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 『みんな違ってみんないい』 

卒業生保護者 仲山 幹子 

  

“みんな違ってみんないい”これは金子みすずさんの有

名な詩「私と小鳥とすずと」の言葉です。この詩は、人は

みんなと違ってていいんだよ。みんなそれぞれ個性があっ

て、得意があって、役割があって、それでいいんだよ。か

けがえのない存在なんだよ。という解釈がされています。

私は仕事柄人に接することが多いのですが、いつもこの言

葉を胸に秘め人に接しています。仕事をする上で意見の食

い違い、感性のずれ、立場の違い等の理由で人はトラブル

を起こしたりします。しかし私は不思議なことにこの言葉

を思いだすと腹も立たず、上手く事をすすめることができ

るのです。でも昔は仕事ではうまくいっても家庭ではこん

な大らかにはできないことばかりでした。特に子育てでは

ひどい過干渉の毒親だったように思います。          

長男は小さい頃から不注意が多く、友だち関係もうまく

いかずトラブルの多い子でした。 いつも怒ることばかり

で、自己肯定感がない子になっていったと思います。それ

でも中学までは割と勉強もでき、友だちも多かったので皆

勤賞で登校していたのですが、進学校に入学すると勉強に

もついていけず、友だちもいなくなり不登校になってしま

いました。それからは自主的に何かをすることは全くなく

なり、そして二年生の秋から志成館にお世話になることに

なりました。 

 転学当初、担任の清田先生がおっしゃっていました。「

通信制にはいろんな学び方があるんです。例えば早く単位

を取ってバイトでお金を貯め、留学し、帰国子女枠で大学

へ入るとか…。」その時は人生に色々な選択肢があること

を親子で全く想像もできませんでした。高校を辞めたとい

うだけでもう不幸のどん底のような気持でしたから…。 

しかしあれから５年の月日が経ち、今となってみれば人

と同じであらなければならない、いい高校にいき、いい大

学に行かなければならない、会社勤めをしなくてはいけな

い等と凝り固まった考えに捉われる必要はなかったんだ

と思えるようになりました。ゴールはそれぞれ違うのです

から…。こう思えるようになるまでは色々なことがありま

したが、親子共々必要な時間だったんだと思います。 

今、長男は好きな本に関わる仕事をしながら、WEB ラ

イターをしています。お金を貯めて将来やりたいことがあ

るようなことを言っていました。 

 昨今、世はダイバーシティの時代です。まさに“みんな

違ってみんないい”という考えで働き方改革がなされてい

ます。しかし志成館は 32 年前から個性を大切にし、個々

の得意な分野を生かしてもらえる、このような教育がなさ

れていた学校なのです。この学校、先生方にご縁があった

ことに感謝したいと思っています。 
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日 曜 10月の予定 
１ 火  高校】 ＜後期＞開始 

２ 水   

３ 木  

４ 金 高校】英語検定 

５ 土  

６ 日  

７ 月   

８ 火  

９ 水   

10 木  大受】センター試験出願締切 

11 金  高校】日本語ワープロ検定 

12 土  （熊日）通信制高校・サポート校合同説明会 

13 日     

14 月  「体育の日」 

15 火   

16 水  

17 木   

18 金 高校】総合学習“志成祭準備” 

19 土  大受】（進連協）記述模試 

20 日   

21 月   

22 火  「即位礼正殿の儀」 

23 水   

24 木  高校】志成祭準備 

25 金 高校】志成祭（味噌天神例大祭） 大受】休講 

26 土  保護者茶話会 オープンスクール 全体】カウンセリング 

27 日   

28 月   

29 火  

30 水   

31 木  

■ 大学受験科  

日中はまだまだ暑いです

が、朝夕は涼しく過ごしやす

い季節になりました。いつも

より少し早く起きて、過ごし

やすい時間に勉強に励むなど

環境に合わせた学習方法で効

率アップに努めてみてはいか

がでしょう。 

■高等学院  

秋休みが終わり、後期の始

まりです。こうした節目の時

は振り返りの機会でもあり

ます。良かった点は継続し、

反省すべき点は改善するな

ど、自らを見つめなおし後期

をより良きものにしてくだ

さい。 
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カウンセラー森下の 

心理学コラム 
 

 皆さんこんにちは！今月号から心理学コラムを

書かせて頂くことになりました、志成館カウンセ

ラーの森下です。よろしくお願いします。 

 早速ですが、皆さんはどのくらいの頻度で「夢」

を見ますか？またその内容を覚えていますか？ 

「夢」は心理学では無意識に通じる道筋だと言わ

れており、人間の真意が色濃く表れる題材だとも

言われています。 

 例えば、何かに追われる夢を見た場合は、何か

から逃げたいと感じていたり、逆に追いかける夢

は、自分の将来を探求している時など、と言われ

ています。このように、現実の状況とは少し変わ

って夢に現れてきます。 

 その他でよく見る夢として、「落ちる夢」は不

安や死を、「戦いの夢」は自分自身の内面との戦

いを、「死の夢」は心の再生を意味していると言

われています。 

 とは言っても、この夢の解釈は「絶対」という

ものではないので、あくまでも自分自身を理解す

る 1 つの手段として、利用できたらいいですね

(^-^) 
 

