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3年3組

Ｔ．Ｒ さん（音楽部）

私の進路第一志望は東北大学工学部です。
私は将来、生活を省力化できるロボットや機械の開発に携わりたいと考えています。最近は共働き
の家庭が増えて、家事が大きな負担になっているのではないかと思い、
それらがもっと楽になれば良いなと思ったからです。共働きの家庭は
勿論、高齢者の方や家事に慣れていない一人暮らしの人も家事の負担

エントリーNo. 18

2017 / 4 / 6 Thu. 20:45

3年2組

Ｓ．Ｒ さん（陸上部）

ＳＲです。私は京都大学理学部に行きます。そして数学科に入って数学を勉強します。特に解析学
が好きなので解析学について学ぶつもりです。大学院にも行くつもりです。
卒業後は自分で食っていける職について親孝行したいです。10 年後は日本が
おそらくダメになってそうなので（少子高齢化とか国の借金とかで）海外で
暮らしてるかもしんないと思います。個人的にカナダで暮らしたいです、メ
ープルシロップ好きなんで。あと、10 年後には川原吹先生が素晴らしい家庭

を機械に肩代わりしてもらうことで、余暇が生まれて好きなことをす
る時間が増えたり、他の仕事に時間を回すことができたりと、様々な
面で良い影響を与えることが出来ると思います。私は、それらを研究という面から実現に近づけた
いと思い、研究第一主義を掲げている東北大学を志望します。
エントリーNo. 22
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3年2組

＊東北大にはＡＯⅡって入試あるけどどう？

Ｋ．Ｔ さん（陸上部）

ＫＴです。10 年後の自分はめっちゃ努力して今の夢を叶えていると思います。

を持っているはずです。川原吹先生は永遠の 23 歳なので、そこらへんの男は

仕事が大変ですが、毎日が充実していて楽しい日々を送っています。

すぐに落ちるはず？です。婚活頑張ってください、忚援してます！

今年は受験の年なので、猛勉強して第一志望の大学に合格出来るようにがん

＊隆太もついに落ちたか…

ばります。＊来年、サクラ咲く道を笑顔で歩くＫＴ君の姿が想像できるワ。共に頑張りましょう！
エントリーNo. 19
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3年4組

Ｋ．Ｍ さん（卓球部）

私の第一志望は新潟大学人文学部です。私はそこで心理学の勉強をしたいと思っています。FS や
大学講座で心理学の勉強をして興味を持ちました。しかし心理学にも様々
な分野があり、何を学ぶか、またそれをどういう仕事に活かしたいかなど
が決まっていません。これから進路調べをたくさんして決めたいと思いま
す。去年の夏に新潟大にオープンキャンパスに行った時、建物がとても綺
麗でびっくりしました。近くには海や水族館があって、山に囲まれて生き
てきた私にとっては新鮮で、少し興奮しました。新潟に住んでいるところを想像するとワクワクす
るので、勉強を頑張って合格したいと思います。写真は、この春休みに 1 年の時に仲よかった人と
遊んだ時のものです。久しぶりに集まりました。大学生になっても仲良くしてほしいです。
（全く関係ない写真ですみません…）＊新潟大学は卓球強いね。ホッケー部もある。新潟ライフを楽しみにガンバ！
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3年5組

Ｋ．Ｎ さん（卓球部）
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3年5組

Ｓ．Ｈ さん（バド部）

僕はきっと、10 年後は仮面ライダーになって米沢を制圧しているだろうと思いま
す。お前それ面白いと思って書いてんのかとか言われそうなので嘘だということに
しておきます。でも僕は仮面ライダーが大好きです。10 年後にもこれは衰退して
いてほしくありません。10 年後の子供たちも仮面ライダーを楽しめるように、僕
はおもちゃなどの広報を担当し、CM を作ったりなんだりして仮面ライダーを永遠
なるものにしていきたいです。言葉にするにはまだまだな夢ですが、いや、野望で
すが、実現できるように変身だ！！＊40 年前から仮面ライダーは僕らの HIRO。米沢じゃなくて二井宿制覇じゃない？
エントリーNo. 24
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3年2組

