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編  集 発 ⾏ ⼈  後 藤  睦 ⼦ 

いよいよ今月６月２６日午後 13:30～16:30 に関東ブロック父母懇交流集会が ZOOM による完全オ

ンラインで開催します。 

参加の申し込みは、この右のQR コードを読み取って頂き、そこで開いた申 

し込みフォームに氏名、メールアドレス、所属等を入力して頂くと簡単に申し 

込みができます。 

登録されると追って、交流会事務局の方から登録して頂いたメールアドレスに 

ZOOM のID とパスワードが送付されますので、当日スマホでもパソコンでも 

参加することができます。もちろんスマホとパソコンにZOOM のアプリを事 

前に入れてください。現在、東京からは５０名以上（６月12 日現在）の参加 

申し込みがあります。参加申し込みは22 日（水）まで大丈夫です♪♪ 

 

当日は、13:30 から16:30 までの３時間ですが、全日程に参加しなくても大丈夫です。「講演会だけ聞

きたい！」「リレートークだけ聞きたい！」「ブレイクアウトルームだけ参加したい！」など部分参加も可能

です。スマホでしたら、イヤホンによる耳だけ参加も可能です。 

 

講演会は、外科医師で医療制度改革の先頭にたつ本田ドクターによる講演です。 

海外での教育問題にも精通されており、日本の教育が海外と比べてどのような 

問題点があるかなどについても話して頂く予定です。ダジャレも交えたわかりや

すく面白い語りでこれまでの講演会が大好評です。 

 

リレートークでは、私立高校の校長先生がコーディネーターとなり、大学生（アルバイトをしながら学費

を得て神奈川の私立高校から大学に進学した大学生）、大学教授（コロナ渦で地域と連携して大学生の食事

などの支援をしている都立大学の教授）、私学の教員（今年創立３０周年を迎える和光鶴川小学校の先生）、

保護者（明治学院高校に通う高校生の母親）高校生（関東の私立高校生によるグループの代表）によるコロ

ナ渦での状況や今後の展望や課題をそれぞれの立場から話しをしてもらいます。 

 

ブレークアウトルームでは、参加して頂いた 

方を１５人から２０人程度に別れて（本部の 

方で振り分けます）頂き、それぞれの立場で 

講演会やリレートークを聞いた感想や自分の 

抱える悩みを話して共有できるようにします。 

 東京だけはなく、神奈川県、埼玉県、千葉県、 

茨城県など関東各県の私立学校が抱えている 

問題点などを共有し、お互いの良いところ学び 

ながら地域格差も考えていく交流会です。 

 ぜひとも、多くの参加をお待ちしています。 



 

 
 
和光小学校 
▼5月28日（土）運動会を実施しました。 
コロナが収束したわけではありませんが、和光
小に関わる方々のご理解とご協力のもと、 
今年も無事に運動会を開催することができま
した。子どもたちの運動会に向けた思いや先生
方のサポート、保護者の応援も含め、今年も 
「日本一熱い運動会」 に感動しました。 
▼5月17日（火）「親和会総会」 と 「公開授
業」 が実施されました。多くの方にご参加いた
だき、すべての議案が承認されました。 
▼6月3日（金）東京都の私立小学校一斉研修日
のため、子どもたちはお休みになります。 
▼6月11日（土）休日授業公開が実施される予
定です。 
 
和光鶴川小学校 
▼５月９日、親和会総会が行われました。「２
年ぶりに対面式で学年を超えた親和会員で集
えて良かった」等多くの声が寄せられました。
今年開校30周年を迎える年、保護者と共に盛り
上げていきたいと感じる総会でした。 
▼5月28日（土）無事運動会を開催することが
出来ました。感染対策上、参加する保護者の方
々にはいくつかの制限を設けて開催すること
になりましたが、勝利を目指して本気で挑む、
熱い運動会を保護者の皆さんにも見ていただ
くことができました。６月20日には沖縄平和学
習２５周年を記念して映画「命どぅ宝 ずいせ
ん学徒の沖縄戦」を、５，６年生と保護者対象
に上映会を行う予定です 
 
和光中学校 
【学校生活】 
▼入学式から2週間後の4月22日、オリテ運動
会を実施することができました。今年のスロー
ガンは、「みんなで和めて新たな光が生まれる
オリテ」です。オリテ後の新入生の感想文、二、
三年生の感想文にはさまざまな気づきや思い
が表現されていて、オリテ運動会は、新入生を
歓迎する行事であると同時に、新二年生、新三
年生が二年生、三年生になっていくための大事
な行事だと、あらためて感じました。 
▼今年の夏は、三年ぶりに館山水泳合宿が実施

