
立花高等学校通信 ～めざせ！ハッピーライフ！～ 

パイルアップ  

第１号  

令和 4年４月 7日 

文責 校長 

 

 

 連絡事項   

【来週の予定】              ※オリエンテーション期間は９：３０ホームルーム開始 

日 曜 学年 １ ２ ３ ４ 

11

（月） 

1 年  学年集会 証明写真撮影 

2 年 証明写真撮影 履修登録 

3 年 学年集会 二者面談（単位確認・通常授業の選択） 

支援 Mail 登録 単位確認 

12

（火） 

1 年 校内見学・避難経路確認 発育測定 

2 年 2 年生の主張 
専門委員会・掃除・係決め 

3 年 交通安全講習（避難経路確認） 

支援 ＳＵ説明 履修確認・専門委員決め 

13

（水） 

1 年 分掌部講話 単位について  

2 年 校内レクリエーション 

3 年 発育測定 証明写真撮影・二者面談 

支援 発育測定 証明写真撮影 

14

（木） 

1 年 専門委員・掃除担当決め 履修登録 掲示物作成 

2 年 進路のしおり作成 発育測定 

3 年 履修調整・ワールド選択 修学旅行準備 

支援 散歩 

15

（金） 

1 年  
対面式 

23 支援 対面式準備 

         

※この時期は、頑張る勇気も休む勇気もどちらも大切です。自分のことを決

めるのは自分です。決して無理はせず何をどう頑張るかは自分で良く判断

しましょう。「やらなければならない」ことよりも「何をやりたいか」を大

切にしましょうね。 

 

※ママズカフェは毎日軽食（カレー・豚丼・うどん等）営業します。 

スタートライン 

どんなものであれ、必ず「始まり」があります。例えば、文字を書く動作一つをとって

も、打ち込みの最初の点がなければ線も引けません。線が引けないのであれば当然文

字も書けません。始まり、即ち「スタートライン」は万物にとって大切な瞬間なのです。 

 

2・3年生の皆さんは開講式が、1年生の皆さんには入学式が「スタートライン」にあ

たるのでしょう。期待で胸を弾ませるような気持ちの人がいれば、憂鬱で嫌な気持ちの

人もいたことでしょう。それぞれがそれぞれの気持ちでスタートラインに臨んだことと思

います。そこでちょっとこのスタートラインについて私の考えを話してみますね。 

 

まず言いたいことの一つは、『スタートを切るタイミングもそれぞれでよい』という事で

す。陸上競技ならば、一瞬でも早くスタートを切って他人より早くゴールすることを目指

すのでしょうが、かと言って合図のピストルが鳴ったからと言って絶対にスタートしなけ

ればならないという決まりはないのです。その分ゴールが遅くなるだけの話しです。そも

そも私達の人生は、ゴールの速さを競うものではありません。スタートラインについてい

ても、自分のタイミングがくるのをゆっくり待つのも、全然ありだと思います。 

 

それから二つ目に言いたいこと、それは「スタートラインにつくまでの努力を自分自身

で認めてあげよう」という事です。最初の文字の話に戻りますが、文字を書く前にペン

が必要です。紙もなければ書けませんし、何より「文字を書こう」と自分自身が思う瞬

間から、すでにいくつもの段階を頑張ってクリアしたのちに、ようやく文字を書く瞬間が

訪れるのです。つまり、私達がスタートラインだと感じているその瞬間は、実はとっくにス

タートをしてたくさん努力をしてたどり着いた貴重な瞬間であることに気付いて下さい。 

ここから何かを頑張るために必要なことは、自分が既に頑張っていると気付く事です。 



立花高等学校通信 ～めざせ！ハッピーライフ！～ 

パイルアップ  

第２号  

令和 4年４月１４日 

文責 校長 

 

 

