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■「大器晩成―焦って急ぐより、遅れても、じっ
くり取り組むほうが大切」
Better Late than Early - a different view on
“early childhood education”

世間一般では、早期教育が大事であり、多くの
ジェラルド＆ベバリー夫妻 (Gerald & Bev. Huebner） 社会問題の解決策となり得ると信じられています。
この分科会では、子どもの発達に関する現在の見
■「我が家のホームスクーリングの旅路」
方を検証し、違った見地からの提言をします。そ
Our Family Home Education Journey
の新しい提言とは、教育は「大器晩成――焦って
急ぐより、遅れても、じっくり取り組むほうが大切」
ヒューブナー家は、2 人の子どもをホームスク という提言です。夫妻は、30 年以上前からこのア
ーリングで育て上げました。
「まずは 1 年」とい プローチでホームスクーリングを行い、実際に有
う形で始めたホームスクーリングの旅路は、14 年 効であることを体験しています。
間続き、一家はホームスクーリング生活を大いに
楽しみました。その後、法律面でのホームスクー ■「 ホ ー ム ス ク ー リ ン グ に お け る 祖 父 母 の 役 割 」
Grandparents’ Role in Supporting Home
リング擁護団体、HSLDA カナダ代表として、カナ
ダや世界のホームスクーラーたちのサポートに尽 Education
力する一方、現在は 4 人の孫たちのホームスクー
祖父母は、孫がホームスクーリングで育てられ
リングを手伝い、励まし続けています。講演では、
ホームスクーリングの旅路で体験した感動を分か ていることを知ると、心配し、多くの疑問を抱く
かもしれません。この分科会では今や祖父母とな
ち合います。
ったヒューブナー夫妻が、祖父母の皆さんや、祖
父母の関わりについて考えたい皆さん、また将来、
■「なぜホームスクーリング？」
祖父母になるであろう皆さんを対象に語ります。
Why Home Education?
ホームスクーリングに関して祖父母が抱かれるで
「うまくいくのか？」
「社会性は？」
「合
ホームスクーリングは、学問や社会性、将来に あろう質問（
）について情報を提供し、祖父母という立
向けた準備など、様々な面で大きなメリットがあ 法か？」
ります。そのため、今や世界中の多くの家庭がホ 場からどのようにホームスクーリングを助け、励
ームスクーリングを選択しています。学校という まし、干渉するのではなく支援するかといった実
システムの中での悪影響から子どもたちを守りた 践的なアイデアをお伝えします。
いという理由から始める家庭も多いですが、実際
には、積極的なメリットをたくさん提供できる教 ジェラルド氏（Gerald）
育環境がホームスクーリングなのです。特に、子
『混迷する世界でリーダーを育てる』という課
どもたちとのきずなを築き上げ、キリストへの信 ■「
仰を引き継いでいけることが、有意義なメリット 題に取り組む パート１ ネヘミヤとヨシヤから
の教訓 ホームスクーリングの利点」
の一つです。
Taking on the Challenge “Raising Leaders
そうしたホームスクーリングのメリットに焦点
を当て、各家庭においてどのように成就させてい in a Mixed up World” – Part 1 – lessons from
Nehemiah and Josiah – The Home Education
くかお伝えします。
Advantage –
＜分科会 Workshop ＞
この世は混迷を深め、かつてないほど暗闇とな
ジェラルド＆ベバリー夫妻 (Gerald & Bev. Huebner） り、希望も見出せません。事実、現代社会の日常
には様々な脅威があり、子どもをキリストにあっ
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て強く、敬虔な大人に育て上げることを妨げてい
ます。これらの脅威は深刻であり、憂慮すべきで
す。21 世紀社会の現実を探り、様々な混乱と懸念
に対する見通しをお伝えします。また、親ができ
ることや、クリスチャンのホームスクーリングが
これらの脅威に対抗して、どうしたら重要な利点
を提供できるのか、その方法を探ります。ホーム
スクーリングは有益ですが、もちろん簡単ではあ
りません。現代文明の中で、どのようにして子ど
もたちを敬虔なリーダーに育てられるのでしょう
か。ネヘミヤとヨシヤの歩みから考察します。
■「
『混迷する世界でリーダーを育てる』という課
題に取り組む パート２ バビロンへの備え：混
迷する世界でダニエルのようなリーダーを育てる
ホームスクーリングの利点」
Taking on the Challenge “Raising Leaders
in a Mixed up World” – Part 2 – Preparing our
Children for Babylon - Raising Leaders like Daniel
in a Mixed-Up World – The Home Education
Advantage –
パート 2 では、引き続き今日の世界における重
大な脅威への対処法をお伝えします。ダニエルを
見ながら、バビロン捕囚時代と現代の驚くべき共
通点を探ります。また、どのようにしてホームス
クーリングを継続していくのか、どうすれば家庭
や子どもたちの生活の中でホームスクーリングの
実が結ばれていくのか、という課題も扱います。
■「ホームスクーリングを選択する自由をかけた
闘い：実際に闘いはあるのか？」
The Battle for the Freedom to Choose Home
Education - Is there a really a battle?

世界中で起きている闘いの解決についてもお伝え
します。
■「ホームスクーリングにおける父親の役割」
The Father’ s Role in Home Education
ホームスクーリングにおける父親の役割とその
重要性を再認識し、奨励します。忙しさやプレッ
シャーに満ちた人生の中では、父親は最も重要な
ことを見失ってしまいがちです。父親の皆さんに
励ましを与え、父親の誤った虚像を打ち壊し、十
分に責任を果たしていないという罪悪感を解消し
ます。どうすれば父の役割を果たせるか、実践方
法も提示します。ホームスクーラーダディによる
ホームスクーラーダディのための分科会です。
ベバリーさん（Beverly）
■「母から母へ」Mom to Mom
ホームスクーラーママの皆さん、ぜひ参加して
共に分かち合いましょう！ベテランのクリスチャ
ン・ホームスクーラーママであり、今ではホーム
スクーラー グランマとなったベバリーが、ホーム
スクーリングと家事の膨大な責任をこなす母親の
皆さんに、励ましとチャレンジを与えます。神さ
まの助けがあれば、ホームスクーリングはうまく
いき、やる価値があり、こなすこともできます。
参加者同士で簡単に経験を分かち合い、互いにサ
ポートし合う時間も持つ予定です。
■「学習スタイル」Learning Styles

子どもたちはどのように学ぶでしょうか。2 人
以上の子どもをホームスクーリングすれば、子ど
私たちは自由な世界に住んでいるのではないで もたちが同じようなスタイルで学習しないことに
しょうか。この分科会では、ホームスクーリング すぐ気が付くでしょう。この分科会では、私たち
を展開する上での現実の脅威と、それらが皆さん が神さまに導かれて行ってきた様々な学習スタイ
にどのような影響を与えているかを説明します。 ルを分かち合い、その長所を使ってどのように子
保護者がホームスクーリングを選択する自由は、 どもたちに学ばせ、弱点に取り組んでいくか、最
世界中で重大な攻撃を受けています。世界中の多 善の教え方を探っていきます。
くの地域で、ホームスクーリングの権利を向上さ
せるために行われていること、親の自由をかけた
闘いについて情報を提供し、それが皆さんにとっ
て何を意味するのかを説明します。また、自宅や

