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新しいことへの挑戦！ 

数学・化学  石橋 昌一 

 

こんにちは。今年の４月から志成館で勤務

することになりました石橋昌一(いしばしし

ょういち)といいます。よろしくお願いしま

す。担当教科は数学と理科(主に化学)で、大

学受験科も担当します。 

休みの日は、いろんな場所に出かけるのが趣

味で、最近は親孝行の意味も込めていろんな温

泉に出かけたりすることが多いです。父親と一緒

によく行くのは、日奈久温泉・佐俣の湯・あじさい

の湯(宇土)等々、熊本県内を中心に色々と回っ

ています。自分は、最初温泉に行ったとき、サウ

ナと水風呂それに電気風呂が苦手でした。しか

し、苦手なことにも少しずつ挑戦しようということで、

少しずつ慣れていった結果、今では温泉に行っ

た時には欠かさず体験するようになりました。確

かに熱かったり冷たかったりびりびりしたりするの

ですが、慣れてくると凄く居心地がいいですよ。 

挑戦といえば、この前は美里町にある日本一

の石段(3333 段)にも登ってきました。途中何度も

登るのをやめたくなりましたが、途中休憩を多く

取り入れ自分のペースで歩いていったら、何とか

頂上までたどり着くことができました。足はかなり

痛かったのですが、頂上から見た景色はとても素

晴らしく、登りきれてよかったなあと今でも思って

います。 

勉強は、日々の努力が大切です。途中、疲れ

ることもあると思いますが、着実に目標に向かっ

て前に進み、自分の目的が達成できれば、その

感動もひとしおだと思います。また、普段の日常

生活においても、急にではなくゆっくりと少しずつ

でいいので、新しいことへの挑戦が大事だと思い

ます。前向きな気持

ちを持って、自分が

これまで知らなかっ

た世界をどんどん体

験していきましょう。 

 

SHISEIKAN! 
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■４日(土) カウンセリング 

加藤先生によるカウンセリングを希望される方は、

別途案内しています案内プリントをご覧いただき、  
お早めに事務局へご連絡ください。 

■３日(金) 総合学習『七夕かざり』 
3 日の総合学習は、七夕の飾りつけを行います。

願い事を短冊に書きますので、願い事をたくさん用意

して登校してください。もちろん受験科の生徒も願い

事をして OKです！ 
 

■１７日(金) ボウリング大会 
午後より、熊本校近くの“スポラ九品寺”にて、全校

合同のボウリング大会を実施します。 
 
 

 

 

 

日 曜  

１ 水 【高校】(6/29～)二者面談 

２ 木  

３ 金  

４ 土 カウンセリング 

５ 日  

６ 月  

７ 火  

８ 水  

９ 木  

10 金 【大受】総合学力記述模試 

11 土 【大受】総合学力記述模試 

12 日  

13 月  

14 火 【高校】前期定期試験 

15 水   

16 木  

17 金 
【高校】終業式 【大受】前期終了 

ボウリング大会（スポラ九品寺） 

18 土  

19 日 【高 3】保護者茶話会 

20 月 【大受】夏期講習＜第Ⅰﾀｰﾑ＞ 

21 火  

22 水  

23 木  

24 金  

25 土 志成館高等学院オープンスクール 

26 日  

27 月 
【大受】夏期講習＜第Ⅱﾀｰﾑ＞(～7/31) 

   【高 3】三者面談（～8/2） 

28 火  

29 水  

30 木  

31 金  

 

■６月２９日(月)～７月３日(金) 二者面談 

・本人と担任の二者面談を行います。 

■７月２７日(月)～８月１日(土)三年三者面談 

勉強・学校生活のことなどを話す時間です。また、 
3 年生は進路の話のため 7 月末から三者面談を行い
ます。いずれも事前に希望日時の調査を行うため、 
この期間のいつが良いか、考えておいてください。 

★前期分レポート提出期限は６月３０日(火)まで★ 

■７月１４日(火)～１６日(木) 前期定期試験 

平成 27 年度前期分の成績が決まる定期試験を  
行います。ただし、レポート未提出の科目は試験の受

験ができず、進学や就職に大きく影響します。特に、 
3年生は調査書の作成にも影響します。未提出のレポ
ートがある生徒は、早急に仕上げて提出し、定期試験

当日に登校して受験しましょう。 

■７月１０日(金) １１日(土) 

