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 東京の私立学校と公立学校でつくる「ゆきとどいた教育をすすめる都民の会」が「都民の会」署名スタート

集会が9月10日（日）に行われました。東京父母懇会長 後藤睦子さんが開会挨拶をした 
後、今年度の「都民の会」の取り組みについて、「都民の会」事務局の吉田さんから説明が 
ありました。講演会は法政大学准教授の仲田康一氏による「With/After コロナ時代の教育 
条件整備へ」〜子どもの学びを中心に考えていくために〜」という題で講演がありました。 
講演の中で現在における教育の問題点を「変化の激しい、不透明な時代」の正解主義、 
「なぜ正解主義が蔓延るか？」「ICT/GIGA」が照らし出す教育問題・条件整備問題」「教師と 
子どもとの間の直接の人格的接触」等の項目で詳しくお話しして頂きました。 
最後に学級規模が全国ワースト１位の東京、そして OECD 諸国の中で突出して最低の学級規模であり、

GDP比でみた公的教育支出割合でも最下位の日本において、子どもたちの権利のために来年度の教育予算を

増やす運動を行うことの必要性を述べられました。軍事予算を未来を担う子どもたちの教育費にまわすため

に、私立も公立も共同して教育予算を増やす運動をすすめていくこと学びました。 
特別企画として、「やってみよう教育費試算 〜見えない教育費と子どもの権利〜」と題して、公立学校の

教員である大友さんより、制服や体育着、修学旅行、給食費、交通費など授業料以外でかかる教育費が家計を

圧迫している問題が話されました。 
現在、東京の署名は、私立と公立が別々に署名を行なっています。請願項目も別な項目が多いのですが、公

立の署名には、私立学校のことを取り上げた項目もあります。12 月の最終集約まで、東京の私立と公立が共

同して署名を集め、都議会議員や国会議員へ教育費の増額を議会に諮るよう働きかけていきたいと思います。 

 
 
①署名宣伝行動 立川駅・北口コンコースにて 
☆１０月９日（日）午前１１時半〜（約1時間程度） 
○東京の公立私立の教職員、保護者、生徒が私学署名と公立署名の２種類を 
集めます。風船を配ったり、バンド演奏をしてもらったり 賑やかに行う予定です。 
②東京都選出国会議員要請行動 
☆１１月２４日（木）午後14時スタートで午後4時ごろ終了の予定。      （昨年度の街頭署名の様子） 

○参議院の議員会館に会議室を借りる予定です。打ち合わせの後、東京の選挙区から選出されている衆

議院議員、参議院議員の方々を議員会館内の事務所に一人ずつ訪ね、署名の紹介議員の要請（紹介議

員になって頂く）などを行う取り組みです。＜父母の参加が多いと議員が良く話を聞いてくれます＞ 
③東京都議会署名提出と要請行動 
 ☆１２月２日（金）午後２時スタートで午後４時ごろ終了予定です。※都議会の予定によって変更あり 
 ○東京都議会議員の各会派の事務所を訪問して懇談をしたり、署名の紹介議員要請をします。 
④１２月９日（金）には、午前11:00〜に全国私学の国会内集会、要請行動、午後には公立・私立合わせ

て教育全国署名集約集会が予定されています。 
  

 

後藤会長の挨拶 



 

 
 
和光小学校 
▼夏休み前にコロナの感染が拡大し、学級閉鎖
や学年閉鎖などが相次ぎ、そのまま夏休みに突
入してしまい慌ただしい学期末となりました。 
二学期がはじまり、夏休みの課題の発表が各ク
ラスにて行われています。 
▼9/10には夏休み研究の公開があり、各学年
それぞれに学びを深めている様子が見られま
した。 
▼各クラスで親和会が順次行われています。 
 
和光鶴川小学校 
▼全学年、夏休みの自由研究の発表が続いてい
ます。今年は夏に外出できた子も多い様で、〝
その子らしさ”がよく見える自由研究の発表は
面白く、校内も展示でにぎやかです。 
▼２学期は１０月に秋まつり、１１月には３０
周年記念行事が行われる予定です。 
保護者の皆さんの力も借りながら、盛り上げて
いきたいと思います。 
▼署名の第一回集約日を１０月１８日に予定
していますが、沢山集めていただけるように丁
寧な呼びかけをしていきたいと思います。 
 
