
「それだけではなく、苦難さえも喜んでいます。
それは、苦難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、
練られた品性が希望を生み出すと、私たちは知っているからです。

この希望は失望に終わることがありません。
なぜなら、私たちに与えられた聖霊によって、
神の愛が私たちの心に注がれているからです。」

（ローマ５：３ｰ５）

チ ア・にっぽん　 C H E A  J A P A N

NEWSLETTER  182 号 2022 年 春号 〒 189 0013 東京都東村山市栄町 1-5-4-103　
TEL 042-318-1807　FAX 03-6862-8648
http://www.cheajapan.com

今春からホームスクーリングをスタートします！
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ハレルヤ！　暖かい春の日差し、芽ばえ始めた新緑のいのちが眩しい季節となりました。皆さ

ん、主にあって元気に大活躍のことと思います。

　コロナ禍で 2 年余りが過ぎ、世界で自宅学習の体験も進み、ホームスクーラー人口の急増が報道

されています。日本でも、チアへの相談・問い合わせ等が増え、この 22 年間で、相談目的の電話

としては過去最高と言える状況です（イベントの問い合わせを除く。詳細は本文へ）。神さまがす

べてを益と変えてくださっていることを思います。

　社会での受け止め方の空気の変化もあり、多様な教育、ホームスクーリングの法的環境整備を目

指す、国会との連携の動きも、さらに絆が深まっています。今号では、笠ひろふみ元文科副大臣と

の対談を別冊でお届けさせていただきました。

　4 月 1 日（金）夜 7 時より、「チア WEB セミナー　ホームスクーラーの受験・進学セミナー」を開

催させていただきます。ホームスクーラーの OB や親御さんたちを基調講演者らに迎え、実施しま

す（詳細は 15 ～ 17 ページ）。こぞってご参加、また当日、聞いてみたいご質問をお寄せください。

　様々な苦難、試練の中におられる方もいると思います。けれども、皆様の果敢な歩みに励まされ

ています。順境、逆境にあるすべての皆さんに、ささやかでも応援となればと祈りつつ、主の恵み

と憐みの中で尽力しています。皆様へのますますの祝福を心から祈っています。

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主にありて

チア・にっぽん代表　稲葉　寛夫

1-14　　　巻頭言
　　　　　「ホームスクーリングのしずくが雪解け水と共に流れとなって」

15-17　　チア WEB セミナー
　　　   　「ホームスクーラーの受験・進学　感謝とリスペクト大作戦！」 

18-22　　学校・教育委員会、祖父母の皆さん向けの「プレゼン用台本」を作成！

23　　　  三浦綾子原作　映画「われ弱ければ　―矢嶋梶子伝」上映スタート！

24-25　　チア・パーカー　キャンペーン
　　　　　　　　　　　　
26-27　　　Voice & Mail　　　　　　　　　　　　28　　チア・カレンダー＆会計報告                        

ー　目　次　ー
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基調講演者の A さんファミリー
（伝道を中心にホームスクーリング。高 3 から大学受験の準備を始め、後に司法試験合格）

ホームスクーラーの進学・受験 WEB セミナー開催決定！

  「ホームスクーラーの進学・受験　
情熱と感謝とリスペクトの大作戦！」

4 月 1 日（金）夜 7 時～ 8 時 45 分　

【基調講演（ホームスクーラーの皆さん）】
・A さんとご両親（伝道を中心にホームスクーリング。高 3 から大学受験の準備を始め、後

に司法試験合格）

・ギンター千為子さん（ホームスクーラーママ。3 人の子どもたちは高認を取ってカナダの

大学へ。卒業後、2 人は牧師へ）

・B さん（高 1 で医師への志を持ち受験勉強をスタート。現在、研修医）

【証し】
・ C さん（高２の時に伝道研修約１年を経て、現在、国立大在学中）

■セミナー参加費（個人・１家族・１教会等）　800 円
■申込締切日　3 月 31 日（木）

詳細・申込書等は、P8-9 & P15-17　またはチア HP へどうぞ！
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ホームスクーリングのしずくが
雪解け水と共に流れとなって

　ホームスクーリングをめぐり、アメリカの 4

大ネットワークの一つ、FOX ニュースの報道が

届きました。「コロナ禍のアメリカで、ホーム

スクーリング人口が増えている」とのテーマで、

教育者たちが分析していました。「この２年間、

全米の授業の 25％あまりは、通学ではなく、リ

モートベースの自宅での学習であった。仕事も

テレワークにシフトしているが、特に子育て世

代の親たちが、在宅勤務にシフトする傾向が強

い。そして“慣習の殻”を破ったホームスクー

リングの素晴らしさを経験し、目覚めた家庭が

多い。神さまはコロナという悪しきものを、ホー

ムスクーリングの素晴らしさ発見という良きも

のへと変えてくださった」（2022 年 2 月 19 日放

送）

　日本でも一歩一歩ですが、ホームスクーリン

グ人口が増えています。文科省によれば、8 年

連続で不登校生数が増え、小中学生の不登校生

は 19 万 6127 人と過去最多とのことです（2021

年度）。ホームスクーリングに関するチアへの

相談、問い合わせは、ホームスクーリング実施

への相談件数に絞れば（イベント直前の連絡等

を除く）、過去 22 年で最高ではと思われます。

相談後、実際にホームスクーリングに踏み出す

ご家族の比率も過去最高と思います。

　数の大小に関係なく、22 年の歩みを許されて

きたチア・にっぽんです。たとえ１家族でも、

神さまが憐れんでくださり、ささやかでも私た

ちにサポートできることがあるなら、喜んでさ

せていただく――という私たちの基本理念は今

も変わりません。数で一喜一憂ということは

まったくありません。

　ですが、この 2 年でホームスクーリングを取

り巻く環境が、世界でも日本でも良い方向に進

み、関心を持ってくださる方が増えているのは、

嬉しい状況であり、素晴らしく思っています。

　寄せられる電話の会話シーンです。

　「以前は関心を持てなかったホームスクーリ

ングです。でも今、『時』なのか、新しく触れ

てみると全く違った情報として心に迫ってくる

のです」

　「数年前、話を聞いた時にチアのホームペー

ジをチェックしました。皆さん、高い理想で子

育てに進んでいるなーと思いつつ、我が家では

できないなーとも感じ、他人事でした。でも今、

改めて読ませていただくと、何か心に入ってく

るというか、以前と同じはずの情報なのに、まっ

たく違って読ませてもらってます」

　「チアにっぽん、ずっとやっててくださって

ありがとうございました！という気持ちです」

　既に実践中のホームスクーラーのご紹介で…

というケースも増えています。この 22 年のパ

イオニアの皆さんたちの御奮闘をうれしく思い

ます。

　「知人の知人がホームスクーリングをしてい

て、チアを紹介してくださいました」といった

声も多いです。先行した皆さんのミッションが、

22 年の時を経て、ゆっくりと浸透していってる

様子を実感しています。

　増加の勢いは、まだ「激流のように」という

わけではないでしょう。でも、厳冬期の高山の

連峰に春の季節の気配が伝わり、つららから「ぽ

とッ、ぽとッ」としずくが落ちていく。そのし

ずくが集まって流れを作り、雪原の下に流れ始

めた雪解け水と合流して、小さな水の流れ、澄

んだ渓流となりつつある感じです。神さまは、

着実にすべてを益と変え、憐み、恵み、助けて

くださってるのではと感謝しつつ、喜んでいま

す。

学校・教育委員会、祖父母の皆さん向け
「プレゼン用台本」を作成しました！

　新学期のシーズンとなり、学校・教育委員会

との面談（ホームスクーリング開始・継続の連

絡等）シーズンともなりました。新しくホーム

スクーリングを始められる皆さんや、継続中の
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皆さんからの問い合わせも、ずいぶん寄せられ

ています。

　幸い「教育機会確保法」の浸透も少しずつ進

み、学校・教育委員会とも良好な関係の中で、

ホームスクーリングの恵みいっぱいの報告がほ

とんどです。しかし、中にはご理解が不足され

ている面談担当者からの、予期しない対応が

あった事例もあります。

　結果的にはすべて良好で、主の恵みと祝福の

中で、これまでの 20 数年と同様、すべての事

例で解決に至り、ホームスクーリングの喜びの

中で、教育に力を注いでおられます。

　一方で示されることもあります。報告のため

の面談前に、しっかりと準備して祈って臨むこ

との大切さです。

 

