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こんばんは。娘はさておきまして、自分の宣言を 3 つ。
英語で毎日 2 行日記を書く。
パラグライダー体験をする。
ランを続ける。以上 宣言します。Have a good year
＊早速ありがとうございます。No.1 です。新年で無いが故に「強い信念」を感じます。

新年の抱負Ⅰ

2018 / 1 / 2 Mon. PM12 頃 yokoyama

新年明けましておめでとうございます。というか、私がこのような新年のご挨拶をすることは社会
通念上如何なものかと悩みながら書いています。社会通念とは「人間社会の暗黙の了解事項」だそ
うです。それは「世の中の常識や習慣」という言葉でもいいかもしれません。例えば、正月 2 日か
ら学校に来ることや学年通信を作ることも社会通念に反することかもしれません。そのような「き
まり」は法律には明記されていないものの、私達の社会生活に大きな影響を与えていることに気づ
かされます。思えば私は人生の分岐点において、そのような空気に背くような方向へ舵を切ってき
たような、そんな気がします。それは青春を生きた’ 70~80 年代の空気の影響かもしれないし、自
由に育ててくれた両親の教育の成果かもしれません。ですから中学では野球や剣道が好きなのに吹
奏楽部に入るとか、米興でもトロンボーン好きなのに理工部に入るとか、工学系志望に関わらず生
物＆日本史選択とか。大学 4 年間もお盆と正月には絶対家に帰らないとか。そのような変態的な拘
りが常にあるのです。そのような因果が実を結び、大学 2 年生の息子はこの年末年始は帰省せずに
大晦日深夜「渋谷カウントダウンイベント」の動画を送ってきました（妻へ）。自分らしく人生を
謳歌していることに拍手である。ほんのちょっと前は大学入試だったことを思い出します。共に仙
台に受験に出かけたこと、＊合格通知に意気沈鐘したことや母校となる大学を決めたことも昨日の
ことのようです。その彼も、おそらく（留年しなければ）2 年後には就職を決めて（きっと東京だ
ろうね）働き始めるだろう。帰って来いとは言わないけれど早く結婚して欲しいと思う。それは妻
の唯一の願いのようだから。閑話休題。年末米興で最初に担任をした生徒達の同窓会があった。平
成 19 年度卒であるから 25 か 26 歳の彼ら彼女らである。
今から 10 年前だから私も年とるわけだ。
当時学年主任の石黒先生、同じ担任団のワッチョさんやヤマシーナ先生とも久しぶりに飲んだ。タ
ッペー先生は麗しき淑女達に囲まれてデレデレしていた。こんなに大勢集まり私まで呼んでくれた
ことに感謝である。少し緊張して会場入りしたものの、すぐ「Ｋ君かＭちゃんか」と思い出話に花
が咲いた。共にすごした 3 年間は短くても「濃い」ものだったと実感する。卒業後、皆それぞれに
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今年は Y 山先生には筑波大学の問題を用意して頂いたりなど様々な場面でお世話になりました。ま
た、多くの迷惑もかけてしまい申し訳ありませんでした。こんな不束者の私ですが来年もよろしく
お願い致します。Y 山先生、原稿よろしくお願い致します。
新年の抱負として「自信を持って試験に臨めるような勉強をする」ということを掲げたいと思いま
す。来年 2018 年は自分達にとっては「勝負の年」であり、不安や期待など様々な思いを抱えて勉
強していかなければならない時期であります。しかし試験というものは年によって難易度の差もあ
ることですし、当日自分の実力を最大限に発揮できるかどうかは実際にやってみてではないと分か
りません。ですので、私としては先生方も仰る通り、当日までに「今までこんなに自分は勉強して
きたじゃないか！俺ならやれるぜ！！」と言えるくらい勉強して、「自信」を持って試験会場に行
くことができればある意味受験勉強において「成功」なのかもしれません。また私は勉強をする中
で「量」もそうですが、今後は勉強の「質」を高めることを重視していきたいと思います。この時
期はいかに正確な知識をきちんと覚えられるかぎ鍵だと思っており、特にセンターに関しては曖昧
な知識や当日の勘ほど頼りないものはありません。最後に頼れるのは自分が培ってきた正しい知識
だと思います。最後に、ある先生から教えもらい、今の私の座右の銘にしている諺を紹介したいと
思います。それは「案ずるより産むが易し」です。簡単に言えば、「あれこれ思い悩んでる暇あっ
たら勉強しろ（合ってますかね？笑）」ってことだと思います。この諺を胸に刻み、勉強に励んで
いきます！！！本当の最後に、将来行きたいと思っているベトナムの都市を２つほど紹介します！
（勉強の息抜きに！？）１つ目はホイアンです。とても雰囲気が好きです。特に写真のような夜に
行ってみたいですね。２つ目は都市ではないですがハロン湾です。写真を見る限りかなりの絶景ポ
イントだと思います。今で言えばとてもインスタ映えしそうですね↑↑２つとも写真を見る限りと
てもいいですが、やはり実際に自分の目で見てきたいですね。（百聞は一見に如かず的な感じで）
将来訪れた暁には Y 山先生に写真送ります！？笑
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＊実は「君」から来ているような気がしてました。早いね！
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人生のドラマがあり今は多くが就職し社会に貢献していることを不思議に思う。私の時計だけが止
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まっていたかのようである。毎日遅刻して授業で寝て怒ってばかりだった彼も、数学ができなくて

