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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」　

★★　　参加者の声　★参加者の声　★

　このような素敵な機会を与えてくださり、
とても励まされ、感謝でいっぱいです。
　皆さん、勉強や学歴より、まずどこにおい
ても主を求め、主を認めること、祈ることを、
徹底された結果、豊かな実を結ばれているの
だな…と学ばされ、とても励まされました。
また、寄り添うこと、励ますことの大切さも
教えられました。是非、またホームスクーラー

さんたちのお話を聞きたいなと思いました。
孤独になりがちなホームスクールですが、オ
ンラインでも今回のようなセミナー企画して
くださると、励まされ感謝です。
　稲葉さんの隣にいたジョセフ君、大きくな
られて男らしくカッコいい男の子になられて、
最初誰だか分からず、びっくりしました！

（B さん）

　素晴らしい Web セミナーを開催してくだ
さり、講演者及びお証しされる方の貴重なご
経験など、たくさん素晴らしい学びをさせて
いただきました。神様を第一にされているホー
ムスクーラーが、子どもさんと共に神様の御
業と御恵みを経験されているのを知り、とて
も励まされております。誠にありがとうござ
いました。

　当初の思いを遥かに超え、とても役に立っ
たセミナーでした。分かち合って下さった
方々、及びチア・にっぽんのご尽力にも大い
に感謝しております。大変お疲れ様でした。
このようなセミナーや交わりをまた開催して
いただきたいと期待しております。次回も楽
しみにしております。

（A さん）

　先日は素晴らしいセミナーをありがとうご
ざいました。小さい頃よく遊んだ A さん、B
さん、C さんの成長ぶりに感動しました。子
どもは大きくなる ‼︎ というのは当然のことで
すが、ホームスクールを通して皆さんと交流
していたので、その成長ぶりをずっと見るこ
とが出来ました。種が芽を出して花を咲かせ

るところまでずっと見ていると、感動もひと
しおですね。素晴らしいお証を聞いて本当に
励まされました。
　いつも良い企画をありがとうございます。
本当にお世話になりました。また次回を楽し
みにしています。

（C さん）

　一番考えさせられ、教えられたのは、「神様に祈り求めること」でした！　　　　　（D さん）
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　先日は素晴らしいセミナーを開催してくだ
さり、本当にありがとうございました。家族
全員で参加させていただきました。
　何より感謝だったのは、子どもたちがそれ
ぞれ自分なりにセミナーで聞いたお話を理解
し、自分に適用して考えようとしていること
です。このテーマのセミナーを毎年恒例にし
ていただけたらいいな〜と思いました。でき
たら、春のこの時期と、夏に一度ずつ…なんて、
欲張りなことを思ったりしました。

　質問についても、皆さんから回答をいただ
き、本当にありがたかったです。ご家庭ごと
に状況も違いますし、与えられている環境や
条件も違いますから、それぞれが信仰によっ
て最善と判断していくことなのだと思います。
そもそもホームスクーリングをどのように進
めていくか、というテーマとも共通した点だ
と思います。参考になり、とても良かったです。

（E さん）

　各講師の個性が様々で、色々な道、可能性
がホームスクーリングには広がっているなと
感じました。受験や進路選択を乗り越えた方
たちの証は本当にリアリティがあり、貴重な
体験となりました。
　我が家はまだ子どもが小 4 で、世の中にど
んなお仕事があるのか、まだ見たり聞いたり
体験したりが少ないので、これから導きを求
めていきたいと思います。
　セミナーはたくさんの学びになりました。
ギンター千為子先生には 2 年間パートナーで
お世話になっていました。今回、お子様たち
が日本語で苦労されたというお話を伺って、
プロでもそういうことがあるのだなと驚きま
した。と同時に、それを自分の力で何とかし
ようとせずに、すべてを神さまにゆだねて、
お子様それぞれが祝福の道に導かれているこ

