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12月10日（金）午後新宿区で2021年度（第33回）ゆきとどいた教育を求める全国署名集約集会がオン

ライン併用で行われました。集会では基調報告で、2022年度文科省予算、私学助成及び私学関係予算の到達

点などが報告された後、神奈川の旭丘高校、東京の大東学園、愛知県の高校生による私学助成運動に対する

様々な工夫された取り組みの報告が映像とともに行われました。各都道府県から署名数や取り組みのアピー

ルが会場とオンラインで行われ、最後に12月10日時点での署名数（公私合計235万3875筆）となりまし

た。集会終了後、高校生たちを先頭に新宿駅の周辺をパレードし、私学助成や少人数学級実現などを夕方の

駅近くにいる多くの方々にアピールしました。 

12 月 10 日（金）午前「12・10 学費の公私間格差・自治体間格差是正を求める院内集会」が全国私

学助成をすすめる会主催で参議院会館講堂において多くの高校生、保護者、教職員と与野党の各党派の

議員に「私学の学費負担についての思い」や「就学支援制度・学費減免制度拡充への要求」等を訴えま

した。23都道府県から155名の参加者で会場は満杯でした。「学費の公私間格差・自治体間格差につい

て」改めて考える機会となりました。 
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和光小学校 
▼11月27(土) いちょうまつりを開催しまし
た。今年はいくつかのコロナ対策としてのルー
ルを守りながら「まつりの広場」にも保護者が
参加できました。「おどりの広場」では地元の
保存会の方たちから学んできた教師たちとと
もに、しなやかに力強く舞い踊る子どもたちの
姿を身近で感じ取れました。 
▼2月2日（水）10:00～12:00オンライン学習会
を開催します。今年は沖縄学習35周年というこ
とで、6年生が沖縄学習旅行でお世話になって
いる玉木利枝子先生にお話をしていただきま
す。 
 
和光鶴川小学校 
▼学習のまとめの時期となる12月、各学年で様々
な形で学習発表会の時間が持たれています。 
▼5年生は、総合 “食” で「だんご」「餡 和菓子」
をテーマに学習を進め、職人との出会いを通して
技を学び、他学年の子ども達を対象にお店を出し
て販売しました。 
▼6年生は、10月の沖縄平和学習旅行を経て学ん
できた総合“沖縄”を、5年生と保護者に伝えるこ
とを目的とした「沖縄を伝える会」が丸１日かけ
て行われました。自分で作った旅行記を手に、沖
縄戦の証言者の話や、自分が何を受け取り、何を
考えたのか、一生懸命伝える姿が印象的でした。 
▼学級親和会も対面で行われ、小グループに分か
れて、子育てについて語り合う時間を持つなど、
親同士の交流を深めるための工夫が多くみられま
した。 
 
和光中学校 
【学校生活】 
▼11月3～5日：文化祭第１部開催（１、3年生） 
去年に続き、コロナ禍にて学年毎に日にちを分け
て非公開での開催となりました。 

生徒会執行部が中心となり、テレビ放送や全ク
ラスのオンライン交流会などを通じて、皆が参加
する・作り上げる・作っていく・顔が見える「つ
なぐ・つながる和光祭」を目指して開催されまし
た。 
▼3年生は秋田学習旅行に行くことはできません
でしたが、秋田県の劇団わらび座の団員にお越し

いただき習った三宅島太鼓、総合学習「幸せって
何だろう？」をテーマに作成したレポート、先月
の学年宿泊行事の感想文など、保護者に向けてク
ラス毎に趣向を凝らした素晴らしい発表が行われ
ました。 
▼1年生は初めて学級として本格的に協力して取
り組んだ演劇の発表が上級生と保護者に向けて行
われました。演出・スタッフ・キャストの役割を
全員がそれぞれ担い、時にぶつかり合いながら作
り上げた劇の本番は、どのクラスも限られた時間
で初めて作り上げたと思えないレベルの高い公演
でした。 
▼11月17日：和光高校内部推薦試験 
▼12月9・10日：文化祭第２部開催（２年生、有
志）2年生の総合学習「伝えよう！わたしが選んだ
この“ちがい”」の発表、有志文化集会が行われる
予定です。 
【親和会・役員会】 
▼11月5日：定例役員会（オンライン併用で開催） 
▼11月12日：親和会（1年） 