「進研模試 総合学力記述模試」 

6 月に「総合学力マーク模試」を受けた方は、今回
の試験の結果と合わせたドッキング判定が出ます。 

■７月１７日(金)「前期」が終了します。 

■７月２０日(月)「夏期講習」が開講します。 

詳細は後日お知らせいたします。大切な夏になりま

す。お互い、全力を尽くして必ずや 学力を向上させ

■８月４・５日(火・水) 第１回「高認」本試験  

試験に向けてしっかり準備を行ってください。
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【体育】 

 

10 日の体育はスポラに移動をして、卓球を行いました。
梅雨の湿った空気を吹き飛ばす熱戦が繰り広げられてい

ました。 

   

17日の体育は遊びのスペシャリスト、甲斐先生の考案
による５種目を行いました。効率よく動くために考える力と

素早く動く運動能力の両方とそれぞれの特性に合った特

定の動きが必要になる新しい競技を行いました。特定の

生徒ばかりがスポットライトを浴びるわけではなく、意外な

生徒が一番になることもある体育の時間でした。走ったり

はしないですが、かなりの運動量があり、みんなたくさん

の汗をかきました。というか、私自身が一番はしゃいで汗

だくでした。（甲斐） 

【家庭科】 『テリヤキバーガーづくり』 

 今日は「照り焼きバーガー」を

作りました。生徒達は誇らしげ

に、職員室に完成品を持ってき

てくれました。生徒たちの愛情

がこもった照り焼きバーガー、と

ってもおいしかったです。 

 

 

【総合学習】 

崇城大学出張実験講座 

 6月 12日の総合
学習は、今日は崇

城大学工学部ナノ

サイエンス学科から、

池永准教授にお越

しいただき、「科学

の不思議実験」講

義をしていただきま

した。普段なかなか

目の当たりにするこ

とのできない、電子

レンジ内に存在する

マイクロ波を用いた

実験を生徒達と行

いました。電球がレ

ンジ内で発光する

様子やポップコーン

作りなど、ちょっとし

た日用品を応用しながら科学のミラクルに驚かされている

様子でした。生徒同士も、実験を行う上で協力し合う様子

が微笑ましく感じました。 

 

サークル活動 『プラ板づくり』 
 
サークル活動に

て「プラ板でブロー

チ、キーホルダー作

り」をしました！アニ

メのキャラクターや

独自のアイディアを

プラ板に描いていき、

素敵な作品が完成

しました！職員も生

徒たちも、絵を描い

ている間は真剣その

もの！思わず真剣な

瞬間を撮ってしまい

ました！ 
 
「意外と楽しかっ

たから、またやりまし

ょー！」という意見が

出てきたので、不定期で「プラ板祭り」を開催しようかと目

論んでいるところです。 

■平成２７年６月のできごと■ 
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「心がホッコリしています。」 

 梅雨空に心も曇りがちな毎日を迎えており

ますが、最近つくづく、どの生徒も本当にや

さしいんだなぁと思います。 

 友達の悩みを親身になって聞いてあげたり、

自分のことよりも兄弟のことを心配したり、

また私が失敗して迷惑をかけたときも、許し

てくれる優しさがありました。 

 そういう生徒の姿を目の当たりにすると、

私の心もホッコリとして、晴れやかな気持ち

になります。 

 こんなに優しい子どもに育てられた、お父

さん、お母さんをうらやましく思います。 

（高橋） 

 

「カフェオレが流行っています！」 

3年生男子の間で、ドトールのカフェオレ

が流行の兆しを見せています。毎日飲むのが

日課になる生徒もいます。学校横の自動販売

機で160円です。飲み物でも何でも、自分が

好きなものに出会うということは、何か人生

が豊かになるように思えます。（中熊） 

 

「父の日…」 

21年前、うちの長女は、父の日に生まれた

んだった。何年経っても、それだけでありが

とうと言いたいです。（清田） 

 

■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７月例会のお知らせ 

ひなたぼっこの会設立 7 周年記念講演 

不登校の子どもたちによりそう 

講師： 八代市適応指導教室 『くま川教室』  

指導員 宮﨑ゆみ子 さん 

思春期の子どもさんの不登校・非行・子育てなどを悩

んでおられる方、私たちと一緒に語りませんか？ 

『ひなたぼっこの会』は、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７月４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。 

事務室便り 