　以下、3点です。

 

①チア HP の「学校・教育委員会との接し方」
等を熟読いただければ感謝です

　参照：HP「学校・教育委員会との接し方」

（学校・教育委員会との面談時のガイドライン）

　https://www.cheajapan.com/#sec-w-n07

 

② 「ホームスクーリングが
　よく分かるパッケージ」の準備

　チア HP「Shop・サポート」→ 「商品

一覧」 → 「スターターキット」内を用

いると、ビジュアルにもしっかりプレ

ゼンできます。

https://www.cheajapan.com/item/3514

 

③上記のパッケージに含まれるマガジ
ン 4 冊に、ポストイットを貼り、説明
しながら先方に贈呈すると、さらにホー
ムスクーリング理解と面談が効果的に
進みます

　この度、面接にあたっての簡単な台

本と、マガジン 4冊にポストイットを貼る箇所

とポイントをまとめてみました。全国からお問

い合わせくださった皆さんに、このあたりを

ベースにして具体的にプレゼンしていただくこ

とをお勧めしています。面談の流れがとてもス

ムーズに進みます (18 ～ 22 ページをご覧くだ

さい )。

　「ホームスクーラーのいきいきとした様子が、

厳選された写真からリアルに伝わる！」「OB た

ちの進路・活躍が知れて安心感を与える！」「国

会、文科省と連携した働きで、遵法精神のもと、

最新・最善の教育環境を求めた教育展開である

ことがわかる！」「教育機会確保法や、超党派

の議員、文科省とも連携していることがよくわ

かる！」「ホームスクーラーは社会性がよく育

つ、その理由がよくわかる！」といった点がよ

く伝えられると思います。

　まずは、ご両親が、ポストイットを貼ったプ

レゼン用厳選記事を読み直し、ホームスクーリ

ングの理念と全国の状況、法的環境等を理解さ

れ、しっかりした準備・備えの下に、祝福の祈

りを持って臨まれれば、基本的に大丈夫です。

神さまが準備くださっている圧倒的な勝利が導

チア・マガジンにポストイットを貼り、効果的な
プレゼンを！（P18-22 の台本＆リストをご覧ください）
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かれていくと思います。台本とポストイットの

箇所は、18 ～ 22 ページをご覧ください。

国会との関わり、深まる

　この 5 年あまり、多様な教育、ホームスクー

リングの環境整備に向けて、絆を深めてきた議

員の皆さんにも新しい変化がありました。河村

建夫元官房長官は、昨秋の選挙で引退、ご長男

の建一さんは関東の比例代表に出るも、惜しく

も次点で、議席獲得はなりませんでした。

　昨冬に最後の朝食会が開催され、これまでと

ても良くしてくださった河村議員に感謝と神さ

まの祝福をお伝えしたく、出席しました。急転

した情勢の中で不出馬・引退が決まり、「本 1冊

書ける 1週間だった」とのことでした。でも「こ

れからも、永田町に個人事務所を構え、これま

での文科省らとのパイプを活かして、貢献して

いきたい」とのことで、「これからも、お世話に

なります」と伝えると、「ぜひ、連絡ください」

と嬉しいご返答がありました。

　ご長男の建一さんは「これからどんな仕事で

も行い、雑巾がけの仕事に励みつつ、夏の参議

院選挙にチャレンジします」と張り切っておら

れ、私からは次のようにお声をかけました。

　「今日は何と言葉をかけたらいいかと思ってま

いりましたが、今日のご挨拶を聞いて嬉しく思

いました。神さまの祝福を祈ってます。クリス

チャンのお母さんにはこれまでも励まされ、ま

た河村先生にもずいぶんお世話になりました。

これからは建一さんにもご指導を仰ぎたいと

思っています。次の選挙への祝福を祈っていま

す」「ぜひ、お願いします」と話して別れました。

　馳浩元文科大臣は、石川県知事選挙に出馬す

るため総選挙には出ず、共産党の畑野君江議員

も比例復活はならず、残念でした。クリスチャ

ンの松平浩一前議員（立憲）や山川百合子前議

員（立憲）も惜敗で、本当に残念でした。

　国家朝餐祈祷会（主催　日本 CBMC/ 青木仁志

理事長）には、石破茂元地方創生大臣が出席さ

河村建夫 元官房長官・元文科大臣との朝食会にて

　（2021 年 11 月 17 日）
河村建一さん　今夏の参院選へ
　（2021 年 11 月 17 日）



 CHEA NEWSLETTER 182 号 7

れていました。「自分はこれで良いのかと神に反

省しながらの日々です」とスピーチされました。

石破元大臣の記事を掲載させていただいたチア

のニュースレターを持参し「毎年、お渡しして

いますチアのニュースレターの続きです。みん

なで祝福を祈ってます」

　「ありがとうございます。頂いていいですか。

車で読ませていただきます。もっと深く話せる

ようにしなければね」と笑顔で受け取ってくだ

さいました。

新しきシフト

　一方、同じく大変お世話になっている笠ひろ

ふみ元文科副大臣（フリースクール等超党派議

連幹事長代理）は、選挙直前に立憲に入党され、

「（無所属から党所属に戻ったため、議連で）もっ

と動きやすくなった」とおっしゃっています。

議連でも引き続き、リーダーシップを取ってく

ださるのではと思います。

　1 月の会合でも、「超党派で教育立国推進協議

会を設立し、与党からは下村博文元文科大臣が

会長に、野党からは私が野党第一党ということ

で幹事長となりました。先日の議員への説明会

には 130 名もの国会議員が出席されました」「こ

の『教育立国推進協議会』には、民間の有識者

の皆さんにも参加していただこうと思っていま

す。設立総会は１月 19 日にあります。稲葉さん

もぜひ参加してください」と声をかけてくださ

いました。

　「多様な教育・ホームスクーリング」「聖書・

▶上から順に
石破茂　元自民党幹事長 / 地方創生大臣
　（2021 年 11 月 18 日）

下村博文　元文科大臣　
（2021 年 12 月 6 日）

浮島とも子　元文科副大臣
　（2022 年 1 月 19 日）
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クリスチャン」の視点を持って参加させていた

だき、有意義な時間でした。

　下村博文元文科大臣（議連顧問）や浮島とも

子元文科副大臣（公明・議連幹事）、寺田学議員（立

憲・議連事務局長）も当選され、継続して一緒

に歩んでいただけると思います。下村元文科大

臣とは、派閥のセミナーでも再会し、「（下村議員）

今日は誰の紹介ですか？」「（稲葉）馳先生です。

これからまた下村先生にいろいろとお世話にな

ります。教育機会確保法も今、現場で 3 つ 4 つ

の改善点が見えてきています。これからもよろ

しくお願いします」「はい。また、事務所に連絡

ください」とのことでした。上記の「教育立国

推進協議会」にて、下村元文科大臣、浮島元文

科副大臣とも個人的にご挨拶でき、それも感謝

でした。

　このように、小さな歩みですが、一つ一つ、

扉が開かれていっています。

 

 コンベンション・白馬セミナー等は順延、
今年は ZOOM セミナー等へシフト、

「マット・跳び箱セミナー」
「奥多摩散策トリップ」も初開催予定！

　コンベンション、白馬セミナーについてのお

問い合わせも増えてきました。全国対象の宿泊

型企画ですが、残念ながら順延の方向にした方

が良い……と、涙の判断となりました。

　海外講師陣の入国は、禁止から一転し、制限

緩和の流れになってはいます。しかし、今後緩

和が進んだとしても、外国人の自粛期間への対

応や感染への各種対策等があり、難しい状況が

予想されます。国内の講師陣だけで、という選

択肢もありますが、全国から集まって宿泊型イ

ベントを行うのは、まだ無理がある可能性が高

いと思われ、残念ながら順延となりました。

　2023 年については、コンベンションは決行す

る予定です。もし難しい状況が続く場合は、海

外の講師陣は Zoom を交えながら実施ということ

を考えています。お祈りいただければ幸いです。

　代わりに、今年は ZOOM セミナー等を増やして

いければと思っています。まず、4 月 1 日（金）

夜 7 時から「ホームスクーラーの受験・進路の

準備について」の ZOOM セミナーを開催するため、

準備を始めています。

　6月には体操コーチを招いて「マット運動・跳

び箱セミナー」（予定：6/24 午後 1 ～ 4 時、国

立オリンピック記念青少年センター・大体育館）、

秋には「奥多摩散策トリップ」、コロナが収まっ

たらですが「青木誠一コーチの誰でも早く走れ

るセミナー　Part2」も開催できればいいなあと

願っています。どうぞ、最善の決定となるよう

にお祈りください。

「ホームスクーラーの進学・受験　
 情熱と感謝とリスペクト大作戦！」
4 月 1 日 夜 7 時

基調講演
○ Aさんとご両親

（伝道を中心にホームスクーリング。高 3 から大

学受験の準備を始め、のちに司法試験合格）

○ギンター千為子さん

（ホームスクーラーママ。3 人の子どもたちは高

認を取ってカナダの大学へ。卒業後、2 人は牧

師へ）

○ Bさん

（高 1 で医師への志を持ち受験勉強をスタート。

現在、研修医）

 