和光中学校 
【学校生活】 
▼7月に予定されていた館山水泳合宿ですが、
コロナの感染拡大のため、直前に中止が決まり
ました。三年生から「せっかくタテヤマに向け
てやってきたのだから、皆で何かやりたい」と
いう声が挙がり、合同総務会のメンバーを中心
に夏休み中も話し合いが行われ、9月9日、全校
での「館山まとめの会」を開催しました。 
▼三年生は、秋田学習旅行が控えており、その
ための準備を着々と進めています。 
▼二年生は、宿泊合宿、一年生日帰りの学年行
事に向かっています。 
 
和光高校 
【学校生活】 
▼7月、2年生は日帰りのクラス遠足を、1年生
は1泊2日のクラス合宿を無事行うことができ
ました。活動を通して培った、クラスで一つの
ものを作り上げていく力を、文化祭で発揮しま

す。 
▼1学期の終業日7月20日、オンラインによる
生徒総会が初めて実施されました。コロナ禍の
この2年間は全生徒会員が和光高校の生徒総会
を一度も経験していない状況でした。 
議題は盛りだくさんでしたが、様々な視点から
の考えが活発に発信され、生徒総会として全員
で決議も行うことができました。 
▼8月、夏の学校説明会は全日程を終了。感染症
対策をとりながら、昨年は行えなかった在学中
の生徒に和光高校での行事や生活について生
徒自身の目線で話してもらうプログラム「高校
生に聞く」を実施。自分たちで学校生活を作っ
ていく「自治」についてなど生の声を伝えても
らい好評でした。公式Youtubeチャンネル
【wakoTV】にて、第一回の学校説明会を公開
しています。ぜひご視聴ください。 
▼2学期より食堂ではテイクアウトだけでな
く、丼物・定食に限り提供が可能になりました。
高校生は9月6日から毎週（火)(木)(金)に利用
できます。あたたかい食事がとれるようになる
と喜びの声が聞こえました。 
【私学部】 
▼私学部会にて準備をした署名用紙が配布さ
れました。今年度も1家庭50筆、ゼロ筆家庭 を
なくす事を目標としています。第１回署名集約
は10月1日(土)に行います。 
 
大東学園 
▼ 7月8日(金) サマーキャンプ(生徒会主催)
への参加 
▼7月9日(土) コロナ感染対策のため：三者懇
談会(中止)、大東署名スタート集会(延期) 
▼7月20日(水) 三者協議会事務局会議 
▼7月24日(日) 第1回大東セミナー「中学生
保護者との懇談」、署名呼びかけ 
▼7月30日(土)～8月1日(月) 全私研参加6名 
▼8月20日(土) 午前：講演会「18歳成人年齢
引き下げで何が変わった」午後①：昼食・親睦
会 午後②：大東署名スタート集会 午後③：
学年学級懇談会 
▼8月28日(日) 第2回大東セミナー「中学生
保護者との懇談」、署名呼びかけ 
▼9月3日(土) 役員会 
▼駅頭署名活動【23区プロジェクト】 
 7月23日(土) 4か所、延約40人参加229筆 
8月27日(日) 4か所、延43人参加159筆 

▼終業式 7月20日 



▼夏休み 7月21日～8月31日 
▼始業式 9月1日 
 
明治学院高校 
▼新校舎への引っ越し 

7月30日(土曜日)に、明治学院のチャペルで新
校舎の献堂式が行われ、来賓の方々を中心にして
出来立ての新校舎の見学会が行われました。8月
の中旬以降、教員の引っ越しが行われ、9月1日の
2学期から生徒を迎えての新校舎での学校生活が
始まりました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
不登校を考える私学の会 
▼お小遣いやネットなどの話題がありました。
こういったことは先生に聞いてもわからない
ことってありますよね。子育ての話題はいつも
盛り上がります。 
〇茶話会 
・毎月１回土曜日（次回9/17,10/15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） 

 
鶴川こもれびの会 
▼9月3日（土）懇談会を開きました。参加者が
意見交流しました。現在、次回の懇談会日程を
検討中です。 
▼鶴川高校ではクラス単位の保護者会が行わ
れません。年間1～2回程度行われる宿泊を伴う
研修旅行・修学旅行の説明会がありますが、保
護者が意見交流することができない状態です。 
▼2023年度に「鶴川高等学校」は「フェリシア
高等学校」に校名変更となります。詳細は鶴川
高校のホームページをご覧下さい。 
▼2023年度から制服もリニューアルされま
す。スカートだけではなくスラックスも導入さ
れる予定です。 
 

 