米沢興譲館高等学校の 3 年生の皆さん、一 OB です。いよいよ受験ですね。ひとそれぞれ、いろん

辛い思いをさせた彼女も今は立派な社会人しているという。そのように決して「イイ生徒」でなか

な悩みがあるでしょう。受験のあせりもあるでしょう。一 OB から、大学受験直前の、30 年以上

った子ほど思い出が今も鮮明に残っていることも不思議に思う。私は上記のような性格なので、こ

もの後輩諸君に送りたいのは、
「弱い時こそ、最も強い。
」という言葉です。弱い時、大変な時こそ、

のような場面でも「今をどう生きるか」とか「これからが大事」と思うようにしているのだけれど、

人間、最も強いのです。それから、・・・・今後、困ったとき・悩んだ時は、1 年からの学年通信

思い出に浸ることや懐かしく思うこと、昔の人に出遭うことも「人生のビタミン」として必要なサ

（2015 年 4 月 7 日の第１号から）を、ホームページで見てください。この通信には、米沢興譲館

プリメントなのかも、と思ったりした。教員なんだから当たり前だろ！と叱られるかもしれないけ

高校の底に「熱く」流れるものがあります。皆さんの最後の健闘を、遠くより、心よりご祈念申し

れど、そのような生き方をしてきたので仕方無い。社会通念や常識・習慣に安易に流されなかった

上げます。
「弱い時こそ最も強い。」です。頑張って下さい。＊私の大好きな先生からメッセージを頂きました。

からこそ「今も感じる心は敏感」でいられるんだと思う。オッサンはそう思うことにしている。結

ヤ＊＊ンからの「愛」をいつも感じて私も生徒も頑張っています。1 月 13 日朝はブルーノート駐車場にてお待ちしています！？
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2018 年は自立の年にしたいです。まずは受験、第一志望に絶対受かって上京します。

あけましておめでとうございます。夜分遅くに大変申し訳ありません****です。いつもお世話にな

大学生になったらひとり暮らしですが、きちんと生活できるか不安です…笑

っております。久しぶりの学年通信も面白かったです。どんな内容でも構わないと書かれていたの

そして以前から韓国語を勉強してみたかったのでチャレンジしたいです。

で、新年も受験も関係ないのですが、一応タイトルは｢今年の抱負｣です、すみません。

他にもやりたい事がたくさんあるので今から楽しみです。＊君の望み叶え賜え！っていつも祈っています！

よろしくお願いします。以下です。
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第一志望の大学に入る！ご飯をたくさん食べる。＊ゴハンが何より大事。しっかり食べて・寝て・学んで！
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明けましておめでとうございます。私は頑張る、頑張る、と言っておきながら本気で頑張っていな
かったので合格出来るように出来る限りの力を込めて取り組んでいきます！

つい先日、私の大好きなアイドルが所属グループを卒業して芸能界を引退しました。まさか自分の
受験期に推しが卒業するとは思ってもいませんでした。受験は特に関係ないので
すが、しんどかったです。たくさん泣きました。たかがアイドルに何もそこまで、
と思う方がほとんどだとは思いますが、私も横山先生同様に“感情移入過剰型”
なので日々大変です。ここ数ヶ月、冗談抜きで本当に穏やかじゃなかったです。
自分のことよりも他人のことを大切にしてしまうような、強くて優しい女の子で
した。不器用ながらも一生懸命でひたむきな姿は美しくて眩しくて。いつでもニ

今年もどうぞよろしくお願いいたします！！＊皆そうして大人になったんだ。思う気持ちをいつまでも大切に！

コニコ笑っていて、その笑顔に何度救われたことか。最高に素敵なひとでした。
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明けましておめでとうございます。
2018 年の幕開けは、ここ数年（いや、7～8 年？）と同様、家の近くの
神社で迎えております。参拝に来ている...訳ではなく、参拝に来られた
方々にお神酒や甘酒を振る舞う側としてお務め。境内の石灯篭を見ると

