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     ２年生担任 甲斐 雄一郎 

 

突然ですが、皆さんは教室に入って授業を受ける意

味について、どのように考えますか？志成館は通信制

高校であり、その中でも志成館は異質です。授業に来

るのも来ないのも全て本人の自由です。あと、誤解の

ないように言っておきますが授業に「参加しないこと

は悪いことだ」というつもりは全くないです。 

 まずは授業に参加しない人に、「授業に行かない意

味はありますか？」 

 意味があるのなら、大いに結構です。それはあなた

の意志だからです。授業に来るも来ないも自由の「自

由」とはどちらを選ぼうと他人のせいにしない、とい

うことです。これがなかなかできない人が多いです。

（今は行きたくても行けない人はそこに自分の意志が

あるから大丈夫です。来れる日を待ってます！） 

３年生になって、推薦入試に向けて実績がない、推

薦される理由がないなどがよくあります。自分の意志

で授業に参加しないのなら、その時間を使ってしっか

りと自分なりの実績を作ってください。ゲームをやり

まくってもいいです。そこから、ビジネスのヒントを

得る、様々な知識を得る、そこで使う言葉から英語や

日本語を学ぶといったことやってますか？勉強は教室

でなくともやろうと思えばやれます。ただ、この手の

勉強は全て手探りなので今まで「習っていないから無

理」な人にすっごく難しいです。やってもいいけど、

自分の責任で覚悟を持ってやってほしいです。（まあ、 

 

ヒントくらいはあげますけど、私はその道のプロでは

ないですゆえ・・・） 

 次に、授業にきちんと参加している諸君、あなたた

ちは授業に参加している以上、教える側にも責任があ

りますから参加してない人よりはイージーモードです。

（よっしゃラッキー！？）しかしながら、「人に言わ

れたから参加している」、「何となく参加している」

ではイージーモードとはいっても、この先は空虚な未

来が待ち構えているかもしれません。いつも授業に参

加している人も参加する意味についてはしっかり考え

てほしいですね。 

将来のため、教養をつけるため、生活習慣のためと

一般的に言われていますよね。人それぞれあっていい

と思いますが、私は志成館での授業ではテストで得点

のための技術ではなく、物事を楽しむために必要な知

識や考え方を教えています。それから、志成館では他

人と仲良くすることではなく、「共生」することを教

えています。今は何も思いつかないのなら、この二点

を心に留めておいてほしいです。 

 最後に、授業に限らず、するもしないも本人の自由

です。いろんな誘惑を断ち切り、自分を律することも

大事です。自分の体や心の声に耳を傾けて今日のとこ

ろは休むことも大事だし、授業よりも優先すべき大事

なイベントがある際はそっちにいく決断力も大事なん

です。授業はそういった選択に迫られた時にどうする

のかという練習の連続です。

だから、毎日や毎時間の選択

を大事してくださいね！ 

授業に行く意味、行かない意味 
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※夏休み ８／11（木）～16（火）は、閉館します。 （☆急用の場合は、各担任へ連絡ください。） 

高等学院 ： 登校日 … ８／17（水） 、 始業式 … ９／２（金） となっています。 

日 曜 ８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 月 大受】夏期講習Ⅱターム 

２ 火  

３ 水  

４ 木  

５ 金  

６ 土 高校】保護者茶話会／オープンスクール 

７ 日  

８ 月 大受】夏期講習Ⅲターム（前半） 

９ 火  

10 水  味噌天神清掃ボランティア 

11 木 閉館  （祝）山の日 

12 金  

13 土  

14 日  

15 月  

16 火  

17 水 高校】登校日／１・２年生レポート提出締切日 

18 木 大受】夏期講習Ⅲターム（後半） 

19 金  

20 土  

21 日  

22 月 大受】夏期講習Ⅳターム 

23 火  

24 水  

25 木  

26 金  

27 土  

28 日  

29 月  

30 火  

３１ 水  

■ 大学受験科  

 7 月 2５日（月）より、4 タ

ーム制の夏期講習が始まってい

ます。時間割を確認しそれぞれ

の学習計画を立てるなどして、

夏休みを有意義なものにしまし

ょう。 

 

 

 

 

 

■高等学院  

１・２年生は８月１７日（水）

登校日がレポート提出の締切日

です。家ではなかなかやる気が

起きないという人は、ぜひ学校

に来てレポート学習に励んでく

ださい。 

 

■キャンプ中止のお知らせ 

 8 月 30・31 日に予定されて

いましたタイムスリップキャン

プについて、コロナウィルス再拡

大を受けて中止とさせていただ

きます。理由としては、就寝の際

に 2 メートル以上の間隔を空け

るスペースを確保できないこと

があります。どうかご理解いただ

きますようお願いいたします。 

※なお、９月に予定している修学

旅行については、8月初旬にプリ

ントを郵送します。 
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「やりたいことが見つからない」あなたへ 

