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9月5日に千代田区で行われた「都民の会」スタート集会で挨拶をする東京父母懇後藤会長と講演書の山本由美和光大学教授 

「都民の会」署名スタート集会は東京千代田区にあるエデュカス行なわれました。 

参加者は：会場 14 名、オンライン 52 名でした。東京父母懇の後藤会長の挨拶の後行われた山本由美さん

(和光大教授)による「なぜ今、東京に少人数学級が必要か」と題した講演は、アメリカのシカゴで教職員が

保護者・市民と共同を実現して少人数学級やさまざまな教育条件整備を勝ち取ってきたこと。日本におい

て昨年、「少人数学級を求める教育学研究者有志の会」が行った署名は短期間で 24 万筆の署名が集まり、

首相や文科大臣に提出し、国会での院内集会等で党派を超えて多くの国会議員が賛同、出席してくれたと

のことでした。その後全国知事会・市長会・町村会からの緊急提言書、500 以上の地方議会においても意

見書が出されたとのことでした。 

 私たちも今年の署名活動により、議員や議会に働きかけ私たちの願いを実現させていきたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

＊8月31日に文科省が来年度の予算概算要求発表しました。＜私学関係を抜粋しました＞ 

1．高校以下経常費助成 1051億円(＋41億円) 

2．施設設備の整備補助 321億円(＋222億円) 

3．奨学のための給付金 非課税世帯:単価改善 各3000円(オンライン学習通信費用) 

                 全日制第１子さらに＋10,200円(計＋13,200円) 

4．小中生への経済支援 発表された概算要求概要には予算額が記載されていません。実証事業をそのまま制度化す

るのではなく、給付対象を家計急変世帯に限定するようで、今後の情報を待ちたいと思います。 

 

 

 



 
和光小学校 
▼5月末に行われた運動会で中止となった「騎馬

戦」が9月16日に「騎馬戦大会」として延期されたも

のの緊急事態宣言の延長により再度延期になりま

した。また、10月3日に開催予定でした「いちょうま

つり」が11月7日に延期になりました。 

▼コロナ禍であっても各学年様々な対策をとり、日

々模索しながら和光小らしい「学び」を 

生徒・教員・保護者の三位一体となり追求していま

す。 

▼合宿やキャンプでは学年ごとに行く日程を分

け、公共機関を使わず学校でバスを借りたり、風呂

の時間や食事の時間を1組と2組で交互に行うなど

して工夫しました。 

▼夏休みの途中から緊急事態宣言が発令され、

子どもたちの楽しみである「プール」は8月から中

止になりました。 

▼2学期は分散で始業式を行いました。2年生の

「パンづくり」、5年生の「食」は、しばらくの間「作っ

て食べる」ことはしない学習へと一時的に切り替わ

り、学習が進められています。 

▼東京都から補助金を一部負担していただき体育

館にエアコンが付きました。 

 

和光鶴川小学校 
▼２学期も無事スタートし「夏休みの自由研究発

表」でクラスの教室には様々な学習の記録が展示

されています。工作的なもの、総合学習のテーマ

に沿って研究したもの、実験や調査を重ねて自分

なりの答えを導き出したもの等内容は様々です。

発表を聞いて、クラスの子から出た質問に答えて

いくやり取りで更に深めていく鶴小の自由研究の

発表は子どもの個性が際立ち、大変盛り上がりま

す。コロナ禍で"単元を終わらせるための詰め込み

授業”を行う学校も多くある中、こういう時間こそ大

切にしなければならない、と嬉々として取り組む子

ども達の姿を見て強く感じます。 

▼２学期も感染対策を丁寧に行い、子どもと、教師

と親とでこの非常事態を乗り切っていきたいと思い

を強くする９月です。 

 
 
 

