と励ましを続けているジョ

イス・イノウエ　チャイルド D 代表（教育学修

士、ロサンゼルス在住）を講師に迎え、ZOOM セ

ミナーを開催いたします。ジョイスさんは、こ

れまでチア・コンベンションや白馬セミナーの

ために 7 度来日され、全国のホームスクーラー

家族を励ましてこられました。

　今回、日本での講演の初めてのテーマとして、

子どもだけでなく親御さんにも学習障害や発

達障害が見られるケースについて、聖書的なリ

サーチから分析してくださいます。詳細は、19

～ 21 ページにあります。稀有のテーマへの初

チャレンジです。ご参加と祝福をお祈りくださ

い。

チア文学賞＆作文・感想文練習会新設！

聖書絵画、聖句書道、写真、

感想文コンクールを継続実施！

　今年は例年の各コンテストを実施予定です。

こぞって準備、応募ください。新設するのは、

文学賞＆作文・感想文練習会です。締め切りは

8月 31 日。

　文学賞は、聖書からのメッセージを加えてい

れば、内容等自由です。原稿用紙30ページ以下。

発表作品でも OK ですし、応募後に他のコンクー

ル等に出しても OK です。作文・読書感想文に

関しては、練習会としました。「三浦綾子作文賞」

（作文の部と読書感想文の 2 部門）の締め切り

が 10 月 30 日のため、練習会で練った後で「三

浦綾子作文賞」に応募を試みてもいいと思いま

す。詳細は、34-35 ページをご覧ください。

ジョイス・イノウエさんとご家族　（LA にて）
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強く雄々しく事を成し遂げる
（1歴代誌 28:20）

　神様に召されたことを行う時、人間には、恐

れや不安が生じることを神様は深くご存じです。

だから繰り返し、「強く、雄々しく、事を成し遂

げなさい。恐れてはならない。おののいてはな

らない」と命じておられます。主がともにいて

くださるなら、私たちの力では到底できないこ

とでも完成させることができる。これは神様か

らの約束です。

　もちろん、そのゴールは、自分の夢の達成と

いうことではありません。強い 3 つの目的、「①

魂の救い」「②キリストの弟子のこころを与える」

「③伝道・世界宣教」を目指し、主に召されたミッ

ションです。家庭、子育て、仕事、伝道……、

文字通り「すべての仕事」です。それを神様が

完成させてくださるという約束は、何とすごい

ことだといつも勇気づけられます。

　完成への道は、孤軍奮闘ではなく、もうすで

に神様が助け手、ミッションのパートナー、チー

ムを備えてくれているのです。父、ダビデは、

その子、ソロモンに励ましを与え、ソロモンは

神様から与えられたミッションを完成させまし

た。

　「見よ。神の宮のあらゆる奉仕のために祭司と

レビ人の各組がいる。どんな仕事でも、あらゆ

る奉仕のために知恵をもって進んで事に当たる

者がみな、あなたとともにいる。首長たちとす

べての民は、あなたの命令すべてに従う」（1 歴

代誌 28:21）とある通りです。

　私たちも、神様の与えてくださる仕事を強く、

雄々しく、恐れず、おののかずに完成させてい

ければと思います。いつも共にいてくださる神

様と、すでに備えられている、知恵と意欲のあ

る素晴らしい仲間たちと共に、ミッションを完

成させ、神様に喜んでもらいたいと心から祈り

ます。

　皆さんの上に、イエスさまからのますますの

祝福があることを心から祈っています。

   　　　　　　　　　　　主にありて

稲葉　寛夫
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親子に見られる学習障害と多様性への

聖書的 ・ 実践的な成功アプローチ方法

　学習障害等支援を展開され、 聖書的な視点から分析と励ましを続けているジョイス ・ イノウエ　チャ

イルド D 代表 （教育学修士、 ロサンゼルス在住） を講師に迎え、 ZOOM セミナーを開催いたします。

ジョイスさんは、これまでチア・コンベンションや白馬セミナーで 7 度来日され、全国のホームスクーラー

家族を励ましてこられました。

　ジョイス女史のメッセージは、 「神様の創造には絶対失敗がない」、 すべての子どもたちは 「恐ろし

いほどに奇しく」 （詩篇 139:14） 創られた、 という聖書の真理に貫かれています。 聖書に立った神様

からの希望と励ましのメッセージ、 そして実践的な助言は、 多くの人々に励ましを与えてきました。

　今回、 日本講演では初テーマとして、 お子さんだけでなく親御さんにも学習障害や発達障害が見ら

れるケースについて、 聖書的なリサーチから分析してくださいます。 このポイントは、 チアに寄せられ

る相談の中で、 時には親御さんが上記の苦労を抱え、 ご本人や配偶者の方が悩んでおられるケー

スに出会い、 必要を示されました。 それで、 約 1 年前に、 ジョイスさんにリクエストし、 これまでの 40

年の研究に加え、 特にこの 1 年間、 研究、 準備をしてくださいました。

　「大人の発達障害」 について、 「聖書」 からどのように受け止め、 対応するべきか。 また、 そうした

傾向に気づいた親たちが 「どのように効果的に教育 ・ ホームスクーリングを進めていくか」 といった

視点から語ってくださいます。 本人が自覚していない場合の伴侶の対応の仕方、 そのような中で気を

付ける点ほか、 実践的な分析とアドバイス、 聖書からの希望と励ましのメッセージです。

　セミナーはどなたでも大歓迎です。 必ずしも、 今回のテーマで困っていない皆さんも理解や認識を

広げるために大いに役立つと思いますので、 こぞってご参加ください。

　参加者のプライバシー保護にできるだけ留意します。 ZOOM の参加名も実名ではなく匿名でも大丈

夫です。また、あえて有料制にし、事前登録いただいた方にのみ ZOOM アドレス等をお渡しいたします。

　当日、 質問の時間を設けますが、 時間が限られているため、 事前にあらかじめ質問を受け付け、

優先的に対応していく予定です。 できるだけ皆さんのニーズに深く答えたいと願っています。

　今回のセミナーを通しても、 聖書の真理に対する確信に基づく、 励ましと情報 ・ 対応策と希望を受

け取ってくださったら幸いです。  

チア ・ にっぽんＷＥＢ セミナー

日時

講師

４月24日（土）　10 時 30 分～ 12 時 30 分

ジョイス ・ イノウエ女史
（チャイルド D ミニストリー代表）

■通訳　愛子ホーランドさん

参加費　

１家族 500 円
（何人でも OK）

※事前申込が

必要です
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クリスチャン教育セラピー代表。 チア ・ コンベンション、 白馬セミナー等のために

