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それぞれの道 

 

3年担任 柴田 昌樹 

 

先日、卒業式が行われました。卒業生のみ

なさん、改めておめでとうございます。保護

者のみなさん、おつかれさまでした。在校生

のみなさん、先輩たちがいなくなって少し寂

しくなりますね。 

“卒業とは新たな旅立ちだ”とはよく言った

ものです。「何かに一区切りをつけ、次のステ

ップに進んでいく。」人生はそれの繰り返しで

できているのではないかと思います。 

それは、卒業生のみなさんはもちろんのこ

と、それぞれの保護者のみなさん、在校生、

そして先生方に至るまで、関わった人すべて

がこの卒業式で一区切りをつけ、また新たに

スタートをきることになります。立場は違え

ど、一つのゴールにたどり着いたことは事実

です。そして、立場がかわり、卒業生はまた

（大人の仲間入りして、社会に生きる）1 年

生として、在校生はついていく側から引っ張

っていく側に、保護者のみなさんはお子さん

を見守る立場から一緒に生きる対等な大人の

一人として、、、それぞれの道を進んでいくこ

とになるでしょう。そうして、いつか、一緒

に歩いた日々を懐かしみながら話せる日がく

るといいですね。楽しみにしてます。 

 

最後に、僕が好きなマンガ「バガボンド」

の中に出てくる 主人公：宮本武蔵 の 親

友：又八 に向かって おばば（母） が言

ったセリフを紹介します。 

 

ただ真っすぐに一本の道を進むのは美しい 

じゃが普通はそうもいかぬ 

 

迷い 間違い 回り道もする それでええ  

 

振り返ってごらん あっちにぶつかり こっち

にぶつかり  

 

迷いに迷ったそなたの道は きっと誰よりも

広がっとる 

 

道が広がった分 おぬしは誰よりも人に優し

くできる 

 

わしも 武蔵も なれなかった人間になれる 

  

迷って決めたこと

なら、自信をもって

堂々と進んでくだ

さい。きっと素敵な

人なれるはずです。  
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≪令和 5 年度≫ 

・始業式（新２．３年生）…4 月 7 日（金）  ・入学式（新入生）…4 月 8 日（土） 

日 曜 ３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 水  

２ 木  

３ 金 １・２年】終業式 

４ 土 八代校】オープンスクール／ひなたぼっこの会 

５ 日  

６ 月 １・２年】保護者面談 

７ 火  

８ 水  

９ 木  

10 金        高校】味噌天神ボランティア清掃 

11 土  

12 日  

13 月 大受】早期対策講座 

14 火  

15 水  

16 木  

17 金  

18 土  

19 日  

20 月 大受】早期対策講座 

21 火 祝・春分の日 

22 水 大受】早期対策講座 

23 木  

24 金 高校】登校日 

25 土 高校】新入生招集日 

26 日  

27 月  

28 火  

29 水  

30 木  

31 金  

■高等学院  

３月４日（土）より春休みとなります。春休み中も

学校は開いていますので、自主学習など自己研鑽に大

いに活用してください。 

また、３月２４日（金）は登校日となっています。

いつも通り、１０時に登校してください。 

■ 大学受験科  

 ≪大学受験予備校 新年度入校生募集中≫ 

志成館高等学院卒業生、卒業生のご兄弟や知り合い

の方で予備校を考えている方は是非、志成館予備校を

ご検討ください。 

◆ 大学受験科の特徴 

  ① アットホームな少人数クラス 

  ② 無理なく着実な学習を 

 ③ 悩んでいたら迷わずカウンセリングへ 

◆ 学習へのサポート 

 ① 一人一人のペースを大切に 

 ② 個別指導 

パンフレットは志成館１Fありますので 

いつでも、ご相談ください。 
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３月です。みなさん、今年度はどうでしたか。私は担任とし

て１年目ということもあり慣れないことが多く、こころの中が

大忙しな１年でした。 

ですが、大忙しで疲れながらも、程よいストレスというのは

前向きなエネルギーにつながるのだなと実感した１年でもあ

りました。 

ストレス研究でノーベル賞を受賞したハンス・セリエ博士は、

『ストレスは人生のスパイス』だと言っています。今現在の苦

しみが、その後の目標や夢などにつながるものであれば、それ

は良いストレスと言える。逆に、心身が苦しくなり体調を崩す

ようなものは悪いストレスと言える。 

…なるほど、今年度、私はこれを身をもって体験できたのか

と感動しています。悪いストレスも考え方によっては良いスト

レスになったりするので、それもまた面白いですね。 

  

 １年間お読みいただき、ありがとうございました。４月から

どんなコラムにしようかなと模索中です…（またこの枠を毎月

もらえるのか分かりませんが）ではまた４月号でお会いしまし

ょう(^^♪ 

 

 

 

 

 

 

 

 

どうも、大学時代のサークル仲間に突然「この never young 

beach ってバンドおすすめ！！」という迷惑な LINE を送り付

けた沖住です、今回はその時のお話を。 

 話を進めるにあたり、一旦時を巻き戻して約２０年前。大学

生の僕は、いそいそとフォークソングの布教活動を行っていま

した。その甲斐あってサークルの一人（B 氏）はフォークシン

ガー高田渡の信奉者になり、いつのまにか僕よりも高田渡に詳

しい人間になっていました。 

ここから現在。僕のかまってちゃん LINE に対して、彼らから

は「結構好み」「７０年代ぽいね」といった予想通り上々の反

応。そこに B 氏からのメッセージが。 

「never young beach は、『やさしいままに』って曲が映

画『ロマンスドール』の主題歌になっとるね。そしてこの映画

の監督がタナダユキ。この人は『タカダワタル的』（※注 高

田渡のドキュメンタリー映画）の監督でもあるというつながり

が…… やっぱり求めている感性は常に近いところにありそ

うね」 

 監督含め僕ら好事家の感性には何か同じものが底流してい

るに違いないという喜びを得るとともに、「感性が近い」や「趣

味が似ている」ではなく、「求めている感性は常に近いところ

にありそう」という回りくどい表現してくる友人を持ててほん

とに良かったと思った僕です。 

 

