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巻 頭 言 

学院長 中道 久雄 

 あの日からまもなく半世紀を迎えようとしている。１９７２年５月８日、パレスチナ過激派テロ

リスト４人による「テルアビブ空港乱射事件」が起きた。 

 私はイスラエルの首都エルサレムに立地するヘブライ大学の１年生でした。ラジオから流れてく

る臨時ニュースに耳を傾けていると、赤軍派（日本赤軍）に所属する日本人の名前が耳に飛び込ん

できた。奥平 剛士・岡本 公三・安田 安之の３名が乱射事件のメンバーに加担していた。 

 奥平 剛士・安田 安之は自爆し、岡本 公三だけが生き残った。 

 私は驚愕し、直ちに事件現場の（テルアビブ）に向かった。学生寮からテルアビブまでバスで２

時間を要した。 

 現場近くのバス停に着くや否や空港のロビーに向かって走った。ロビーの中には入れなかったが

血痕が床一面に付着していたのが見て取れた。 

 主犯格の一人である岡本 公三は熊本県芦北町出身で幼少の頃からスパルタ教育を強いられまし

た。その後、岡本 公三はイスラエル警察当局に依って収監され、後にイスラエルを離れレバノンで

アラブの戦士として称賛されている。 

 時の流れに身を任せると走馬灯のように思いが蘇ってくる。 

 ４年間のイスラエル留学を終え、主に東京都内でのサラリーマン生活が始まった。大手石油商社。

貿易会社・外資系商社等々１０年間に亘った。 

 ヘブライ大学で旧約学（イザヤ書）を専攻していた時、全身に電撃が走った。それは『エイン ダ

バル ハ・オメッド ビフネイ ハ・ラッオン！』（ヘブライ語） 

「志あるところ道あり！（意訳）」と言う一句でした。この一句が私を救った。 

志成館を創立して今年で３５周年、通信制高校を立ち上げて２０周年を迎える。家族、職員他多

くの人々に支えられ、生かされてきた。只感謝に他ならない。 

生涯現役を貫こうとは思っているが、神経・筋肉が、思うように機能してくれないのが悔しい。

一度限りの人生ですが、楽しい豊かな人生を全うしたいものです。読者の皆さんのご多幸と健康を

祈念致します。素晴らしい１年でありますように・・・ 

『思いの種を蒔いて行動を刈り取り、行動の種を蒔いて習慣を刈り取る。習慣の種を

蒔いて人格を刈り取り、人格の種を蒔いて人生を刈り取る。』 （ Samuel Smiles ） 
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※卒業式 ２月２７日（日） パレアホール 

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 土 「元日」 

２ 日  

３ 月  

４ 火  

５ 水 冬期個別講習〈後期〉 

６ 木  

７ 金 高校】 始業式／味噌天神清掃ボランティア 

８ 土 高校】 保護者茶話会・オープンスクール 

９ 日  

10 月 「成人の日」 

11 火  

12 水  

13 木  

14 金 大受】 共通テスト会場下見 ＊授業休講 

15 土 大受】 共通テスト 

16 日  

17 月 大受】 共通テスト自己採点会 ＊授業休講 

18 火 大受】特別講座～３1日 

19 水  

20 木 大受】二者面談（共通テスト受験者） 

21 金 高校】英語検定 

22 土  

23 日  

24 月 １・２年】〈後期〉定期試験 

25 火  

26 水  

27 木  

28 金 高校】総合学習：三年生を送る会 

29 土 職員】八代校オープンスクール／ひなたぼっこの会 

30 日  

31 月 高校・大受】３年生・大学受験科授業終了 

■ 大学受験科 

 大学入学共通テストがあります。 

１月１５日・１６日（土・日） 

受験票・筆記用具など忘れ物がな

いよう、しっかり準備して当日に臨

んでください。 

■高等学院  

１・2年生は 2４～2６日（月～水）

が後期試験となっています。レポート

をしっかり見直し、実力を発揮できる

よう準備をされてください。 

３年生は、高校最後の１か月を楽し

んでください。 
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国内で初めて新型コロナウイルスの感染者が確認されてか

ら、もうすぐ丸２年が経ちます。“外出時にマスクをつけるこ

と”は、すっかり私たちの日常になりましたよね。 

２００９年に新型インフルエンザが流行した頃注目されて

いた『マスク依存症』が、昨今の長引くマスク生活で改めて注

目されています。マスク依存症というのは、感染対策は関係な

しに“マスクをしていないと落ち着かない”人たちのことを指

します。 

マスクをつけると、顔の大半の部分が隠れます。それによっ

て、人から表情を読み取られることの不安や、見た目のコンプ

レックス、積極的にコミュニケーションをとることの不安など

から自分を守ることが出来ますね。こういったストレスを軽減

するための“防衛反応”としてのマスク着用者が、若い世代を

中心に増加してきています。 

ただ、このマスク依存症、治す必要はないと思います。マス

クをすることで気持ちが安定し、安心して人とコミュニケーシ

ョンをとることが出来るのなら、それでいいのではないか、と

思います。他にも、すっぴんを隠すことができたり、メイク時

間の短縮、ヒゲを剃らなくでもバレない(笑)など、メリットが

たくさんではありませんか！ 

最近は様々なデザインのマスクが売られていますので、ファ

ッションとしてのマスクも楽しみながら、大切な自分のこころ

とからだを守っていけたらいいですね。 

 

 