7 度来日し、 毎回好評を博している。 学習障害、 特別学習の専門家として 40 年

あまり。 3 人の子どもを育て、 2 人の子どもたちの聴覚 ・ 視覚の情報処理の困難

を分析、訓練、克服し、3 人とも大学卒業、ミニストリーへと羽ばたかせる。 カリフォ

ルニア州立大学院 LA 校特別支援教育修士課程卒。 アズサ ・ パシフィック大、 フ

レズノ・パシフィック大、 チア・カリフォルニア等で特別講師。 ACSI 加盟クリスチャ

ンスクール 400 校余りをネットする学習障害サポート機関も設立。

チア・にっぽんＷＥＢ セミナー

講師プロフィール　ジョイス ・ イノウエ　チャイルド D 代表

　読むことに難しさを覚えている親御さん、あるいはお子さんはいますか。誰かが話してい
る内容を理解しづらい、あるいはミーティングの間、じっと座っていることが難しい、もし

くは何事も集中力を保つことが難しかったり、ホームスクーリングに困難を感じていたりす

るでしょうか。

　また、自分自身あるいは伴侶が、人とのコミュニケーションに苦労されていますか。もし

かしたら、「誰も自分のことを理解してくれない」と感じておられるかもしれません。こうし

た困難を受け入れ、認めることは、あなたや伴侶にとって難しいでしょうか。このようなコミュ

ニケーションの課題に対する解決方法を見つけられず、希望を失っておられるでしょうか。

　学習障害は、すべての年代に影響を及ぼします。お子さんにも学習障害の傾向があるかも

しれません。加えて、大人になってからも誤解され、戸惑い、落胆し、孤独を感じている方

がいるかもしれません。その人数は、今の時代、数え切れません。

　このセミナーでは、そうした課題への貴重な洞察とその対処方法について、2部に分けて

お伝えします。

　第 1部では、学習障害を取り上げます。子どもの学習障害、その親として、大人としての

学習障害傾向、そうした環境での多くの要求を満たすために、学習障害を克服する貴重な洞

察・分析力とその適用方法を紹介します。第 2部は、聖書的真理と神の視点をお伝えします。

神の視点から見ることで、私たちの障害・課題に対しても神によって「荒野に道」（イザヤ

43:19）が見出されます。そうした聖書的・実践的な成功アプローチ法を見出す時、新しい

力と希望と道に向かって変えられていくでしょう。

講演抄録
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参加申込書 （Application form）

親子に見られる学習障害と多様性への

聖書的 ・ 実践的な成功アプローチ方法
"Paths Out of Wilderness - A Life Transforming, Biblical Approach of Success

 for those children/adults with Learning Disabilities and Differences" (Isaiah 43:19)

代表者　お名前　　Name お電話 / 携帯　　TEL

ご住所 Address （〒　　　　　　　　　　　　　　　　　） Email ：

お名前 Name （ふりがな）

男　boy　 ・ 　　女 　girl　　　　　歳 age

■参加費 ： 1 家族 500 円 （何名でも OK)　　Fee. $5/family

■振込先 Payment　

   ●郵便振替 (Post Office) ： チア ・ にっぽん　00190-3-35461

   ●銀行振込 (Bank)　　　  ： 三菱 UFJ 銀行　赤羽駅前支店　ホームスクーリング ・ ビジョン ( 株 )　普通 1746716

                               　　　　 Mitsubishi UFJ Bank/Akabane Ekimae branch/ Homeschooling Vision

　 ●クレジットカード credit card ： チア ・ にっぽん HP　SHOP （ジョイスさんのページ内）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→　https://www.cheajapan.com/shop  　　

Comment/ 自由にコメント ・ ご質問をご記入ください。 Q&A の時に、 事前に寄せてくださったご質問に優先的に対応

していきたいと考えています。できるだけ参加者の皆さんのニーズに深く答えたいと願っています。別紙でも OK です。

お名前 Name （ふりがな） お名前 Name （ふりがな）

お名前 Name （ふりがな） お名前 Name （ふりがな） お名前 Name （ふりがな）

男　boy　 ・ 　　女 　girl　　　　　歳 age 男　boy　 ・ 　　女 　girl　　　　　歳 age

男　boy　 ・ 　　女 　girl　　　　　歳 age 男　boy　 ・ 　　女 　girl　　　　　歳 age 男　boy　 ・ 　　女 　girl　　　　　歳 age

Email: office@cheajapan.com　　FAX: 03-6862-8648

　　　　　　(From  USA)011-81-3-6862-8648    
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■チア ・ メンバー D さんから　