証し
○ Cさん

（高 2 の時に伝道研修の約 1 年を経て、高 3 から

受験勉強。翌春に合格。現在、国立大在学中）

　最近、ホームスクーラーの進学・受験関係の

問い合わせが増えてきています。そうしたご要

望を受け、4 月 1 日（金）夜 7 時～ 8 時 45 分に

チア WEB セミナーを開催させていただくことに

なりました。
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　文系・理系、海外の各分野に進学・卒業し、

主にあって活躍している皆さんが、基調講演者、

証し者を引き受けてくださいました。

ホームスクーリングをしていく中で、どのよう

に受験の準備をされてきたのか、神さまにどの

ようなことを教えられてきたか等、分かち合っ

ていただく予定です。

　セミナータイトルは 「ホームスクーラーの進

学・受験　情熱と感謝とリスペクト大作戦！」。

イエスさまに目を向けながら、親子が共に主に

あって感謝し、互いにリスペクトしながら、進学・

受験に燃えていこう！という思いを込めていま

す。

  ホームスクーリングの目的は、難関・有名大

学合格や大企業への就職等ではありません。一

方、神さまから授かった子どもたちの未知の賜

物を活かすため、祈りつつ様々な引き出しを備

え、日々の努力や挑戦を重ねていく必要も覚え

ます。そうした歩みの中で、キリストの弟子の心、

伝道の心を一層、育んでいければと願っていま

す。

 今回の WEB セミナーが、皆様のニーズにマッチ

するように、参加者の皆さんから事前にご質問

を受け付けます。このチャンスを逃されること

なく、どうぞ万事お繰り合わせの上、ご参加く

ださい。そして有効なセミナーとなるように、

こぞってご質問をお送りください。皆さんへの

祝福を心から祈っています（詳細・申込用紙等

は 15 ～ 17 ページへ）。

 

対談　笠 浩史 元文科副大臣 
多様な教育 / ホームスクーリングをめぐる 
５つの提案 　

 笠ひろふみ元文科副大臣との個人面談が行わ

れ、その面談内容を同封しました。前回の馳浩

元文科大臣に続いての面談です。笠元文科副大

臣は、超党派フリースクール等 議連幹事長代理

として「教育機会確保法」の制定に尽力くださっ

た、中心的な議員のお一人です。超党派の国会

議員 170 人あまりも所属する、教育立国推進協

議会幹事長も兼任されています。5 年前、「教育

機会確保法」の協議が進む中、真っ先に個人面

談に応じ、チア・にっぽんからの提言を関係議

ホームスクーラーママ。３人の子どもたちは高
認を取ってカナダの大学へ。卒業した 2 人は牧
師へ。

A さんは現在、司法研修所（裁判官・検察官・
弁護士への研修生のために最高裁に設置）で研
修中。5 月から赴任予定。
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員に推薦・紹介してくださいました。

　笠議員は一貫して「人づくりなくして、国づ

くりなし」との政治信条を掲げる文教政策関係

のエキスパートとして歩まれ、今回のチア・にっ

ぽんからの新提案にも心を向けてくださり、面

談の時間を与えてくださいました。

　今回の 5 つの提案は、日ごろ、全国のホーム

スクーラーの皆さんが学校・教育委員会とのや

り取りで受けた、法律に準拠しない不当な圧力

等が契機になっています。これまであいまいに

されてきた部分や、新しい法律下でホームスクー

リングを実践する中で生じたニーズに光を当て、

さらにホームスクーリングへの社会的な理解と

確固たる法的地位の確立を目指しています。そ

のために、多様な教育分野を専門とする国会議

員の皆さんとの面談や提案会議を進めています。 

具体的には以下の 5 ポイントについてです。 

詳細は、同封した笠議員との対談特集記事をご

覧ください。

提案 1　 「教育機会確保法」の位置づけ
　チアからの提案として、「『教育機会確保法』

は、『教育基本法』『学校教育法』を補完する法律」

との文言を加えた附帯決議と、文科省からの通

達を提起しました。笠議員からは、賛同と共に、

国会、衆議院文部科学委員会等で質疑に取り上

げ、大臣等の言質を取り、施行に活かす提案を

してくださいました。

提案 2　「児童・生徒が多様な学習を行う要因」 
に 「社会的要因」 を加える
　現状では、多様な学習の背景として「心理的

要因」しか書かれておらず、ネガティブ・消極

的な印象が強く、多様な学習の尊重にはそぐわ

ない。既に文科省の省令には「社会的・その他

の要因」も書き込まれており、今後、修正のポ

イントと思われる。

　笠議員も賛同くださり、フリースクール等議

連での質疑への提案等を検討くださることとな

りました。

提案 3 ＆ 4　自宅学習の 「出席扱い」 「入学・卒業」　
について
　既に文科省の通知に書かれている点を踏まえ、

法律や附帯決議等に「校長の判断による」 との

文言を書き込む。文科省は通知やＨＰ等で「教

育機会確保法」の視点を明確にし、周知をさら

に強める。

　ホームスクーラーの「出席扱い」については、

既に文科省の通知や HP 等に、いくつかの条件と

共に「校長の判断により出席扱いとできる」こ

とが書かれてあります。自宅で学習しているエ

ビデンスが可視化できる場合、高校進学等で「出

席日数」を必要とする生徒が不利益を被らない

ように、扉が開かれています。しかし、その方

法は、あまり浸透していません。「フリースクー

ルの出席扱い」は、比較的行き渡っていますが、

ホームスクーリングなどの「自宅学習」はこれ

からです。そこで附帯決議、文科省通達等での

さらなる周知、改善を提案しています。

　提案の 3 と 4 は、特に必要としないホームス

クーラーの皆さんも多いかとは思います。しか

し、このような具体的な面から、国会議員や文

科省の皆さんに問題提起し、提案を重ねていく

ことで、多様な教育・ホームスクーリング全般

の理解や啓発、また、国会・行政・社会全般に

おけるホームスクーリングの位置づけが強化さ

れていきます。そのことが提案の目的です。

提案 5　教科書・ワークブック等の無償提供
　これについては法律的に保障されていますが、

不当な扱いを受けたケースもあり、その徹底を

提案しました。

　今後も関係議員の皆さんらとの面談を継続す

る予定です。どうぞ、ご質問、ご提案等あれば、

ぜひ遠慮なくお寄せください。

　笠議員と面談日の朝も、ホームスクーリング

を教育委員会から否定された A さん家族から相

談電話がありました。その町の教育委員会は、

県の教育委員会を通じて文科省に電話で問い合

わせ、その回答や文科省 HP の情報をもとに否定
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的な判断をしたとのことでした。幸い、この問

題も解決し、A さん家族は楽しくホームスクー

リングを展開されています。今後のことも考え、

笠議員のサポートも得ながら、この件について

の文科省への提案等も進めています。

　チアへの問い合わせや国会との関係強化は続

いています。引き続き、お祈りいただければ幸

いです。

　　

