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担任の先生って大事！
八代校・人吉キャンパス
担任

森下 華奈

① 否定せずに話を聴いてくれる
② 「こうしなさい」ではなく「先生
はこう思うけどどう？」と一緒に
答えを探してくれる

こんにちは、森下です。私は昨年
度まで八代校・人吉キャンパスの副
担任でしたが、今年度４月から担任
となり、１ヶ月が経とうとしていま
す。

③ 頭ごなしに怒鳴らず冷静に分か
りやすい言葉で叱ってくれる

学生時代の私は、この４～５月の
時期を不安な気持ちで過ごしていま
した。４月に担任が変わり、１～２
ヶ月経つとその先生がどんな人なの
かが分かってくるからです。私は担
任に色々と相談したいタイプだった
ので、その年の担任がどんな人なの
かによって、学校に安心して通える
かどうか左右されていました。

まだ始まったばかりの担任生活。
これからどんなことが待ち構えてい
るのかドキドキです。生徒、保護者
の皆様の声を聞きながら、安心して
通える学校づくりをしていけたらい
いなと思います。よろしくお願いい
たします。

では、私が安心して学校に通える
担任とはどのような先生だったのか。
先生方を思い返しながら、３つの共
通点を見つけました。

この３点、学校現場だけでなく子
育てでも大切にしたいですね。

※コロナに関する国や県、市等の方針
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に従い、変更になる場合があります。

八代校】ひなたぼっこの会

3 年】二者面談
高校】味噌天神ボランティア清掃

【大学受験科】
5 月 27 日（金）.28 日（土）
は、今年度初めての大学入学共

高校】総合学習：熊本大学薬草園見学

通テスト模試（マーク式）です。
自分の力を試し、希望の大学
への礎にしていきましょう！

2 年】二者面談

【高等学院】
今年から、生徒⇔担任の二者面
談の日程を学年別にしました。

高校】総合学習：マンガ講座

新学期からこれまでの生活を振

高校】保護者会/オープンスクール

り返り、今後に活かせるよう有意
義な時間になるといいですね！

1 年】二者面談

高校】総合学習：日本航空高校 小西博之校長 特別授業
高校】県総文祭（囲碁・将棋）

大受】共通テスト模試
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志成館・文字で読む職員室
志成館を楽しんで！
新学期が始まって約 1 ヶ月。新しい環境にやっと少しずつ慣
れてきた森下です。この１ヶ月は正直、新しいことだらけで毎

事務 高橋 陽子

日があっという間でした…。以前もここでお話したと思います
が、人間の心というのは新しい刺激があったりするとそれに夢
中になり“時間の経過”に意識が向かなくなります。余裕があ
る時には“いま何時かな～？”と時間を気にする回数が増える
ため、時の流れがゆったり感じるわけですね。生徒たちはよく
「ゲームしたり、絵を描いているとあっという間に時間が過ぎ
る」と言っていますが、まさにこういうことです。

卒業生が巣立っていき、さみしさを感じていた時に、キラキ
ラの新 1 年生が入学してきました。
がんばり過ぎないよう、自分のペースで楽しい高校生活を送っ
てほしいものです。
ここ数年、コロナ禍の中で、「修学旅行」など、様々な行事が
中止になりましたが、今年は楽しい行事が、たくさん出来れば
と思います。

この時期は新しい環境に慣れようと頑張りすぎている子も
いるんじゃないでしょうか…。そこの君、志成館では頑張りす
ぎなくても大丈夫です。一人ひとり、登校することのハードル
の高さは違います。
「みんなは行けているのに自分はダメだ…」
そんなふうに思う必要は絶対にありません。きつい時に休むこ
とが出来るというのも、立派な自立への一歩です。
私は“無理しているな～”と感じた時「きつくない？きつか

また、2・3 年生は 1 年生が入学するのを、とても楽しみに
していました。仲良くできて、頼りになる先輩が大勢います。
卒業生が口々に、
「3 年間は、あっという間だった。短かった。」
と言っていました。
私にとって、その短い 3 年間を通して、一人ひとりの、スゴ
イところだったり、良いところだったり、うれしい驚きだった
りと、また、それぞれの成長の過程を間近で見られることが楽

ったら休もう。休んだらまた元気になれるよ。」と、自分のこ
ころに話しかけています。
この時期は特に自分と対話する回数を増やして、
自分のペースで生活できるといいなと思います。

しみでもあります。
今年度も、また楽しみが増えそうです。

こんにちは、沖住です。
今回は哲学について生意気にも語ってみたいと思います。ち
なみに、ここでの哲学は人生訓や信念みたいなものではなく、

私は感動した言葉や体験、写真、絵などをスクラップブック
にしています。この「チャオチャオスクラップ」のコーナーを
使っていくつか紹介します。「チャオ」とはイタリア語で「こ