奥深いフォークの世界  by沖住 
あ、沖住です。今回ご紹介するのは五輪真弓「少女」です。

私は、正直五輪真弓さんに関してはあまり明るくなく、知って

いる曲も数曲程度なのですが、澄んだ歌声と暗めな世界観がた

いへん印象に残っています。その中でもこの「少女」は私にと

ってお気に入りの一曲となっております。 

 描写としては、「陽の暖かさが感じられる真冬に、少女が縁

側にただ座っている」、ただそれだけなのです。映像ならワン

カットで事足りる状況、しかしそんなワンカットに少女の感傷

や将来への不安、そして覚悟などが織り交ぜられており、聞き

終えた頃には映画をひとつ見終わったような満足感と何とも

言えない余韻が残るのです。 

 これは彼女の歌詞世界と歌声が見事にハマっていることに

も起因しており、きっと他の誰かが歌ったカバーではこのよう

な感動は得られないでしょう。某何とか tube などにもオリジ

ナル音源が上がっていますので、ぜ

ひ聴いてみてください。 

 

「あたたかい陽のあたる 真冬の

縁側に 

 少女はひとりで  いつまでも 

座ってた」 

 

 

 

 

 

 

 

 

あけました。いや、この通信が皆さんの手元に届くころはま

だ年末ですかね。 

今回はどんな年越しをしようか、、、悩みますね。寒いので家

にこもっていたいのですが、何か面白いことはないかと考えて

いるところでもあります。 

 そういえば、昨年は年越し温泉なるものをしました。と言っ

ても、お家のお風呂に入浴剤をいれてゆったり浸かるというも

のです。最近は便利なもので、全国の有名な温泉が家でも入れ

ます（正確には温泉の成分を抽出したもので、ネットでちょっ

と検索してみるとたくさんでてきます）。この前は、岐阜県の

下呂温泉に入ってきました（入浴剤を入れました）。昨年の年

越しはどこの温泉に行ったのかは覚えていませんが、紅白歌合

戦を見て、お湯をを張って、浸かってぼーっとしながら年を越

しました。 

今年もそんなゆったりした年越しでもいいなぁと思いなが

ら、書いているところです。2022 年もよろしくお願いします

(^^) 

 

 

 

 

 

 

 どうも、甲斐です。あけましておめでとうございます。年末

年始も子守が忙しく、なかなか趣味の時間が取れませんが子ど

もが寝静まった後にアニメを見てつかの間の安息を得ていま

す。 

 相変わらずアニメは面白いのですが、アニメを見ていて最近、

つくづく思うのが異世界転生ものが溢れかえってるなぁとい

うことです。作成側にとって、「異世界転生」などのキーワー

ドに「美少女ハーレム」「俺、強い」「ファンタジー」などの

別の要素を付け足して作った方が作成効率が良いというのも、

一定の人気や視聴率を取れる可能性が高いからというのもわ

かります。物語の中心となる人物が今の自分の境遇、積み上げ

てきたものの全てをかなぐり捨てて、異世界に転生し、人生を

やり直す姿を見て、ある種のカタルシスを感じるのもわかりま

す。私もこういった作品も確かに面白いです。私も好きです。 

 しかし、私は作成側にもっと産みの苦しみを味わって作品を

作っていただきたいです。異世界転生系の作品は売れるキーワ

ードの組み合わせにプラス１、２要素した言わば、量産型。し

かも、誰もが心の中に抱える「あの時こうしておけばよかった

…」という感情を強烈に揺さぶる仕掛けがしてある組み立てキ

ットみたいなものな気がします。もし、気に病む人がいたらご

めんなさいね！）今の時代は昔から積み上げてきた情報量が膨

大で本当の意味での創作は難しいとは思いますが、産みの苦し

みが感じられる独創的な、見た時に脳汁がブシャーっとなるよ

うな斬新な作品が見てみたいと思う今日のこの頃なのでした。 

 長々と、おっさんのぼやきにお付き合いいただき、ありがと

うございました。 

志成館・文字で読む職員室 

 

 

しばたの たびにっき。 
Shibatano - tabiniki 

へっぽこハンター甲斐先生の 

ぼやき部屋 



 

 

令和３年度 第１０回目のぐるぐるログでは、生徒が作成したイラストを紹介します。２枚は志成祭で展示し

たものです。どれも力作ですねぇ。それではぐるぐるウォッチング！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

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 

絵が描けるって、いい

ですね。今はネットの時

代です。たくさんの人に

絵を見てもらえます。

様々な情報媒体には文字

や音声に加えて、見る人

にインパクトを与えるた

めに絵・デザイン・写真

が必須です。 

絵だけで食べていく道

は昔に比べてかなり広く

なりましたがまだ狭き門

であることは確かです。 

しかし、普通の仕事に

プラスαでイラストが描

けるとそれはとんでもな

い強みになります。例え

ば、会社の HP やブログ

に挿絵が欲しい時、プロ

に頼めばすぐに万単位で

お金が飛んでいきます。

それから、会社の刊行ほ

っとした刊行物や文書な

どにその会社の人間が書

いたイラストなどが添え

てあるとその会社の暖か

みがぐっと伝わりません

か？ 

 イラストが仕事に繋が

らなくとも仕事を長く続

ける上でのイラストを描

くという趣味が心の支え

にもなります。 

 だから、イラストが得

意な皆さん、どんどん書

いちゃってください！ 

 応援しています！！ 