苦難・忍耐・練られた品性、そして希望
（ローマ　5:3-4）

～ホームスクーリングができることに感謝！～

　「子どもたちの成長が思い通り進まない。ホー

ムスクーリングで良かったのかどうか……」と

いったお電話もいただきます。確かに、一喜一

憂したり、焦ったりする場面もありますね。こ

の苦難、困難は、将来のために鍛えられている

という喜び、希望だと思います。

　聖書に「苦難が忍耐を生み出し、忍耐が練ら

れた品性を生み出し、練られた品性が希望を生

み出すと、私たちは知っているからです。この

希望は失望に終わることがありません」（ローマ

5:3-4）とある通りですね。

　逆境にあっても順境にあっても、「子育て」と

いう崇高なミッションに、しかもホームスクー

リングという方法で多大な時間をかけて関わっ

ていけるだけでも、本当に素晴らしいことだな

と思う機会がありました。きっかけは、韓国ド

ラマの「マザー　無償の愛」という作品です。

韓流ドラマ「マザー　無償の愛」

　この作品は、フランス、スペイン、トルコ、

中国とリメイクが進んでいる、2010 年の TBS ド

ラマ「Mother」をベースに、韓国での実際の事

件等に基づき、再構成されたドラマです。2018

年のソウルドラマアワード最優秀作品賞、主演

女優賞ほか多くを受賞しています。

笠ひろふみ　元文科副大臣との面談　（2022 年 1 月 18 日）
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【あらすじ】

　恋人に心を支配された母親とその恋人による

いじめと虐待で殺されそうになっていた 7 歳の

子どもへナ。彼女は、非常勤教師スジンと出会

います。スジン自身もミッション系の孤児院に

置き去りにされ、育てられた過去があり、その「冷

酷な恋人」に危険を感じます。

　スジンは、母の愛を求めて自分を慕うヘナと

共に逃亡し、へナの命を守ります。しかし、警

察からは誘拐犯として、また母親の恋人と実の

母親らは事件発覚を恐れてへナの殺害を企てま

す。

　スジンの家族はへナとスジンを守りますが、2

人は次第に追い詰められ、スジンは逮捕され、

刑務所に送られ、無償の母の愛で結ばれた 2 人

は引き裂かれていく――。限られた時間の中で

愛と絆を育む 2人の物語です。

　暴力的なシーンがあるため、大人向けです。

実の親の暴挙が強調されているゆえに、親の存

在が軽く描かれ過ぎている側面もあると思いま

す。子どもを虐待死させてしまう事件があるこ

とも事実で、そのあたりがリアルに描かれてい

ます。

　血のつながらない関係とはいえ、スジンが危

機的な状況下で無償の愛を持ってへナを守り、

ぎりぎりの状況下で母親のようにヘナに接して

いく姿に心打たれます。

　今、私たちが子どもたちと一緒の『時間と環境』

を過ごし、成長をサポートできるだけでも、神

さまの深い恵みだと思わされます。子どもの現

状や成果に焦ったり、一喜一憂する必要はなく、

一緒に過ごせるだけでも神さまからの恵みと憐

みのプレゼントであり、貴重なミッションです。

とりわけ、時間と心を注げるホームスクーリン

グは感謝でしかありません。

　私たちの子育ての時間は限られています。イ

エスさまは「光あるうちに」（ヨハネ 12:35-36）

と、緊急性、危機感を訴えます。「光」とはイエ

スさまのことです。イエスさまは「もうしばら

く、光はあなたがたの間にあります。闇があな

たがたを襲うことがないように、あなたがたは

光があるうちに歩きなさい」( 同 35 節 ) と言わ

れました。ホームスクーリングの歩みには、順

境の日も逆境の日もあります。聖書は、ひるむ

ことなく、喜び、反省しながら歩むことを教え

ます。「順境の日には喜び、逆境の日には反省せ

よ。これもあれも神のなさること。それは後の

事を人にわからせないためである」（伝道者 7：

14）。神さま以外の誰の評価も恐れることなく、

「光あるうちに」子育て・ホームスクーリングで

きることを感謝し、喜び、反省し、光を信じて、

歩んでいければと、番組を見ながら思いました。

親の意向・願望で支配することなく
韓流ドラマ「SKY キャッスル  上流階級の妻たち」

　感謝して子育てに深く関わっていく一方で、

親が過剰に干渉して支配することなく、神さま

の知恵を求めながら、子どもの自主性を育んで

いく、そのバランスの大切さも、もう一つの韓

流ドラマを通して考えさせられました。「SKY

キャッスル　上流階級の妻たち」です。

　本作品は最初 1％だった視聴率が最後は 23％
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を記録し（非地上波番組歴代新記録）、社会現象