 連絡事項   

【来週の予定】              ※オリエンテーション期間は９：３０ホームルーム開始 

日 曜 学年 １ ２ ３ ４ 

18

（月） 

1 年 ラブアースクリーン 

2 年 しおり読み レディネステスト 

3 年 郊外の清掃活動 

支援 10 時登校 履修確認予備日 避難経路確認等 

19

（火） 

1 年 レクリエーション 

2 年 職場体験に向けて マッチング 

3 年 修学旅行準備 歓迎行事準備 クラス活動 

支援 10 時登校 LHR 

20

（水） 

1 年 

内科検診（2 年生 10 時登校） 2 年 

3 年 

支援 11 時登校 クラス活動・内科検診 

21

（木） 

1 年 描画タイム 交通安全教室 HP の見方 歓迎行事準備 

2 年 18 歳成人について 歓迎行事準備 避難経路確認等々 

3 年 修学旅行準備 クラス活動 

支援 進路学習 

22

（金） 
全学年 

新入生歓迎行事 

（晴天：海の中道海浜公園） 

※保護者の皆様、「新学期が始まって今日は初めて子どもが欠席した」「毎日 

学校に行くと期待していたのに今朝も起きてこない」と不安になったりし 

ておられませんか？子ども達を信じましょう。彼らも様々な想いと戦って 

います。それにもし足が止まったとしても、それがその時の彼らにはきっ 

と大切な時間なのです。不安はいつでも我々に打ち明けて下さいね。 

 

※ママズカフェは毎日軽食を中心に（テイクアウト可）営業してます。 

－×－＝＋ 

最近「よもぎ茶」にはまっています。とは言うものの、最近までは苦手でした。よもぎは

好きなのに、よもぎ茶になるとどうしても口になじまなかったのです。同じように「あずき

茶」も苦手でした。これまた同じようにあずきは好きなのにあずき茶は苦手なのです。 

 

そこで思い立った、と言うわけでもないのですが、大好きなよもぎ団子を食べていて

ふと思ったのです。よもぎ団子がこんなに美味しいのであれば、よもぎ茶とあずき茶を

混ぜ合わせれば、よもぎ団子のような「よもぎあずき茶」ができるのではないか？と。 

 

実際に試してみたら、これが思いのほか大成功でとても気に入りました。そうしてよも

ぎあずき茶を飲み続けているうちに、いつの間にか苦手だったはずのよもぎ茶も飲める

ようになっていたのです。ただただそれだけのばからしい報告なのですが・・・ 

 

人は誰しも、苦手があれば得意もあります。苦手な事を克服することも大切なのでし

ょうが、私は苦手は苦手のままであって良いと思っています。それが私ですし、あなたな

わけですから、苦手を克服してみんなが同じになることに私はあまり意味を感じません。

しかし、自分自身が苦手を克服したいと願うのであれば、意外とこんな方法もあるのか

もしれないなと思ったのです。苦手なよもぎ茶とあずき茶をかけ合わせた発想です。 

 

苦手と苦手をかけ合わせたら得意が出来上がったのです。更に、そこから派生して

かつて苦手だったものがそうでなくなったのは、とても面白い結果だと思いました。あく

までお茶の話ではありますが、考え方として他の何かに役に立つのかもしれません。ま

ぁ実際に何に役に立ちそうかは浮かんできませんが（汗）。要は苦手を克服するきっか

けは意外なところにあるかもしれないという事でしょう。悩みすぎなくても大丈夫かも！ 



立花高等学校通信 ～めざせ！ハッピーライフ！～ 

パイルアップ  

第３号 

令和４年４月２１日 

文責 校長 

 

 

 【来週の予定】                                      ※9:30登校 40分授業                   

日 曜 学年 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ 

25（月） 全学年 月① 月② 月③ 月④ 三者面談 12 年生教科書販売 

26（火） 全学年 火① 火② 火③ 火④ 三者面談  3 年生教科書版売 

27（水） 全学年 水① 水② 水③ 水④ 放課後 

28（木） 全学年 木① 木② 木③ 木④ 放課後 

29（金） 全学年 祝 昭和の日 祝 

 ※26 日 1 年生レントゲン検査・全学年尿検査  

mamas café 来週の日替わりランチ  

25 日（月） 26 日（火） 27（水） 28（木） 29（金） 

とんかつ チキン南蛮 ハンバーグ からあげ 店休日 

 

 【今日のいいね！】 

 

 博多駅で目にした光景です。駐輪禁止と言

う注意書きがあるその目の前に自転車が堂々

と止めてあるのです。私にはこの感覚が理解

できません。心から悲しくなってしまいました。 

 ひょっとしたら、トイレに急いでいらっしゃった

のかもしれない…と、何とか好意的に解釈し

ようとしたのですが、それでも何台も止まって

いる光景を本当に残念に思います。 

 皆さんはどう思いますか？どこに止めようが

その人の自由なのでしょうか？私は基本的に

生徒の皆さんの自由を保障したいと願ってい

ます。それだけに、人としてどうあるべきかは、

自分にしっかり問いかけて欲しいです。これが

平気な君達になって欲しくはありません。 

 