　の問い合わせ

　A 市教育委員会から、「教育

機会確保法は仕方なく学校に

行けなくなった不登校生のた

めの法律で、積極的に不登校

を選んだホームスクーラーの

ための法律ではない」と言わ

れましたが、いかがでしょう

か。

■チア・にっぽん代表

　稲葉より

　教育機会確保法は、積極的、

消極的にかかわらず、すべて

の国民、子どもたちのための

法律です。もちろん、積極的

ホームスクーラーも含まれま

す。

　「教育機会確保法」には、「多

様な学習活動の実情を踏まえ

る」（基本理念・第 3条・附則 3）

「学校以外の場において行う多

様で適切な学習活動の重要性

に鑑みる」（第 13 条）との文

言が明記され、多様な教育を

行っても不利益を被ることな

く、その重要性に鑑みなけれ

ばならないとされています。

　法律には、積極的、消極的

不登校生等の表記はありませ

ん。教育委員会の解釈は誤っ

た狭い解釈であり、誤った解

釈に基づく不当な行為、圧力

と言えると思います。

　実際、法案の作成に当たっ

たフリースクール等議連理事

の国会議員の方に話すと「ま

たそんなことを言ってるので

すか。とんでもない。もし何

かあれば、私に詳しく話に来

てください。また一緒にやり

ましょう」とのことでした。

◇　◆　◇

　その後、ホームスクーラー

の D さんは A 市と話し、特に

問題なく解決に至りました。

　A 市教育委員会のような言い

方をされることは今後もあり

得るかとは思います。その場

合は、以下のような見識をもっ

て、事をなせば大丈夫です。

　聖書に「ダビデはその子、

ソロモンに言った。『強く、雄々

しく、事を成し遂げなさい。

恐れてはならない。おののい

てはならない。神である主、

私の神が、あなたとともにお

られるのだから。主は……主

「教育機会確保法は、積極的な

ホームスクーラーのための法律ではない」

と教育委員会に言われたケース

――Homeschooling News――
ケース 1

　コロナ禍で揺れた 2020 年、喜びも悲しみも、いろいろなことがありました。そうした中、イ

エス様の恵みと祝福にあふれる１年でもありました。昨年、問い合わせのあったケースについて、

南木武輝弁護士のコメントと共にご紹介いたします。2021 年、イエス様の圧倒的な勝利の祝福が

皆様の上にますます満ちあふれますように祈っています。
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の宮の奉仕に関わるすべての

仕事を完成させてくださる」

（１歴代誌 28:20）とある通り

ですね。

　「法律の中で、積極的、消極

的不登校等、多様な教育の対

象者や学習方法等を区別・選

別する文言はありません。す

べての国民のための法律であ

り、学校、教育委員会は当然、

『多様な学習活動の重要性に鑑

みる』との法令に従う責任が

あります」「多様な学習の実情

を踏まえず、重要性に鑑みず、

恣意的、差別的な不利益をも

たらし得る発言、圧力をかけ

る場合は、それは不当行為で

す」といった法的な根拠も踏

まえ、聖書に立ち、主にあって、

安心して、強く雄々しく、感

謝と愛と祈りをもって進んで

いけば大丈夫です。また、聖

書が言う通り、大いなる祝福

を体験されることと思います。

何かあれば、いつでも遠慮な

く、ご連絡ください。

◇　◆　◇

　日頃、ご指導を仰いでいる

南木武輝弁護士は以下のよう

に伝えてくださいました。

「教育機会確保法」は、不登校生徒児童に対する教育の機会確保、支援等を目的としており、

文科省の省令によりますと、「就学が困難である状況」とは、「何らかの心理的、情緒的、身

体的若しくは社会的要因又は背景によって、児童生徒が出席しない又はすることができない

状況（病気又は経済的理由による場合を除く）とする」と定められておりますので、積極的

にホームスクーリングを選んだ場合をも含むものです。したがって、A市教育委員会の解釈は、

「就学が困難である状況」を不当に狭く考える誤った解釈、と言ってよいと思います。「違法

行為」というのはちょっと言葉がきついかもしれませんが、「誤った解釈に基づく不当な行為、

圧力」ということかと思います。

南木武輝弁護士からのコメント

白馬セミナーにて
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■ Aさんからのご質問

B 市教育委員会で本日、2 人

の担当者さんと面談しました。

我が家の教育方針と実践につ

いてチアのホームスクール・

スターターキットを資料に説

明させて頂きました。その後

で、B 市の教育委員会は、C 県

の教育委員会に確認した旨を

伝えられました。

C 県の教育委員会からは

「ホームスクールを認める」と

返信があったとのことで、そ

の場で申請書を書いて提出す

るよう言われました。添付写

真はその時 B 市側が用意した

ひな形です ( チア注：先方が

準備した文書案は、本来の A

さんの趣旨と異なっていたの

で一部修正してサインして提

出したとのこと )

 

同日午後、再度、電話で了

解を得て C 市教育委員会に行

きました。許認可制の意味と

もなる「申請」という言葉に

も引っかかっていたので、「午

前中にサインした申請書につ

いてお話ししたい。申請では

なく、報告等の言葉にしたい」

と伝えました。

 

B 市側からは、「C 県の教育

委員会に認めてもらったので

許可制です」と伝えられまし

た。「この『教育機会確保法』

よりもさらに上の法律で『教

育基本法』と『学校教育法』

があり、その方が上の位の法

律になります。それらの法律

では認可制です」と。

最近、幼児虐待により死亡

するケース等があり、親御さ

んの求めるホームスクールを

する際は、県から許可を得て

からが必要になると。特に私

の家族が米国との二重国籍の

ため、複雑だと。今回のこの

ケースはホームスクールを実

現させてあげられるように親

御さんに寄り添った形です、

とのことです。

私事で大変恐縮ですが、こ

のケースで見えてくる市町村

の認識の違いを感じました。

■チア・にっぽん代表　

　稲葉より

既に A さんは B 市教育委員

教育委員会から、「教育機会確保法」を

下位の法律と言われたケース

――Homeschooling News――
ケース 2
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会にホームスクーリング実施

を連絡済で、なすべきことは

完了されているので、心配す

ることはなく、特にこれ以上 B

市教育委員会側に対応する必

要はないと思います。

 

B 市教育委員会の法解釈の説

明や発言は、いろいろと誤っ

た法の解釈があり、不当な圧

力をかけている側面もあると

思います。でも、今回、何か

制限されたわけでもなく、A さ

んのホームスクーリングには

何も支障ないと思いますので、

今はスルーしておいてよいの

ではと思います。

 

ご参考までに、さっと思っ

たことを書きますと以下のよ

うになります。

 

