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「 巻 頭 言 」 

学院長 中道 久雄 

 

新年明けましておめでとうございます 

 

 有史以来人類は、多くの体験や学習を積み、

防疫においてはより高度な次元へと進んできま

したが、常に人類を怯えさせるものに感染症（寄

生虫・細菌・真菌・ウイルス etc.）があります。

それは型を変え常に人類と共存しています。 

 生き物は「種」の保存のために、ある時は「戦

い」によってそれを成し遂げるのです。 

 

 私たち人間も同じことです。 

「ホロコースト」・・・そうです。 

１９３３年ドイツで政権を握ったナチス（アド

ルフ・ヒトラー）は民族の優劣を提唱しました。

ドイツ人を「優れた人種」、ユダヤ人を「劣った

人種」と叫び、ユダヤ人６００万人以上をアウ

シュヴィッツ＝ビルケナウ強制収容所のガス室

で毒殺しました。 

 また、「ホロドモール」＝（ウクライナ語で「飢

え」・「飢餓」・「飢饉」・「殺害」・「絶滅」・「抹殺」

を意味します） 

 １９１７年～１９２１年にかけて「ソビエト

vs ウクライナ戦争」が勃発し、ソビエトのスタ

ーリン政権下で計画的にウクライナ人の抹殺を

を意図し、６００万人～９００万人のウクライ

ナ人が飢餓で苦しみ死に至りました。 

 歴史は繰り返されると言いますが、現代版「ホ

ロドモール」においても「ロシア（旧ソビエト）」

vs ウクライナ」の戦争は終息の一寸たりとも見

えません。 

 全ては領土の拡大が基因するものです。 

 日本から遠く離れた地域の出来事ですが「対

岸の火事」と思わず、日頃から発信される情報

を精査することも大切だと思います。 

 最後に、「才能」とは優劣を計るものではあり

ません。 

 「才」は人間の「歳」を意味し、「能」は物事

を成す力を意味します。 

 「才能」とは天から与えられたものではなく

自分自身で見つけるものです。 

 人間がこの世に生まれた瞬間のスタートライ

ンは全て同じです。 

 仮に自分は他人より遅れてしまったと思って

いる人でも、もう一度チャレンジしようと思い

直して行動に移ることが最も大切なことです。 

 大切なことは何歳になっても、「自分には何が

向いているのか」でなく、まず「何をやってみ

ようか」と思うことです。  

 

読者の皆さんの幸福を祈りつつ… 
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◇卒業式予行 … 2 月 10 日（金）   志成館６Ｆ 

◇卒業式    … 2 月 11 日（土・祝） 県立劇場 

日 曜 １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  元旦 

２ 月  振替休日 

３ 火  

４ 水  

５ 木 大受】冬期講習〈後期〉  

６ 金  

７ 土 八代校】オープンスクール／ひなたぼっこの会 

８ 日  

９ 月 成人の日 

10 火  高校】始業式  味噌天神清掃ボランティア 

11 水  

12 木  

13 金  

14 土  大受】大学入学共通テスト   高校】進学説明会 

15 日  

16 月  大受】共通テスト自己採点会 

17 火  大受】特別講座 ～３１日（火） 

18 水  

19 木  大受】三者面談（共通テスト受験者） 

20 金  高校】英語検定 

21 土  高校】保護者会茶話会／オープンスクール 

22 日  

23 月 １・２年】〈後期〉定期試験 

24 火  

25 水  

26 木  

27 金  高校】卒業記念写真撮影 

28 土  

29 日  

30 月  

31 火  ３年・大受】授業終了 

■ 大学受験科  

今後の共通テスト関連のスケジュールです。 

（しっかり確認してください！！） 

①1/13（金）共通テスト・会場下見 

※午後の授業休講 

②1/14(土)～15日(日)  共通テスト本番 

③1/16（月）共通テスト「自己採点会」 

※授業休講。採点結果は 12 時には郵送い

たしますので、それまでには採点が終わる

ようにしてください。（10時、受験科集合） 

④授業は 1/31（火）まで 

 ※時間割に変更はありません 

■高等学院  

１・２年生は試験に向けてレポ

ートの見直し、試験範囲の確認等

を怠らず全力で試験に臨めるよう

準備をしておいてください。 

３年生は高校最後の授業のある

月となります。今の教室で受ける

最後の授業をしっかり噛みしめて

ください。 
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子どもたちの新しい居場所のカタチ 
生徒たちからよく聞く声。「身近には、友人や信頼できる大

人はいないけれど、ゲームのフレンドには色々話しやすい。」 

 ３０代より上の世代からは「ネットで知り合った人なんて危

険だ」という声が聞こえてきそうですが、最近、ロブロックス

というオンラインゲームを息子（小３）とする中で、ゲームが

子どもたちの居場所になっているのだと身に染みて感じてい

るところです。 

 ロブロックスは文字でのチャットをしながらゲームをプレ

イします。基本はゲームの内容に関して話すことが多いですが、

日曜日の夜なんかは中～高生が「明日から学校とか憂鬱。」「わ

かる。学校爆発しないかなｗ」といったやり取りをして、想い

を吐き出して共有する場になっています。その他にも「実は不

登校」「いじめられている」「親が暴力をふるう」など、深刻

な悩みを打ち明けてくる子もいます。 

 顔が見えない関係というのは相手が本当のことを言ってい

るのかも分からないため、もちろん危険が孕んでいます。しか

しながら、顔が見えないからこそ、知らない人だからこそ話せ

る内容というのもあるのだと感じているところです。 

コロナ禍が長引く中、オンラインゲーム 

というのは立派な子どもたちの心の拠り所 

となっています。知らないことは怖いと思 

いますので、まずは知ることから、私たち 

大人もチャレンジしてみませんか。私のよ 

うに意外とハマるかもしれません。 

 