対面で親和会、保護者主催のお楽しみ会が行わ
れました。初めての演劇の取組みの様子を先生か
らお聞きし、交流しました。 
【私学助成活動】 
▼11月8・9日：第1回署名集約 
▼11月29・30日：第２回署名集約（最終） 
 
和光高校 
【学校生活】 

▼コロナ感染が落ち着いているので、校外学習と
して、美術館で印象派の作品鑑賞をしたり、博物
館で古代史料を見学したりと、本物を目にする事
ができました。また、作家の足跡を巡る文学散歩
に出かけた授業もありました。校内では、他大学
の先生がミュージカル体験の授業を開いて下さい
ました。発声方法からダンスまで教えて頂き、最
後に歌とダンスをあわせて仕上げ、気持ちよく踊
り歌うことができました。 
▼総合の授業では、一般社団法人の方を迎え、生
理や性についてのお話をしていただきました。こ
のことは大切な人権なのだということ、自分の生
き方にも関わるということがじんわりと伝わり、
たくさん考える機会となりました。 
【親和会】 
▼教育研究部主催の講演会が 12月18日に
YouTubeにて配信されます。ドキュメンタリーフ
ォトグラファーの小松由佳さんの講演で、タイト
ルは「ヒマラヤから沙漠、難民の土地へ」です。 



登山家、フォトグラファー、そして母として、未
知へと挑戦する日々を語って下さいます。 
▼私学部では第二回の署名集約作業を行いまし
た。対都2095筆、対国2045筆、幼稚園1790筆
で、90家庭から提出がありました。 
 12月4日に第三回の集約作業を行いました。 
 
大東学園 
▼11月10日～11月24日 

オンデマンドでの大東祭 
▼11月13日拡大役員会・専門部会 
 署名集約数:2481筆（11/13集約） 
▼11月22日三者協事務局会議 
▼11月23日三者協議会 

 
明治学院高校 
▼体育祭 
 11月上旬に体育祭を実施することができまし
た。文化祭と合唱コンクールが例年と同じように
できない中、体育祭はほぼ例年と同じような規模
で実施することができ、学校全体で楽しい思い出
を作ることができました。ただ、今年お借りした
会場は400メートルトラックがない会場だったの
で、体育祭実行委員会は例年にはない苦労や工夫
があったと思います。 
▼オルガンコンサート開催 
PTA教養福祉委員会主催のオ

ルガンコンサートが11月中旬に
あり100名以上の参加がありま
した。明治学院のオルガンはバッ
ハの時代のオルガンの音色を忠
実に再現した貴重なものです。 
▼クラスPTA開催 

1〜3年生の各クラスでPTAがありました。参加
した保護者は2学期の学校生活の様子などを教員
と共有しました。 
 
鶴川高校こもれびの会 
▼夏に、こもれびの会が会員や関係者に署名用紙
を郵送しました。「自分の分だけですが」と、一
筆だけ署名して郵送して下さった方もいます。ま
た、卒業して○年経過した保護者の方からも「家
族の分です」と、頂きました。感謝です！まとめ
て、私教連にお届けしました。今後の懇談会につ
いては日程や内容を含め検討中です。 
 
不登校を考える私学の会 
▼「つまずいてもいいんだよ。」そんな声をかけ

てもらえたら、とても安心できる居場所だなと思
いませんか？ 
〇茶話会 
・毎月１回土曜日（次回1/15、3/12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） 

 
 
 