「教育基本法」「学校教育法」

と「教育機会確保法」との間

に上下関係はありません。「教

育機会確保法」は、「教育基本

法」や「学校教育法」に具体

的に書き込まれていない教育

の大事な側面を補完する存在

です。

法律に上位も下位もなく、

本来は、法律同士が矛盾しない

ように制定されています。あ

えて言うなら、最上位の法律

は憲法です。憲法では、基本

的人権、学問の自由、親の権利、

個人の尊厳ほか、自由権が認

められています。国際法上も

認められているのがホームス

クーリングです。また、そう

した憲法も踏まえ、「多様な学

習活動の重要性に鑑みる」と

の文言が明記されています。

文科省の考えで、「不登校児

童生徒等」（積極的にホームス

クーリングを選択した児童生

徒を含む）の保護者に対して、

「就学義務を免除できる」とあ

り、その面から、B 市のような

発言が出てきたのかもしれな

いですね。

でも、実質、「届出制」です。

「多様な学習活動の重要性に鑑

みる」必要があり、「教育機会

確保法」施行と同時期に出さ

れた文科省省令においても「社

会的要因又は背景によって、

児童生徒が出席しない状況」

の場合、子どもの教育方法の

選択を尊重する責務が書き込

まれています。それで今回の A

さんのケースでも、何も制限

されることはありませんでし

た。

まとめますと、今回、B 市教

育委員会の法律の上下関係を

めぐる発言は、誤りです。

とはいえ、「多様な学習活動

の重要性に鑑みる」との法令

に沿って、届け出られた A さ

んの事例は、「社会的要因又は

背景によって、児童生徒が出

席しない状況」として尊重し

て受け止められたということ

かと思います。

 
　複雑ではありません。成人

年齢になるまでの日米間の二

重国籍は法律に基づいた正当

「教育機会確保法」 よりも
さらに上の法律で 「学校教育
法」 と 「学校基本法」 がある？

重国籍は複雑？
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な立場です。

 

　この点は、上記の通り、寄

り添った姿勢を感じます。と

ても良かったです。

 

ただ、これは A さん家族だ

けを特別扱いしてくれたとい

うことではなく、憲法、教育

機会確保法等に定められた法

律に基づいて、全国の教育委

員会等が等しく、しなければ

ならない対応をしたというこ

とに過ぎません。今回、特別

扱いした、ということでない

とは思います。

  

でも上述の通り、とりあえ

ず、B 市への連絡も終わり、先

方も受け止めたので、そのス

テージは無事に完了というこ

とで良かったと思います。よ

く頑張られましたね。

 

教育委員会側から、何か制

限を加えられた等の行為はあ

りませんので、大丈夫です。

特に、こちらからこれ以上の

アクションの必要はないと思

います。あとは神様にゆだね、

主の恵みと助けの中で、お子

さんたちのための最善の教育

を授けることに心を集中させ

て、尽くされてはと思います。

■ Aさんより

　ハレルヤ！　折り返しの

メールありがとうございます。

つくづく納得し、また、感心

しました。色々とご説明いた

だきありがとうございます。

勉強になります。ホームスクー

ルも進み、子どもたちと楽し

く学習しています。神様に栄

光を帰します！　色々とアド

バイスをいただき本当に感謝

しております。ありがとうご

ざいました。子どもたちも次々

と良い本を読んで心が育って

いると感じます。

　詩篇に 「あなたのみことば

は、私の足のともしび、私の

道の光です」（119:105）とあ

るように、神様に一歩一歩行

く道を照らしてもらい、歩み

を進めていきます。遠慮なく

また連絡させていただきます。

そして、なるべく近いうちに

コンベンションなどで直にお

目にかかれる時を子どもと楽

しみにしています。　　　　　　　　　　　

今回のケースは親御さんに
寄り添った形

■「教育機会確保法」と「教育基本法」等に上下関係はなし

「教育基本法」「学校教育法」と「教育機会確保法」との間に法的な上下関係はありません。
「教育機会確保法」は、「教育基本法」「学校教育法」に明確に規定していない学校教育外での

教育について定めた法律で、「教育基本法」「学校教育法」に不足している点を補完するもの
ととらえるべきでしょう。なお、文科省の説明を見ると、文科省は、「不登校児童生徒等」（積
極的にホームスクーリングを選択した児童生徒を含みます）の保護者に対して、市町村の教
育委員会が、学校教育法 18 条による保護者の就学義務を猶予又は免除することができると
いうとらえ方をしているものと読めます。そこから B 市教育委員会のような取り扱いが出て
くるものと思われます。これに対しては、教育委員会が何を要求するかによって個別的に対
応することになると思いますが、実質的にみて届出の範囲にとどまるものであれば、柔軟に
対応していくべきかなと思います。

法律の上下関係について、南木武輝弁護士からのアドバイス
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先日、ホームスクーリング

をしている F さんが、小学校

に学籍を置かなかったとの理

由で、中学校への進学 ( 在籍 )

が認められないと言われる

ケースがありました。結果的

には OK となり、解決しました。

これまで 21 年あまり、小学

校の卒業が認められなかった

事例や、中学への在籍が認め

られない事例等は、チアには

届いておらず、一般的にも聞

かない初めての事例でした。

とはいえ、「中学の学籍」を

めぐって法律の誤認に基づ

く、不当な圧力をかけられる

可能性もゼロとは言えません。

そこで、そのような場合のた

めに理論武装していければと

思っています。

 
■「学籍」の背景

ホームスクーラーの場合、

小学校の入学時に学籍を残す

かどうか、教育委員会等に尋

ねられます。チアとしては、

各保護者の皆さんの選択を尊

重しつつ、学籍を残すことを

薦めてきました。アメリカの

ホームスクーラーたち（約 300

万人）は、ほとんど学籍を残

しません。政府、学校に依存

せず保護者が責任を持つ、ま

た、その介入やコントロール

を避け、自由と独立の精神で

神様に頼ってホームスクーリ

ングを進めるという理由等か

らです。

法的にも各州でホームス

クーリングの選択の権利が明

確に保障されている面もあり

ます。例えばカリフォルニア

州では、ホームスクーリング

を届け出れば、法的には私立

学校の一つとなります。我が

家も「CHEA・JAPAN　LA 校」と

して届け出ました。

 

日本でも、小中の学籍が無

くても進学や就職の際に法的

なデメリットはありません。

高校卒業資格認定試験（高認）

を取れば、どこの国公私立大

学でも受験は可能です。受験

の準備さえしっかりしておけ

ば、難関と言われる大学や学

部でもホームスクーラーたち

は合格しています（「ホーム

スクーラーの進路」https://

www.cheajapan.com/course を、

ご参照ください）。また、弁護

士、医師、教職員、建築士、

公務員試験ほか各種国家資格

ホームスクーラーの小学校卒業資格、

中学の学籍が認められないと

圧力をかけられたケースについての対応策

――Homeschooling News――
ケース 3
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試験等も合格しています。

