
◆第７６号◆平成２８年１月発行◆発行編集：志成館◆ 

 
SHISEIKAN! SHISEIKAN! 

2016 

巻頭言 

志成館高等学院 学院長 中道久雄 

新年あけましておめでとうございます。 

2016 年（平成 28 年）は、干支で言いますと

申年にあたります。 

干支の十二支は、紀元前 1400 年（今から

3400 年前ごろ）、中国（長江文明・殷）が栄え

た時代に作られました。 

もともとは人々が月日や時間、方位を把握

するために利用されました。 

日本に伝わったのは、仏教伝来（538 年）

ごろと言われております。 

干支の十二支は、農作物の成長の過程を

12 段階で表した意味をもっていました。だか

ら、干支は農業用語だったのです。 

今年の干支の「申」は、十二支の 9 番目に

なります。その意味は「伸ばす」で、「草木が

十分に伸びきった時期で、実が成熟して香り

と味がそなわり固く殻に覆われていく時期」を

いいました。 

本来、「申」と「猿」は全く関係はないので

す。それでは何故「猿」が登場するのでしょう

か。昔は字も読めない人も多かったため、わ

かりやすく憶えやすくするために、「申」を「猿」

に充てたといわれています。 

 

 元来、申年は、「申（サル）」が「去る」とい

う意味を表し、「悪いことが去る」や「病が去る」

など、“良いことや幸せがやってくるという年”

とする説があります。 

 

今年は、生徒の皆さん、保護者の皆さまに

多くの幸が訪れますよう祈念いたします。 

 「ＳＩＳＥＩＫＡＮ」通信は、初刊が平成 21

年 1 月号からスタートし、今年 7 年目を迎えま

した。これまで編集・構成に携わってこられた

先生方にはこの紙面を借りてお礼を申し上げ

ます。今後、ますます充実した「情報発信紙」

でありたいと願っています。 

 

「思いの種を蒔いて行動

を刈り取り、行動の種を蒔

いて習慣を刈り取る。習

慣の種を蒔いて人生を

刈 り 取 る 。 （ Samuel 

Smiles=サミュエル・ス

マイルズ）」 
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日 曜  

１ 金  

２ 土  

３ 日  

４ 月 [大学受験科]冬期講習 

５ 火 [大学受験科]冬期講習 

６ 水 [大学受験科]冬期講習 

７ 木 [大学受験科]冬期講習 

８ 金 [大学受験科]冬期講習 [高等学院]始業式／かるた大会 

９ 土  

10 日  

11 月 成人の日 

12 火  

13 水  

14 木  

15 金 [高等学院]総合学習クラス活動 

16 土 [大学受験科]センター試験１日目 

17 日 [大学受験科]センター試験２日目 

18 月 [高等学院] 3 年生三者面談／[大学受験科]センター試験自己採点会 

19 火 [高等学院] 3 年生三者面談 

20 水 [高等学院] 1,2 年生定期試験／3 年生三者面談 

21 木 [高等学院] 1,2 年生定期試験／3 年生三者面談 

22 金 [高等学院] 1,2 年生定期試験／3 年生三者面談 

23 土 [高等学院] 3 年生三者面談 

24 日  

25 月  

26 火  

27 水  

28 木  

29 金 [高等学院]3 年生授業終了・卒業写真撮影 

30 土  

31 日  

【高認受験科】 

■来年の 8 月の本試験まで、時間の余裕も

ありますので、基礎からじっくり頑張ってい

きましょう。 

【大学受験科】 

■センター試験がいよいよ迫ってきました。

大学受験には、当然ストレスがかかることで

はありますが、体調を崩さず目の前の課題を

一つ一つ取り組んでもらいたいと思います。 

【高等学院】 

■卒業式のお知らせ 

今年度の卒業式は 2月 11日（祝）県立劇

場地下ホールで行います。1，2 年生も出席

です。また、翌日 2 月 12 日（金）は 1，2

年生は代休となり、休校になります。 

 

■3年生は授業が 1月 29日（金）で終了に

なります。調査書の申請に時間がかかったり

しますので、就職や進路など早め早めに準備

をしてください。また、就職や進路の相談な

どは、遠慮なく先生方に相談してください。 
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 新年明けましておめでとうございます。ここで、

新年の抱負などを書いてみたい気も山々なんです

が、ここのコーナーが振り返りのコーナーなので

昨年12月の行事を振り返ってみたいと思います。 

【終業式・クリスマス会】 

 12月18日（金）に終業式が行われました。終

業式では校長先生のお話があり、その後に代表の

生徒の数人が去年の一年間の思いを感じ一文字に

して、その理由を発表しました。それぞれの個性

が出ていて、素敵でした。中には、職員を泣かせ

るような嬉しいことを述べる生徒もいました（内

容は秘密です）。 

 

 

 

 

 終業式の後はクリスマス会を行いました。準備

は生徒達がそれぞれ分担して行ってくれました。

ナポリの窯のピザとケーキ（クリームとフルーツ）、

お菓子やジュースを食べたり、飲んだりしながら、

福笑いやクリスマス・ビンゴをしました。賞品は

Quoカードやお菓子、そして、タイカレーの缶詰

がありました。なぜかタイカレーが不評で、ビン

ゴの罰ゲームのような扱いになりました。タイの

方々には失礼ですが、それはそれで盛り上がった

ので「良し」としましょう！ 

 