とに、神さまの計画、大きさを感じました。
　私も、子どもが苦手な分野があることに不
安を持ったり、自分の過去の経験や資格のゆ
えに何とか問題を解決しようとしていました。
でも、それらは神さまの前では小さな問題に
思え、もっと子どもの良いところ、賜物に注
目して一緒に伸ばしていくこと、課題はその
都度神さまに委ねて、力やアイデアをいただ
いていきたいと思いました。
　またこうした web セミナーなどに参加して
いけたらと思っています。秋にピクニック ?
の予定を見ましたので、今はそちらに興味を
持っています。世の中が落ち着いて、もしみ
こころであれば、子どもと一緒にチアのキャ
ンプに参加することがいつか出来たらなあ…
と願っております。　　　　　　　（F さん）
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　講演者の皆さんのキャラクター色が違い、
様々なご体験と、その体験に対する信仰の応
答を聞かせていただき、感謝でした。
　わが家は、まだ子どもたちが幼く（7 歳、5
歳、3 歳）、受験や進路はまだ遠い感じがしま

すが、将来への備えとして、貴重なホームス
クーラーの先輩方のお証を聞く機会となり、
感謝しています。また、このような機会があ
れば参加させていただきたいと思います。　　　　　　　　　　　　　　

（G さん）

　素晴らしい企画を開催くださり、ありがと
うございました。主の憐れみにより、この度、
無事セミナーに参加できたことがうれしく、
深く、感謝しています。
　何よりも！メインスピーカー以外はミュー
トで、ほとんどの方々は画面オフ！という
zoom 環境が、わが家にとってストレスがな
く（ゲストの方々のお話に集中できまして）、
大変良かったです！　お父さんの隣で、にこ
やかなリアクションを示して下さったジョセ
フ君の存在も、zoom ならではの緊張する雰
囲気を和ませて下さって、とてもありがたかっ
たです！

　わが家は、今春中 2 に上がる長男と、小 3
の長女、そして年中児の 3 人をホームスクー
リング中です。今回、祝福された先輩の方々
のお証を傾聴できまして、子どもの学習進度
状況うんぬん…以上に、日頃の家族との絆や、
神様との関係、家庭礼拝を持つことがとても
重要だと学び、（「やはり、そうなんだ！」と
いう私なりの感触で）肩の力が抜けました

（笑）。
　セミナー以後、私たちは、「目から鱗」の再
出発！を遂げています。御国を仰ぎ見つつ、
皆さんと共に。ありがとうございました。

（H さん）

　素晴らしい WEB セミナーをありがとうご
ざいました。久しぶりのセミナーであったこ
とと、内容がまさに聞きたかったことだった
ので、とても嬉しかったです。
　講演者のお証やメッセージにも大変感謝し
ております。息子は中学生になったばかりで
受験はもう少し先ですが、今後の学習に大変
役に立ち、また励まされる内容でした。
　神様に信頼を置くことの大切さを改めて教
えられ、知恵と勇気もいただきました。「一喜

一憂しないで」とのお言葉は、自分たちにとっ
て本当に必要としていたもので、毎日繰り返
し自分に言い聞かせています。まだまだ感謝
したいことはたくさんあるのですが、長くなっ
てしまいますのでこの辺で終わりにします。
　このようなセミナーが私たちを含め多くの
方にとって、コロナ禍のホームスクーリング
の励みになるのではと思うので、また開催し
ていただければと思います。これからもどう
ぞ宜しくお願いいたします。　　　　（I さん）
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　素晴らしいセミナーをありがとうございま
した。きっと講師の皆様は立派で、セミナー
に参加したら逆に落ち込むかも…とちょっと
思ってましたが、全然そんなことはありませ
んでした。
　「大学進学で家を出るか出ないか等、神さま
の導きは人それぞれだから」のコメントに、
ホッとしました。「家庭礼拝の時間を大切にし
たいから、近くの大学に」ということも心に
あり、もちろん家から大学に通えたら、その
方が霊的に守られるし経済的にも助かるし、
理想的とは思っています。「信仰をもって接す
るだけでも証しになる」等々のコメントにも