となった作品と言われ、アジアドラマ作品アワー

ド最優秀賞ほか、たくさんの受賞をしました。

【あらすじ】

　受験戦争の中、死に者狂いで子どもたちを受

験に向かわせる親たち。子どもたちの心はさい

なまれていきますが、親たちは必死で、子ども

たちを追い込みすぎ、支配していることに気づ

きません。親の願望、子どもの将来のためにと

いう一途な思いです。ところが、いつしか行き

過ぎとなり、大切なものを見失い、子どもの心

を支配することとなり、自分自身の欲望の成就

へと交錯してくる時に起こる悲劇……。

　この作品を見ながら、今一度、神さまが子ど

もたち一人ひとりに与えた計画、親への使命と

は何かを考えさせられました。神さまの思いを

超えて、自分の願望のために子どもを操作して

いないか、神さまの心から外れることなく歩ん

でいるか……。自分自身、もっと神さまからの

知恵と導きをいただく必要があるなと思いまし

た。「彼がわたしを呼び求めれば　わたしは彼

に答える。わたしは苦しみのときに彼ととも

にいて　彼を救い　彼に誉れを与える」（詩篇

91:15）。

　もちろん、放任するということではなく、子

どもを主にあって守り、しつけ、育んでいく大

切な使命を果たしながらのバランスが必要です

が……。

　神さまの創造には絶対失敗はなく、素晴らし

きすべての子どもたち。全ての子どもたちをリ

スペクトしつつ、同時に真理に立って積極的に

しつけ・訓練し、養い育てていく必要を覚えます。

そして、子どもたちの心と志望、神さまからの

導きや神さまとの絆を育むことを第一にしてい

く必要を覚えました。

　残念ながら、この作品もサスペンス・暴力的

なシーン等もあり、大人向けの作品です。作品

のすべてを推薦できません。とはいえ、子ども

たちの今と将来を考えていく上で、また、健全

なバランス、リスペクトと距離感を持って考え

ていく上でも、考えさせられる作品でした。ま

すます神さまの知恵と心を求め続け、「わたし

（神）を呼び求めれば　わたしは彼に答える」（詩

篇 91:15）を胸に刻み、信じて歩んでいければ

と思いました。

苦難が未来のステージへの
準備・鍛錬となって

　最近、うれしいことに次男ジョセフの野球チー

ムの保護者の方が、福音に関心を示してくださ

り、聖書や『したきりすずめのクリスマス』、三

浦綾子さんの書籍を喜んで読まれています。「ク

リスチャンの人生観」「苦しみとは何か」につい

ても話しました。「苦しみ・患難さえも喜べるの

です」ということで、ローマ書 5 章から分かち

合いました。

　「それだけではなく、苦難さえも喜んでいま

す。それは、苦難が忍耐を生み出し、忍耐が

練られた品性を生み出し、練られた品性が希

望を生み出すと、私たちは知っているからで

す。この希望は失望に終わることがありませ

ん。なぜなら、私たちに与えられた聖霊によっ

て、神の愛が私たちの心に注がれているから

です」（ローマ 5：3－ 5）

　ホームスクーリングをしていく中で、痛く

苦しい苦難ももちろん訪れるかと思います。

鍛え、成長させるために、私たちが罪人であ

り、キリストの血潮によって赦された恵みを



14 CHEA NEWSLETTER 182 号 

感謝し、火によって精錬され、強くなるた

めに――。これからのさらに大きく新しい

ステージで、主にあって活躍し、神さまの

福音を伝えていけるように苦難も許されま

す。

　ヨセフもダニエルもヨブもパウロも、い

つ終わるかわからない苦難の中で鍛えられ

ていきました。まったく罪のなかったイエ

ス・キリストですら、苦しみによって成長

されたというから驚きです。「キリストは

御子であられるのに、お受けになった多く

の苦しみによって従順を学び、完全な者と

され、彼に従うすべての人々に対して、と

こしえの救いを与える者となり」（へブル

5:8-9）。

　だから、苦難が続いてもものともせずに

喜び、忍耐・練られた品性・希望が育まれ

ていることを認識し、失望に終わることの

ない、この希望を胸に、聖霊と神の愛によっ

て、一歩一歩、歩んでいければと示されま

す。

素晴らしき子どもたちと共に

　ティーンのホームスクーラーのグループに向

けて Zoom で話す機会がありました。「ホームス

クーリングは 3 つの強い目的があるがゆえに、

その目的を明確に、折れずに、聖霊の力で進ん

でいけるよ。①魂の救い、②キリストの弟子の

こころを育む、そして③伝道・世界宣教のために」

と。

　不十分で、失敗も多く、ただ神の恵みと憐

みでの歩みですが、誠に「毎日が宴会」（箴

言 15:15）です。「人の心には多くの計画があ

る。しかし主のはかりごとだけがなる」（箴言

19:21）との思いを胸に、主に知恵と導きを呼び

求めながらの毎日でもあります。「人を恐れると

わなにかかる。しかし主に信頼する者は守られ

る」（箴言 29:25）とある通り、恐れることなく、

勇気をもって、「権力によらず、能力によらず、

わたしの霊によって」（ゼカリヤ 4:6）歩んでい

ければと祈っています。

　WEB セミナーの準備で、ホームスクーラー OB

や親御さんたちと話し、とても励まされていま

す。今日は、お母さんとなったチャーチスクー

ル OG が、チア・マガジンを求めて連絡ください

ました。開拓教会に赤ちゃんが多く集まり、皆

さんに読んでもらいたいとのことで、バックナ

ンバーを揃えてくださるそうです。15 年ほど前

の時代のコンベンションや白馬の思い出話も、

本当にうれしかったです。

　まだまだ不十分なミニストリーですが、神さ

まからの使命が続く限り、力を尽くしていけれ

ばと思っています。皆さんの歩みの上に微力で

も貢献できればと祈ってます。引き続き、お祈

りとご指導のほどよろしくお願いします。

皆さんへのますますの祝福を祈っています。

主にありて

稲葉　寛夫
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ホームスクーラーの進学 ・ 受験 WEB セミナー開催決定！

　最近、 ホームスクーラーの進学 ・ 受験関係の問い合わせが増えてきています。 そうしたご要望を受

け、 4 月 1 日 （金） 夜 7 時～ 8 時 45 分にチア WEB セミナーを開催させていただくことになり、 準備

を進めています。

　文系 ・ 理系、 海外の各分野に進学 ・ 卒業し、 主にあって活躍している全国の数家族の皆さんに、

基調講演者、 証し者になっていただきます。 セミナーでは、 ホームスクーリング中、 どのように受験

の準備をされてきたのか、 神さまにどのようなことを教えられてきたかなどを分かち合っていただく予

定です。

　セミナータイトルは 「ホームスクーラーの進学 ・ 受験　情熱と感謝とリスペクト大作戦！」。 イエスさ

まに目を向けながら、 親と子どもが共に主にあって感謝し、 互いにリスペクトしながら、 進学 ・ 受験

に燃えていこう！という思いを込めています。

　ホームスクーリングの目的は、 難関 ・ 有名大学合格や大企業への就職等ではありません。 一方、

神さまから授かった子どもたちの賜物を活かすため、 祈りつつ様々な引き出しを備え、 日々の努力や

挑戦を重ねていく必要も覚えます。 そうした歩みの中で、 キリストの弟子の心、 伝道の心を一層、 育

んでいければと願っています。

　今回の WEB セミナーが、 皆様のニーズにマッチするように、 参加者の皆さんから事前にご質問を

受け付けます。 このチャンスを逃されることなく、 どうぞ万事お繰り合わせの上、 ご参加ください。 そ

して有効なセミナーとなるように、 こぞってご質問をお送りください。

　今回のセミナーを通して、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。 皆さんへの祝福を心から祈ります。

　 

日時

講師

４月 1日（金）　
 19 時 00 分～ 20 時 45 分（途中休憩あり）　　

現役ホームスクーラー＆ OB
（基調講演者 5 名　証し者 1 名）

参加費　

1 人 ・ １家族
800 円

※事前申込が

必要です

チア WEB セミナーチア WEB セミナー　　

ホームスクーラーの進学 ・ 受験　ホームスクーラーの進学 ・ 受験　

情熱と感謝とリスペクトの大作戦！情熱と感謝とリスペクトの大作戦！
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チア WEB セミナーチア WEB セミナー　　

■ A さんファミリー （Ａさん本人＆ご両親） 

　ホームスクーラーの A さんは国立大学法学部を卒業し、 司法試験

に合格 （裁判官・検察官・弁護士への国家試験。 ホームスクーラー

/ チアメンバーでは 2 人目の合格）。 現在、 司法修養所で 3 月末の

卒業試験に向けて勉強中です。

　A さん家族は、 まず第一に伝道ということで、 中学までは伝道に

力を注ぎ、 高 3 から大学受験に力を注ぎました。 高 3 初期に裁判

所を見学に行き、 司法の世界から痛んだ心に寄り添い、 正義に立って神さまの栄光を現したいとの

志が与えられます。 受験勉強は、 それがきっかけでした。 大学入学後に司法試験の準備をスタート。

在学中に予備試験に合格し、 その翌年に合格しました （※法曹関係に従事するため、 今回、 匿名でのご

紹介になります）。 当日は、 ご両親も、 ホームスクーラーの親の視点からお話くださいます。

■ギンター千為子さん

　ホームスクーラー ・ ママとして 3 人の子どもたちを育てる。 3 人と

もカナダの大学の教養学部に進学、 長男 ・ 次男は牧師へ。 3 人と

も日本の高認資格を取り、 カナダの大学を受験。 長男は公立大含

め 2 つの大学に合格。 次男は卒業後、 カナダ政府の奨学金により

工業大学で電気技師国家資格を取得。 千為子さんは、 夫マイケル

さんと共に、 1996 年にホームスクーリングをスタート。 高校の国語

教員資格と経験も活かし、 現在は、 ホームスクーラーのオンライン

サポートスクール 「パートナー」 を主宰。 全国のホームスクーラーをサポートしている。

■ B さん （本人）　

　5 歳からホームスクーリング。 高校は通信制高校で月 2 日のスクーリング。 週 4 日の剣道部は高 3

の 10 月まで参加。 高 1 夏から医師を希望し、「和田式逆転の受験勉強法」等を参考に受験勉強スター

ト。 1 浪して、 国立大の医学部に合格。 昨春から大学病院の研修医として勤務。 「信仰」 「家族の仲

の良さ」 「受験より大事なことがある！」 を継承してくれた両親に感謝しつつ、 勉強には、 「四則計算

の大事さ ・ 積み重ね」 「自分から勉強する！」 といった点の大切さを思う （※医師として勤務中のため、

匿名で紹介です）。

■ C さん （本人）

　高 2 の時、 韓国と南アジアで約 1 年間伝道チームのもとで海外生活を体験する。 高卒後は、 伝道

者の道に進むことを考えていたが、 伝道者のアドバイスなどから、 大学受験を考える。 帰国後、 本

格的な受験勉強を始め、 得意の英語が 2 次試験科目であった国立大学教養学部に現役で合格。 入

学後、 学科選択に悩むが、 中国・韓国の現代の課題が学べる学科を選び、 勉強中。 家族は母・姉・

弟の 4 人家族。 小 2 より姉弟と共にホームスクーリング。

基調講演者基調講演者

証し者証し者
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参加申込書 （Application form）

ホームスクーラーの進学 ・ 受験　ホームスクーラーの進学 ・ 受験　

情熱と感謝とリスペクトの大作戦！情熱と感謝とリスペクトの大作戦！

代表者　お名前　　Name （ふりがな） 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 人 ・ 1 家族 800 円 （家族の場合、 何名でも OK)

■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

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→　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　
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学校・教育委員会との面談（ホームスクーリング開始・継続の連絡等）シーズンとなりました。

この度、面接にあたっての簡単な台本と、「ホームスクーリングがよく分かる」パッケージ

商品の活用法などをまとめてみました。お問い合わせくださった全国の皆さんに、このあ

たりをベースに具体的にプレゼンしていただくことをお勧めしています。面談の流れがと

てもスムーズに進みます。

1. 衆参全国会議員に贈呈した、「 教育機会確保法」 理解 ・ 啓発のための1. 衆参全国会議員に贈呈した、「 教育機会確保法」 理解 ・ 啓発のための

　　封筒の提示　　封筒の提示

　「官房長官、 文科大臣、 文科副大臣を経験された国会議員のご推薦と共に、 ７００名の全　「官房長官、 文科大臣、 文科副大臣を経験された国会議員のご推薦と共に、 ７００名の全