窓 

 校長室から見える立花山の表情が大好きです。同じ山の姿のはずなのに、毎日表

情は変わります。そしてその美しい景色を窓枠越しに見ると、窓枠がまるで絵画を飾

る額縁のようで、目の前の景色が素敵な絵画のように見えてくるのです。 

 

 同じ窓から見える景色で、日々、更に時間帯によっても表情が変わるのです。それ

が窓が変わればなおさらです。同じ立花山でも教室が変わるだけで見え方は全然

違うし、何階の窓から見るかでまったく違う山にもなりますし、そもそも全ての窓から

立花山が見えるわけでもありません。当然ながら反対側の窓からは海は美しくみえ

ても、立花山はまったく見えなくなってしまいます。窓の視界には限界があるのです。 

 

 窓から見える景色は人それぞれ・・・私は常にこのように意識しています。『外を見て

ごらん。お月様がきれいだね』と言うつもりで誰かに声をかけても、その人は言われ

た通りに窓から外を見て、足元に咲くお花に目が向いているのかもしれません。それ

に私が美しいと思うお月様が、その人にとって必ず美しいとも限りません。 

 

 相手も同じだと思い込むことは。お互いにとってあまり良い結果にはならないように

思います。だから、『違う』と言うことを前提にする、そして『違いを知る』ことで、『違い

を受け入れる』ことができるようになっていけば、誰かに傷つけられることも、知らず

知らずのうちに誰かを傷つけてしまことも、なくなることはないにしても少しでも減ら

せるのかもしれません。違う事が当然であれば、いちいちその違いに腹を立てる必要

もなくなるはずです。話が極端すぎますが、私達人間が魚に対して、『なんで水がな

ければ生きていけないんだ！』と問い詰めても話が成立しませんよね。違う事こそが

自然です。自他の違いに肩身の狭い思いも腹立たしい思いも必要ありません。 

 



立花高等学校通信 ～めざせ！ハッピーライフ！～ 

パイルアップ  

第３号 

令和４年４月２８日 

文責 校長 

 

 

 【来週の予定】                                      ※9:30登校 40分授業                   

日 曜 学年 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ 

2（月） 全学年 祝 創立記念日代休 祝 

３（火） 全学年 祝 憲法記念日 祝 

４（水） 全学年 祝 みどりの日 祝 

５（木） 全学年 祝 こどもの日 祝 

６（金） 全学年 金① 金② 金③ 金④ 金⑤ 金⑥ 金⑦ 

７（土） 全学年 木① 木② 水⑤ 水⑥ 3 年生進路説明会 

 ※7 日は授業参観・保護者会総会  

mamas café 来週の日替わりランチ  

6日（金） からあげランチ・100円カレー  7日（土）は軽食販売を行います 

 

 【今日のいいね！】 

 

  

 私は若い頃、「前へ！」と言う言葉に憧れて、

いかなる困難にもひるまずに真正面から挑む

姿勢こそが美しいと自分を励ましていました。

根底の気持ちは今も変わるものではないので

すが、今は「まっすぐ進めなくてもよかよか」と

も思えるようになりました。 

常にエネルギーが満タンであればそれに越

したことはないのでしょうが、エネルギーが尽

きた人をどうして責めることができましょうか。 

 回り道でいいさ♫と言う本校の校歌の歌詞

には、このカードのような気持ちが込められて

いるのだと思います。進めない時は止まれば

良いのです。止まったり曲がったりすることは

前に進むのと同じくらい勇気がいりますよね。 

 

GW 

 立花高校にお世話になって 19年目になる私ですが、それまでの公立中学校教諭

時代に身に着いた「学校の当たり前」を疑ってかかかる日々だったように思います。

私は決して既存の教育を全否定しているのではありません。合理的でない内容は、

大胆に見直すべきだと思っているだけです。それはもちろん、この立花でも同じです。 

 

 授業間には休み時間が存在します。その時間帯をよく学校では「次の授業の準備

時間」と設定し、不必要な行動を認めず、授業時間 1分前から黙想を取り入れたり

しています。私はごく自然な発想として、「休み時間は休みでいいのに」と思えてなり

ません。休むための時間にまで次の段階の動機付けが介入してきたら、それを果た

して休みという事ができるのでしょうか。リフレッシュなしに頑張り続けることを強制さ

れるのは、私は不自然に思えてならないのです。休み時間は休むためにあるのです。 

 