学問としての哲学です。
私と哲学の出会いは高校１年の時、選択科目を決めるにあた
って行われた説明会でした。初老の先生が突然「このりんごは
何色ですか？そう、赤ですね。では、皆さんの見ている“赤”
と、私の見ている“赤”は同じ色でしょうか？」と語りだしま
した。後で知ることになりますが、これは「クオリア」と呼ば
れる当時流行っていた哲学テーマの一つです。

んにちは」という意味です。タイトル横の私の似顔絵は何年か
前の志成館文化祭で描いてもらったものです。今回は、
「大人」
と「人間」についての言葉を紹介します。東京 03 主演のテレ
ビドラマ「漫画みたいにいかない」のセリフです。「おー」と
いいながら、「なるほど！」と思いました。それは、「ほとん
どの大人は、上手に子どもを𠮟れない、上手に恋愛もできない」。
「ほとんどの人間のアドバイスはテキトーである、ほとんどの

当時の私は、この人は何を言っているのだ？と思いながらも
話を聞き続けました。「仮に私にとっての青が、あなたにとっ

人間は自分のプラン通りに生きてはいない」というセリフです。
人間っていつまでたっても上手にならないし、思い通りに生き
られる訳でもないんだなあと思うと気が楽になりました。私は
何かをする時、「上手になろう」とか「うまくなりたい」と考
える人でした。けどこのセリフを聴いて考えが変わりました。

ての赤だとしても、両者がこのりんごの色を“赤”だと認識し
ている。この認識のズレは誰にもわからない」と先生は続けま
した。私の頭の中には無限の？が湧きましたが、先生が語って
いることはとても重要に違いないという思いだけがありまし
た。そして先生はそのままクオリアについて話し続け、最後に
「こうした疑問をあなたの頭を使って考えるのが哲学です。倫

「上手になるため
でなく、楽しんで人
生を過ごそうと」。

理の授業では…」と続けました。
「なんかよくわからんけど哲学すげー！」となっていた私は
図書館に行き、岩波新書の『プラトン』という本を借りていま
した。長くなるので次回に続きます。
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令和４年度 第２弾は、入学式で熊本校と八代校・人吉キャンパスのそれぞれの代表の生徒が述べてくれた「誓
いの言葉」を紹介したいと思います。どちらも素晴らしい誓いの言葉でした！格好良かったです！！

誓いの言葉

（熊本校

代表）

誓いの言葉 （八代校・人吉キャンパス

暖かな日差しとともに、風に舞う花吹雪が眩し
い今日、私たち十六名は志成館高等学院 熊本キ
ャンパスの一年生として入学式を迎えることがで
きました。
本日は、このような素晴らしい式を行っていた
だき、ありがとうございます。
私たち新入生は、これから始まる高校生活に期待
と不安でいっぱいです。慣れるまではいろいろと
困惑することもあると思いますが、そんな時は先
生方や先輩方のアドバイスを頂きながら、勉強を
はじめ様々なことに自分らしく取り組んでいこう
と思います。
高校生になるということは、大人への第一歩を
歩きはじめることとなります。自分の行動に責任
を持つとともに、本校の教育指針である「志ある
ところ道あり」の下、夢や目標に向かって、ま
た、まだ目標が見つかっていない人は、自分の目
標を見つけるために、これからの三年間、自分ら
しく楽しい充実した高校生活を送りたいと思いま
す。
最後になりましたが、校長先生はじめ諸先生
方、先輩方、そして、中学までの私たちを優しく
見守っていだたいた保護者の皆さま、これから私
たち新入生を温かくご指導くださいますよう、よ
ろしくお願いいたします。

代表）

暖かな春の訪れとともに、私たちは志成館
高等学院に入学します。本日はこのような素
晴らしい式を行っていただき、ありがとうご
ざいます。
私たち新入生は、これから始まる高校生活
に期待と不安でいっぱいです。新しい生活に
慣れるまでは迷ったり悩んだりして、立ち止
まることもあると思います。そんなときは先
生方や先輩方、そして家族のみんなと相談し
ながら、着実に歩みを進めて行きたいと思い
ます。
私たちは、好きなものや嫌いなもの、感じ
方や考え方、これまでの経験・これからの将
来、すべてが一人ひとり違います。私の人生
は私にしか送れません。そんな私の人生を、
もっと私らしく、もっと良いものにするた
め、志成館での高校生活、精一杯楽しんでい
きたいと思います。
ここにいるみんなが、三年後の卒業式を最
高の笑顔で迎えられることを願って「誓いと言
葉」とさせていただきます。

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

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

