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ぼくのなつやすみ 

小堀 翔 

 

小堀です。 

私が高校生だったころの夏休みの思い出

について書きたいと思います。 

いつかの遊園地、弓矢を使うブースにおい

て異常なまでの精密射撃を繰り出す小堀の

姿やインドアオタクには不釣り合いな二の

腕を見てなんとなく気が付いていた人もい

るかもしれませんが、私は高校時代アーチェ

リー部に所属していました。走り込みや筋ト

レのノルマのようなものもない、運動部にし

てはゆったりとした部活動で、来る日も来る

日も真っ赤に日焼けするまで的に矢を放っ

ていました。一番元気がよかったときは 30

ｍ先のミニトマトに矢を当てることができ

ました。お祭りに出かけるような気合はあり

ませんでしたが、３年生の夏休みにはさすが

にどこか大学の見学に行かねばと思い、県外

の大学に部活動の友人４人と電車で見学に

行きました。 

 あれから約 15年。結局、私はもはや弓に

触ることはありませんし、旅の仲間も誰一人

として見学した大学には進学しませんでし

た。しかし、それでいいのではないかと思っ

ています。あとから思えばこれらのまったく

「無駄」な夏休みがほどよい気分転換となっ

て、私の受験やその他の生活を支えていてく

れたのかもしれません。一見成果のない見学

でしたが、この大学を選ばないという選択の

材料になったことが、今こうして地理歴史科

の教師として皆さんの前に立っていること

につながったのかもしれません。 

学業は大事です。夏期講習に参加の皆さん

におかれましては、私の全霊を以てご相手差

し上げる所存です。しかし夏の休みであるわ

けですからしっかり休養し、リラックスでき

る時間を持ったりすることも大事ではない

でしょうか。いつか、どこかで、意外な形で

効果が表れるかもしれません。 

あれから約 15年。最近になって甚兵衛を

買いました。同じく無駄な夏休みを過ごした

あのときの４人とお出かけリベンジなどが

できたらいいなぁなどと思っています。 
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☆ ９月３日（金） … 高校】 始業式 ／ 大受】 授業開始  

日 曜 8月の予定  
※コロナに関する国や県、市等の方針

に従い、変更になる場合があります。 

１ 日  

２ 月 大受】夏期講習Ⅱターム 

３ 火  

４ 水  

５ 木  

６ 金  

７ 土 高校】保護者茶話会   オープンスクール 

８ 日 「山の日」 

９ 月 「振替休日」 

10 火 夏期休暇 

11 水         夏季休業（閉館） 

12 木  

13 金  

14 土  

15 日  

16 月 大受】夏期講習Ⅲターム       高校】登校日・レポート提出日        

17 火  

18 水  

19 木  

20 金  

21 土  

22 日  

23 月 大受】夏期講習Ⅳターム 

24 火  

25 水  

26 木  

27 金  

28 土  

29 日  

30 月  

31 火 高校】キャンプ  ９月１日（水）まで 

■ 大学受験科  

 7 月 26 日（月）より、4 タ

ーム制の夏期講習が始まってい

ます。時間割を確認しそれぞれ

の学習計画を立てるなどして、

夏休みを有意義なものにしまし

ょう。 

 

 

 

 

 

■高等学院  

１・２年生は８月１6日（月）

登校日がレポート提出の締切日

です。家ではなかなかやる気が

起きないという人は、ぜひ学校

に来てレポート学習に励んでく

ださい。 
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夏休みですね。我が息子（小２） 

は「終業式まであと〇日…」と 

呪文を唱えながら学校に行っ 

ています。コロナ禍なので特に

予定もないのですが、長期休暇というのはワクワクするようで

す（昨年は休校期間があり夏休みが短かったので尚更）。 

さて、今回は夏休み明けのこころのお話です。 

長期休み明けというのは、自殺者の数が増えることは皆さん

もご存知かと思います。先日テレビで自殺関連の番組をやって

いました。そこで私が気になったのが【若者の自殺者が増える

少し前の時期から SNS に“学校 行きたくない”という投稿

が増える】ということ。昨年度は緊急事態宣言明けの５～６月

と夏休み明けに増加していました。 

私は不登校だった時期に「学期が変わったら行けるかも」と

いう周囲からのプレッシャーで、始業式の日が怖くてたまりま

せんでした。自殺の要因は不登校、いじめ、学力、先生、友達

など本当に様々です。ツイッターで「学校 行きたくない」と

検索すると膨大な数の投稿が出てきます。そして彼らは、現実

世界では相談できないことを SNSで吐き出しています。 

志成館では数年前に、当時の生徒達が「９月１日ゆっくりし

よう 学校だけがすべてじゃない」という、みんなで一緒にゆ

っくりしようという取り組みをおこないました。この取り組み

を生徒同士でできるって素晴らしいなと感動しました。 

 今年の８月３１日～９月１日はキャンプです。日帰りでも構

いませんので、みんなで一緒にゆっくりしましょう。 

 

 