の予定です！5月末に行われた館山総務選挙を
経て「タテヤマ合同総務会」が発足し、合宿に
向けた様々な活動が早速はじまっています。館
山保護者会も対面で行われました。コロナ禍で
あること、また三年間のブランクにより参加す
る全生徒が未経験であることから、従来と異な
り、全校一斉ではなく2分割での実施です。遠泳
は行わず、浜での水泳練習を中心に、支え合い
ながら、それぞれに上達を目指します。 
【親和会】 
・学級親和会は4月6月とも、全学年対面で行う
ことができました。 
 
和光高校 
【学校生活】 
▼5月17日(火)体育祭終了 
  5月10日(火)より4日間を通して行われた、
３年ぶりの全校あげての体育祭は、途中雨のた
め順延を挟みつつも17日(火)に無事終わりま
した。今年はクラス毎にパフォーマンスを披露
する「エンター」というイベントも対面で実施
することができました。3年生にとっては最初
で最後。練習にも熱が入り、貴重な体験となり
ました。体育祭の余韻を残しつつ、６月からは
文化祭に向けて話し合いが始まります。 
【親和会】 
▼5月21日(土) 和光高校親和会定期総会が開
催されました。対面で行うのは2年ぶりとなり
ましたが、136名が出席。東京父母懇、同窓親
和会より祝辞を頂きました。ありがとうござい
ました。 
（私学部） 
▼6月4日(土)1年生保護者会（前・後半の2部
制）の後、それぞれ30分の署名学習会を行いま
す。ここ数年、コロナ禍により例年通りの活動
ができない状況が続いておりますが、これまで
の実績を大切にし、引き続き署名活動に丁寧に
取り組み、次へバトンを繋いで行きたいと思い
ます。 
本年度もどうぞよろしくお願いいたします。 
 
大東学園 
▼5月28日(土) 三者交流会。11月の三者協議
会に向けて「三者の協同」を体験(第1弾)。 
参加総数174名。昼食に真珠の会がブタ丼を提
供。５月の三者協議会事務局会議は5月13日、
27日に開催。 
▼5月28日(土) 役員会 



▼5月30日(月) 署名推進協議会。三者で取り
組む私学助成署名を進めるための組織。 
2022年度目標数30,000筆を決定 
▼6月4日(土) 午前：拡大役員会。午後①：担
当者会議。午後②：サマーセミナー実行委員会。
午後①では、5つの担当者会議と真珠の会がそ
れぞれ話し合いを持つ。そのうち文化厚生担当
と私学助成担当に生徒会執行部と代表委員か
らの声掛けで活動の一部を合同で行うことと
なる。 
【学校関係】 
▼三者交流会、中間テスト、体育祭 
 
明治学院高校 
▼校外ホームルーム開催 
明治学院では例年6月に校外ホームルーム(ク
ラス遠足)を行っています。 新型コロナの影響
で20・21年度は中止となりましたが 今年度は
実施することができました。 かつては 川や海
に出かけて バーベキューをするというコース
がほとんどでしたが、今年度はお弁当持参で、
行先もアスレチックやボーリング場など今ま
でに無かった校外ホームルームとなりました。 
当日は天気も何とか持ち、 各クラスが楽しい
思い出を作る事ができました。 
 
不登校を考える私学の会 
▼卒業された方の参加が多くありました。毎日
通っているという嬉しいお話を聞くことがで
きました。先輩方の話を聞いていろいろなこと
があっても大丈夫とのアドバイスもあり、続い
ている不登校の会の大切さを知ることができ
ました。 
〇茶話会 
 ・毎月１回土曜日（次回6/18, 7/9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 
▼鶴川高校こもれびの会総会＆懇談会のお知
らせ 日時：6月25日（土）14時30分～16時
30分。場所：新百合ヶ丘21ビル研修室。 
懇談会の内容：特にテーマは決まっていませ

ん。参加した方々から提案していただいたお話
をもとに、皆の意見を交流し合います。「娘の
高校生活を支えていくための、ちょっとしたコ
ツ！」「親自身の生活を豊かにしていくための

コツ！」も持ち帰ることができるといいです
ね。 
▼6月8日、一年契約を27年間繰り返してきた
Ａ先生を解雇したことは不当であるとの高裁
判決が出されました。Ａ先生は、一年契約の教
員でしたが、担任、顧問、校務分掌も担当し正
規の教員と全く同じ仕事をしていました。子ど
もたちから見ると、一年契約の教員も正規職員
の教員も、同じ「先生」です。しかし、営利を
目的とした理事会により「雇用の調整弁」とさ
れてきたのです。安心して働くことができない
先生が多い学校運営は、学校教育や子どもたち
の支援にマイナスであることは言うまでもあ
りません。教員が安心して働くことができるよ
うな学校になるよう一歩一歩進めていきます。 
 

 
 