議員の皆さんに贈呈した時のメッセージ入り、 封筒です」 と言って手渡す。議員の皆さんに贈呈した時のメッセージ入り、 封筒です」 と言って手渡す。

（※ねらい（※ねらい ： ホームスクーリングは、 国会 ・ 文科省と連携し、 元文科大臣、 副大臣の皆さん： ホームスクーリングは、 国会 ・ 文科省と連携し、 元文科大臣、 副大臣の皆さん

らの推薦の元、 遵法精神で全国的に進められていること、 子どもたちの最善の教育環境整らの推薦の元、 遵法精神で全国的に進められていること、 子どもたちの最善の教育環境整

備を目指した、 最先端の教育ムーブメントである点をクリアに提示）備を目指した、 最先端の教育ムーブメントである点をクリアに提示）

2. チアイベント（ コンベンションなど） のパンフレットを提示2. チアイベント（ コンベンションなど） のパンフレットを提示

　「６月に約８００名が東京 ・ 大阪に集まって行われるコンベンション、 ８月には約２００名が　「６月に約８００名が東京 ・ 大阪に集まって行われるコンベンション、 ８月には約２００名が

仙台に集まるサマーキャンプ、 １１月には長野県白馬のリゾートホテルで約３００名が集まっ仙台に集まるサマーキャンプ、 １１月には長野県白馬のリゾートホテルで約３００名が集まっ

ての白馬セミナーなど、 全国 ・ 海外とのネットワーキングを進めています （この２年はコロての白馬セミナーなど、 全国 ・ 海外とのネットワーキングを進めています （この２年はコロ

ナでできなかったが２０年あまり継続してきた）。 我が家もチア・にっぽんのメンバーとして、ナでできなかったが２０年あまり継続してきた）。 我が家もチア・にっぽんのメンバーとして、

全国の皆さんとネットワーキングしながら進めていきたいと思っています」 と言いながら、全国の皆さんとネットワーキングしながら進めていきたいと思っています」 と言いながら、

パンフレットを提示。パンフレットを提示。

（※ねらい ： 各家庭が孤立しているのではなく、 日本全国、 また、 欧米の講師陣や弁護士（※ねらい ： 各家庭が孤立しているのではなく、 日本全国、 また、 欧米の講師陣や弁護士

団体とネットワーキングを進めながら教育を行っているという、 しっかりした印象の情報提団体とネットワーキングを進めながら教育を行っているという、 しっかりした印象の情報提

供ができる。 厳選された写真を通して、 ホームスクーラーたちの生き生きとした生活感や感供ができる。 厳選された写真を通して、 ホームスクーラーたちの生き生きとした生活感や感

動の心、 真実性がリアルに伝わる。）動の心、 真実性がリアルに伝わる。）

学校・教育委員会、祖父母の皆さん向けの
「プレゼン用台本」を作成！



 CHEA NEWSLETTER 182 号 19

3.  チア ・ マガジン記事をいくつか紹介3.  チア ・ マガジン記事をいくつか紹介

　「日本のホームスクーリングの法的位置づけ、 全国の状況」 についてのイメージを持って　「日本のホームスクーリングの法的位置づけ、 全国の状況」 についてのイメージを持って

いただく。 以下のマガジン箇所にポストイットを貼り、 「詳細は後ほど読んでください」 と言いただく。 以下のマガジン箇所にポストイットを貼り、 「詳細は後ほど読んでください」 と言

いつつ、 実際にポストイットを付けたページを開き、 主に写真等を見てもらいながらコンパいつつ、 実際にポストイットを付けたページを開き、 主に写真等を見てもらいながらコンパ

クトにポイントを紹介。クトにポイントを紹介。

　　

　今年も数名、 医師が誕生し、 医学部にも

数名進んでいます。 今年は初めて裁判官が

誕生しました。 これまで弁護士も２名誕生し

ています。 ほかに、 ボランティア活動、 幼

稚園の先生、 ビジネス ・ 芸術関係ほか、 ま

さに多様な職業に進み、 それぞれに与えら

れた使命に生き、 社会貢献のできる子ども

たちの育成を目指しています。

　

　　

　2016 年 12 月に 「教育機会確保法」 が

誕生し、「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） 「多様で適切

な学習活動の重要性に鑑み」 （13 条） など

の文言も明記され、 ホームスクーリングを

含めた多様な教育が法文化されました。 そ

の審議中、 チア ・ にっぽんも、 約１０名の文

科大臣、 文科副大臣経験者を含む３０名あ

まりの関係議員、 文科省の皆さんと個人面

談を重ねて、 チア ・ にっぽんからの提案を

してきました。 実際に、 チア ・ にっぽんが反

対し、 削除を求めた２項目は削除となりまし

た。 こうして、 「教育機会確保法」 も施行さ

れることとなりました （後ほど、 詳細を読ん

でいただく）。

　　

　　

　私たちは、 プロテスタント系のクリスチャン

で、 特に産児制限を禁止したりしていませ

ん。 それで、 日本の教会は少子化問題にど

こも悩んでいます。 しかし、ホームスクーラー

は、 親が子育ての喜びに目覚めて、 たくさ

ん子どもたちが与えられている家庭が多い

です。 記事でも、 ４家族が第５子、 1 家族が

第８子など、 たくさんの赤ちゃんが与えられ

ている様子が写真でご覧いただけます。

　　

　ホームスクーリングは、 特に難関大学を目

指す活動ではありません。 しかし、 高卒認

定資格を取れば、 難関国公私立大でも専門

学校でも海外の大学でも、 試験対策をし、

合格さえすれば、 どこでも行けます。 また、

どこでも就職が可能な時代。 ホームスクー

ラーの主な進路先の実績を記した表です。

①マガジン 43 号

■ P3　教師や医師を目指す子ども

■ P10 「教育機会確保法」 をめぐる

　　ドキュメンタリー記事

■ P29　「少子化問題とは別世界」

　　第５子、 第８子の子どもたち

■ P34　進学先　
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　東日本大震災の時に、 ティーンのホームス

クーラーたちは２年余りにわたって、 宮城、

岩手など 8 つの被災地のボランティアに通

い続けることができました。このように、困っ

た人々に尽くす心を育む、 そうした行動を

大切にしています。

　

　　

　リンカーン、 ワシントン大統領、 シュバイ

ツァー、 CS ルイスら歴史的な人物や、 最

近のアメリカの著名なスポーツ選手たち等、

多数がホームスクーリングで育っています。

　

　

　　

　後ほど読んでいただく。

　

　

　後ほど読んでいただく。

②マガジン 44 号

（P7 に掲載されている、 実際に個人面談を

重ねた議員 ・ 党名の表を見せながら） 自民

党から共産党まで党派を超えた各議員の皆

さんと面談を重ねています。

（ねらい：名前や政党名、文科省スタッフ
名の一覧表を提示することで、政府・国会
との連帯関係やホームスクーラーの遵法・
政策提案姿勢を再度、別角度から紹介）

　

　

　チア ・ にっぽんの顧問弁護士の南木 （みな

き） 弁護士からの手紙です。

　「教育機会確保法」 は２０１６年末に可決さ

れましたが、 法律の内容は、 南木弁護士の

手紙に書いてある方向で可決し、 施行され

ました。

（ねらい：法案に対するチア・にっぽんか
らの提案は、日本の弁護士とも相談しつつ、
先行する欧米のホームスクーリング団体、
弁護士団体らと連携し、理にかなった提案
と歩みをしてきました。今回、法案が私た
ちが願ってきた方向で可決されたことで、
ホームスクーリングやチア・にっぽんの提
案が、理にかなっていることを示すことが
できます）

　

■ P43 ～ 45 の東日本大震災の写真

■ P49 世界で活躍する

　　ホームスクーラー

■ P48　笠浩史元文科副大臣

　（超党派フリースクール議連幹事長

　代理） との対談

■ P53　馳浩元文科大臣

　（同議連幹事長） との対談

■ P58   河村建夫元官房長官

　（同議連会長） との対談

■ P6 ～　教育機会確保法　

　　ドキュメンタリー記事

■ P18　南木武輝弁護士からの手紙

■ P20　進学 ・ 進路先

　（43 号のアップデートバージョン）
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　P14 中段。 議連総会において、 チア・にっ