多様性を認め、人物・実力

を求める時代に入っているこ

ともあり、面接等では、逆に

「ホームスクーリング卒」が関

心を引き、誠実さや積極性、

セルフイメージの高さ、折れ

ない心、真面目さ、心の成長

ほか、小中高の学歴よりも人

格面を基盤とした実力が高く

評価され、合格していく事例

が増えています。

しかし日本全体での認識

はこれから進んでいく面があ

り、学籍があるとメリットも

あります。地域での活動（例

えば公式の野球大会などに出

る等）などで、選手登録をす

るときに「学籍」を書く欄が

あり、必要になったりするケー

スがあります。それで日本で

は、学籍があるとまだメリッ

トがあります。学校側も、学

籍数によって予算や教員数が

変わってきますし、虐待・ネ

グレクトの有無を確認できる

等、メリットがあります。

ホームスクーラーにとっ

て、「聖書に立つ自由と独立の

精神」「キリストへの信仰」を

しっかりと確保しておけば、

学籍を残す大きなデメリット

は考えられません。それでチ

アでは、学籍は残してもいい

のでは…と、ソフトに薦めて

います。とはいえ、「依存」か

らいつしか「介入・コントロー

ル」となり、ホームスクーリ

ングのスピリットが骨抜きに

なっていくリスクはあり、気

を付ける必要はあります。

そうした中、日本でも、あ

えて学籍を残さずホームス

クーリングを選択される親御

さんの選択は、理念にかなっ

た選択でもあり、そのような

選択もチアとしては尊重し、

各保護者の皆さんに対する神

様の導きとご判断に委ねてい

ます。

■今回の経緯

F さん家族は地域のインター

ナショナルスクールに所属す

る形でホームスクーリングを

始め、それを理由に小学校の

学籍を取らず、中学では学籍

を希望されました。当初、G 市

教育委員会は中学の学籍を認

めませんでした。

 
■小学校の「卒業」について　

の規定とは

 
小 学 校 の「 卒 業 」 に 関

しては、校長の判断と規定

さ れ て い ま す。「 学 校 教 育

法施行規則」文部科学省令

に、以下の規定があります。 
 

・第 27 条〔修了・卒業の認定〕 
小学校において、各学年の課
程の修了又は卒業を認めるに
当っては、児童の平素の成績
を評価して、これを定めなけ
ればならない。

 
・ 第 28 条〔 卒 業 証 書 〕 校 長
は、小学校の全課程を修了し
たと認めた者には、卒業証書
を授与しなければならない。  
 
　この小学校に関する規定は、

同規則第 55 条によって中学校
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においても、また同規則 65 条

によって高等学校においても

用いられています。これが児

童生徒の修了や卒業に関する

法令の規定です。

こうした法令に基づき、学

校外での学習が登校扱いにな

るかどうかは、校長の判断に

なります。卒業に関しては、

小学校の出席日数等の法的な

規定はありません。

これまでの 20 年間、チアメ

ンバーで中学に進めなかった

事例はありません。また、最

近では 14 万人を超える不登校

生が報告され、1 日も登校しな

かったケースも多い中、小中

学校の卒業希望者が卒業でき

なかったとの事例も聞いてい

ません。

18 歳以上の引きこもり者数

の数は 100 万人を超えると言

われます。そのような人々が

義務教育下の卒業資格・学籍

を希望した場合、それを却下

することは、教育上、ますま

す追い込んでいくことは明白

であり、多くの校長先生も理

解しているのが現実であると

思います。

結果的に、上記の通り、卒

業を希望しながら卒業できな

い事例は報告されていない状

況です。

ただし昨夏、関東地方の F

さんというホームスクーラー

が、小学校の入学時に学籍を

置かなかったため、中学に学

籍を置くことを拒否されたと

相談がありました。

Fさんは、学籍を置かない場

合に関する覚え書きを G 市教

育委員会と交わし、そこには

「学籍を置かない場合、中学に

進学できません」という項目

がありました。

こうした覚え書きは、「教育

機会確保法」ほか憲法や教育

関連の法律の理念、そして現

代社会のニーズに逆行する古

い誤った理念や解釈によった

ものです。

従って、現在の法律に照ら

し合わせると不当であると思

います。幸い、この件は、F さ

んのお子さんが在籍予定の中

学校の校長が不当に思われ、

教育委員会と話し合い、中学

校の学籍は認められることに

変更されました。

 

今後、もしホームスクーラー

が小学校の卒業や中学校への

在籍を希望し、それを拒否す

るような学校・教育委員会側

の言動があった場合、次のよ

うな論理で伝えることが可能

です（以下は、学籍を持つホー

ムスクーラー I さん親子から

相談を受けたと仮定していま

す）。

「私は I の保護者として、 I に

小学校卒業資格を求めます （あ

るいは中学校の学籍を求めま

す）。 私の子ども I は、 多様な学

習活動の重要性に鑑みるように

定めた 『教育機会確保法』、 『教

育基本法』 そして基本的人権、

学問の自由、 親の権利等を保障

する憲法、 また、 子どもの権利

条約等の国際法、 そして私ども

が信じる聖書に基づき、 最善の

教育環境を与えようとの教育

理念で、『教育義務』 を果たし

てきました。『教育機会確保法』

の文科省省令（添付）におい
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て教育支援をするように定義

した「一定の要因または背景

によって児童生徒が出席しな

い」方法を選択し、励んでき

ました。学校、教職者の皆さ

んに敬意を払いつつ、親や多

くの方々の助けの中で、遵法

精神に基づいて教育を続けて

きました。

 

全国の事例においても、登

校なくして卒業、また学籍の

維持は広く認められています。

この 20 年、全国のホームス

クーラーで卒業を希望したに

もかかわらず、校長のご判断

で小学校の卒業資格が与えら

れず、あるいは中学に進学で

きなかった報告事例は、私ど

もがメンバーとして属してい

るホームスクーリング支援団

体『チア・にっぽん』には届

いていません。また現在、年

間 14 万人と言われる、ほかの

不登校生についても同様です。

 