 
和光中学校 
【学校生活】  
▼1学期の期末試験が終わり、3年生はクラスごと

に4日間に渡る水泳の指導員検定が行われまし

た。また、各クラス半日使ってのクラス企画を楽し

みました。2年生は、1学期最後の総合学習で、テ

ーマである『ちがいから見えてくるものは何か？』

の中間発表を行いました。1年生は1学期の終わり

に総会を開き、学年全員で「ちゃんと周りのひとの

ことを考えられていますか？」というテーマで議論

をしました。学年で困っていることなどを具体的に

出しながら、活発な意見交換が行われました。終

業式では、生徒会執行委員長や副校長から1学期

の振り返りの話がありました。コロナ禍での入学

式、オリエンテーション運動会、授業、プールなど

など、いろいろなことに全力を出した3ヶ月でした。  

▼夏休みがあけ、緊急事態宣言下での2学期スタ

ートとなりました。始業式の日は学年ごとに時差登

校とし、各クラスからオンラインで式に参加しまし

た。教員からは、2学期を始めるにあたっての、注

意事項や心構えについての話がありました。  

【親和会・定例委員会】  

▼７月に1年生は1学期最後の親和会が行われま

した。９月の各学年の親和会は中止となり、動画配

信による保護者会のみ、また定例委員会はオンラ

インにて開催予定です。  

【私学助成（私学部）】  

▼７月に例年通り一家庭100筆を目標に、校長先

生直筆の手紙を同封し、署名用紙を全校配布しま

した。  

 
和光高校 
▼７月は期末試験、面接期間を経て、夏休みを迎

えました。１年生のクラス遠足は残念ながら中止と

なりましたが、様々な制限の中、部活動は行われ

ました。また、２、３年生にあたっては、卒業後の進

路にむけて、受験対策やオンラインオープンキャ

ンパスに参加するなど、準備を進める姿も見られま

した。 

▼８月７日には、学校説明会が開催されました。感

染症対策をとりながら、午前・午後とオンラインで行

い、学校生活の様子、教育の特色、募集要項につ

いての説明がされました。高校生と直接対面する

企画は行えませんでしたが、インタビュー動画で

高校生が語る生の声が好評でした。 

▼２学期は予定通り９月１日に始業となりました。感

染症対策を一段と強化する事で授業を開始し、学



年ごとの時差登校や下校時間の繰り上げ等の措

置がとられています。 

●親和会 

▼私学部会にて準備をした署名用紙が配布され

ました。今年度は１家庭５０筆、そしてゼロ筆家庭

をなくす事を目標としています。第１回目の集約日

は１０日２日となっています。 

▼広報部より「つるかわ通信」先生紹介号が発行さ

れました。次号に掲載予定のアンケートへの協力

依頼が生徒と保護者向けにありましたので、どのよ

うな内容になるか楽しみです。 

 
大東学園 
▼ 7月18日(日) 大東セミナーへの協力 

▼ 7月31日(土)～８月1日(日) 全私研参加。延べ

11人。レポート発表2本 

▼ 8月7日(土) サマーセミナー（講演会、7月21日

開催）打ち合わせ 

▼ 8月21日(土) サマーセミナー、学年・学級懇談

会。学校法人理事と東和会役員会の懇談会 

 今年度のサマーセミナーの講師は、（一般社団

法人）Colabo代表の仁藤夢乃氏 

▼ 8月29日(日) 大東セミナーへの協力 

▼ 9月3日(金) 2学期始業式。新型コロナウイルス

感染症の若年層への拡大に伴い、始業式(9/1)を

延期、2回に分けて開催 

▼ 9月4日(土) 役員会 

▼ 9月5日(日) ゆきとどいた教育東京署名スター

ト集会参加 

▼ 9月11日(土) 拡大役員会、専門部会（担当者

会議）。リモートを併用して開催 
 

明治学院高校 
二学期開始、分散登校 
▼初日の始業式は、全校生徒が放送で短時間、

校長の話を聞きました。その後、1、2年生は宿題テ

ストを受けて下校。翌日から2週間、生徒たちは出

席番号偶数と奇数に分かれて、隔日で登校するこ

とになりました。そのような中でも、放課後には文

化祭の準備を少しずつ開始しています。 

  
鶴川高校こもれびの会 
▼鶴川高校では緊急事態宣言を受けて 4 月 30

日～5 月 31 日まで YouTube で授業を配信して

きました。6 月 1 日からは、全校生徒登校とな

りました。登校時間は 10時。これまでは 1校時

は 50 分授業でしたが、40 分授業に変更となっ

ていました。第２学期が始まってからも、緊急

事態宣言下であることから、授業はオンライン

配信が継続されました。 

▼鶴川高校こもれびの会次回懇談会は、11月 6

日（土）に開催します。テーマは「コロナ禍で

の子どもたちの生活と心のケア」です。公認心

理士の先生をお呼びして、コロナ禍での子ども

たちの心のケアについて懇談します。場所は新

百合ヶ丘 21ビル研修室です。参加の方は、手洗

い・消毒、マスク着用など感染防止の対応をお

願い致します。 

 
不登校を考える私学の会 
▼先輩保護者のお話を聞きました。今も苦労され

ているということですが、前向きな話が印象的でし

た。仲間がいるとたいへん心強いですね。 

▼茶話会 

・毎月１回土曜日（次回10/9、11/13、12/11を予

定） 

・午後２時から４時半（全国教育文化会館内） 

（開催日・会場については下記にお問い合わせ

を） 

連絡先：メールkonishi_m@dokkyo.ed.jp  

（獨協・小西） 

 

