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３年間を振り返って 

３年担任 小堀 翔 

 

2017 年 ドナルド・トランプ大統領就任 

     流行語：「インスタ映え」 

2018 年 第 100 回全国高校野球選手権大会 

     流行語：「そだねー」 

2019 年 香港で大規模デモ 逃亡犯条例改 

正案撤回へ 

     流行語：「○○○ ○○○○」  

※穴埋めクイズです！ 

 

この三年間の国内外での出来事を簡単に振り

返ってみました。いかがだったでしょうか。け

っこう大きな歴史の転換点となるような３年間

だった気がします。リアルタイムで目にしたば

かりではなかなかピンと来なくても、時代と共

にこれらの出来事も歴史の教科書に記載される

ものが増えてくることでしょう。 

ちなみに今から 100年前のできごとはといえ

ば 

1917 年 ロシア革命 

     本多光太郎、KS 磁石鋼の発明 

1918 年 第一次世界大戦の終結 

     米騒動 

1919 年 ヴェルサイユ条約の締結 

     カルピスの発売開始  

 

 

 

 

 

となります。当時の人たちはこれらの出来事の

100 年後の世界への影響を想像できていたので

しょうか……。 

 さて、個人のレベルで振り返ると、私自身の

高校生活というのも、どういう意味があったの

か。社会人、30 歳になってから少しずつ実感す

ることが増えました。幸いなことに、高校時代

に好きで勉強していた世界史の専門知識を使っ

た仕事でみなさんと知り合うことができました。

アニメや漫画の趣味も高校生当たりから変わら

ず、似たようなキャラクターのグッズばかりが

増えていきます。そんな私に新しいおすすめを

紹介してくれるのも、やはり高校時代からの友

人だったりします。が、実は中には同じクラス

どころか学校が違う、いわゆる元友達の友達だ

った人たちも含まれます。わからないものです。 

 3 年生の皆さん、振り返ってみて高校生活は

いかがだったでしょうか。何気なく過ごしたあ

の出来事が、忘れたころに思いがけないご縁に

つながる、なんてことがみなさんの将来にもあ

るかもしれません。志成館で過ごす日々は残り

僅かですが、まだまだイベントもあります。私

も卒業式までの日程の中で少しでも多くの出来

事をみなさんと共有したく思います。またよろ

しくお願いします。
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日 曜 ２月の予定 
１ 土   

２ 日    

３ 月 ３年】三者面談  大受】１・２年次早期対策特別講座（ ～ 3/6（金）） 

４ 火  

５ 水  高校】体育「校内スポーツ大会」 

６ 木   

７ 金    高校】総合学習「卒業式予行」 ３年】食事会 

８ 土   

９ 日   

10 月   

11 火 高校】卒業式（県立劇場） 「建国記念日」 

12 水  高校】代休 

13 木  

14 金   

15 土  保護者茶話会/オープンスクール/カウンセリング 

16 日  困難を有する子ども・若者によりそいましょう in 宇城 

17 月  １・２年生】「二者面談」 

18 火  

19 水   

20 木    

21 金   

22 土   

23 日  「天皇誕生日」 

24 月  「振替休日」 

25 火  

26 水   

27 木  

28 金   

29 土  

■ 大学受験科  

センター試験も終わり、 

一般入試の時期となりました。 

これまでの努力を十二分に発揮できるよう、 

体調管理を心掛け、自分なりの 

リラックス方法を確立してください。 

■高等学院  

「校内スポーツ大会」2/5（水） 

〔体育（12：40～14：30）〕 

スポフェスで行ったキンボールやドッジビーを総合

体育館で行います。３年生の皆さんもぜひ参加し、高

校最後の体育で精いっぱい体を動かしてください！ 
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「箱庭療法」について 

砂の入った箱の中に、ミニチュアの玩具（人形、動物、

草木、乗り物など）を置き、また砂自体を使って、自由

に何かを表現していきます。そして、出来上がった箱庭

を、クライエント（患者）とセラピストが一緒に見なが

ら、どんなイメージで作ったのか等を話し合います（す

ぐに解釈は行いません）。 

箱庭療法は、主に、登校拒否、緘黙症、心身症の方な

ど、言語化できない思いを心に抱えているクライエント

を対象に行われます。置く物や配置によって、心の中の

状態が見えてくるので、今後の治療に役立っていくこと

もあります。また、自己表現によって気持ちを吐き出せ

たり、自分を客観視できる機会にもなります。 

 私自身、中学生の頃に２回ほどやった覚えがあります。

後から、作品について主治医に尋ねると「心の中に、誰

にも見せない何かを持っている。」とのこと。確かに、

柵でがっちり囲んだ中にたくさんのビー玉を敷き詰め

ていました。あのビー玉が、私の気持ちを意味していた

のかもしれないですね。【インターネットで検索すると

色々な方の作品が出てきます。ぜひ見てみてください。】 

 

 

※小堀先生のコラムはお休みです。 

 
 
奥深いフォークの世界  by沖住 
こんにちは、沖住です。 
今回ご紹介するのは、森田童子「ぼくたちの失敗」、

1990 年代にドラマ主題歌としてリバイバルヒットし
た 1976年発表の歌です。 
高校時代鬱屈とした青春を送っていた私は、森田童子

の歌詞世界に浸っていた時期（かなり長い期間）があり
ました。 
彼女の歌う歌詞に関する考察はネット上にいくつも

ありますので割愛しますが、高校生という取り戻せない
青春の時間を失っているという喪失感が歌詞世界と共
鳴し、そこに浸ることで自分を慰めていたのだと思いま
す。 
「地下のジャズ喫茶 変われないぼくたちがいた 

