第１５６号◆令和４年９月号◆発行編集：志成館◆

物は考えよう、
発想の転換

そして、感謝の心を持つことも大切な
思いです。
例えば、スイカを食べ
た時も、甘くなかったと
残念がるより、この暑さ

この夏は異常気象で体温より高い気温

の下、農家の方々の大変
なご苦労によって食べ
ることができた喜びを感じてみてはどう
でしょうか。当たり前と思うことでも実

になりました。鉄道のレールも夏バテし
ていたとのニュースもあっていました。
私が生まれた 62 年前、こんなことが予
期できたでしょうか？

は誰かの陰の努力があってこそ私たちは
生活ができていると思うようになれば、
自ら感謝の心が生じてきますね。
どうか皆さんも色々な人たちに感謝し

「気合いでこの夏を乗り越えよう！」な
んていう時代ではもはやなさそうです。
世の中では戦争が勃発したり、コロナ
がなかなか収束しなかったりと、楽しく
自由に生活することも困難になりました

ながら日々を送って行って頂きたいと思
います。
今年も残り 3 ヵ月とな
り、試験や文化祭がありま
す。書道の作品も沢山飾ら

ね。
しかしながら、ネガティブになってい
る場合ではありません。暑かろうが寒か
ろうが、１日 24 時間は何も変わらず過ぎ

れますよ。
一歩一歩、前を向いてマイペースでゆっ
くり進んでいきましょう。応援していま
す。

書道

富永 慎子

去って行きます。
であるならば、「楽しまなければ！」です
ね。
夜寝る前に、「今日はなんだか嬉しい一
日だった！」と思えるような時間を過ご
していきたいものです。

※コロナに関する国や県、市等の方針

９月の予定
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に従い、変更になる場合があります。

大受】
〈後期〉授業開始

１・２年】二者面談

高校】味噌天神清掃ボランティア

大受】共通テスト模試

１・２年】
〈前期〉定期試験

高校】前期終了

／ 修学旅行（希望者）

祝・秋分の日

高校】秋休み

全体】英語検定（希望者）

※大受】 大学受験科の後期授業は、9 月 2 日（金）から開始です。一部、
時間割が変わります。
※高校】 後期授業は、１０月３日（月）から開始（始業式は行いません）。
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志成館・文字で読む職員室