Ｓ．Ｙ さん（陸上部）

（画像を貼り忘れたのでもう一度送ります。すいません。）
こんばんは、10 年後の自分について書きます。
10 年後、僕は東南アジアで仕事をしています。その仕事の中身は、まちづくりです。世界、特に

私は将来、公務員や心理関係の仕事に就いて、人の心を支えたり、山形に貢献したいと考えていま

アジアやアフリカの発展途上の国には、僕たちと同じ年齢で、紛争のために

す。そのように思ったきっかけは、最近悩みごとを抱えている人が多く、

銃を持って戦う人や、人の墓で暮らす人、ゴミの山で生活する人などがたく

誰かに相談することができずに解決できないまま生活している人が多い

さんいます。そういう境遇の人たちに、衛生的で、機能的な、下町のような

と感じ、そのような方々のサポートがしたいと思ったからです。心の面か

人の繋がりのある街を作るべくがんばっているはずです。またプライベート

らサポートをすることでより安心して楽しく充実した生活を送ることが

では、老後に暇をもてあそぶようなもったいないことをしないために、多趣

できるようになると思います。東北大学文学部は多様な人間文化に関する

味な男になっていてほしいです。以上です。

知識を幅広く学ぶことができるので、この大学を第一志望大学としました。

＊ＳＹ君は東南アジアが似合いそうですね？ 誰もが幸せに暮らせるような素敵な街を作って下さい。そしたらメール下さい。

＊医学の発展で体の病の多くは克服されています。しかし「心」はどうでしょう。今後とても必要とされる仕事だと思いますよ。

必ず見に行きます（大輔先生と一緒に？）。
「地球市民」という高い志を持っていること嬉しく思います。地球は１つです！？
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3年2組

Ｉ．Ｈ さん（吹研部）
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3年4組

Ｔ．Ａ さん（調理部）

私の第一志望は東北芸術工科大学のデザイン工学部 建築・環境学科です。オープンキャンパスに

今回の学年通信のお題は進路第一志望か 10 年後の自分かというも ので、すごく悩みました。なに

行ってみて、この大学いいなぁと思いました。ペットにやさしい家を設計するの

しろ私には行きたい大学も、 明確な将来の夢もありません。ですが一忚、 10

が夢です。きっかけは 2 匹の犬と暮らしてみたら、部屋が狭くなった、掃除がや

年後の自分について書きたいと思います。私は法律に興味があり、大学では法学

りずらいと感じたのと、犬が年をとって階段に登れなくなった、犬がたまに滑っ

を学びたいと思っています。特に労働法を学び、そして 10 年後、 その知識を活

てコケる、犬が仲悪くてもう一部屋必要になったからです。ペットにやさしい家

かして困っている誰かを助けたいです。劣悪な労働環境で働くことを強いられて
いる、いわゆる社畜？のような人たち………ってコレ とても漠然としてますね

は人間にも暮らしやすいと思います。
10 年後は 27 歳になっています。母が私を産んだ年です。私は多分子供 2 人はまだ産んでないと
思います。設計もしている予定ですが、テレビ見ながら納豆ごはん食べてると思います。納豆ごは
んをもりもり食べて大きくなっています。間取り図を見るのが好きなので、春日部の野原家の間取
り図を貼ります。寝室からトイレが遠くてしんちゃん不便そう…
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3年1組

＊私もしんちゃんと呼ばれていました？

Ｇ．Ｍ さん（卓球部）

横山先生こんばんは！夜分遅くにすみません、理数科のＧＭです。

……。私も夢を持ちたくてさまざまな職業を調べたりしたのですが、 やはりこ
れといってしたいことがありません。 夢や目標を持つことは大切だと耳にタコができるほど聞い
てきて、 頭ではそう分かっているのですが……。 考えれば考えるほど迷路の奥に迷い込んでいく
感じです。でもやはり前記のようなことをするのであれば結構限られてくるのでしょうか。この世
の中たくさんの選択肢があるので、 自分に合ったものがきっとあると思います。それが見つかる
まで、 これからいっぱい悩んでいきたいと思います。＊No.27
エントリーNo. 28