悪い夢のように時がなぜていく」（※「なぜていく」は
「撫でていく」のなまったもの） 
この歌詞を「時間というものが“いつまでも変われな

い僕”の頭を馬鹿にしたように撫でながら過ぎていく」
と捉えた私は、この歌は僕のことを歌っているんだ！と
理解者を得た気分で、彼女にどっぷりハマっていきまし
た。 
私が彼女にどのくらい心酔していたかを伝えられる

エピソードが一つあります。 
大学１年生の哲学概論の提出レポートが「古代ギリシ

ア哲学における世界のとらえ方」みたいなものだったの
ですが、私はプラトンやアリストテレスそっちのけで、
森田童子が世界をどのように捉えているかを延々と述
べました。受講者が数十名いたのですが、私の書いたレ
ポートが一番長かったそうです（3600 字くらいだっ
たかと）。 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 どうも、甲斐です。 
年末は事故に遭い、首が回らない私は狩猟には行けず、

悶々としておりますが、代わりにバードウォッチングを
楽しんでおります。今回は、バードウォッチングについ
てご紹介します。 
バードウォッチングはちょっとした時間にどこでも

行えます。住宅地にはハト、スズメ、カラスくらいのも
んでしょ、と思うかもしれませんが、実はもっといます。
ヒヨドリ（赤いほっぺ）、ムクドリ、メジロ、ハクセキ
レイなんかはどこにでもいます。住宅地でもちょっとし
た川に鴨、この前は新屋敷の堀でカワセミなんかも見ま
した。目の前を通り過ぎるちょっとしたシルエットや色
に気を配ると気づけます。 
他にあると楽しみが増すものは図鑑（学研や小学館が

オススメ）と双眼鏡です。図鑑はブックオフで400円
で買えました。双眼鏡も2000円もあれば、倍率１０倍
のものが十分買えます。図鑑で知識をつけ、双眼鏡でじ
っくり観察して書いてあることを確認するのも面白い
です。飛ぶ鳥は鶏と違い、もも肉がほとんどついていな
い、キジバトは食べる、休む場所や時間がいつも一緒、
カラスにもハシブトガラス、ハシボソガラス、まれにミ
ヤマガラスがいるんですよ。図鑑で調べるのが面倒な方
は、立田山や江津湖で野鳥の観察のイベントがあるので、
そこでガイドの説明を聞くといいと思います。大抵、無
料です。 
 どこでもできるのがバードウォッチングですが、もっ
とたくさんの鳥、珍しい鳥を見たい方は立田山、江津湖、
田んぼが近くにある河川敷がおすすめスポットです。立
田山は鳥獣保護区だからたくさん種類がいます。ただ、
生い茂った木々の上にいるので、慣れないと見つけるこ
と自体が困難です。江津湖は同じく鳥獣保護区で、水鳥
がたくさんいます。誰も鳥を襲わないので、鳥たちもあ
りえないくら警戒心が薄く、間近での観察が可能です。
それから、水前寺公園に生息するササゴイだけが（白黒
灰色の首が短いサギ、ちょんまげ付き）は石を投げて、
それを餌だと思って近づいてくる魚を獲るという狩り
を行います。世界で江津湖限定なのです！それから、河
川敷の草ボーボー地帯ですが、実はあの中には実にいろ
んな鳥が住んでいます。よく観察するとあれって、鳥の
巣になってます。雉なんかも普通にいます。川には鴨や
バンなどがいます。江津湖の水鳥と違って、私のような
ハンターから狙われているので、50Ｍほどまで接近す
ると即、逃げます。江津湖の個体との違いを楽しんだり、
遠くから、こっそり双眼鏡で観察するのも一興です。ど
うしても逃げられる場合は車で接近すると逃げません。 

 何だか、また長々と書き連ねましたがとりあえず、バ

ードウォッチングはおすすめです。体育で外に出る時な

どにガイドが必要であれば、私が喜んで務めますよ。 

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 



 

２０１９年度第 9回「志成館・ぐるぐるログ」、今回は 3年生の志成館ライフを振り返っての一言と１月の志成館の活動の様

子様子です。それでは、ＬＥＴ‘Ｓぐるぐるウォッチング！ 

 

【3年間を振り返って】 
・自分の好きなことばかりをして周りにお世話になりすぎた３年間でした。（Mくん） 

・入院したり、模試を受けたり、遊びに行ったりととても充実した３年間でした。（M氏） 

・高校３年間は休憩と勉強の二つです。（Tくん） 

・から揚げおいしかった❤（Rちゃん） 

・やりたいことたくさんできた。たのしかった。（Kさん） 

・からあげたくさん食べれて良かったです。（Fちゃん） 

・友達と公園で遊べて楽しかったです。（Kちゃん） 

・毎日学校で楽しいことがあって、とてもよかったです。（Hくん） 

・充実した高校生活でした。（Gくん） 

・副会長いい感じでした。（Sくん） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【新春かるた大会】                 【子飼商店街】 

  図書館カードを巡るガチバトルでした。        ほのぼの散策からの昆虫食体験という、何でも 

 気持ちが先走り、読み手のフェイクが効きました。   ありな子飼商店街巡りでした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 【センター試験】                  【古紙類換金作業】 

  勝負の日。精一杯、頑張りました。          換金して生徒会費に。今回は1,094円でした。 

みんな無事に志望校に合格できますように！       

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 
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