今回、小学校課程の卒業資

格の希望を伝えたところ、校

長のご判断で卒業資格が与え

られないとのことでした。そ

れは憲法、また多様な学習活

動の重要性に鑑みるように定

めた『教育機会確保法』『学校

教育法施行規則』等の法令、

また文科省省令等から見て、

不当です。法令に基づき、全

国の不登校生に卒業資格を与

えている今日の全国的状況も

鑑み、また教育義務、小学校

課程の完了もしておりますの

で、卒業資格をよろしくお願

いします。また、中学進学へ

の道を、全国のホームスクー

ラーたち同様に、公平にご対

応いただければ幸いです」

お書きになった回答でよろしいかと存じます。補足しますと、文科省通知（平成 28 年 6 月

17 日付 28 初企第 7 号）によれば、「1（2）不登校等により長期間学校を欠席する間に、やむ

を得ない事情により小学校未修了のまま小学校相当年齢を超過した後、通学が可能となり、

中学校等への入学を希望する場合」は、中学校入学を「認めることが適当と考えられる」と

されており、本件は、このケースにも該当するものと思います。この通知は、ホームスクーラー

にとっては、不十分な内容のものですが、教育委員会と掛け合うときには、指摘しても良い

通知であると考えます。　　　

南木武輝弁護士からのアドバイス
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青木誠一コーチの誰でも早くなるセミナー！

♪　参加者の声　♪

●とても楽しかったです。初めて走り方を教

えていただき感動でした。走ることが今まで

より楽しくなりました。ありがとうございま

した。青木コーチが走ることを始められたの

は 40 代で、ぜんそくから回復されたことな

どをお聞きし、大変驚きました。ぜんそく気

味な私もこれから頑張ろうと元気と希望を頂

きました。目標ができて、継続して練習に取

り組めるかもと思いました。

　コロナで大変な中、このような素晴らしい

セミナーを実施していただき、ありがとうご

ざいました。青木コーチも貴重なお時間とご

指導をいただき、ありがとうございました。

　（Aさん）

●久しぶりにタイムを計って走って、そして

走り方も教えてもらえて、とても楽しかった

です。

　走る前のストレッチを教えて下さったこと

や、タイムが上がったことがうれしかったで

す。また、いろいろなセミナーに参加させて

もらいたいです。（Bさん）

●コロナでぜんぜん遊べなかったので、いっ

ぱい走れて楽しかったです（きん肉つうに

なっちゃいました）。青木コーチに「ももを

上げて足を前に出してごらん。そして、つま

先で走って」と言われ、実行したら、2 秒以

上早くなってうれしかったです。また参加し

たいです。

　いつも楽しい時を下さって、ありがとうご

ざいます。これからもよろしくお願いします。

（Cさん）

●目からウロコでした。会場で多くの皆さん

がおっしゃっていましたが、初めて「走り方」

を教わることができ、小さいときに習うこと

ができた子どもたちは幸いだったと感謝して
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います。後ろの足をいかに早く前に出すか、

大きな円運動のために足を高く上げる、歩幅

を大きくするなど分かりやすく（頭はスッキ

リ、体は…でしたが）、これから走ることが

楽しくなりそうです。

　最初のストレッチは、できれば、そのリス

トを頂きたいくらい良かったです！　特に運

動をしているわけでもない主婦の私の興味を

引き、理解できるような理論を教えつつ、実

践させてくださり、テンポも良く、あっとい

う間の時間でした。

　いつも忙しく走っている感じですが、今日

また少し立ち止まり、自らを省みさせてもら

えました。大人も子どもも、男性も女性も、

アスリートの人も普通の人も、みんなで学ば

せていただけたこと、とても良かったです。

　今回とっても良かったので（お父さんが張

り切って 50 ｍ計測できるメジャーを買いま

した！）、家でも教えていただいたことの練

習を続けたいと思っています。ぜひまたフォ

ローアップや次のレベルのことなど教えてい

ただけるとうれしいなあと思いました（お忙

しい先生にお越しいただくので、難しいのか

なと思いましたが）。

　いつも尊いお働きを本当にありがとうござ

います。今年はコロナ禍で何もかもが難しい

中、犠牲と工夫をしながら、企画・実施して

下さって感謝いたします。また、このような

形でセミナーや外でのイベントなど、企画し

ていただけるとうれしいです。（Dさん）

●とても励まされました。青木コーチに関す

る新聞記事資料等も感慨深かったです。コー

チは一つ一つ真摯に取り組んで来られた方な

のだな、神さまは一人一人に賜物と計画を

持っておられるのだなとしみじみ思わされま

した。

　そんな青木コーチが私たちのために時間を
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割いてくださり、感謝でした。物理で教え

てもらい、神の法則はすごいと実感しまし

た。学ぶことに年齢は関係ないと思いました。

メールでもイベントについて丁寧に案内して

下さり恐れ入ります。聞いて下さってありが

とうございました。心より感謝します。

（Eさん）　

●青木コーチはソフトで面白い方でした。本

当はもっと厳しい指導なのだろうと、日頃教

えられ、鍛えられているジョセフ君の模範走

りを見て思いました。

　テコの原理を元に、力学的に説明して下

さったところがとてもよかったです。何より、

走ることを教えることの楽しさのオーラが伝

わってきて、ホームスクーラーもそれぞれの

特性に合わせて、こんな風にのびのびやれた

ら良いのになと思いました。

　チア・にっぽんにはいつも励ま

されています。ありがとうござい

ます。参加賞のきれいなエンピツ、

チアの３つの目的の一つ「Heart 

of Christ」入りのエンピツも、あ

りがとうございます。（Fさん）

●理論的に分かりやすく教えてく

ださって、また 75 歳の青木コーチ

の走りのフォームのすばらしさに、

驚きました。何歳からでも走って

いいんだと励ましをもらいました。

　帰宅して、頂いた新聞記事のコ

ピーを読んでさらに感動しました。

青木コーチの人生に感動し、また

「私は中卒だけど大学准教授の右代

選手に教えてるんだから」と、ホー

ムスクーラーを力づけて下さった

言葉にも、本当に感謝です。余談

ですが、以前立川市若葉町に住ん

でいたことがあり、青木コーチの

お店で小物を買わせていただいていました。

こんなスゴイ方だと知ることができて、この

出会いに感謝です。次回、またありましたら、

ぜひ参加したいです。東村山中央公園もす

ごく良い環境でした。参加賞まで準備して下

さってありがとうございました。準備、贈呈

して下さったチア・メンバーさんのお心遣い

にも感謝です。充実したセミナーを感謝です。

（Gさん）

●青木コーチがアドバイスして下さったこと

を参考にして走ってみたら、1.0 秒も早くな

りました。良いセミナーでした。

　チアの人たちと久しぶりに会えたことも良

かったです。青木コーチから、時間をかけて

じっくり教えてもらえ、とても良かったです。

参加賞として、「Heart of Christ」の鉛筆を

下さり、ありがとうございました。（Hさん）
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チア文学賞＆作文・感想文
練習会新設！