先日、総合学習の時間に進路について学習しました。１～３

年生が参加しましたが「どんな仕事がしたいか決まらない」と

いう生徒がほとんど。そこで、やりたいことを無理やり見つけ

るのではなく、やりたくないことを書き出して、そこから出来

ることを絞っていく、という作業をしてみました。例えば、 

・好きなこと、できること…歴史が好き 

・苦手なこと、できないこと…体を動かすのが苦手 

・やりたくないこと…集団行動はしたくない 

という方がいるとしますね。この方にはどんなお仕事が向いて

いるのでしょうか…？ 

 

 

生徒たちからは、「歴史学者・歴史小説家・博物館学芸員は

どうだろうか」という意見がありました。また、体を動かすの

が苦手とのことなので、歴史の研究の中でも発掘調査は向いて

いないだろうね、という声もあがりました。 

 このように書き出してみることで、自分を客観的に観察する

ことができます。考えを整理するのにも役立ちますね。 

 夏休み、時間がある時にお家の方も一緒にやってみて下さい。

可能性が広がるかもしれません。 

 

 

キヨジイの“ちょっといい話”～その② 
前回に引き続き、キン肉マン(漫画) 「パワーの限界!？の巻」

より… 

「大切なのは練習によって自分に見合った

パワーを養っていくことなんだ。」 

7 人の悪魔超人編。田園コロシアム、キン肉マン対バッファ

ローマン戦。バッファローマンが火事場のクソ力を吸収しきれ

ず、キン肉マンに返した場面。必要以上のパワーを吸収しよう

として失敗したバッファローマンにキン肉マンが言った台詞。 

 

要するに、日ご

ろの鍛錬で、自分

はどこまででき

るのか…、自分の

限界を見極める

ことも大切なの

です。無理はいけ

ません。何事も自

分のペースで！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

長い間、自分の部屋に籠っていました。5 年近くなるでしょ

うか。最初の１年は、殻にこもり、２年目あたりからもぞもぞ

と動き出しては、栄養を補給し寝る、の繰り返しでした。時間

が経つと共に、体も少し大きくなってきました。長い間、一人

で過ごしてきたので、嫌というほど自分と向き合う時間があり

ました。なので、ごちゃごちゃしていた気持ちも、少しずつ整

理できるようになってきました。心も成長してきたのでしょう

か？もう、部屋の中ですることには飽きたので、外に出て、羽

を伸ばしたい。夕方、日が沈んでから、周りの目が気にならな

い時間帯に、こっそり部屋を抜け出しました。目的地は決めて

おらず、気の向くまま、眺めが良い所へ。「どこか遠くへ行き

たい。」今までの自分の殻を脱ぎ捨てて、

凝り固まった体を伸ばし、心と体を整え

ます。そのまま、気が付いたら朝になっ

ていました。何となく、今ならどこへで

もいけそうな気がする。勇気を出して、

一歩を踏み出しました。 

そんな彼らの名は、、、蝉です。この

瞬間、精一杯生きています。 

（せみのたびにっき。） 

  

 

私のソウルミュージックです。 
検索して聴いてください。 

 
ウルフルズ 「笑えれば」 

 
 とにかく笑えれば 最後に笑えれば 
情けない帰り道 ハハハと笑えれば 
とにかく笑えれば それでも笑えれば 
今日一日の終わりに ハハハと笑えれば 
誰もがみないつも満たされない思いを 
胸の奥に抱いたまま 歩き続けていく 
とにかく笑えれば 最後に笑えれば 
答えのない毎日に ハハハと笑えれば 
 
 
 
 
 
 
 

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５弾は、七夕の短冊に綴ったみんなの願い事をご紹介します。みんなの願い事が天まで届きま

すように…。それでは、レッツぐるぐるウォッチっち！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・気づいたら合格   

・気配りできるようになりたい  

・みんなの笑顔がもっと増えますように 

・押しが好きです 

・ミスチルのライブが当たりますように  

・世界一の男になるぜ 

・陽キャになりますように 

・家族が健康でありますように 

・心身ともに健康に安定して過ごせますように 

・サマージャンボ1等よろしく！ 

・このきちのライブ、行きたい♡ 

・プロセカをマスターできるようになりたい 

・スポフェスが成功しますように 

・これからも友だちと楽しい日々を送れますように 

・自分が決めた勉強を明日から続けられますように 

・彼氏を作らない！自分を大切にする！ 

・何かの才能が開花しますように 

・努力ができる根性が欲しい 

・ゲームが上手くなりますように 

・プリキュアになれますように 

・青春できますように 

・身長が伸びますように     などなど 

 

 

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 


