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『継続は力なり！』 
    財務会計   矢邉 義興  

 

 私は今までの教師生活の経験から生涯現

役でありたいと願ってきました。 

 有難いことに志成館より財務会計を教え

て欲しいでとの要望を受け、私のような者で

良かったらということでお世話になること

になりました。 

 

 正直言って私の年齢を考え、果たしてご希

望にそえるものか迷いましたが、私がこれま

で学んできた知識を志成館で学ぶ生徒たち

に伝え、私も一緒に勉強するつもりでいます。 

 私は鎮西高校の商業科で４０年間教鞭を

とり３５０名以上の生徒を担任し送り出し

てきました。商業科の生徒のほとんどが就職

希望でしたが良い生徒たちに恵まれ、楽しい

教鞭生活を送ることが出来感謝しています。 

 

 退職後はボランティア活動をし、宇土の小

中学校で算盤の指導をしてきました。 

 

 現在では士ら白坪小学校内の自治会で町

内の人たちのお世話をさせていただきなが

ら、白坪小学校の３年生の算数の中で算盤を

教えたり、そろばんクラブの活動を指導した

りしています。 

 

 私の毎日のライフワークは“ごみ拾い”で、

挑戦して１３年目になります。これは、自分

のためと思って始めたことですが、出会う人

たちから感謝され、たくさんのエネルギーを

もらい、私の元気の源になっています。 

 まさに“継続は力なり”といわれますが、

病気知らずの健康体です。 

 

本年度からは志成館高等学院３年生の財

務会計を担当させていただくことになりま

した。私は残念ながら若さはありませんが、

老骨にムチを打って気力で情熱と愛情をも

って指導したいと思っています。 

どうか、よろしくお願いします。 
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日 曜 6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 火  

２ 水  

３ 木  

４ 金 高校】 総合学習  定通大会「壮行会」 

５ 土  

６ 日 高校】県高校定時制通信制体育大会 

７ 月   

８ 火  全体】進学相談会［熊本城ホール］ 

９ 水  

10 木  高校】味噌天神ボランティア清掃 

11 金  

12 土  

13 日  

14 月  

15 火  

16 水  

17 木  

18 金  

19 土  高校】保護者茶話会・オープンスクール  

20 日  

21 月  

22 火  

23 水  

24 木  

25 金 高校】総合学習「通信制高校対象・進路相談会」 

26 土  

27 日  

28 月  

29 火  

30 水  

31 木  

【全校応援中止のお知らせ】 

６月６日（日）の県定時制通信

制体育大会では全校応援を計画し

ておりましたが、コロナウィルス

蔓延防止対策として中止になりま

した。各競技の大会自体は開催さ

れます。各自、自宅から選手に向

けてエールを送っていただけると

嬉しいです。つきましては、翌日

７日（月）に予定されていた代休

も通常授業に変更になります。急

な変更ではありますが、ご理解の

程、よろしくお願いいたします。 

【崇城大学見学中止のお知らせ】 

６月１１日（金）に予定してお

りました崇城大学見学会につい

て、コロナウィルス蔓延の影響で

公開できる施設が少なく、バスの

手配ができないということから今

回の見学は中止することとなりま

した。度重なる急な変更ではあり

ますが、お理解の程、よろしくお

願いいたします。 
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 ５月の連休中、サカナクションの過去のライブ映像が１日お

きに Youtubeで配信されていました。そのライブ中に毎回盛

り上がるのが『アイデンティティ』という曲なんです。 

 アイデンティティと聞くと精神分析学者のエリクソンを思

い出します。“私は何者なのか”“どう生きるのか”といった

問いへの答えを見出すことを、彼は『アイデンティティの確立』

と唱えました。つまりアイデンティティとは、“自分はこうい

う人間だ”といえる一定の自信のことです。 

 エリクソンは青年期（13 歳～20 代前半）の発達課題をア

イデンティティの確立だと言いました。確立していく過程では、

自分を見失って希望をなくしたり、自意識過剰の状態（他人の

目を気にして自分の本当の気持ちが分からなくなる）に陥った

りすることがあります。しんどいですが、この危機を経験する

ことがアイデンティティの確立につながると言われています。 

 皆さんの悩みを聞いていると、まさに現在進行形でアイデン

ティティの確立に向けて頑張っているんだなと感じます。誰も

が通る道なのかもしれません。 

 ちなみに「青年期で確立できなかったとしても、人生のそ

の後の時期でも確立できるよ」とエリクソンは言っています。

私は、子育てを始めてから少しずつ確立されてきたか

な、、、？という感じです。焦らず自分のペースで大丈夫で

す！ 

 

 

 