私学のつどいの報告 11月 14日（日） 

例年秋に行われている「私学のつどい」を

今年度はオンラインで行いました。大東学

園の高校生たちによる群舞などのパフォー

マンス映像の後、私学助成署名集約集会で

は、大東学園の生徒会２名から商店街や駅

頭で行った署名活動などの熱い報告などが

ありました。 
記念講演では前泊博盛沖縄国際大学教授

のオンライン講演があり沖縄や日本が米軍

基地や日米地位協定で置かれている状況な

どについての講演がありました。（講演を聞

かれた方々から多くの反響がありました。

一部を紹介します。） 
・「自分たちの高校でも、総合科目の２年生

の「平和」にて沖縄を学ぶことがあります。

その学んできた内容の日米地位協定の内容

や、こんなにもわかりやすく、また濃い内容

のお話が先生のアメリカ軍をウルトラマン

に例えるお話で、目からウロコが落ちるよ

うにアメリカ軍の実態がよく分りました。」 
・「今後の米軍の動き、また各国の軍事情勢

なども視野に入れながら、自分でも様々な

ことを調べていけるようになれる、そんな

お話でした。「是非とも、私たちの高校で授

業をしてほしい！」と思えるそんな講演会

でした。」（高校生） 
・「同音異義語(おやじギャグ？)を的確に操
り、また、たとえ話を取り混ぜてのお話は、

沖縄の問題をわかりやすく、面白く、興味を

持って聞くことができました。また、あたか

も現地で講演を聞いているかのような沖縄

の風を感じることができました。まだまだ

知らないことが多いです。」（保護者） 



 
 
11 月 25 日「ゆきとどいた教育をすすめる都民の会」が主催する、東京都選出国会議

員要請行動に参加しました。議員会館の保安検査の行列は長く建物の外まで続いており、
よく晴れた暖かい日でよかったと思いました。 

この日は、はじめに集会で行動の趣旨などを聞いた
後、６つのグループに分かれて衆・参国会議員 64 名の
控室を訪ね、教育環境の改善や教育予算を増やすこと
について懇談し、取り組んでいる２つの署名の紹介議
員になるよう要請をします。私は公立小の教員と小中
高の保護者計 4 名で、衆議院議員 10 名の部屋を訪問
しました。どこも秘書や事務員の対応または資料のポ
スティングのみで、議員本人の対応は全く無く残念でした。また、４名で議員控室を回る
のは少々心細くもありました。今回の行動でいちばん印象に残ったのは、どの部屋にも大
輪の胡蝶蘭があふれかえるほど飾ってあったことです。選挙後に議員同士で贈りっこした
のかな？各党本部からの贈り物なのか？そんなことを思いながら回りました。感染予防の
ため規模は例年より縮小され全体の参加者は 24 名でした。（古田） 
 
 
12 月 3 日(金)、都議会署名提出

集会が行われました。公立小中、特
別支援学校、私教連からコロナ禍
での学校の状況や署名の要求項目
などが報告されました。中村ひろ
し(立憲)、とや英津子･アオヤギ有
希子(共産)の各都議が参加、中村
都議は「子どもが安心して学べる環境のために予算を教育や子育てに回す必要がある」、
とや都議は「私立高の授業料助成はまだ対象が 5 割に満たない。コロナ禍での家計急変
で子どもが学校を退学するようなことはあってはならない」などと挨拶しました。 
提出署名数は私学 45,202 筆。幼稚園 29,000 筆、公立 14,498 筆でした。 

 集会後 4 つのグループに分かれて各会派に要請に回りました。立憲･共産両党の他、都
民ファーストの内山真吾･もり愛都議、グリーンな東京の漢人あきこ都議と懇談し、私学
助成の拡充を訴えました。都民ファーストの会との懇談では大東学園・明治学院の保護者
と教職員が「コロナ禍で少人数クラスの良さを実感した」「授業料助成を受けることがで
きて助かっている。今後も継続･拡大をしてほしい」「小中の授業料補助制度も大事にし
てほしい」などと訴えました。自民・公明・生活者ネットとは懇談が出来ませんでしたが、
各会派の事務局に要請書を手渡しました。参加者から「直接議員に私学の状況を話せてス
ッキリした」「都議が積極的な姿勢で懇談に応じてくれて良かった」などの感想が寄せら
れました。 
 参加者は大東学園 P４･T１、明治学院 P１、和光学園 P１･T２、正則学院 P３･T３、父
母懇役員２、私教連２、公立４、計 23 人でした。 
 
※署名の追加提出について 
都議会には来年１月に署名の追加提出を行います。なお国会宛の署名は紹介議員をとおし
て来年２月頃に提出をします。 
※今後の都議会での動きについて来年度の東京都の予算は 1 月下旬に発表されます。そ
こに教育関係でどのような施策が盛り込まれるのかに注視しましょう。 

また都議会では２月中旬に文教委員会において私たちが提出した署名の審議が行われ
ます。請願は最終的には 3 月に開催される都議会本会議において採択されるかどうかか
が決まります。 

12 月 3 日（金）都議会署名提出集会の報告 
 

1１月２５日（木）東京都選出国会議員要請の報告 
 