 

 

 

 

 

はじめに：「Q.モグラの宝くじ。タヌキの宝くじ。ウサギの

宝くじ。この中で、ハズレしか売っていないお店は？」 

みなさんは、どんな時に「冬だなぁ。」と感じますか？僕は

イチョウや紅葉が散ってしまった木を見た時に冬だなぁと感

じます。あとは、白くなった息を見た時、結露（朝起きた時に

窓に水滴がついているやつ）を見た時、雪を見た時、イルミネ

ーションを見た時、みかんを食べた時（これは何かビミョーで

すね）、こたつに入っている時、、、意外とありました。 

このコラムを書いている今現在（12/17）では、まだ何一

つ見てません！ただ寒いだけ！！ 

とにかく寒い。。。寒さが苦手な僕にとっては生きづらい時期

になってきました。しかし、学校の前のイチョウの木もだいぶ

散ってきていて、風情を感じます。学校の行き帰りでのちょっ

とした楽しみです。（とそれっぽいことを

言っておきます。）では、良い年末を。 

 おわりに：Ａ.タヌキの宝くじ。．．．「た」

抜きの宝くじ→「からくじ」→「空くじ」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

どうも、沖住です。実は私、昔 NHK でやっていた『ビバリ

ーヒルズ高校白書・青春白書』（通称「ビバヒル」）にドハマ

リしていた時期があります。アメリカのビバリーヒルズに住む

金持ちの高校生たちの日常を描いたドラマで、私が中学生～高

校生の頃、人気を博した青春ものでした。 

今はどうか知りませんが、当時の NHK は海外（主にアメリ

カ）の人気ドラマを放送する枠がありました。以前志成館にい

らっしゃたミリオタ系の先生は、「いやー僕はフレンズ派でし

たね、マンハッタンに思いを馳せながら」と言っていました。

『フレンズ』はビバヒルの後に人気になったドラマで、世代の

違いを実感したものです。 

～閑話休題～ このビバヒルの中で、未だに鮮明に覚えてい

るシーンがあります。なんでも締め付けようとする大人に対し

て、おバカキャラであったドナという女の子が語る場面です。 

「家にプールがあったとして、『子どもが勝手に入ると危な

いから』と大人は柵を立てる。でも、子どもはなんとか柵を超

えプールに入ろうとするはず。であれば大人のすべきことは柵

を建てることではなく、泳ぎ方を教えること」 

 このシーンが好きすぎて、よく例えで出すことがあります。

その時は「出たよビバヒルw」と笑ってください。 

 

 

 

寒い！！ 
高橋 陽子 

私は冬が苦手だ。 

朝の出勤時の第一声が「おはようございます。」ではなく、

「寒い！」になる。温暖な地域で生まれ、育ったせいか、熊本

市の寒さにさえ辟易させられる。天気予報で天草地方の最低気

温の高さに羨ましくなる。 

 でも、この寒暖の差の激しさのおかげで、美味しい農産物が

食べられるのは得かなと感じている。半袖・半ズボンで登校し

ている小学生もいるが、なんて元気なんだろうと思う。北風の

中を、ショートヘアで正面を向いてサクサクと歩くような女性

が理想なのだが、ほど遠い。もはや、冬眠する動物がうらやま

しい気分にもなる。 

 今年は特に、夏から急に真冬のような気候になり、身体もつ

いていけなく、自律神経も乱れ、冬バテ気味の人も多いと思う。

登校する生徒も少ない気がするが、無理せず、自分の身体の調

子に合わせて、登校してくれたら良い。志成館は、それが可能

な場所なのだから。 

 先日、花屋さんで赤いチューリップを見つけた。 

 おそらく温室栽培かなにかだろうが、今の時期のチューリッ

プに、びっくりさせられたが、はずんだ気にもなった。 

 寒波が次々とやってくる、冬本番は、これからだ。 

『冬来たりなば、春遠からじ』という言葉を信じて、この苦手

な冬を乗り切ろうと思う。せめて、温かい心で …… 

志成館・文字で読む職員室 

 

 

しばたの たびにっき。 
Shibatano - tabiniki 



 

令和４年度 第１０弾。新年初「笑」、明るく楽しく新年を過ごしましょう！ということで、大喜利風にいって

ましょう！お題は「こんな新年はイヤだ！」それでは、生徒と職員の力作をレッツぐるぐるウォッチっち！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“新春大喜利” 
 

お題：『こんな新年はイヤだ！…どんな新年？』 
 

・お年玉２円     ・コロナで隔離年越し 

・新年ガチャで大爆死    ・紅白が終わらない新年 

・初飯パブロン    ・財布落として金欠（実話） 

・初飯正露丸     ・目的地に着く前に年越し 

・新年早々事故    ・気づいたら辰年（←いつまで寝てんねん！） 

・自分だけ年賀状が来ない   ・地球上で俺ひとり(-.-)（←いったい何が？） 

・年を越すまで通信制限   ・ガキ使がない 

・「HUNTER X HUNTER」が進まない 

・お年玉ちょうだい！な新年 

・新年早々NHK勧誘が来る 

・今年も課金したアカウントを乗っ取られる（実話） 

・「お年玉ちょうだい！」➡「成人（１８歳）したでしょ」 

・返事書きたくないから年賀状来るなとか思ってる自分 

・食べ過ぎで、せっかくのダイエットがリバウンド… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 