ぽんから 「教育機会確保法への文科省から

の指針」 について質問し、 それに対する文

科省初等中等教育局の坪田児童生徒課長の

答弁が書かれています。

　「（本法律の指針として） 具体化する柱は

多様性です。 家庭も含めて、様々なバリエー

ションをそろえているところが、 全体で多

様性だと解釈していただければと思います。

『教育機会確保法』 は、 そういう多様性をま

さに担保する法律でありますし、 それをさら

に具体化させていただいて、 現場がそれを

見て、 きっちりと動けるようにした指針を作

らせていただいたということです」 とのこと

です。

　「多様な教育」 「ホームスクーリング」 を展

開していく上で良き答弁をいただいたと思

います （特に、 教育委員会の皆さんには、

コピーして読んでいただきたい箇所でもあ

ります）。

　

　

　２人の元文科大臣、 ３人の元文科副大臣か

らの推薦の言葉。

③マガジン 45 号

　

　　

　

　　　

　（なぜホームスクーラーは、 真の社会性が　

　　育まれるのか、 など）

■ P24　浮島とも子 元文科副大臣

　　との面談

■ P28　下村博文 元文科大臣

　　との面談

■ P42   各議員 ・ 関係者の皆さんに

　　よく聞かれた質問

■ P ８～　特集記事

　「多様な教育機会確保法」 が成立

■ P16　各議員からチア ・ にっぽん

　への推薦の言葉

■ P58　石破茂元地方創生大臣

　　との面談

■ P85　最新のホームスクーリング

　　調査結果 （アメリカにて）
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④マガジン 46 号

　　

　チア ・ にっぽん代表が議連総会にて報告 ・

提案しました。

（ねらい：報告の様子を写真で示すこと
で、国会・文科省におけるチア・にっぽ
んやホームスクーリングの立ち位置が理
解され、ホームスクーラーの発言の説得
力が増す）

チア・ニュースレター＆別冊

■ P36　特集記事

（ねらい :　施行後、５年を経た同法は今、
さらにホームスクーリング環境の整備のた
めに、改正法案を練っています。そのため
に、今現在、さらに前進を目指して進んで
いる様子を別冊記事で紹介）

【参照】

https://www.cheajapan.com/blog/

information/5774

　　　

　　

　

　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」 と言われたケースほか４例について

の法的な解説。 課題はすべて解決に至り、

現在、ホームスクーリングが行われています。

そのテーマの詳細ケーススタディ。

【参照】

www.cheajapan.com/#sec-w-n07

■ニュースレター 181 号付録

　「馳浩元文科大臣との面談」

　改正法案をめぐって

■ニュースレター 181 号

　教育委員会からの質問への

　ケーススタディ

「ホームスクーリングがよく分かる」 パッケージ （\2,400 ＋税）

【内容】

■チア ・ マガジン 43 ～ 46 号 （4 冊）

■衆参全国会議員へのプレゼン封筒

■チア ・ イベント　パンフレット

■元文科大臣、 文科副大臣との対談

■全国会議員への手紙

■議員 ・ 教育委員会によく聞かれる質問　

への回答資料　

■元官房長官、 文科大臣、 文科副大臣ら

　5 名の推薦文　ほか

【ご注文】

ホームページ　www.cheajapan.com/item/3514 （Shop →　スターターキットへ）

E メール　office@cheajapan.com　　　　　　　FAX　03-6862-8648 
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映画 「われ弱ければ　矢嶋楫子伝」　
上映会スタート！

キャロリン ・ 愛子 ・ ホーランドさんも宣教師役で出演！
　　　　　　　（チア通訳者＆メンバー）

　三浦綾子さん原作の映画 「われ弱ければ　矢

嶋楫子伝」 （主演 ： 常盤貴子　監督 ： 山田火砂

子） の上映会が今春から秋にかけて、 全国各

地で開催されます。

　原作では、 時は明治時代、 矢嶋楫子は自ら離

縁を切り出した後、 教師を志して熊本から上京し

ます。 しかし、 婚姻外での出産の中で自らの弱

さに打ち砕かれ、 キリストの福音と出会います。

その後、 楫子は女子学院の初代院長 ・ 日本キ

リスト教婦人矯風会初代会頭を務め、 新しい女

性、 クリスチャンの生き方を歩みました。 自らの

弱さを見つめつつ、 キリストの希望に歩む楫子

の人生を、 三浦綾子さんは裁くことなく、 深くまっ

すぐに描く、 魂に深い感動を与える作品です。

　こうした感動の三浦綾子作品の真髄が、 どの

ように映画化されているのか、 とても興味深いと

ころです。 監督は山田火砂子さん。 三浦綾子原

作の 「母 小林多喜二の母の物語」 や、 今回主

演の常盤貴子さんが主演を務めた 「筆子 ・ その

愛－天使のピアノ－」 ほか、 多くのクリスチャン

の歩みを映画化されてきました。

　人生に苦しむ矢嶋楫子を、 キリスト信仰の希

望と新たな使命に導く宣教師ミセスツルー。 その

重要な役割を、 チア ・ にっぽんのメンバー ・ サ

ポーターであり、 通訳者としても応援くださってい

るキャロリン愛子ホーランドさんが演じておられ、

そのこともとても楽しみです。 キャロリン愛子さん

がコメントを寄せてくださいました。 「友人と試写

を観て、 感動しました。 すべての皆さん、 すべ

ての女性たちに観てほしいと思うくらいです。 友

人にもタイムリーだったようで 『落ち込んでる場

合じゃないね』 と励まされていました」。

　この作品が全国の皆さんへの大きな祝福と

なって主に用いられることを祈っています。

原作　三浦綾子原作　三浦綾子

上映スケジュール、 チケット等の問い合わせは、

現代プロダクション （TEL03-5332-3991　　https://www.gendaipro.jp/kajiko_lp/） まで。
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　チア企画として、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開始し、大変ご好評いただいています。前回、
初登場した新作パーカー、こちらも大好評です。

　コロナ禍で会えない日々は続いていますが、チアの 3 つの目的を胸に、全国のホームスクー
ラーと共にこの難局を乗り切りましょう。この困難を通過した後、これまで以上の喜びの再会
が待っていることを期待しています。

チア・メンバー新規お申込＆更新特典キャンペーン！

チア T シャツ・パーカー
贈呈＆ディスカウント　
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　パーカー届きました！　とてもうれしくみ

んなで喜んでいます。「薄手」とありました

が素材はしっかりしていて、この春重宝しそ

うです。

　目立つ時があればパーカーを着用して伝道

したいと思います。今日はさっそく除雪の時

にパーカーを着用しました。白い雪に赤い

パーカー、地域の人の目に留まったと思いま

す。

　今月も天国を目指しながら信仰のマラソン

を走り続けたいと思います。一緒に頑張りま

しょう！　　　　　　　　　　　　

（Bさん）

　昨日パーカーを受け取りました！　子ども

たちも私たちも共々、とても喜んで使わせて

いただいています (^^)。サイズや色も大変満

足しております！

　たくさんのご配慮と御心をいただきまし

て、本当にありがとうございました ‼

　これからもチアにっぽんのお働き、同じ

ホームスクーラーのご家族の学びが豊かに祝

福されますように！　　　　　　　（Dさん）

　この度は、ありがとうございました。フー

ド付きのパーカーが欲しいと言っていた息子

たちへ、素敵なプレゼントとなりました。メッ

セージ性とインパクト抜群のレアなデザイン

に大喜びです。これからの季節に活躍してく

れそうです。

　少し大きいかなと思っていたのですが、着

てみるとピッタリで、子どもたちが健康に成

長している証に感謝です。　　　　（Cさん）

　材質もしっかりとした、とても良い品です。

本当にありがとうございました。早速、息子

が着用した画像を送ります。愛用させていた

だきます。　　　　　　　　　　　（Aさん）
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●チア・にっぽん、応援しています。祈ってい
ます。　　　　　　　　　（鹿児島　A さん )

●ご無沙汰しております。カナダ留学でお世話
になった娘は、大学を卒業後、昨年、結婚い
たしました。皆様の尊いお働きに感謝いたし
ます。陰ながら、お祈りしています。