 

  

 

【清掃活動になってしまいました！】 

 始業前に職員数人で何となく学校の周辺の落ち

葉集めを行っていました。すると、早めに登校し

た生徒が「面白そう、私も手伝う！」と言ってく

れました。その生徒と一緒に清掃をしていると

次々にお手伝いの生徒の数が増えました。いつの

間にか、地域清掃大作戦になっていました。職員

が手伝うように声をかけたわけでもないのにたく

さんの生徒が自発的に手伝ってくれたことに大き

な喜びを感じました。学校周辺もスッキリ、心も

スッキリで良い1日のスタートが切れました。 

 

【味噌天神運営のための古紙回収のお願い】 

志成館の隣の味噌天神宮では古紙や紙ゴミを回収

して神社の運営資金に当てています。今年は台風

でかなりの被害があって大変でした。地域の中の

志成館として、生徒と職員がそれぞれの家庭の古

紙・紙ごみを持ち寄って、それらを味噌天神総代

の方々にお渡しするという形で協力しています。

ブログをご覧の皆様も協力していただければ幸い

です。（志成館にお持ちいただければ、こちらから

味噌天神の総代にお渡しします。 

 

 

 

 

 

【サークルの様子】 

 

 

 

 

 

 

 

■平成２７年１２月のできごと■ 
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さて今回は「一年の振り返り」というテーマでお送りしていこうと思います。それぞれの先生方が、ご自分の

想いを述べられています。みなさんも今年一年の振り返りをされてみてはいかがでしょうか？ 
 

【2015年を振り返って】 
 
 2015年で自分をホメてあげたいことは、毎朝、志

成館前の歩道と味噌天神のゴミ拾いを続けられたこ

とです。私は、志成館がある大江校区13町内の住人

でもあります。毎朝ゴミ拾いをしている中で、地域の

方々との触れ合いも多くありました。これからも、自

分でやろうと思ったことは続けていこうと思います。

【清田先生】 

 

今年もいろんなことに興味を持った一年でした。趣

味の合気道は、稽古をすればした分だけ上達していく

のを感じますし、上達すればするほど上手くできてい

ない自分を感じたりもします。道場の先生も毎日もっ

と上達するために稽古をされています。人間は向上心

さえあれば、どこまでも上達しながら生きることがで

きるのだろうと思いました。【中熊先生】 

 

 2015年を振り返ってみると、家庭菜園やもの作り

を通して、いろんな方と出会えた1年だったと思いま

す。まずは自宅の庭の一部に野菜や花を植えました。

昨年は長雨で作物の生育が心配でしたが、夏の時期に

なると、実や花がなり、旬のものを自分で収穫し、料

理して食することにとても喜びを感じることができ

ました。また、もの作り体験を通して、新たに出会っ

た方々と自分が知らなかった色んなお話が聞けたこ

となど、本当に楽しい経験ができました。今後も様々

な体験や人との出会いを大切にしていきたいと思い

ます。【金丸先生】 

 

 去年一年間で頑張ったと思うことは、学校内でいろ

んなことを教える機会をいただいたことです。正直、

準備の勉強が大変でした。しかし、勉強を進めていく

うちに自分の視野や興味の幅が広がっていくのにも

気が付きました。色んな勉強で得た知識が専門の英語

の授業で活きることもありました。この体験を通して、

勉強は自分の人生の中の「楽しい」「面白い」も多く

していくためなのかな、と思うのでした。【甲斐先生】 

 

 今年も残りわずかとなりました。ここ、事務室でも、

この一年いろいろな悩みが聞かれました。友達とのこ

と、恋愛のこと、親のこと、進路のこと、勉強のこと、

年齢を積み重ねた大人から見たら「そんなことで」と

思えるようなことでも、本人にとっては深刻な問題で

す。適切なアドバイスはできないまでも、生徒が気軽

に相談できる環境作りをしていかねばと、生徒ひとり

ひとりの悩みを誠実に対応していかねばと思います。

そして悩みながらも生徒が確実に成長していく姿を

間近に感じられて、嬉しいことも、また事実です。来

年もまた、たくさんの「あのね、高橋さん」、「ねえ、

聞いて聞いて！」をお待ちしています。【高橋さん】 

 

 早いもので、もう一年が終わろうとしているんです

ね。一年生の担任を受け持ち、早八か月。「もう八か

月」と「まだ八か月」。私個人は、「まだ八か月」のよ

うな気がしています。この八か月間、生徒たちをはじ

め、保護者様、様々な方々に「一年生の担任」という

お仕事を支えていただきました。慣れないことばかり

で、生徒にも保護者様にもご迷惑をかけてしまうこと

もありました。しかし、その中でも生徒たちはしっか

りと自分の足で立ち、大人の見えないところで成長し

ていってくれている姿を肌で感じ、そのことに対して

喜びも感じました。「人の成長って、こうやって見つ

けていくんだな」と改めて気づかせていただきました。

これからも、生徒たちが「学校に行けば楽しいことが

ある！」「○○先生に会いに行こう！」と思ってもら

えるようなクラス作り、学校作りをしていけたらと思

っています。【幸山先生】 
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