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四月のお便り〜担任、始めました。 

１年生担任・英語  幸山 英子 
 

こんにちは。桜も散り、新緑の息吹を感じる

今日このごろです。この四月から、ここ志成館

でお世話になることになりました、幸山 英子

（こうやま えいこ）です。みなさん、どうぞ

よろしくお願いします。担当は、一年生の担任、

１、２年生の国語、そして１年生の英語です。

大学時代には、海外にちょこちょこ行ったりも

していました。今でも休みがあるときには、ふ

らっと旅にでることもあります。最近の私のブ

ームは「京都」です。「お茶」を習っているこ

ともありまして、日本独自の文化や風習、建造

物に興味が少しずつ沸いてきているところです。

学生時代は「とにかく海外のいろんなものが見

たい！文化に触れたい！」という想いから、時

間とお金が許す限り海外にぶらり旅していまし

たが、ある

程度年齢を

重ねてくる

と自国のい

いところが

少しずつで

すが見えて

くるように

なりました。

次の休みにでも、またぶらっと行ってみようか

なと思っている今日このごろです。 
 

さて、４月１０日には、入学式 / 開校式が

催されましたね。私は一年生の担任ということ

もあり、「当日、全員揃ってくれるかな…」と

入学式の直前まで心配していました。開始直前

になり、新入生全員揃うことができ、無事に入

学式を終えることができました。全員元気な表

情でご家族と帰ってくれたので、とてもほっと

することができました。これから始まる、彼ら

新入生の志成館 life が、実り多き物になります

ように、と願っています。 
 
また、私の他にも、あと２名の新しい先生た

ちが志成館で働いてくださることになりました。

まず１人目は甲斐雄一郎（かい ゆういちろう）

先生、そして二人目は石橋昌一（いしばし し

ょういち）先生です。すでに何度か校内で対面

したことがある人も多いかと思います。私を除

いて、みなさん個性豊かな先生が揃っています

ので、ぜひとも声をかけていただけると職員一

同喜びます。

さて、次回は

甲斐先生の担

当です。次回

も お 楽 し み

に。 
 

SHISEIKAN! 
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【大学受験科】 
  

5 月１日（金）バス旅行（グリーンランド） 
バス旅行は高等学院と合同になりますので、5 月 1

日（金）は休講で、バス旅行になります。 

6月 5日（金）6日（土）総合学力マーク模試 

6 月に進研マーク模試が行われます。 

申し込みは 5 月１日（金）までです。受験希望者

は、受験料 3,190 円を添えて、事務局までお申込

み下さい。 

5 月 22 日（金）進路適性検査 

進学の参考資料にするために、進路適性検査を行

いますので、必ず受験をして下さい。（費用無料） 

 

 

【高等学院】 
 
5 月１日（金）バス旅行（グリーンランド） 
毎年恒例のバス旅行を今年度も行います。グリーン

ランドで一緒に楽しみましょう。詳細については、後ほ

どご案内を差し上げますが、まずは日程をおしらせし

ておきますので、予定を空けておいてくださいね。 
 

※バスの都合等がありますので、28 日（火）までにお申し込みをお願

いします。 
 
 

5月7日（木）より、時間割が変わります。 
5 月 7 日(木)から、前期の時間割が始まります。4 月の

時間割とは異なりますので、かならず時間割を確認し

てください。 
 
前期のレポートの締め切りは、6 月 30 日（火）です。 
 
二者面談が行われます。（1，2 年のみ） 
5 月 11-15 日に、1，2 年生の 2 者面談が行われます。 
別紙を参照して、都合のよい時間帯を必ずご連絡くだ

さい。 
 
5 月 23 日（土）保護者会 
全体説明の後に、学級懇談会を行います。 
詳細につきましては、別紙をご覧ください。 

 

【高認受験科】 
 

なお、H27 年度 第１回高認本試験の出願期間は 

 5 月 13 日（水）までになります。 
 出願の締め切りに間に合うよう、書類等は早め

にご準備願います。 

【検定の申し込みについて】 

下記の検定について募集しています。 

希望者は志成館事務局まで、お申し込みください。 

 

①H27 第 1 回 日本語検定 

6 月 12 日（金）実施→申込み〆切 5 月 8 日（金） 

②H27 第 1 回 漢字能力検定 

6月19日(金)実施 →申込み〆切5月8日（金） 

②H27 第 1 回 実用英語技能検定 

6 月 7 日(金)実施→申込み〆切 5 月 15 日（金）

 

 

【カウンセリングの実施について】 
近日行われるカウンセリングは、 

 5 月 30 日（土）10：00～12：00 

6 月 13 日（土）14：00～16：00 

7 月 4 日（土）14：00～16：00 
の日程になります。（各 60 分程度） 

 生徒、保護者別々でも、保護者同士でも、生徒

同士のグループでも構いません。申し込みは事務

局までお願いいたします。 
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４月１０日(金) 入学式／開校式 