励まされました。
　子育ての期間は過ぎ去ってみればあっとい
う間です。不十分でも、ホームスクールで本
当に良かったなと思っています。
　また代々木のオリンピックセンターで跳び
箱などあるのですね。懐かしいです。コンベ
ンションが再開されたら（来年？）、HS ラー
の皆様に会いに行きたいですね。
　コロナ禍でなかなかお交わりの機会が持て
ませんが、今回はオンラインのセミナーに出
席できて感謝でした。チアのお働きがますま
す祝福されますように、お祈りしています。

（J さん）

　講演、お証ししてくださった皆さんから、
神様に祈り、求め、聴き、主の導きに従い、
委ねて歩むことの大切さを教えていただき感
謝します。
　そのように実践してこられた姿を見せてく
ださり、神様と聖書の御言葉によって育まれ

ることの素晴らしい恵み、信仰の大切さを改
めて教えていただきました。
　目に見えることで焦ってしまい、一喜一憂
しやすいですが、主を見上げて導かれ、感謝
をもって歩んでいきたいと励まされました。
主に感謝します。　　　　　　　　　（K さん）

　とても励まされました。あっという間の
時間でしたね。社会人と学生の方々、そして
親御さんのお話を聞くことができてとても良
かったです。

　御心ならば ( 自分の努力は必要だけど ) 道
は開かれる。尊敬する先生や仲間と一緒に天
国へ…。とても心に響きました。　　　　　　　　

（L さん）

　先日はお世話になりました。チア・にっぽんと出会って 20 年以上、デコボコ道であっても
子どもたちと共に歩めて感謝します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（M さん）
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　Thank you for the excellent Web seminar.  
I thought it was good timing as April is the 
beginning of the new school year. I am 
always impressed with the people that you 
choose (or that God puts on your heart to 
ask to speak).  The four families/participants 
were good because they were varied.  One 
speaker said something about shedding 
tears and I thought to myself, "We shed 
some tears just this week."  I think one of the 
best things about the convention and about 
this seminar is that home educating families 
get to listen to other people and know that 
we really experience many similar things.  
How many times during the seminar did all 
of us think, "That's the same for us."     
　Afterwards, I thought to myself, " I would 
really appreciate it if you could hold this kind 
of seminar more often."  
　My son is  going to be 16 soon.   My 
daughter is 13.  We are no longer at "Let's 
teach them bible basics." anymore.  They 
have heard the basics.  We read the bible 
as a family and also have bible study and 
prayer time. We are entering the "Let them 
experience God in their lives" phase.  I read 
a book recently and the author wrote that 
teenagers should be asking, "What bible 
verses are we experiencing?"   That really 
moved me and made me think that we are 
entering this new phase.  
　I see friends and acquaintances' children 

who are not walking with the Lord.  As 
our children continue to grow and mature, 
our prayer is that they will constantly, 
consistently, always walk with the Lord.

  （N さん）
（素晴らしい WEB セミナーをありがとうござ

いました。4 月は新学期が始まる時でしたの
で、すごく良いタイミングでした。いつも感
心させられるのは、講師の皆さん方が素晴ら
しいことです。講演くださった４家族の皆さ
んは、それぞれ多様なバックグラウンドを持
ち、とても良かったです。
　ある講演者が「ホームスクーリング中、涙
を流した」と話されましたが、「我が家も今週、
涙を流したばかりだよ！」と思いました。こ
のようなセミナーで受ける最高の励ましの一
つは、他の家族の実践を聞き、同じような経
験をしていることに共鳴できることです。今
回のセミナーでも、何回「我が家と同じだ！」
と思ったことでしょう。
　このようなセミナーをもっと頻繁に開催し
ていただけたら、本当にありがたいです。
　息子はまもなく 16 歳、娘は 13 歳です。も
はや「聖書の基本を教える」段階ではなくな
りました。……これからは、知識よりも「生
活の中で神さまを実体験する」段階に入って
いきます。最近読んだ本に、ティーンエー
ジャーには「どの聖句を体験しているか？」
と尋ねるべきだと書いてありました。我が家
も今、そのステージを迎えていると思います。
　……子どもたちが、常に、一貫して主と共
に歩んでいけるように祈っています。）
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　講演者の皆さんが話された「神様に祈り求
める！」との証しに感動しました。僕は今ま
では勉強や、やりたいことをする時に、神様
に祈っていませんでした。でも、セミナーの

