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ジメジメ ムシムシ とんでいけ！ 

２年生担任・英語  甲斐 雄一郎 

 

こんにちは、周りを見渡せば開襟・ノーネク

タイ、クール・ビズの季節がやってきました！

開放的でいいですね。皆様に於かれましてはど

うでしょうか。 

 

先月号担当の幸山先生にご紹介に与りました、

甲斐雄一郎です。新学期からあっという間に一

ヶ月が過ぎ、６月がやってまいりました。６月

は梅雨の時期ということもあり、暗くてジメジ

メした天気、洗濯物の生乾きのにおい、さらに

はレポートの締め切りが追い打ちをかけてジワ

ジワとプラス思考を蝕んでいきます。しかし、

この時期を乗り切れば、嬉しい、楽しい夏休み

が待っています。この時期を上手く切り抜ける

には夏休みにしっかりと楽しい行事や計画を立

てておくといいですよ。 

 

私は盆休みに奥さんの実家であるアイルラン

ドに１週間行く予定です。これから、私が行く

アイルランドについて少しお話をします。アイ

ルランド共和国は、イギリスのすぐ隣で人口は

約４６０万人、面積は北海道と同じくらいの国

です。ここ最近、３月に流行している行事、セ

ント・パトリックデー・パレードは元々、アイ

ルランドのお祭りです。他には音楽などでは

U2 やエンヤ、ケルティック・ウーマンなどが

有名です。アイリッシュ・ウィスキーやギネス

ビールも有

名ですね。

外観は古く

て伝統的な

石造りの建

物が多く、

緑のいっぱ

いな国で

す。 

日本との

繋がりも結構あります。まずは日本の国家「君

が代」を最初に作曲したのはアイルランド人の

ジョン・ウィリアム・フェントンという方だそ

うです。（現在の「君が代」の作曲はドイツ人、

フランツ・エッケルト）さらに、熊本で有名な

小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）もアイルラ

ンド人です。しかも、うちの奥さんは彼の生家

の隣に住んでいたそ

うです。 

帰ってきた時に、

皆さんに写真を添え

て報告したいと思い

ます。主食のジャガ

イモをたっぷりと食

べてきたいと思いま

す。 

SHISEIKAN! 
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【大学受験科】 
  

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。 

今年度の最初の模試になります。最初の模試なの

で、緊張すると思いますが、来春に向けていい準

備をしてください。 

 

 

【高等学院】 
 

6 月 12 日（金）『崇城大学実験講座』 
総合学習にて、崇城大学から先生をお呼びして、実

験講座を行います。今回は”スライムづくり“の実験をし

ます。普段なかなか実験をする機会がないので、ふる

ってご参加ください。 
 
 

6 月 19 日（金）『プラネタリウム見学』 
総合学習の時間で、熊本博物館のプラネタリウム見

学に行きます。市電に乗って行きますので 12：40 に

は、遅れないように集合をお願いします。 
 

※博物館までの往復の交通費／プラネタリウム見学料

は、志成館で負担いたします。 

 
 

6 月 26 日（金）『玉井先生特別授業』 
日本航空高校より、玉井副校長先生をお招きして、

特別授業を行います。 
日本航空高校としての授業の扱いになりますので、

できる限り、授業への参加をお願いいたします。 
 

5 月 23 日（土）に、平成 27 年度の保護者会を行いました。

お忙しい中多くの保護者の方々に、ご出席いただきありがとう

ございました。 

志成館高等学院は、これからも生徒のためだけの場所で

なく、教員と保護者、もしくは保護者同士がいろんな話をでき

る場を提供したいと思います。何かありましたら、遠慮なく、ご

連絡いただけたらと思います。そして、これからも少しでもより

よい学校を目指していきたいと思いますので、今後ともよろし

くお願い申し上げます。 

 

【高認受験科】 
平成 27 年度 第１回高認本試験は 

8 月 4 日（火曜日）、 

8 月 5 日（水曜日） になります。 
 頑張って勉強していきましょう！ 

【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、 

 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。 

保護者会へのご参加ありがとうございました。 
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５月１日(金) バス旅行 

 
 

平成 27 年 5 月 1 日、今日は志成館高等学院と志成館

大学受験科の合同で、グリーンランドへのバス旅行でし

た。絶叫コースターに乗ったり、観覧車に乗ったりして、

それぞれ楽しそうに過ごしていました。学校の中とは違っ

た環境で、学年を超えて、新しい交友関係が生まれたよ

うです。 

 

５月８日(金)身だしなみ講座 

 挨拶・表情・身だしなみ・

言葉遣い・コミュニケーショ

ンの５つの基本を大切にし

て欲しいという話がありまし

た。普段の日常生活でい

いかげんになりがちなこと

をしっかりと考えるいい機

会となりました。 
また、顔の表情や耳についての話がありました。顔や

耳のつくりによって、その人の性格がある程度わかってし

まうという話には驚かされま

した。顔からいろんな情報

が発信されているみたいで

すね。自分の顔から、どん

な性格なのか気になりま

す。 

 

5 月 19 日（火）家庭科『餃子づくり』 

 家庭科の調理実習で餃子を作りました。野菜の香りが

する中、他にキャベツなどをみんなで刻み、肉や調味料

を混ぜ合わせてタネを作りました。日頃、自宅で料理をし

ている生徒は、さりげなく手伝いをして、それぞれの持ち

味を垣間見ることができました。  

 

最近の授業の様子 
【書道／硬筆】（山下先生） 

1 年生の書道は、教科書の

内容以外にも自由に楽しく

書いています。硬筆は、1，

2 年生合同で、楽しく話をし

ながら、練習をしました。 
 

【日本史】（橋本先生） 

最近の日本史は、カードを

使って歴史上の人物につ

いて、いろんなエピソード

を学びながら、授業をすす

めています。 
 

 
【体育】（甲斐先生／幸山先生） 

5 月 13 日（水）今年度最初

の体育の時間は、３学年

合同で何をしてみたいか

話し合いをしました。 
 
5 月 20 日（水）27 日（水）

は、テニスコートを借りて、

テニスをしました。 
テニス経験者の生徒は

自分のラケットを持ってき

て準備万端で参加したり、

テニスが初めての生徒も、

楽しそうにラケットを振って

いました。両日とも天気が

良かったので、木陰で様

子を見学している生徒も、

見ているだけで心地よさそ

うにしていました。 

■平成２７年５月のできごと■ 
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1年生の様子 

入学して約二か月。お互いに人見知りの男子たち。

今日教室に入ろうとすると、クラスメイト同士で

レポートを教え助け合う姿を見かけました。声を

あげて喜んだのは、ここだけの秘密です。 

（担任 幸山英子） 

 

2年生の様子 

体育や総合学習、硬筆などの授業を通じて２年生

だけでなく、１年生とも３年生とも仲良く談笑し

たり、活動を行ったりしている姿が見られます。

これから今年の学校行事などで、中心となる学年

となってもらえたらと期待しています。 

（担任 甲斐雄一郎） 

 

3年生の様子 

先月の総合学習で、進路適正検査を行いました。 

3年生にとっては進路決定という大きな岐路が待

っています。１０代で自分の将来を決めるのは、

大変なことです。適性検査の結果では「やっぱ

り！」、「え～、そぉだっけ？」というような声が

聞こえました。検査結果を進路決定への一つの参

考にしてくださいね。 

（担任 金丸多佳子） 

 

■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。 

クラスのようす 


