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2017 / 4 / 25 Tue. 07:09 3 年 1 組

Ｕ．Ｙ さん（吹研）

私は 10 年後､薬の研究をする人になっていると思います｡最初は薬剤師でしたが､人と話すことが
苦手なので研究者になってると思います｡10 年後は誰とでも話せるよ
うになりたいです...
また､青年海外協力隊とか､海外でのボランティア活動に参加してみた
いです｡海外旅行もたくさんしたいです｡特に､ジブリ映画のモデルと
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2017 / 4 / 24 Mon. 12:34

3年5組

Ｓ．Ｋさん（調理科学部）

大変遅くなりました、申し訳ありません。同じ川西なのに（？）届く気配すらないメールを送信す
るのは諦めて古風に手書きで行きます。文系ゆえ。
まず十年後、米津さんは３５歳です。まだ三十代ですね。夢が広がり
ます。ふざけましたが当の私はというと今より少し都会に暮らしてい
るとは思います。その方がきっとなにかと給料が高い。たぶん。いい
条件でほどほどに働いて、趣味に十分お金を使えるくらいの余裕は欲

なった(と言われている)所を巡りたいです｡そういえば宮崎駿さん､ま
た映画を作ってるそうですね｡楽しみです｡あと､エジプトとかペルーに行きたいです｡古代文明に
興味があります(理数科なのに)世界史楽しみだったのにちょっとしかやらないのでとても悲しいで
す｡...はい､理系教科こそ頑張ります｡
写真はカメラロールの上から 10 枚目です｡タタリ神でした｡うわああああ｡タタリ神ってゾンビで
すかね？ゾンビウイルスのモデルになった(と言われている)ウイルスは狂犬病ウイルスらしいです｡
怖いですねぇ...｡

しいです。やりたいことは沢山あるので。そのうちの一つをここで言わせてください。

ここで､宣伝させていただきます(勝手にすみません)

今、行きたい場所というか、会ってみたい子がおりまして。そいつは重要文化財なのですが他の国

5 月 7 日､米沢市民文化会館にて第 53 回定期演奏会を行います｡GW 最終日です｡午前中､ナセ BA

宝やら重要文化財の子たちはどこへでも行くのに、なぜかその子だけ頑なに讃岐は丸亀から出張し

で勉強して午後から音楽鑑賞なんてどうでしょう？劇にあのダブル K が...？2 組のあの子の美しい

ようとしないのです。よほど郷土愛が強く、実家から離れがたいのでしょう。そこが可愛くもあり、

歌声が...？おっと､これ以上のネタバレはやめておきましょう｡百聞は一見に如かず､私がここでい

少し恨めしくもある今日この頃です。頼むから米沢上杉博物館まで来てくれ。ですがもし来なくと

くら説明しても皆さんにはお伝えきれません｡前売り券は当日券よりも 50 円安くなっております｡

もこちらから行きます、いつか必ず会いに行きます。

お買い得ですよ｡是非､お越しください！長々と失礼しました。＊私も「話をするのが苦手」な時期ありました。

なんてったって、現存する最推しですから。待ってろ●江。

めあて「素の自分を他者に晒せるようになる」こと。大変勇気のいることですか、ＵＹさんもいつか自分の殻を破って下さいね？

という訳で、だいぶ茶化しはしましたが、夢のために勉強を頑張ろうと思います。
手書きにより画像はありませんので、もしお時間があれば横山先生、適当に米津玄師の画像でも貼
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2017 / 4 / 25 Tue. 17:10 3 年 3 組

Ｏ．Ｈ さん（調理科学部）

っていただけると華やかになりますよ。つい最近のショッピングカートに乗っているアー写がおす

3 年 3 組Ｏ．Ｈです。大変遅くなって申し訳ありません。

すめです。＊何度も送ってくれたのに届きません。ほぼ光の速さなのにねエ。もしかして 10 年後の私に送ってはいませんか？

私は今まで「あれになりたい！これにもなりたい！」とたくさん夢をもってきました。ずっとお世
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2017 / 4 / 24 Mon. 20:40 3 年 2 組

Ｍ．Ｓ さん（美術部）

話になってきた歯科衛生士さんと歯医者さんに憧れたり、中学校の修学旅行で間近に見た客室乗務
員に憧れたり、これに書ききれないほどたくさん夢をみてきました。そして今、一番なりたいと思