皆さんの証しで新しいことを学ぶことができ
ました。本当に素晴らしいセミナーでした。
ありがとうございます。

（O さん）

　セミナー、とても良かったです。文章を上
達させるために日記を書かせるとの提案、と
ても良いと思いました。
　伝道を実践されてきたホームスクーラーの
みんなが、こんなにも神さまの恵み、祈りの

力を体験されていて、そのことを明確に証言
されていて、とても励まされました。伝道の
心、主を愛する心を基本に、わが家も引き続き、
歩んでいきたいと思ってます。

　（P さん）

　なかなか集まりが持てていないので、励ま
しとなりました !!　
　また、クリスチャンとして社会に影響を与

えていくにはどうしたらいいか考えさせられ
ました。進路で悩んでいるところなので、参
考になりました！　　　　　　　　（Q さん）

　深い励ましの場を設けて下さり、有難うご
ざいました。とても楽しかったです。
　お証に励まされ、ホームスクーリングって
本当に素晴らしいなと再確認させていただき
ました。稲葉さんが選んで下さった、ローマ
5 章 3 〜 5 節の御言葉、アーメンです！
　息子の A も、「家族で参加させてもらえて
嬉しかった。素敵な思い出ができた」と感謝
していました。いよいよ社会へと飛び立つ直

前でもあり、卒業記念のプレゼントのような
ひと時でした。
　私たち家族は、チア・にっぽんで、ずっと
教えられ、励まされ、助けられてきました。　
　自分たちに関しては、準備不足で、申し
訳なかった思いもありますが ( ごめんなさい
m(_ _)m)、少しでも皆さんと思いを共有し、
勇気づけになれたなら、幸いです。これからも、
どうぞよろしくお願いします！　　（R さん）

　進路も、皆さんが信仰により進まれている
ことが分かり感謝でした。
　私としては、あと 2 回ほどこういうセミナー
を企画いただきたいと思います。在宅の多い

この頃、チアに恩返しや、チアの皆さんの励
ましになることができたらいいなとも考えて
います。

（S さん）
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志を与えられ、大学受験を決意する
までの間、偏差値等は意識していた
か？　また、どのようにして学習の
成果を確認していたか？

塾、通信講座、英検、数検、模擬試
験などは利用していたか？　そのメ
リット、デメリットは？

通信制の高校に通って良かった点、
マイナス点は？

17 歳の長男は、高２の秋に高認を取
得。進学するまでに実質１年間の余
裕ができ、この年にやった方がいい
ことなどは？

一般社会の勉強と聖書の価値観との
ギャップに苦しむことがありました
が、どのように工夫されたか？

選択肢の多い HS の中で、実際に選
択をするまで何を大事にし、どうやっ
て具体化していったのか。

大学に自宅から通うか、県外に進学
して家を出るか？

海外の大学進学への内申書、願書の
書き方、準備すべき点は？

モチベーションのあげ方を教えてく
ださい。

小論文対策や面接への注意点は？

受験で、理科や社会の選択科目を選
ぶ場合の秘訣は？

やる気が出ない子どもたちを、親と
してどのように励ませばいいか。

もう一度、ホームスクーリングする
なら、何をキープし、何を改善しよ
うと思うか。

♪　参加者から寄せられた質問　♪♪　参加者から寄せられた質問　♪

先輩方から見て進学・就職とは、
どんなことか？

受験生の方々は、どのようなタイム
スケジュールで学習を進めてきた
か？　また、どのような息抜きをさ
れたか？ 

高校認定試験を目指すにあたって、
社会、理科はどの程度やるべきか？

アメリカへの内申書中、『学んだ外国
語』は日本語と書く予定だが、日本
語検定の準備をした方がいいか？