柴田です。前回の続きから話をしましょう。“とりあえず東

に行く旅”の２度目の素敵な出会いのお話です。大阪まで行っ

た後、疲れたので“とりあえず”帰ることに。夕方、陽が暮れ

かかったころ、海に浮かぶ鳥居が有名な厳島神社がある宮島口

駅に到着。フェリーに乗り換え、10 分ほどで宮島に着きます。

そのフェリーの中で、ある人から声をかけられました。「実は、

“とりあえず九州に行く旅”をしている途中で、たまたま同じ

青春18きっぷを使っているところを見かけたから声をかけて

みた。」そう。その人は、京都の大学に通う学生で、長期の休

みがあるたびに色んな所にでかけるのだとか。「今回は九州の

ある島に行きたくて、その途中で宮島に寄ったところ、君を見

つけたんだ。」という、なんとも不思議な縁でした。そこから

一緒に宮島を観てまわり、これも何かの縁だからとご飯を奢っ

てもらいました。乾杯をして、彼の今までの旅の話を聞き、こ

れからやりたいことを聞き、自分の価値観がどんどん広がって

いくような感覚でした。しばらく盛り上がった後、彼とは別れ

ました。 

熊本に帰って来て数日が経った頃、彼から「実は今熊本に来

ている」との連絡があり、今度は僕がご飯を奢り、楽しいひと

ときを過ごしました。その別れ際、「僕が旅に出るきっかけに

なった本」と言って一冊の本をもらいました。「ライフトラベ 

ラー」という本で、今でも大切に持っています。 

 

 

キヨジイの“ちょっといい話”～その② 

これは、プロレスラー 燃える闘魂 アントニオ猪木 さん 

の言葉です。 

「笑うことは、誰でもできるボランティアである。それを見

た人、感じた相手が心を広げて、その日１日を楽しく過ごすこ

とができる可能性をもつ、最高の無償の行為である。そんな誰

でも実践できることから、世の中から必要とされているってこ

とが始まるんだ。」 

確かに、笑っている人を見ているだけで、こちらまで明るい

気持ちになれるものですよね。笑顔が素敵な方は、魅力的です。 

私は、こう見えても恥ずかしがりなところがあり、初対面の

方や、慣れていない方だと、ぎこちない接し方になってしまい

ます。しかし、笑顔が素敵で、柔らかな雰囲気を持った方だと、

自然に入っていけるんです。 

笑うこと。笑顔でいること。この力は、とてつもなく大きい

と思います。そして、いつも笑顔でいるということだけでも、

周囲の方たちに対して、多大な貢献をしていると言っても過言

ではないでしょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 個体識別  
 小堀 翔   

   

イラ「ン」とイラ「ク」の違いがよくわからない、『枕草子』

と『源氏物語』がごっちゃまぜになる（さて。どちらが清少納

言の作品でしょうか？）…など。これらは毎年寄せられる社会

科お悩みの一例です。解決策はズバリ、片方だけでもいいから

深く知ることです。学校や図書館で学ぶ方法の他、例えば古典

文学などはインターネット上に無料で見ることが出来る現代

語訳の紹介などが多数あります。深く知り、ストーリーに愛着

が湧けばもうこちらのもの。ちゃんと他と区別して覚えること

もできますし、なにより豊かな教養が身に付きます。遠回りこ

そがあなたにとって一番の近道かもしれません。 

 

世の中から「必要とされたい」と思ったら、まず笑え！ 

志成館・文字で読む職員室 

 

 

しばたの たびにっき。 
Shibatano - tabiniki 



 

 

 令和３年度第３回目のぐるぐるログでは、志成館何でもランキングを発表したいと思います。学校に毎日来

れる人、来れていない人、得意な分野で競える何でもランキング！それでは、LET’Sぐるぐるウォッチッチ！ 
 

 

【ルービックキューブ・タイムアタック】 

 

１位  ３３秒５５    Aさん 

２位  ３８秒８４    Aさん 

３位  ４４秒７６    Nさん 

４位  １分１５秒００  けんけん 

５位  １分３８秒１９  柴田先生 

 

 

【モンハンライズ・タイムアタック ～悪鬼羅刹 編～】 

 

１位  ４：５８ 捕獲   使用武器：ガンランス 防具有り 

２位  ６：２２ 捕獲   使用武器：ガンランス（ガルハウル） 防具有り 

＊ 番外編 １６：５６ 討伐   使用武器：ガンランス  防具無し 

 

 

 

【トランプタワー 段数勝負】 

１位 ６段 （２年生） 

２位 ５段 （１年生） 

 

 

【垂直飛び】 水前寺競技場のジャンプメーターを使用  床は化成畳（結構、＋補正かかります） 

 

１位 ７３cm   甲斐先生（３６歳） 

２位 ６０cm  Yくん（３年生）、Tくん（３年生） 

３位 ５８cm    柴田先生（２６歳）、Kくん（３年生） 

４位 ５７cm  Yくん（１年生） 

 

 

タイピングのスピード、ゲームのスコアやオンラインランキング 

などの記録で競いたいですね。我こそはという人は記録を職員まで教えてください。 

 お待ちしています！ 

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 