こんばんは、3 年 2 組のＭＳです。私は 10 年後、こうじろう先生のようにみんなの前で結婚指輪

うのは助産師です。実を言うと最近までのこの仕事の内容を知りませんでした。助産師と書くのだ

を自慢したり、またまた彼のように学年通信で嫁とのなれそめやのろけを言える

から赤ちゃんを取り上げる専門の仕事だと思っていました。しかしちゃんと調べてみると、妊娠・

くらい幸せになりたいです。2 年生のとき面談で川原吹先生に「教員になったら

出産・子育ての様々な場面で女性に寄り添う仕事であ

出会いは無いなら大学のうちに結婚相手を見つけておくんだぞ！！」から始まり

ることを知りました。悩みを抱える女性に少しでも笑

（きっと川原吹先生が歩むべきだった理想の結婚について）沢山ご教授頂いたの

顔になってほしい！そう思いながら 10 年後私は助産

でそれらを参考に川原吹先生の二の舞をふまないように楽しく生きていこうと

師として働いてます！本当にそうなれるように受験

思います。そのためには今自分に出来ることを頑張ります！まずは英語ですかね

勉強をしっかりします。どの仕事もそうだと思います

ぇ…。それから国語に化学…やることがいっぱいで吐きそうでが頑張ります！

が中途半端な知識で仕事については自分を必要とし

最後に 22 日に理数科の C さんと行った『たかはた咲食楽フェスティバル』で

てくれる人に失礼だと思うので、信頼される人になる

出会った横山先生にそっくりのシルバーマン（？）の写真を載せます！

ため、この受験勉強を通して成長したいです。写真は

＊「世界には自分にそっくりな人が 3 人いる」っていうけれど、このシルバーマンは私から見ても他人とは思えません。ちなみ

山形県内のどこかの神社からの景色です。パワースポットらしいです！空気が澄んでいました～。

にもう１人は、韓国の明洞の焼肉屋の店員さんです。会った瞬間にお互い「エッ～！」とか言ったもんね。あと１人はどこかな？

＊これは面白い問題なので大きくしてみました。私はアソコかな、と思うのですが確信が持てません。みなさんわかりますか？
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3年2組

Ｋ．Ｃ

さん（ホッケー部）

私の第一志望は東京大学理科一類です。私はやりたいことがはっきり決

お誕生日おめでとうございます。感謝の気持ちを込めて。すてきな 1 日とすてきな 1 年でありますように。

まっていないので、入ってから学部を選べるこの大学に入りたいと思い

これからもご指導の方よろしくお願い致します。保護者の方より

ました。そして東京に住んで、バイトしたり遊んだりもして充実した生

お誕生日おめでとうございまーす。いつもお世話になっております。

活がしたいです。そのためにもっとたくさん勉強して頑張ります！

横山先生とはご縁があり、お世話になり大変嬉しく思っています。毎日のように発行して頂いている学年通信は私の一番の愛読

＊日本一の大学には日本一たる理由がある。目指せ、学びの日本一！

書ですいつも楽しく拝読させて頂いております。横山先生とは同年代であり同窓生でもあるせいか、笑いのツボも同じような気

2017 / 4 / 26

Wed.

07:19

3年2組

Ｎ．Ｈ

さん（ソフテ部）

がします。私は高校生の頃は同じクラスや部活の人としか話せず、交友関係もとても狭かったのですが、ご縁がある人とはまた
こうして巡り会いお話することができるんだな～と人の人をつなぐ縁の不思議さをしみじみと感じております…。

遅くなってすいません。3 年 2 組 ＮＨです。私は 10 年後、栄養関

これからもいろいろとご迷惑をおかけするかと思いますが、親子共々よろしくお願い致します。保護者

係の仕事をしていて、美味しいものを食べたり、友達と集まって遊

お誕生日おめでとうございます。今年は南東北インターハイ、また最終学年で大変忙しい年ですが、ワイルドで素敵な一年を過

んだりしていると思います！そして、スポーツ観戦も好きなので、

ごして下さい。来年の先生の誕生日は全員が笑って新しい道に進んでいるといいなと思っています。

たくさん試合が観に行けるといいなと思います！

親として出来る限りの応援をしていきますので、一年間よろしくお願いします�保護者

写真は先日行われた WBC に家族で行った時の写真です。

お誕生日おめでとうございます�ステキな一年になりますようにお祈りしております�保護者

＊家族で野球観戦って素敵ですね。高校を卒業すると案外そのような時間は少なくなります。努めて作ることも大切ですね。
誕生日おめでとうございます

大量の朝メールに驚きました！

2017 / 4 / 26 Wed.