　今年、 チア ・ 文学賞＆作文 ・ 感想文練習会が新設されました。 締め切りは 8 月 31 日。

　右記の３つの部門があります。 皆さん、 こぞって応募ください。

　10 月 30 日には、 三浦綾子記念文学館主催の 「第 23 回　三浦綾子作文賞」 の締め切りがありま

す。 今回の 「チア練習会」 の参加作品は、 三浦綾子作文賞への応募を目指した練習として活用

することも可能です。 規定枚数や課題図書等は、 三浦綾子作文賞の規定に準じて設定しています。

練習会応募作品には選考委員からのコメント等、 送らせていただきます。 どうぞこぞってご応募くだ

さい。

１９２２年旭川市生まれ。 小学校教師、 １３年にわたる闘病生活、 信仰に導いてくれた恋人との

死別を経て 1959 年に三浦光世さんと結婚し、 不治と言われた病から回復して雑貨店を開く。

1964 年に人間の原罪とキリストの愛と赦しをテーマにした小説 『氷点』 で作家デビュー。 以後、

聖書をテーマに８４に上る作品を執筆。 『塩狩峠』 等をきっかけに学生時代にクリスチャンとなっ

たチア ・ にっぽん代表の稲葉寛夫が NHK ディレクター時代に旭川局に赴任し、 4 年にわたる

歳月をかけて制作した NHK 列島ドキュメント 「光あるうちに――三浦綾子 ・ その日々」 （北海

道放送文化賞受賞、 地方の時代賞ノミネート） は、 NHK 旭川局番組史上のベスト作品として近

年も再放送された。 夫の光世さんと共に、 チア ・ にっぽん創立を応援し、 『したきりすずめのク

リスマス』 をチア ・ にっぽんから出版することを許可し、 応援くださった。

三浦綾子さんプロフィール

NHKドキュメンタリー「光あるうちに～三浦綾子・その日々」より
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　　●内容 ： 文学作品。 聖書からのメッセージを加えていれば、 内容等自由。

　　●字数 ： 400 字詰め原稿用紙 10 枚以上～ 30 枚以内。

　　●内容 ： 随筆、 感想文、 評論など　（三浦綾子作文賞では 「あなたが日頃思っ

ていること、 考えていること、 感じだこと、 想像したことを文章で表現しましょう」

とテーマが設定されています。 今回は、 このテーマで自由に書いて OK です）

　　●部門 ： 小学生……………400 字詰め原稿用紙 3 枚以上～ 5 枚以内

　　　　　　　　中高生 ・ 大人……400 字詰め原稿用紙 5 枚以上～ 10 枚以内

　　●課題図書：『氷点』 『塩狩峠』 『泥流地帯』 『道ありき』 『細川ガラシャ夫人』 『母』

『銃口』 （三浦綾子作文賞の課題図書と同じです）

　　●部門 ： 小学生……………400 字詰め原稿用紙 3 枚以上～ 5 枚以内　

　　　　　　　　中高生 ・ 大人……400 字詰め原稿用紙 5 枚以上～ 10 枚以内

　

①チア・にっぽん文学賞

②チア・作文練習会

③チア・感想文練習会

　「チア ・ にっぽん文学賞」 では賞を選考します。 表彰式は 2022 年白馬

セミナー会場等を予定しています。

　「練習会」 は選考等はありません。 三浦綾子作文賞の応募規定で、 「他

の賞に二重応募した作品は無効となります」 とあるため、 チア ・ にっぽん

の方は練習会とさせていただきます。 練習後、 さらに磨きをかけて、 「三

浦綾子作文賞」 にチャレンジくださっても OK です。 ますますの祝福を祈っ

てます。

　8 月 31 日 （火）締め切り

送り先 　〒 189-0013　

　東京都東村山市栄町 1-5-4-103　チア ・ にっぽん事務局

　※メールでも OK!　→　office@cheajapan.com
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チア Tシャツ、 着てみました！

　チア初企画として、チア会員に新規お申し込みいただいた皆様＆会員更新をしていただいた
皆様に、チア T シャツを贈呈するキャンペーンを実施し、大変ご好評いただきました！　なか
なか集まることができない状況下にありますが、共にチア T シャツを着ることで、全国のメン
バーとのつながりが感じられ、嬉しい企画となりました。全国から寄せられた写真と声をご紹
介します。なお、同企画は好評のため、2021 年内も継続させていただくことにしました。引
き続き、エンジョイください。

チア初企画！チア ・ T シャツ贈呈キャンペーン　～好評につき継続決定しました！～
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チア初企画！　T シャツ贈呈キャンペーン
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チア初企画！　T シャツ贈呈キャンペーン