 

4月10日は、志成館高等学院の入学式／開校式でし

た。中学から志成館に転入した生徒、他の高校から志

成館に入学した生徒たちが、今日から志成館での高校

生活をスタートすることになりました。新しい学校、

新しい生活に緊張すると思います。みんな自分らしい

高校生活を過ごして欲しいと思います。 

 

 
 

歓迎の言葉 
 あいにくの雨となりましたが、例年よりも早く新緑が美しい季

節を迎えています。新入生の皆さん、志成館高等学院へご

入学、おめでとうございます。  

在校生を代表し、心よりお祝い申し上げます。 

今日から、皆さんは志成館高等学院の一員として新たな

スタートを切ることになります。志成館高等学院は、それぞれ

の生徒が将来に向かって、自分に合ったペースで、毎日を

過ごす学校です。 これから経験する出来事は、きっと私達

を大きく成長させてくれるチャンスになることでしょう。 

 また、勉強の他に志成祭、修学旅行、サークル活動など、

学校行事もたくさんあります。５月１日にはバス旅行もあります。

新入生の皆さんには、行事の中で少しずつ学校に馴染んで

もらえたらいいなと思います。 

 困ったことがあれば、気軽に声をかけてください。 

私達と一緒に志成館での高校生活を楽しく、実りのあるもの

にしていきましょう。  

  以上をもちまして、歓迎の言葉とさせて頂きます。 

                      平成２７年 ４月１０日 

                            在校生代表 

 

４月１４日(火)基礎力集中講座 

 

4月13日から、高等学院は復習講座を行っています。

1年生は中学の勉強の復習から始めています。2，3年

生は前学年度の勉強や、漢字検定などの勉強などを行

っています。今まで学校になかなか足が向かなかった

生徒も、新年度になって登校するようになったりして、

決意も新たな学校生活が始まっています。 

 

４月 17 日(金)新入生歓迎会 

 4月17日は、生徒会主催の新入生歓迎会でした。新し

く志成館へ来た生徒、これまでの生徒合同で、自己紹

介をしたり、ビンゴ大会をしたりしました。景品の準

備やビンゴ大会の進行など、生徒会の生徒が中心にな

って、わきあいあいとした楽しい時間を過ごすことが

出来ました。 

  
 

大学受験科『基礎力集中講座』 

 4月13日～31日ま

で、大学受験科で

は『基礎力集中講

座』が行われてい

ます。毎日の勉強

を少しずつ頑張っ

ていきましょう。 

■平成２７年４月のできごと■ 
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1年生担任 幸山 英子 

  教科は英語と国語を担当をします。 
 趣味は、旅行と茶道です。 

  

2年生担任 甲斐雄一郎 

教科は英語と体育等を担当します。 
ソフトテニスやバドミントンなど、スポーツも

得意です。 

 

数学理科担当 石橋昌一 

教科は数学と理科の一部を担当します。 
学生の頃は吹奏楽をやっていました。 

 

■外部イベントのお知らせ■ 

 

 

 

 

 
       〒862-0973  熊本市中央区大江本町 7 番 3 号  （味噌天神バス停徒歩 0 分／味噌天神となり） 

【お問い合わせ先】 TEL 096-366-1008   FAX 096-371-3871   E-mail：sg1008@siseikan.net 

日本航空高校【熊本キャンパス】 

志成館高等学院 

志成館【高認受験科】 

志成館【大学受験科】 

思春期の子どもと向き合うおとなたちの会 

『ひなたぼっこの会』 

平成２７年５月例会のお知らせ 

思春期の子どもさんの不登校・非行・子育てなどをひ

とりで悩んでおられる方、私たちと一緒に語りません

か？ 

何か子育てのヒントが生まれるかも…。『ひなたぼっこ

の会』は、そんな悩みを共有し、安心して語れる場を

提供したいと考えています。 

(☆参加者による座談会・情報交換会です。) 

 
――――――――――――――――――――― 

日時 ：平成 27 年５月２日(土) 

     14：00～16：30 

場所 ：八代教育会館２階（大会議室） 

      八代市大手町１丁目 59-2 

参加費：一般の方は 200 円、会員の方は無料 

 主催・お問い合わせ： 

NPO 法人 日本教育相談研究所 

『くまもと共育会Ｔ．Ｔ』 

「ひなたぼっこの会」事務局 

TEL096-366-1080（平日 9～18 時） 

★例会は、奇数月 第 1 土曜日の 14：00 から、 

八代教育会館で行っています。 

新任先生紹介！ 

mailto:sg1008@siseikan.net