▼署名宣伝行動 

 10月 10日（日）午前 11時には準備を始め

て 11時半をめどに開始、１時間程度署名を行

います。立川駅・北口コンコースにて 

 私学署名と公立署名の２種類を集めます。

画板や筆記用具などは事務局で準備します。 

 風船を配ったり、上野公園からパンダにも

登場（？）してもらい、にぎやかに行いましょ

う。小雨程度なら行ないますが、台風などの大

雨で中止の場合は連絡いたします。 

 

▼東京都選出国会議員への要請 

 11月 25日（木）の予定です。 

 13時半受付開始 14時〜打ち合わせ 

 14 時半ごろ〜 グループに分かれて議員会

館内の事務所を訪問します。 

 参議院の議員会館内の会議室を借りる予定

です。東京の選挙区から選出されている衆議

委員議員、参議院議員の方々を議員会館内の

事務所に訪ね、請願署名の紹介議員になって

頂く要請などを行なう取り組みです。 



  

・全国で 1000 名を超える参加があり東京からは教職員、父母約 200 名

が参加しました。  

参加者からの感想：  

・完全オンラインではあったが開催できたことはよかったと思う。  

・全体会ではアフガニスタンの事情についてよく理解できた。分科会では

各県の様子がよくわかった。  

・父母と教員のかかわり方について、様々な工夫を知ることができた。  

・通信制の学校の事情も知ること  ができたことで視野が広がった。  

・他校、他県の発表を聞いて、大東学園の活動の良さが理解できた。  

・全体会の講演に参加し、中村哲氏の活動の経緯が大変よく理解できた。  

・東京の状況しか知らなかったので、他県の様子を知ることができたのは

収穫だった。・全体会も意義深いものだった。  

 全国父母懇を 1 年ぶりに開催

昨年度は北海道 で実施でき なかった「全 国私学父母 懇・私学助成をすす める会 交流 集会 2 021」（通

称全国父母懇交 流集会）が 今年度は以 下の通り、 1 0 月 1 0 日にオンラインで 開催されま す。全国の

父母懇の活動が 聞けるチャ ンスです。参加 は 無料です の で多くの皆様の 参加をお持 ちしていま す。申

し込みは各学校 と東京父母 懇（ i nfo@ toky o -fubokon. org）へ直接メール でお申し込 みください 。途

中の入退室も可 能です。

 
「全国私学父母懇・私学助成をすすめる会交流集会２０２１オンライン」実施要項  

全国交流集会実行委員会事務局  

【１】開催概要と内容 

（１）ねらい 
①  私学に通う子どもたちの成長を願い、そのための教育条件改善に向けて、自主的に活動する父母・教

職員の全国のつながりを拡げ、深める場とすることをめざします  

②  感染症拡大状況下においても、オンラインを活用し、全国私学の父母・教職員の共同を強め、私学助

成拡充にむけた情勢を共有し、全国のとりくみを強める機会としていきます  

③  コロナ禍の下でも活動を展開する各県のとりくみ・教訓を交流し 2021 年秋の運動の力としていいき

ます  

（２）開催日時 

①  オンライン（Zoom ミーティング）による開催とします  

②  日時 2021 年 10 月 10 日（日）14:00～17:00 

（３）企画・運営 

 「全国私学父母懇・私学助成をすすめる会交流集会２０２１オンライン」実行委員会  
略 称  ：「全国父母懇交流集会実行委員会」  

構成組織：全国私学父母懇私学助成をすすめる会連絡会  世話人県  

全国私学助成をすすめる会  事務局（全国私教連）  

（４）参加組織目標…200 名   

①  参加対象  …  父母：各県の活動の中心を担っている父母、担う任についてほしい父母、新

入生父母     教職員：父母共同担当教職員、新任教職員、青年教職員  

②  参加費  …  今回は、徴収せずに「無料」とします  

（５）タイムスケジュール 
14：00 ～  14：05   実行委員長あいさつ  

14：05 ～  14：30    基調報告：山口直之  全国私学助成をすすめる会共同代表  

14：30 ～  14：50   各県父母懇、すすめる会、そだてる会の紹介・活動報告  

          動画作成、サテライト会場紹介等  楽しいアイディアで楽しんで紹介しましょう  

休憩 10 分  

15：00 ～  16：00   分散会   

各分散会内容  …  典型のとりくみ  レポート 2 本 （「20 分＋質疑応答 10 分」の 30 分×2） 

16：00 ～  16：30   レポートを基に分散会でのグループ討論  

16：40 ～  16：55   まとめの全体集会  

16：55 ～  17：00   閉会の言葉  

※参加申し込み締め切りは以下の通りです。 

第一次締切：2021 年 10 月 1 日（金）    最終締め切り 2021 年 10 月 6 日（水） 

申し込みをされた方に Zoom の ID とパスワードをおしらせします。 
 

全国私学夏期研究集会 SAGA うれしのオンライン全私研が 7/31～8/1 に行われました。 
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