第29回私学のつどい開催のおしらせ 

コロナ禍で一昨年度は中止、昨年度はオン

ラインで行われた。東京父母懇と東京私教連

共催の「（東京）私学のつどい」を今年度は

11月 13日（日）に大東学園を会場に行う計

画を立てています。 
この会は、署名の中間集約の場でもあり、

また各学園の特色や私学の魅力を共有でき

るような文化祭でもあります。 
現在、実施案を以下のように計画していま

す。 
 
第 29回私学のつどい（案） 
（１） 日時・場所 
 ・日程 11月 13日（日） 
 ・会場 大東学園 体育館、教室など 
 ・形態 現地のみ  
 
（２） プログラム 
午前 全体会 10:00〜12:30 

  ・私学助成署名集会 
  ・講演会 
  ・生徒舞台発表 
  ・都議会議員挨拶 
  
午後 13:30〜16:00 

    ○分科会 
  ・青年部 
  ・生徒会交流  
  ・父母懇 
   ・他に教員や父母によるワークショッ

プ 
    ・生徒舞台発表 
  ・模擬店 
 
 10 月 17 日に第 1 回私学のつどい実行委員会

が行われ、講演会の講師の候補や物販（模擬

店）、ワークショップのことなどが話題となりまし

た。東京父母懇加盟の各学園から物販やワーク

ショップのアイデアを次回の 10 月 22 日行われる

第 2 回実行委員会までに話し合って持ち寄ること

になっています。大人も子どもも楽しく参加できる 

「私学のつどい」をつくっていきたいと思います。 

 当日の予定を空けていただき、参加等での

ご協力をお願いいたします。	



 
第５２回信州さらしな全私研が行われました。７月３０（月）〜８月１日（日） 

１日目は、全大会が行われ、全国私教連による基調報告やフォトジャー 

ナリストの安田菜津紀さんによる記念講演の後、20近くの分科会に分かれ 

て２泊３日全国の学校から保護者、教職員から提出された多くのレポートを 

もとに話し合いを行いました。全国から多くの高校生も全私研に参加して、 

分科会に参加したり、全国の高校生交流を行いました。 

参加者数:32 都道府県 169 校 906 人(うちオンライン参加 96 人) がありました。東京参加者から

は、全体が 144人教職員 102名、保護者 27名＋子ども 2名、生徒 10名、弁護士 3名でした。 

３年ぶりの現地開催に加えて、コロナ第７波の感染拡大局面でしたが、現地スタッフや参加者の 

協力により、800人超の現地参加により成功をすることができました。東京の保護者中では大東学園か

ら「私学助成の取り組み」の報告、東京父母懇役員会から「関東ブロック父母懇交流集会」の報告をそ

れぞれの分科会で行いました。 

東京父母懇では２日目の夜、参加者交流を行い、 

東京からの参加者20名足らずの方が集まり、それ 

ぞれの方々が参加した分科会の感想交流などがで 

きました。参加者からは、「他府県の状況が生の 

声で聞けてよかった。」「参加した分科会で様々 

なことを知ることができた。」など、現地開催で 

しか味わえない分科会の話が参加者から語られま 

した。来年度の全私研には皆様も是非ご参加くだ 

さい。たくさんのことが全国の方々から学べます。 

  

３年ぶりに対面方式で愛知県西浦温泉に

て行われます。東京からは、28 名の方が参

加し、５本のレポート（大東学園・和光中学

・和光高校・和光鶴川小の取り組み）を発表

する予定です。今回の集会のテーマは「ひと

りぼっちの父母をつくらない」という全国

の父母懇創設からの大切なテーマです。 
コロナ禍で孤立した父母や子どもたちを

どのように私たちが経済的な面も含めてつ

ながっていくか話し合いたいと思います。 
愛知県は父母懇の保護者の皆さんや生徒

の活動が全国一活発な県です。署名なども

200 万筆以上の署名を集めて、与野党全会派

から国会議員、県会議員に署名の紹介議員

となってもらっている全国の父母懇組織の

牽引する県です。 
また、高校生たちはほぼ全県内の私立高

校の高校生が集まって、集会を開催するな

ど署名活動にも大人以上に積極的に行なっ

ています。今回の交流集会では、愛知や全国

の方々からその活動について学び、東京の

皆様に返していきたいと思います。 
 
 
 

２日目の夜に行われた東京の保護者の懇親会の様子 

 

分科会の様子 

 

第 40 回全国父母懇会私学助成を進める

会交流集会 、10 月 8 日（土）〜9 日（日） 

 