言い切る姿はとてもカッコよかったです。最後のコンサートで彼女が最後に口にした言葉は自分の
ことではなく、グループとそこに残していく仲間の未来でした。かなわないなぁ、と思いました。
私なんて毎日毎日後悔ばかりで、くだらないことで舞い上がったり凹んだりするくだらない人間で
す。それでも私は、彼女のように素敵な人間になりたい。そこにいるだけで誰かの心をあたたかく
できるようなひとに、私はなりたいです。こんなに素敵なひとに出会って、そして好きでいられる

「天保」の年号が彫ってあり、江戸時代の人々の暮らしに思いを巡らせたりもしながら、今も昔も、

私はなんて幸せなんだろうと思います。何かをめいっぱい好きでいられるのはきっと、私の日常が

ここの地と住人を守ってくれている鎮守様の、その有難みを意識する。どうか今年は、娘に大きな

平和で平凡だから。そんな平凡な幸せを大切に大切に抱きしめて、これからもずっと同じ気持ちで

ご利益がありますように。そして、これを読んでくれている皆さんにも、大きな大きなご利益があ

いられたらなぁと。私はまだまだファンの域ですが、アイドルオタク、楽しいですよ。おすすめで

りますように。さて、今年のわたしの抱負。3 月に資格試験を受験するので、まずはその試験に合

す。世の中の悲しい出来事に心を痛めながら、私の毎日は滞りなく進んでいきます。誰かの大切な

格すること。それと、本を読むこと...にしようかな。そうです。
「学び」は続くよどこまでもだＺ！

ものを傷つけあわなければ成り立たないこの世界を、くだらないことで笑いあいながら、好きなも

＊きっとメール頂けると楽しみにしていたのだけれど神社からとは予想外でした。私も同じ気持ちです。髪に神に祈りましょう？

のを好きだと叫べる世界に。みんなで幸せになりませんか？そんなことを考えながら 2017 年を見
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今年もどうぞよろしくお願いします。入学したと思ったら、残すところあと 2 ヶ月ほどになりまし

送りました。さよなら。前置きが長くなりました。偉そうなことを言ってみたところで、具体的に
何をすればいいのかはまだ分かりません。2018 年はその答えをマイペースに探しながら、地に足
をつけつつ楽しく過ごしたいです。私らしく、夢とフィクションと綺麗事を愛する心、それから周

た。センター試験も目前。紅白観ている娘を見ながら、焦ってしまうのは親だけ？もしかして余裕

りの方々への感謝を忘れずに。ロマンチストを極めます。ひとまずは、目の前のことに力を尽くす

なのか？イヤイヤそんなはずはない…。受験生、こんなんでいいんでしょうか？と聞きたいところ

所存です。緊褌一番の決意でがんばります！また、数時間後から怒涛の餅ラッシュが始まるのです

です。汗 でもまず、健康で（これ 1 番！）自分なりの歩幅で歩んでくれればいい。と思っている

が、食べすぎて正月太りしないように気をつけたいです…！！最後まで読んでいただきありがとう

ので、変わらず見守っていくつもりです。３年生全員が納得のいく結果で、笑顔で卒業式を迎えて

ございました。以上で現実逃避を終わります。＊現実逃避は大事です。そして今日から「等比数列」頑張れよ？

くれるといいですね！夢に向かってまず一歩、これからも子ども達の応援団として頑張ります。
＊流石「学年通信プラチナ会員」です。不埒なメンバーとは一線を画します？ このような読者に支えられて今年も頑張りマス！

＜結びに＞
沢山の決意＆激励・逃避メールありがとう。まだまだ頂いていますので順次紹介します。実は今日、
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こんばんは。あけましておめでとうございます！今年の抱負を送らせていただきます。
去年は部活と勉強の両立を目標に頑張りましたが、受験勉強は第 1 に力を入れて残りの高校生活を
頑張ります！高校で出逢えた仲間と過ごせるのもあとわずかなので友達と過ごす時間も大事にし

数学詳解作ろうかと思って来たのだけれど通信作ってしまいました。これも一つの逃避です。でも独
り静かな校舎で過ごすって中々無いことなので新鮮です。あと今日は１つイイ事ができました。校舎
の写真を撮る女性がおられたのでお声をかけたところ 20 数年前の卒
業生でした。遠く離れてお仕事されていて米興が懐かしくて…と話さ
れるので校舎内を見学して頂きました。
（あと昨年の卒業生 3 人男も来た）。なので、ちょっと世の

ていきたいです。＊何かのために何かを我慢するとか犠牲するとかでは無いと思う。年末に家族がディズニーランド行った

ためになったイイ気持ちで帰れます。写真は No.2 の彼が送ってくれた「ホイアンとハロン湾」で

けど何にも悔しくない。だって行きたくないもんね？ せっかく縁あって出遭った仲間達。これからも深く濃く付き合ってや！

す。新しい印刷機はこのような写真がヘタクソなのでどうかな。綺麗なのは米興ＨＰで見て下さい。