キヨジイの“ちょっといい話”～その③ 

ナインティナイン 岡村隆史さんの名言。 

数々の笑いを届けてきた根っからのコメディアン。愉快なキャ

ラクターには強い意志が裏付けされています。 

 「たすき」をかける…私は、そのたすきは、駅伝のたすきだ

と考えました。死ぬ気で頑張るというのは、永遠にではなく、

次の人に渡すまでの区間です。「必死」に頑張れるのは、人生

の中でのある期間だけです。それなら、自分の人生、ちょっと

だけ、「必死」になってみようと思いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 どうも、甲斐です。ここ最近、うちの子どもが次々に風邪を

引いたり、手足口病をもらってきたり、風邪をぶり返したりし

てたいへんでした。ここひと月だけで有給使い切るくらいに病

院に子どもを連れて行ったり、家で面倒を見たりでした。仕事

は仕事で大変でした。自由な時間はほぼ皆無でストレスは溜ま

る一方。では、どうやってこの一か月を乗り切ったのかという

うと子どもに甘えさせてもらいました。 

 ３人のうち、一人は入れ替わりで元気だったのでじゃれ合う

中で腹に顔をうずめてうだうだ言いました。寝っ転がりながら、

子どもをだっこして、駄々っ子のようにゴロゴロ、声にならな

い声でうだうだ言いました。 

 何か奇声を発しているパパを見て、子どもは怪獣ごっこして

もらっていると思っているのかキャッキャ言ってました。とり

あえず、子どもにストレスを解消してもらってます。 

 夏休みまであと少し、自分の時間がほしい！ 

 

  

 

 

 

 今回は僕が旅をする上で意識していることの話をし

ます。もちろん、旅のポイントは人それぞれで、その旅

に何を求めるかによってやり方が変わります。僕の場合

は、自分と向き合うことに重きを置いています。なので、

基本的には一人で出かけます。そして、予定はほとんど

立てず、現地で見聞きした情報からその時行きたいと思

った場所に行くようにしています。予定を立てたとして

も旅の期間と最終目的地と予算を決めるくらいです。あ

とは、寄り道をたくさんして、時間をたっぷりかけなが

ら目的地を目指します。 

こんなことをしていると途中で時間が足りなくなるこ

ともしばしば、、、しかし、それがまたいいんです。次

の楽しみに取っておくことができます。 

 なぜこんなことをはじめたかというと、優柔不断で決

めきれないことが多かったので、もう少し自分の気持ち

に素直になろうと思ったからです。「その時々で面白そ

うだと感じた方へ行く。行った先でお勧めを教えてもら

う。現地で決める。」その繰り返しです。たまに疲れた

時には、一日中ホテルに居ます。たまにと言いましたが、

だいたいは３日に一回くらいの頻度で一日中ゴロゴロ

します。情報があり過ぎると頭の中がパンクするので何

も考えない時間、整理する時間が必要です。食べ物を消

化・吸収するように、経験を整理して自分の中に蓄積さ

せていきます。 

気づいたら文字数が足りなくなってきたので、続きまた

次回。 

 

心にたすきをかけて死ぬ気で頑張る！ 

… それが『必死』や！ 

志成館・文字で読む職員室 

 
へっぽこハンター甲斐先生の 

趣味のお部屋 

 

しばたの たびにっき。 
Shibatano - tabinikki 



 

 

 令和３年度第５回目のぐるぐるログでは、ボーリングのランキングと夏休みのイベントのお知らせをします。

それでは、LET’Sぐるぐるウォッチッチ！ 
 

 

【 ボーリング 】      スコアランキング 
１位 山けんくん  175     ＊ちなみに２位と３位のスコアは体育の授業中の 

２位 Nおきくん  140       ものではないです。体育の授業内では４、５位 

３位 こりん  140        が繰り上りで２位と３位になります。 

４位 U―いくん  136 

５位 Kせいくん  130 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イベント・芦北うたせ船 
 

８月９日（月）に甲斐先生と娘の綸歌ちゃん、柴田先生が芦北のうたせ船に乗って、底引き網漁

と太刀魚釣りに行く予定です。乗るには一隻（定員12名）でチャーターしないといけないので、

一緒に行ける人、残り9名を大募集します。学校から現地までは甲斐先生と柴田先生が車で乗せて

いきます。船代44,000円+食事代11,000円の合計55,000円を参加者で割った金額が参加費にな

ります。参加者は先着順に決め、定員に達し次第募集を締め切ります。 

参加希望者は下記の連絡先まで７月中に連絡をお願いします。 

 

 

担当： 甲斐  TEL 080-9410-9017  

乗船場所：〒869-5453 熊本県芦北町計石2963 

乗船時間：３時間 沖まで行き帰りに２０分ほど移動      

（停泊中に底引網や太刀魚釣りができます。詳しい様子はyoutubeで見れます） 

乗船する時間は融通が利きますので、学校への集合時間は人数確定後に連絡します。 

基本的に午前中に出発し、１５時までには学校に帰着する予定です。 

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】 

〒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） 

TEL 096-366-1008   FAX 096-371-3871  ホームページ  URL： http://www.siseikan.net 