（長野　B さん )

●ハレルヤ !!　ニュースレター拝見しました！
チアの尊いお働きと全国のホームスクールの
皆さんの確かな成長を知ることができて感動
しました。本当にありがとうございました！　
我が家も引越しをして 1 年半が経ち、確かな
根をおろしつつあります。チアの皆様へ主の
豊かな祝福がありますように。

（東京　C さん）

●我が家の 5 人の子どもたちは、主に守られ
歩ませていただいています。5 人のホームス
クールはチア・にっぽんの助けがあったゆえ
にできたと思っています。何よりも母親の私
は、チアの存在があったからこそやり続ける
ことができました。

　　年に一度のコンベンションや白馬セミナー
にどれほど助けられたかわかりません。今
思っても懐かしい思いでいっぱいになりま
す。稲葉さんはじめチアのスタッフの方々や
ホームスクールのお母さんたちに励まされ、
ホームスクールを続けることができました。

　　そしてチアの教科書にも助けられました。
我が家は聖書シリーズの教科書は全部学びま
したが、『聖書 7』はとても良かったね、と
最後に学んだ末っ子の娘と話しています。

　　コロナ禍のため、コンベンションや白馬
セミナーが開催できず残念です。そのような
中でもチア・にっぽんの尊いお働きを続けて
くださっていることに感謝しています。主が
最善を成してくださいますことを信じていま
す。続けて皆様のためにお祈りしています。

（大阪　D さん）
 
●昨年の 1 番のニュースはイースターに娘が

洗礼を受けたことです。皆様の働きと健康が
守られますように。　　　（神奈川　E さん）

●長男が小 1 になり、本格的にホームスクー
リングが始まってもうすぐ 1 年になります。
私たちなりに楽しみながら、それぞれのペー
スで進んでこれたのでは…と感じています。

　　長男は特に算数と漢字に楽しさを見つけた
ようで、その姿を見た次男も文字に興味を
持ったりしています。大変さの中にも祝福と
感じられる面がたくさんあるなぁと日々感謝
です。　　　　　　　　　　（兵庫　F さん）

●「私にとって、自分の子どもたちが真理のう
ちに歩んでいることを聞くこと以上の大きな
喜びはありません」（ヨハネの手紙Ⅲ  1:4）

　　この聖句を夫と共にかみしめています。先
日の聖日に丸森から伝道者の皆さん 10 名が
来られて、一緒に礼拝の時を持たせていただ
きました。

　　皆さんは今、中国地方を伝道くださってい
ます。コンベンションやサマー・キャンプで
お世話になった子どもや孫たちが中心になっ
て、とても良き交わりの時を持たせていただ
きました。信じられません！伝道者の皆さん
方をチア・メンバーの孫たちが喜々としてお
迎えできるように成長できたのもイエスさま
の力、そしてチアの皆さんのお陰です。

　　今、孫の一人はホームスクーラーのお父さ
んにアドバイスいただきながら、高認を目指
して勉強しています。嬉し過ぎてしょうがあ

♪ Voice ＆ Mail ♪
　　ボイス＆メール 



 CHEA NEWSLETTER 182 号 27

りません。これからもどうぞよろしくお願
いします。 　　　　　　　　（岡山　G さん）

●先ほどは折り返しのお電話ありがとうござい
ました。お話しでき、最新の情報を頂くこと
ができ感謝します。チア・マガジンのバック
ナンバーの購入をさせていただきます。

　　私の夫は教会でスタッフとして仕えていた
者で、青年時代チア・にっぽんにも本当にお
世話になりました。

　　私自身はお伝えした通り、チャーチスクー
ル時代、コンベンションや白馬ほか、本当に
お世話になりました。

　　稲葉さんとお電話でお話を終えたあと、私
たち夫婦の原点はチャーチスクールであり、
その繋がりがあったからこそ出会い、結婚に
導かれたことを思い出しました。

　　私たち家族にも 2 人の娘たち、そして６
月に第三子を迎えようとしています。この子
どもたちが神の子どもとして日本で、世界で
福音をたずさえ、大胆に神の民として生きる
ことができるように、真剣に祈り求め、考え
ていきたいと、今日、改めて思わされました。
お話しできたことに心から感謝します。今後
ともよろしくお願い致します。

（東京　H さん）

●本当に沢山のお祈り、お支え、お力添えをい
ただいて、私たちの件で沢山の貴重なお時間、
お力も割いてくださり、心から感謝でいっぱ
いです！

　　お陰様で教育委員会、校長先生との面談、
とても穏やかな面談になりました。これで問
題なくホームスクーリングを始めることがで
きます！！

　　沢山の方に支えられて、励まされて、主の
守りの中ホームスクーリングを始められる事
は心から幸せです！　本当に感謝でいっぱい
です。いつもお励まし、たくさんのご協力、
お祈りくださりありがとうございます！

　　チアのお働きがますます豊かに祝福され
ますようにお祈りしています！！　これから
もよろしくお願いします。　（青森　I さん）

●ホームスクーラーの J さんが「こひつじ新聞
第４号」を完成させ、下記のお手紙と共に送っ
てくださいました。

　　チア・にっぽん『したきりすずめのクリス
マス』も記事にして掲載してくださいました。
ほかにも心のこもった記事が満載です。

　（記事はチア・ブログページ［1 月 7 日］で
ご覧いただけます） 

☆ホームスクーラー Jさん（14歳）より
　　お元気ですか。こひつじ新聞を送らせてい

ただきます。
　　『したきりすずめのクリスマス』 紹介記事

の件、ご協力ありがとうございました。どう
ぞご覧ください。

　　妹が書いたマンガもあるので一緒にお読み
ください。

　　前に読んでいただいた小説の書籍化も進ん
でいます。新しい小説も書いていますので、
また読んでいただけるとうれしいです。

 ☆ Jさんの母（ホームスクーラーママ）の
　　Kさんより（岐阜）
　　今回、『したきりすずめのクリスマス』の

掲載をご許可いただきありがとうございまし
た。

　　今、一生懸命地域の方々へ配布をしている
最中です！　子どもたちも一緒に配るのです
が、先日も配布後子どもたちが「配るのが
とても楽しい！　イエスさまも喜んでいる
ね！」と、共に福音の種まきを喜んでくれて
いる様子で感謝でした。

　　今年も一人でも多くの方が、イエスさまの
愛の中で、豊かで幸いな１年を過ごされます
ように！　チアの皆さんご家族も素晴らしい
年となりますように！
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● チア WEB セミナー

　「ホームスクーラーの進学・受験
　～情熱と感謝とリスペクトの大作戦！～」

　4 月 1 日 （金） 19 ： 00 分～ 20 ： 45

　 講師：現役 ･OB ホームスクーラー＆家族

●「うまくなる！　マット運動＆跳び箱セミナー」

　　6月 24 日（金）13：00 ～ 16：00（予定）

　◇国立オリンピック記念青少年センター大体育室

　  講師：体操教室の先生

　（詳細が確定次第、チア HP で発表します）　

● 10 月上旬（予定）　奥多摩ピクニック　

● 11 月中旬（予定）　　

　青木誠一コーチの誰でも早く走れるセミナー２　

チア・にっぽん カレンダー

チア・にっぽんのホームページでは、ニュー
スや有益な情報などを随時 Blog で更新し
ています。ぜひ時々、チェックしてみてく
ださいね (^^)/

⇒ https://www.cheajapan.com

チア ・ にっぽん　WEB　

★ブログ　随時更新中★

チア Facebook も︕チアホームページ

　【2021 年 7 ～ 12 月会計】

　　　　-収入 -

　　　　献金　　　　　　        6,859,266

　　　　書籍 ･ ﾏｶﾞｼﾞﾝ ･ 教科書　    510,358

  　　　DVD/ ビデオ /CD             41,987

　　　会費　                    368,000

　　　　広告　　　　            　196,000

 　　　 その他                  1,079,457

                         　　　 9,054,978

  

    　　-支出 -

　      事務局経費　　          6,896,016

　      通信運搬費　　            338,694

        交通費　　　　　　　　　   27,286

　      印刷費　　　　　　　　　  394,371

                                7,656,367

                        

        残高　　                1,398,611

　      前月繰越　  　     　 　4,895,501

        翌月繰越　  　          6,294,112

※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。