10月革命   小堀 翔 

世界史の教科書p.206に「11月革命」（グレゴ

リオ暦）が紹介されています。1917年から始ま

り、ロシアでの内戦を経て最終的には史上初の社

会主義国誕生へとつながる出来事です。が、実は

西欧や日本の暦における11月は、ロシアでは10

月である（つまり、Октябрьская ре

волюция）ということの方が、高校で歴史

を学んでいた小堀には驚きでした。まさに認識の

革命です。国によってカレンダーが違うとは思っ

てもみませんでした。 

 本誌面も10月より各先生方からのコラム寄稿

という革命を迎えました。 

皆さんも学びや日常生活 

の中に何らかの革命を起 

こし、よりよい新学期の 

スタートをきってくれる 

ことを期待申し上げたい 

と思います。 
 
 

 
 
 
 
奥深いフォークの世界 by沖住 
 
あ、どうも沖住です。私は中学時分よりフォー

クソングを愛しております故、月一で私の愛する
唄を紹介しようと思います。 
♪「乾杯」（友部正人） 
私の敬愛する友部正人の一曲で、有名じゃない

方の「乾杯」です。私たちは何か事件を目にする
たびに犯人に対して厳しい言葉を向けがちです。
SNSでは罵倒の言葉が嵐のように飛び交います。
しかも「正義感」にもとづいて。自分を信じ切っ
て自分を疑わない「目も鼻も口もない人間たち」
のお祭り騒ぎを痛烈に批判した1973年発表トー
キングブルーススタイルの名曲です。Youtubeな
ど動画サイトにもあがってますので一度聴いてく
ださい。 

 
 
 
 
 
 
 どうも、こんにちは！森下先生の心理学コラム
に便乗して、私も連載ものを始めることにしまし
た。とりあえず、キャラ的に私が何か書くとした
ら遊ぶことに関することかなと思い、このコーナ
ーを始めることにしました。記念すべき第一回は
食べ歩きです。 
つい最近、テニスの練習の帰りにそこはかとな

く非豚骨系のラーメンが食べたくなりました。保
田窪界隈を自転車でブイブイしていると、存在感
のある「蔵出し味噌」の文字が！よく見る「麺場・
彰膳」という味噌ラーメン屋さん。店内を覗いて
見ると味噌に関するうんちくが目を引きました。
とりあえず、店内へダイブ！ 
店員さんの威勢のいい声が響き、雰囲気は素敵

でした。焙りチャーシューが食べたかったのでチ
ャーシュー麺を注文をと思ったら、このお店、ベ
ースのお味噌を４種類から選べるのです。「濃口
の北海道味噌」「やや濃口の信州味噌」「甘口の
江戸前味噌」「やや濃口の伊勢味噌」そして、「甘
口の九州麦味噌」。具材は同じでも次回は別の味
噌で味の違いを楽しめるって寸法ですね 
私のチョイスは北海道味噌（ベタですね）。分

厚い焙りチャーシューともやし、ひき肉、なぜか
フライドポテトがのった味噌ラーメンが５分ほど
で着丼！もちもち感の麺ともやしが合うこってり
味噌味（とんこつスープも入っているような？）。
脇に置いてあるピリ味噌を入れると私好みの味に
なりました。チャーシュー麺は1080円と少し高
めですが、ボリュームはありました。 
家は近所なので次回は九州男児らしく九州麦味

噌・野菜増しでも頼んでみようかな。 

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７回「志成館・ぐるぐるログ」。通信 3ページ目のコーナーがちょっと変わったので、ぐるぐるログで各月

の志成館の様子をご紹介していきたいと思います。それでは、ＬＥＴ‘Ｓぐるぐるウォッチング！ 

【始業式】 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
長い夏休みが終わり、待ちに待った？始業式が行わ

れました。昨日までは広々と使えていた部屋が肩をす

り合うに狭く感じるくらいたくさんの生徒が元気に登

校しました。それから、志成館の卒業生で、くまモン

ビレッジの店長さんである池尻さんがくまモンビレッ

ジの紹介とアルバイトの募集に来られました。志成館

時代の話もしてくれました。卒業生を含めた志成館ネ

ットワークをどんどん築いていけたら嬉しいです。 

 

【スライムつくり】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
生徒会主催の片栗粉スライムつくり。思い思いの硬

さのスライムを作って楽しみました。そして生徒が持

ってきてくれたスイカを美味しくいただきました。 

【タイムスリップキャンプ】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
今年は時期を少し遅らせてのキャンプでした。川遊

びや特殊部隊ごっこなどを楽しみました。ＢＢＱでは

特別企画「謎肉祭り」でワニ・カンガルー・ラクダ・

ダチョウの肉を食べました。臭みや脂身が嫌いな生徒

が多いのですが、今回の謎肉はかなり好評でした。他

の用意した牛・豚・鶏よりもおいしかったという生徒

がほとんどでした。みんなのランキングでいくとワニ

＜カンガルー＜ラクダ＜ダチョウでした。謎肉を食べ

ることで自分の殻を破れたでしょうか？ 

 

【スポフェス会議】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
１１月に行われる通信制高校等によるスポフェスの

会議が志成館で行われました。各校から複数の生徒や

先生が参加していました。

 

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 