☆『こころ』に関するおすすめの作品☆

前回から数か月経ってしまったので皆さんお忘れでしょう

今回は『こころ』をテーマにしている私が好きな作品をいく

が、今回は続きものですので以前（５月号？）のものを見返し

つかご紹介します。

たうえで読んでいただけると幸いです。

17 歳のカルテ（映画・1999）

さて、哲学の門を叩いた沖住君はプラトンに関する新書を読

原作の著者スザンナが 18 歳の時に、実際に思春期

み、プラトンには師がいることを知ります。その師こそソクラ

病棟に入院した経験をもとに制作。様々な病気を抱

テスです。そしてソクラテスを語る際に必ず出てくる言葉とい

える 10 代の葛藤、成長が伝わってくる映画です。

えば、そう「無知の知」です。

クワイエットルームにようこそ（映画・2007）

ソクラテスの生きた時代のギリシアは、専門的知識を教える

28 歳の主人公が閉鎖病棟に入院し、そこで出会う

知識人たちが活躍しており、彼らはソフィストと呼ばれました。

個性豊かな患者たちとの物語。日本の精神科病棟の

ソクラテスはそんなソフィストに、「お前ら、偉そうに講釈垂

様子がコミカルに映し出されている作品です。

れてるけど、もしかして自分は何でも知ってると思っちゃって

リエゾン ―こどものこころ診療所―（漫画）

る系？ww

子どもの発達障害、不登校、ヤングケアラーなど、

お前、もしかして神？www やば ww 俺って、

お前らと違って自分には知らないことがあるって知ってるの

現代の子どもが抱える問題がリアルに描かれていま

よ www わかる？ww その分お前より全然賢いわけ！www

す。登場する医師自身も発達障害を抱えています。

ﾌﾟｰｸｽｸｽ やばッ俺めっちゃ謙虚 wwwww」（ひどい意訳なの

精神科医ヨワイ（漫画）

で、興味が出た人はちゃんと調べてください）と宣います。

日常生活の中で誰もが心の病になる可能性があるの

何とも勇ましいソクラテス。彼の言葉を知り私の目からは鱗

だな、と改めて感じさせてくれた作品。読むことで

が落ちました。当時サブカル系文化人にあこがれていた沖住君

自分のこころと向き合う機会にもなると思います。

は、いかに皆が知らない知識を増やしマウントを取るかという

―――――

ことしか考えていませんでした。しかし、知識が増えれば増え

以上、４作品でした。見終わったあと安心したり、こころが

るほど「自分は何も知らない」ということが逆説的にわかって

楽になるようなヒントが見つかるといいなと思います。

きている最中でもあったので、まさに雷に打たれた思いでした。
まだまだ続きますのでまた次回。

保護者茶話会

キヨジイの“ちょっといい話”～その③

事務

今回は、アスリートの名言を紹介します。これは、「平成の

高橋 陽子

「おはようございまーす！」、８月 6 日の朝、卒業した生徒

剣豪」と謳われた剣道界のスーパースターである宮崎正裕さん

がやって来た。

の言葉です。

卒業して、５ヵ月足らずしか経っていないせいか、在学して
いた時と何ら変わりなく入って来たので、少々面食らった。

「意外と人間は悪いところは自覚して
いるのだが、自分のいいところに気づ
いていない!!」

この日は、「保護者茶話会」で、“志成館から未来へ、卒業
後は…”というテーマで、卒業生によるパネルディスカッショ
ンが行われる。
進学したり、就職したりして、現在、どのような生活をして
いるか、高校時代に何をやっておくべきかなど、参加者に向け

日本では、反省するところが美徳とされて捉えられていると

て、卒業生の真剣な話を聞くことができた。

ころがあり、アスリートの中にも「反省」をよく口にすること

10 名程参加してくれて、終了後は、さながら、ミニ同窓会

があります。しかし、反省とは、「自分のよくなかった点を認

のようだった。

めて、改めようと考えること」です。つまり、落ち込んだり、

コロナ禍での開催もあって、保護者の参加が少なかったのが

後悔することではなく、次に活かすための振り返りのこと。で

残念ではあったが、卒業生の頑張っている姿や、卒業して数ヶ

すから、ポジティブな言葉であるはずです。

月の間の成長を見られて、いい会だったと思う。

前向きに反省して、自分のいいところを伸ばす。自分の伸

志成館では、毎月、外部講師に来てもらったり、グループカ

びしろを意識した方がよい、と宮崎さ

ウンセリングをしたりと、様々に趣向を凝らしたテーマで、
「保

んは言っておられるのです。

護者茶話会」が行われている。せっかくの機会なので、１回で

自分のよい面に気づくことは、反省

も参加していただければと願っている。

してブレーキをかけてしまっている心

会の終了後は保護者同志でランチに行かれたり、メールの交

をほぐし、自らを労わることにつなが

換をされたり、また、お互いの悩みを相談されたりと、この会

ります。

を通じて、保護者の輪が出来ていることは、間違いない。
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令和４年度 第６弾は、夏の全国大会の結果をご報告します。それぞれが持てる力を発揮して頑張ってくれま
した！それでは、レッツぐるぐるウォッチっち！

≪試合結果≫
卓球

男子個人

準優勝

１年生

卓球

女子個人

３年
３年

３回戦進出
１回戦敗退

将棋

男子個人

３年

予選リーグ敗退

バドミントン 女子個人 準優勝 ３年生
バドミントン 団体女子（熊本県） ３位
ソフトテニス 男子個人 2・３年ペア 2回戦進出
男子団体（熊本県） 1回戦敗退

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

TEL 096-366-1008

（味噌天神バス停徒歩 0 分／味噌天神となり）

FAX 096-371-3871

ホームページ

URL： http://www.siseikan.net