キヨジイの“ちょっといい話”～その⑥ 
 

キヨジイの“ちょっといい話”～その⑥ 
今年度最後は、アニメから名言を紹介します。1997 年に週

刊少年ジャンプで連載をスタートして以来、国民的人気を誇っ

ている漫画『ONE PIECE(ワンピース)』に出てくる名言です。 

失った物ばかり数えるな!!! 無いものは

無い!!! 確認せい!! お前にまだ残ってお

るものは何じゃ!!! 

元王下七武海の魚人ジンベエが、兄を失い失意の底にある主

人公・ルフィに厳しくも愛を持って投げかけた言葉で、ルフィ

が立ち直るきっかけとなりまし

た。 

つい、ない物ねだりをしてしま

ったり過去の喪失にとらわれて

しまったりする人は、こちらの名

言を座右の銘にしてみてはいか

がでしょうか。 

 

 

 

『志成館で良かった！』 

高橋 陽子 
2 月１１日に『卒業式』が行われたが、卒業生の晴れやかな

顔と保護者の方々のとてもうれしそうな顔が印象的だった。 

その際、数人の保護者の方から「志成館に入って良かったで

す！」といった言葉を頂戴した。 

志成館で働く者にとっては、この上なく有難い言葉だが、逆

にもっとたくさん関わることが出来たのでは…、もっといろん

なことをしてあげられたのでは…と反省の気持ちも湧いてく

る。 

長年、心掛けてきたのは、他の仕事は後回しにして、まず生

徒対応を最優先でと考えてきたが、果たして最近、それが出来

ているのだろうか、と考えてしまった。 

新入で入学した生徒、転学で入学した生徒、関われる時間は

違うが皆、カワイイ！ 

少しでも関わると、なおのことカワイイと思える。志成館の

優しい生徒と楽しい時間が過ごせたらと願う。 

今回の『卒業式』は、例年より欠席者が少なかった。中には、

中学校の『卒業式』に参加出来なかった生徒も、今回の『卒業

式』に参加してくれたことが何よりだと思う。 

４月にはピカピカの新入生が入学してくるが、少しでも多く

の生徒と多くの時間を共有したい。 

そして、３年後の『卒業式』で「志成館で良かったです！」

と言われても恥じることがないように…。 

 

 

 

 

志成館・文字で読む職員室 

 



 

令和４年度 第１２弾は、卒業生代表が卒業式で述べた「答辞（一部抜粋）」と今年度の生徒たちの進路・合格

実績を紹介したいと思います。それでは、レッツぐるぐるウォッチっち！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪答辞≫ 
中学時代通えていなかったので友達はできるか、学校に馴染めるかなど不安は山積み。そんな状態で私の高校

生活がスタートしました。実際に始まってみると、学年関係なく気さくに話し掛けくれる先輩や、生徒と一緒に

なってトランプやテレビゲームで遊んでくれる先生がいて、とてもアットホームな学校でした。気づけば山積み

だった不安もどんどん無くなっていき、学校が楽しいと思えるようになっていました。 

先生や先輩が間に入ってくれなくても同級生と話せるようになり少しずつ学校にも慣れてきた頃、人前で上手

く話す事が出来ない自分が嫌で自分を変えたいという思いから生徒会に入り、人と話す回数や人前で話す回数を

増やしたりしてみました。それから、私は自分のしたいことを応援してサポートしてくれるこの環境で沢山の経

験をさせていただきました。 

私は志成館が大好きです。入学当初は自分に自信もなければ自分のことが大嫌いでした。ですが、志成館に入

学して、素敵な先生、先輩、同級生、後輩に出会って沢山の経験をさせてもらって、入学当初では考えられなか

ったこんなに沢山の人の前で話せるようになって。この３年間で少し自分のことが好きになれた気がします。 

 

≪進路・合格実績≫ (※同一校に複数の進学者あり） 
≪国公立大学／大学校≫  

北見工業大学、熊本県立大学、熊本県立農業大学校、熊本県立技術短期大学校、日本航空大学校、 

≪私立大学／短期大学≫ 

熊本学園大学、崇城大学、尚絅大学短期大学部、中九州短期大学、桜美林大学、帝京大学、同志社大学、 

龍谷大学、京都産業大学、九州国際大学、久留米大学、日本経済大学、長崎国際大学、九州龍谷短期大学 

≪専門学校等≫ 

湖東カレッジ専門学校、ヒロデザイン専門学校、熊本ベルェベル美容専門学校、九州動物学院、 

日本総合教育専門学校、モアヘアメイクカレッジ、Be-STAFF、 福岡医健スポーツ専門学校、 

福岡カレッジオブビジネス、大原学園保育医療福祉専門学校、サンシャイングルーミングスクール など   

≪主な就職先≫  

熊本県果実農業組合連合会、habita、自営業 など ≪２月２０日 現在≫ 

 

 

 

 

 

 

 

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 