00:00 匿名さん

朝早く失礼します。お誕生日おめでとうございます先生には、いつもお世話になっております。
学年通信も、毎回楽しく見ています。こうすう？興数？の写真やコメントも毎回楽しく見ています。子供達への愛情たっぷりの
文章に、ほっこりしています。もう 3 年生。早いですね。数学はどうしたらいいでしょう？本人も、もう、何からやるべきか、

夜遅くにすみません。学年通信のやつはすでに送ったので、これはまったく関係なく、先生個人にお送りさせていただいたもの
です。先生の誕生日なので書いてみました。宜しければお読み下さい。

分からないようです。ネコちゃんに、やられたら来て下い。保護者
横山先生、おはようございます！お誕生日おめでとうございます！横山先生のおかげで私の数学に対する意識が変わりました。

「よしっ」
夜の 23 時。私は明日の準備をしている。東京の出版社に原稿を持ち込むため、朝早くに新幹線に乗るのだ。
あらかた支度を済ませ、部屋の周りを見渡すと、
「うわ、汚い」
色々な所から持っていくものを引っ張り出したため、強盗に入られたかのような惨状が目に広がっていた。
「整理するか……」
これではあまりに酷すぎる。思えば昔から私は整理整頓が得意ではなく、机や鞄の中は壮絶な有り様だった。
ひたすら手を動かしていると、
「あれ、これって……」
散らばった冊子の中から、
『Road to 2018！』という文字が目に入ってきた。
「興数だぁ！！」
興数とは、私が高校生の時に、母校で学年主任の先生が作ってくださった問題集である。私はこれに助けられ、ときに苦しめら
れた。
懐かしい気持ちと共に、高校の思い出が甦ってくる。
表紙の写真を見て小さく笑う。
そう言えば、先生の誕生日、明日だったような……。
メールを送ってみようか。0 時ぴったりに。
覚えているのだろうか、10 年も前に卒業した私を。
少しの緊張と共に、私はスマホのメールアプリを開いた。確かまだ先生のアドレスを保存していたはず…。
あぁ、あった。
ここに自分の志望大学や、10 年後の自分を書いて送ったんだよな。あのとき私は、志望大学を書いた。ひそかに将来の夢を滲ま
せながら。
叶えられるだろうか。まだまだ認められてはいないのに。まだまだ力が足りていないのに。
いや、叶えてみせる。
そう宣言したじゃないか。
時計を見ると、23 時 40 分。充分間に合う。近況報告も入れよう。
そして私は、文字を打ち始めた。
『お誕生日おめでとうございます、横山先生！10 年前に卒業した、〇〇です。
』
さてさて、何から書こうか。この 10 年で起こった、私の事を。
今なら何でも出来そうな、そんな気分だった。
長文すみませんでした。残り１年もないですが、これからもよろしくお願いします！！

少しは数学に自信をもてた気がします。本当にありがとうございます。1 年後、絶対に夢を叶えて先生のお誕生日を祝えるように
がんばります！1 年間、よろしくお願いします！ 生徒から頂きました。
おはようございます。○○です。横山先生、51 回目のお誕生日おめでとうございます。横山先生は、とても教育に熱い先生で、
私が出会った中で、初めての先生です。こども達には慕われ、同僚の先生達にも愛され、もちろん私を含めた保護者からも尊敬
されています。私の好きな言葉は、
「継続は力なり、努力こそ栄光への道」です。真に、先生はその通りの道を歩んで、生徒達に
力を与えています。どうか身体を御自愛頂き、今後ともよろしくお願いします。保護者
お誕生日おめでとうございます横山先生にとって、幸多き素敵な 51 歳？になりますように…。
卒業まで引き続き温かく厳しいご指導をよろしくお願いします。保護者
横山先生お誕生日おめでとうございますいつもピンクのネクタイがとても素敵で似合ってます(^^)学年通信も興数も楽しみにし
ております。充実した毎日を過ごせますように(^^)/ そして、満足の 50 代になりますように願っております(お互い？）保護者
happy birthday 横山先生

先生のご健康と、ご多幸と、ますますのご活躍を!!! メール、便利ですね。今回の企画は○○さんの

発案です。これからも、よろしくお願いします。保護者
横山先生、お誕生日おめでとうございます！毎日お世話になり、あと一年頑張ります。横山先生もお体には気をつけて、まずは
楽しく一年お過ごし下さい！横山先生が元気だと、私たちもがぜんヤル気がでます(｀_´)ゞ

保護者

お誕生日おめでとうございます。毎日本当にありがとうございます。
先生の愛に応えられるよう。○○○家一同頑張ります。保護者
＜結びに＞
実は昨夜、遅い時間まで興数を作っていました。さて帰ろうかと開いたメールは「深夜０時のバースディプレゼント」でした。
彼女はいつも素敵な文章やイラストを書いてくれます。将来「物書きの道で世に尽くす！」という決意を固めたことを嬉しく思
います。彼女と私、どちらが先にメジャーになるか競争ですね？ 本当、多くの激励頂きありがとうございます。また頑張ります！