私が父母懇の活動に初めて参加したのは、

2010 年自由の森学園で開催された関東ブロ

ック父母懇交流集会でした。そこで当時の会長

作本さんに父母懇について教えていただきま

した。作本さんの、人柄があふれ出たような柔

らかな物腰と、謙虚さと、優しい笑顔の奥にし

っかりと通った芯に感動したことは、後々父母

懇役員に推薦いただいてから常に目の前に据

えておくものでした。とはいえ、そう簡単にそ

れが身につくものではなく、私の父母懇役員と

しての 6 年間は、たくさんの面倒をたくさん

の方々におかけすることとなりました。 

 その経験の中で私自身が手に入れた大切な

ことは２つ。さまざまな問題の根っこは同じと

ころにあると強く感じたことと、相対するヒト

やモノへの感謝と敬意の重要性です。 

役員の任は退きますが、サポーターとして引き

続き父母懇活動に携わってまいります。どうぞ

これからもよろしくお願いいたします。 

 

役員退任の挨拶（書記として 6 年間父母懇役

員をして頂きました。） 古田朋子さん 

おすすめの本＜学び舎中学校歴史教科書＞ 

映画「愛国と教育」を観て、このような歴史教科書が

あることを初めて知り、買い求めました。この歴史教

科書は 2015 年と 2020 年の文科省の教科書検定に

合格したものです。様々な歴史を子ども側から問いや

疑問が生まれることが基本姿勢となっています。ただ、

この教科書を採用した私立中学には、採用に対する圧

力がかかったことを映画では詳細に描かれていまし

た。沖縄戦をはじめ、大人が読んでも多くのことを学

べる教科書です。ぜひお読みください。（岸本卓） 



 

６月４日(土）の午後１時半より明治学院大学の教室において、第49回東京父母懇総会を開

催しました。東京父母懇に団体加盟している和光小学校、和光鶴川小学校、和光中学校、和光

高校、明治学院高校、大東学園、鶴川すずかけの会及び個人会員計36名が参加のもと、議案

を討議し、2021年度活動報告、2021年度会計報告、2022年度活動方針、2022年度予算 

2022年度役員、運営委員が承認されました。私学助成運動に対する意見や東京父母懇運営委

員会の運営に対する意見など活発に意見が出されました。 

総会では昨年度の署名活動で個人及びご夫妻で500筆以上署名を集められた方々３名と一組

（大東学園高校２名、和光鶴川小学校１名、和光小学校１組）に感謝状が所属する学校の代表

に手渡されました。今後、紙面でたくさん署名を集める工夫などを紹介したいと思います。 

今年度、東京父母懇の役員は５名です。新たに役員になった方２名の自己紹介と抱負を以下

に掲載します。 

団体加盟、個人加盟の皆様のご協力のもと、今年度１年間、私学助成運動、懇談会等の様々な

会など実施していきたいと思います。どうぞ、よろしくお願いします。 

 

第 49 回東京父母懇総会を開催しました 
 

① 日程  ・2022 年 7 月 1 日(金) 

       ・タイムテーブル 11:00~12:20 院内集会 

                13:30~14:00  中央要請行動 

                   14:30~16:30 教育全国署名スタート集会 

 ② 場所 

  1) 院内集会    …  参議院議員会館 講堂   

  2) 中央要請行動           …  霞ヶ関・永田町周辺 

   ※ 各都道府県による地元選出国会議員要請も並行して取り組めます。 

  3) 教育全国署名スタート集会 …  星陵会館 

 

内野明和さん（会計） 

今度、役員となりました内野明和です。

2014/3 に品川区の香蘭女学校教諭を定年退

職しました。私教連では伊豆さん、上原さ

ん、増田さんたちに、ずっとお世話になって

いました。先日の総会では、私学助成の獲得

の実績を聞き、頭が下がる思いです。後藤睦

子会長を助けて頑張ります。最近は、合唱団

で小さな木の実を楽しく歌っています。 

 

増田啓介さん（書記次長） 

会員のみなさま、今度役員になりました増田

啓介です。よろしくお願いします。父母懇との

関りは大東学園の教員として運営委員会や関

東ブロック、全国の交流集会への参加以来です

のでもう 30 年以上になります。3 月までは東

京私教連の書記長として役員の方々と定期協

議などお世話になってきました。これからよろ

しくお願います。 

 
７月１日(金)「学費の公私間格差・自治体間格差是正について考える院内集

会」及び国会議員要請を行います。 
 

私学助成拡充要求を次年度

予算に反映させる概算要求編

成に向け「院内集会」と中央要

請行動が開催されます。また

教育全国スタート集会も午後

開催され、各県代表や高校生

たちが署名に関する今年度の

所信を表明をします。 

議案を説明する東京父母懇後藤会長 出席した団体加盟校、個人会員 