2017 / 4 / 6 Thu. 23:59

ＧＭさん、No.28 ＴＡさんの作品は HP 観てね！

3 年 3 組 Ｓ．Ｋ さん（CSS）

今年もよろしくお願いいたします！ほぼ思いつきで書いているので広い

私は東京学芸大学教育学部中等理科学科に入り将来は理科の教員になります。決意として、生徒が

心で読んでいただければなと思います。

辛い時に寄り添え、様々な解決策を見つけられるような広い視野と、いち早く

10 年後、某副担任の某じろう先生のように結婚とかしてたりするのか

生徒の変化に気づける観察力、思いやりの心を身につけた先生になり、憧れの

なぁなんて考えたりもしましたが（おめでとうございました！結婚式呼

中学の先生を越え、
社会の道から外れることなく自分の生きている意義を見出

んでください！嘘ですすみません）、それは置いといて無事仕事に就けてそれなりに安定していた

せるような人を育て、次の世代へと知識を受け継がせる事です。

ら、そうでなかったとしても小さな頃から好きだったことはずっと趣味でやっているのではないか

10 年後の自分は 27 歳ですね、多分講師から教員として働き始めてすぐの頃ぐ

なと思います。落書き程度で絵を描くことは絶対にやっているはず！上手い下手は関係なく自分の

らいでしょう。まだ書類作業や事務作業に追われる下っ端ってところでしょうか（笑）。家庭はも

好きなものを好きなように描けるって素晴らしいですよね！ただ、顔面大量生産じゃなく、全体を

うあると思います。まだ 20 代だと思うので色々遊んで回っていると思います。その時は生活もド

描けるようになっていて欲しい。想像力大事。そしてペンタブ使いこなしたい。

タバタから安定してくる時だと思うので家族で旅行とかに行けるといいなーと思っています。生活

あと歌うこと、これも頻繁にカラオケとか行ってやっているのではないかなと。家で歌って妹に

が落ち着き始めたら調理師免許の勉強も始めて生きたいと思います。色々書きましたが、私は予定

「うるさい！！」って言われるくらいなので…うるさくならないように善処し

は緻密に立てるけれど結局ぐちゃぐちゃになってしまう人なので何が起こるかは（わから）ないで

ます。ごめんね妹！

す。一つ目標を立てるとするなら、私は今の仲間と大人になっても一緒に飲みにいけたらいいな、

それと演劇はやっていて欲しい…！今は忙しくてなかなか出来ていないので
大学合格したら絶対に演劇サークルに入ります。

って思っています。10 年後の自分はまだはっきりしてはいません。けれど、今を頑張ったらいい
自分になれると思うのでこれから未来に向けてもっと頑張りたいと思います。これが写真になりま

あとは夢色キャスト！！！！10 年後配信してるかは分からないけど配信し

す。最近はけものフレンズにはまっています。人はそれぞれ得意なことが違うことを再確認してく

てたらひたすら走ってそう…今年は受験生なので流石に控えます(妹に託しま

れました。＊２０２０年「東京オリンピック」変わりゆく東京そして一流の競技を間近で見ることは一生の宝モノ。ガンバレ！

す)。
こいつは結局何が言いたいんだって感じになってしまったのでまとめると、自分を何かしらの形
で表現することが小さい頃から好きだったんだなぁということと、夢キャスが大好きだということ
です。へぇ〜。ということで今年の目標は第一志望校に合格すること、想像力と表現力をつけるこ
と、某 M「もねつんの顔特徴なさすぎて似顔絵描けなかった」と言われないようにすること←new!
です。
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3年2組

Ｋ．Ｓ さん（サッカー部）

10 年後の自分は、女優の多部未華子さんのような美しい人と結婚し、ハンバーグを作ってもら
って、子供達と共に笑顔の耐えない幸せな家庭を築いていることと思います。
家族みんなで海外旅行をしたり、自然に囲まれてのキャンプなんかも良いです
ね。という冗談はこれくらいにして、27 歳では多分まだ結婚も出来ていないだ

今年も 1 年よろしくお願いします。読んでいただきありがとうございました。

ろうし、遊び盛りだと思うので、仕事を精一杯しながら親孝行や自分の好きな

写真は愛しの藤村伊織(上杉謙信 ver.)と絵です_(:3 」
∠)_(発狂) すみませんでした。
＊力作ありがと！

ことをする生活を送っていて欲しいです。あと彼女も欲しいです。＊カワイイ→