 生産性や効率性は確かに大切ですし、規律や一体感も必要でしょう。しかし、それ

だけに重点を当ててしまうとこうなってしまうのでしょう。私は別に土日祝日を、翌日

からより良い仕事ができるために、と意識して過ごしているわけではありません。家

族や友人たちと過ごす時間はとても心地良く、結果的に休み明けのお仕事に意気

揚々と飛び込むことができます。休み時間をどう過ごそうが、生産性や効率を低下さ

せる要因にはなりません。授業間の休み時間は僅か 10分です。自分なりに心地良

い時間を過ごして欲しいと願います。もちろん先生方にも一息ついて欲しいですし。 

 

 さあ大型連休ですね。弾けたい人は弾けて下さいね。規則正しい生活が好きな人

はそうすれば良いし、ゆっくりしたい人はゆっくりして下さい。連休明けに頑張るため

の連休ではありません。頑張っている自分をうんと癒す素敵な GWを送って下さい！ 

 



立花高等学校通信 ～めざせ！ハッピーライフ！～ 

パイルアップ  

第５号 

令和４年 5月７日 

文責 校長 

 

 

 【来週の予定】                                      ※9:30登校 40分授業                   

日 曜 学年 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ 

 9（月） 全学年 5 月 7 日の代休日 

10（火） 全学年 火① 火② 火③ 火④ 火⑤ 火⑥ 火⑦ 

11（水） 全学年 水① 水② 水③ 水④ 水⑤ 水⑥ 水⑦ 

12（木） 全学年 木① 木② 木③ 木④ 木⑤ 木⑥ 木⑦ 

13（金） 12 年 金① 金② 金③ 金④ 金⑤ 金⑥ 放課後 

※3 年生は 10 日～12 日は修学旅行 13 日は回復日   

mamas café 来週の日替わりランチ  

９日（月） 10 日（火） 11（水） 12（木） 13（金） 

店休日 トンカツ おろしハンバーグ しょうが焼き 
サバの塩焼き 

100円カレー 

 

 【今日のいいね！】 

 

  ママズカフェ博多区役所店がオープンしま

した。新庁舎の開館に伴って、カフェ運営事業

者の公募があり、本校卒業生の就労を支援

するために子会社「パイルアップたちばな」が

選定を受けることができたのです。 

 本校卒業生 3名が「就労継続支援Ａ型」の

福祉サービスを受けてここでの就労をスター

トしました。本校のママカフェで作る毎日生徒

さんが食べているほぼ同じメニューが博多区

役所でも提供されるほか、甘味やドリンク等も

充実させていきます。 

 皆様、博多に足を運ぶ機会がありましたら是

非ママカフェ博多区役所店にどうぞ！記念す

べき第一号のお客様は高島市長さんでした。 

 

感謝 

 母が亡くなるほんの数か月前のお話です。入院中の母が「アイスクリームが食べた

い」とボソッと口にしたのです。「わかった。明日買ってくるね！」と返答し病院を後に

した私でしたが、どうにも心が収まらず近くのコンビニに直行し、アイスを買って病院

に戻りました。一瞬でも「翌日に」と収めようとしたことを今でも後悔しています。 

 

 似たようなことが 50年前にもありました。幼少期共働きの両親を寂しく自宅で待

っていた時の出来事です。一本 30円程度の車売りの団子屋さんが来るのを楽しみ

にしていたのですが。その日に限って小銭が置いてなかったのです。私は泣きながら

母の職場に電話をかけました。するとほんの 20分後ぐらいに、職場を抜け出した母

が団子を持って自宅に飛び込んできたのでした。忘れることができません。 

 

 あの日のお団子と、私が買ってきたアイスクリームは、今でも亡き母と私をしっかりと

つないでいます。ひょっとしたら、これも「愛」のひとつの形なのでしょうか。母の温も

りが心の中に蘇って来て、何とも言えない幸せな気持ちになるのです。「頑張れ」と

言われていないのに頑張る気になるし、「よしよし」とは言われていないのに、励まさ

れている気持ちにもなります。生前は人並みに反抗もした私ですが、いつしか母のた

めにアイスクリームを買いに走るような想いが育っていたのですね。 

 

 感謝はしなければいけないものではありません。するかしないかはその人次第です

し、感謝するのが良い人でできない人が悪い人だというわけではありません。ただし

「当たり前」と思っていては見失ってしまう何かがあることは間違いないと思っていま

す。有ることは当たり前ではないから「有り難い」のです。私は身の回りの全てに心か

ら感謝しています。母のことばかり書きましたが、もちろん父にも感謝しています（笑） 

 