　尊いお働きに感謝しています。Ｔシャツ、

子どももよろこんでおります。大変ありがと

うございます。　　　　　　（富山　Aさん）

　主の御名を賛美します！　ご連絡ありがと

うございます。T シャツの発送は、いつでも

大丈夫です。贈呈企画だけで恵みいっぱいで

す。　　　　　　　　　　　　（広島　Bさん）

　チア創立 20 周年おめでとうございます！　

そして T シャツ贈呈 & ディスカウントキャン

ペーン、感謝します！　会費 3 年分を先払い

します。HPで支払いました。ご確認ください。

国会も祈ってます！　　　　（山形　Cさん）

　T シャツ、お送りくださってありがとうご

ざいました。ドライタイプがことのほか着や

すそうでよかったです。

　チアの働きが守られ、全国のホームスクー

ラーが主にあって成長し続けていきますよう

にお祈りしています。　　　（東京　Dさん）

　T シャツを送っていただき誠にありがとう

ございます。とても軽くて気持ちいい T シャ

ツで家族全員、感謝しています。何よりホー

ムスクーリングの３つの強い目的フレーズ入

りのチア Tシャツです！（東京　Hさん）

　皆様、お変わりありませんか。Ｔシャツ贈

呈分を申し込みます。コロナの中にあっても、

主が共にいて下さいますから、お一人お一人

の健康・経済・お働きを守って下さいますの

で感謝します。　　　　　　（宮城　Eさん）

　先日は青木コーチのセミナーに参加させて

いただき、とても励まされました。当日思い

がけず T シャツもいただき本当にありがとう

ございました！！！　子どもたちもとても喜

んでいました。

　また、先日送っていただいた T シャツも届

きました。とても素敵な色ですごく気に入っ

ているようです。感謝いたします。

（栃木　Fさん）

　昨日、きれいな T シャツが届きました。鮮

やかな色合いとデザイン、質の良い生地、『キ

リストの心』『救い』の文字に励まされます！　

早速 2 人で試着しました！　主人も大変喜ん

でいます！　ほんとうにありがとうございま

した！　　　　　　　　　　（石川　Iさん）

　先日はTシャツをありがとうございました。

私が着ているのを見て、息子が欲しいと言い

出しまして、大変お手数ですが、注文させて

いただくことは可能でしょうか。お届けはい

つでも大丈夫です。

　クリスチャンとして生きて行く人生は、本

当に素晴らしく、聖書の言葉は真実だと感じ

られます。コロナも大変ですが、神様を信じ

ていれば、希望があるはずです。チア・にっ

ぽんに益々の祝福がありますように。

（東京　Gさん）
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　お言葉に甘えて、T シャツを 3 枚注文させ

ていただきます。うちの子達は週に何回着る

のか？というくらいヘビーローテーションし

ています。また、生地がしっかりしていて、

洗濯してもへたれないところも大事なポイン

トです。昨年新しいデザインを購入できな

かったので、今年こそと思っていますが、在

庫があるでしょうか……？　送料まで負担し

ていただけるということで、恐縮です。

　余談ですが、白地に黒の同じデザインも出

していただければ絶対売れると思います （※

チアより ： 新作に加えてみました！）。その時は

私も自分用に買いますね（笑）！　いずれに

しても、キリストの証人として用いられるよ

う、祈りつつ。　　　　　　（岡山　Mさん）

　待ちに待っていましたチア T シャツが届き

ました！　ありがとうございます。早速、家

族で着ています。これを着て、主を大胆に証

していきたいです。

　長女は中学 1 年生（2020 年）に進級しまし

た。ホームスクーリング 7 年目です。先日長

男がイエスさまを心にはっきり信じることが

できました！　ハレルヤ！　いつもお祈りあ

りがとうございます。主がチアの働きを豊か

に祝福してくださいますようにお祈りしてい

ます。　　　　　　　　　　（山梨　Kさん）

チア初企画！　T シャツ贈呈キャンペーン

　チア T シャツ 4 枚が届きました。発送に伴

う様々なご奉仕に本当に感謝します。

　今回から加えられたドライ版 T シャツもス

ゴく良さそうですね、汗かきの長男はこれに

して良かったと思います。送って頂いたTシャ

ツを見ながら、コンベンションや白馬セミ

ナーなど、毎年当たり前のように集まれてい

た恵みの数々を思い出し、ついこの間のこと

なのにもう懐かしくなります。

　我が家の子どもたちは白馬セミナーの前に

は必ずお芋掘りに出かけて、何のスイーツを

出店しようか考えるのも楽しみだったので、

昨年はお芋掘りにも行けない中でいつもと違

う日常を感じて一緒に祈ってくれています。

　今はそれぞれ離れていてもお互いの為に励

ましを祈り、また安心して集まれる日が早く

来ますようにと願います。我が家の為にも、

お祈り下さっていること、本当にありがとう

ございます。　　　　　　　（埼玉　Jさん）

　今回は年会費の納入と共にチアの T シャツ

が頂けるとの素晴らしい企画にびっくりして

います。ちょうど家族そろって着られるチア

T シャツを新しく揃えたいと思っていたとこ

ろでした (*^^*)。

　昨日、HP からクレジットカードで 4 年分の

会費を支払いました。4年分では6枚もTシャ

ツがいただけるのですね！　感謝です。

【後日】

　T シャツが届きました。色もデザインも素

材もとてもクオリティーが高くて本当に素敵

です。心から感謝です！　どこかに出かける

時に家族で着て、思い切り目立とうと思いま

す。　　　　　　　　　　　（広島　Lさん）

チア事務局より ： 2021 年秋にチア ・ パーカー登場予定！　お楽しみに！
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　　【2020 年 5 ～ 12 月会計】 

　　　　-収入 -

　献金　　　　　　       10,230,096

　書籍 ･ ﾏｶﾞｼﾞﾝ ･ 教科書　    779,403

  DVD、チア Tシャツ等       555,597

　会費　                    600,000

　広告　　　　            　264,000

                         12,429,096

      　　　

      　- 支出 -

　事務局経費　　          9,978,847

　通信運搬費　　            457,439

  交通費　　　　　　　　　  244,148

　印刷費　　　　　　　　　  261,840

  商品購入費                171,842

                         11,114,116

　残高　　              　1,314,980

　前月繰越　  　     　 　1,549,827

  翌月繰越　  　          2,864,807

　※皆様からの尊いご献金と会費を

　　心から感謝申し上げます。

● チア WEB セミナー

　　　「親子に見られる学習障害と多様性への

　　   　聖書的 ・ 実践的な成功アプローチ方法」

　　　4 月 24 日 （土） 午前 10:30 ～ 12:30

　　　講師 ： ジョイス ・ イノウエ女史

　　　　　　　（チャイルド D ミニストリー代表）

● チア・にっぽん

　 文学賞・作文練習会・感想文練習会

　　8 月 31 日 （火） 締切

● 青木誠一コーチの

　 誰でも早く走れるセミナー

  　9 月 （予定）

● チア絵画・写真コンクール

　 11 月 （予定）

● チア書道大会

　　2022 年 2 月（予定）

● チア・コンベンション 2022
　【関西】　2022 年 6 月 17 日（金）～ 18 日（土）

　（予定）　大阪羽衣青少年センター

　【東京】　2022 年 6 月 24 日（金）～ 25 日（土）

　　　　　東京オリンピックセンター　

　

● 白馬セミナー 2022
　　2022 年 11 月 17 日（木）～ 19 日（土）（予定）

チア・にっぽん カレンダー


