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Dreams Come True 38

2018 / 1 / 5（金）に書いている。センター説明会に間に合うか？

新年の抱負、3 年生諸君・保護者・ＯＢＯＧ・米興の旧職員の皆様からたくさん頂きありがとうご
ざいました。No.26 さんで今日昼までに届いたメールは全掲載しました。もし「送ったよ」という
方がおられましたらご連絡お願いします。なお、No.26 さんの高橋一生を「Ｓ田一生」と勘違いし
て「ここで告白とは大胆！」とか「彼、女装綺麗だったからナ」と訳わからないことを妄想したり
していました。今年も私はダメですね。頭を丸めて出直します？（これ以上は無理だよ by 母親）

新年の抱負 エントリー No.25 2018 / 1 / 4

PM 20：08

わたしは頑張りたい時に「夢より素敵な」という曲を聴きます。Raphael というバンドの華月さん
がつくった曲で 彼は当時わたしたちと同い年でした！わたしと同い年のときにメジャーデビュー
を果たし 19 歳で亡くなりました。1990 年代のバンドだから 保護者の方とかで知ってる方いらっ
しゃるかも………？ 10 代とは思えない行動力でやりたいことを次々と実現した華月さんのように
わたしもいろんなことにチャレンジする 1 年にしたいです！◎
とりあえず第一志望に合格すればやりたいことのほとんどはできるようになるので 努力あるのみ
ですね ( ; ＿ ; ) 今年もよろしくお願いいたします。

前号＆前々号は「我が子を託すのは信頼できるアナタ」である先生方にもお配りしました。そのあ
る先生から今日「Ｙ山先生、新年の抱負よかったです。保護者の方がグラウンドに佇む様子や心の
内を明かしてくれた生徒さんのメールを読んで涙が出そうになりました」と嬉しいコメントを頂き
ました。私は自分のことを褒められるのは苦手ですが、私の仲間や好きな人を褒められるのは何よ
りの喜びです。流石 20 年以上のお付き合い？Ｙ山のツボを知ってるねアンタ！と思う。と同時に
そのような「さり気無い気配り」ができる人が私は好きです。これは大変難しいことだと思います。
気配りしないこと、また気配りを押し付けることも簡単です。どちらも「人間味溢れる行為」であ
り身に染みてよくわかります。否定するものでは一切ありません。しかし、気配りを「さり気無く」

一人きりの空 ふと気が付いた 見えないくらい いつも側にいた そう君のこと

するには人間観察や他者理解、経験と良心や義務感？という技術や感性など多様な要素が必要です。

言えない不安に怯える夜も

そして何より、その人が「気配りのできる心持ちであり」かつ「他者への思いに溢れている」こと

僕よりも僕を信じてくれた そう君の声

僕がいることも 笑えることも 一つ一つの小さな奇蹟 君に逢えた事
見えない時でも 信じ合えたから 目を開いて 見せてあげる そう二人の世界
今 夢より素敵な 夢を見せてあげるから… 終わりはしない 二人の Never Ending Love story

の証でもあるのです。ゆえに「人としての魅力のバロメーター」と言えるかも知れません。
このようなことを長々と書くのは、昨日職場の仲間とランチに行ったことがきっかけです（ラーメ
ンをランチというのだろうか？）私は後輩（教え子でもあるけど）に思いつきの失礼な質問をしま

どんな優しさでも 寂しさはかくせないね 寂しさの一つ一つに 僕がいれたら

した。
「職場の女性で誰が一番好き？」と。私は 99% 脳を使わないで話しをするので、実のところ

崩れそうな苦しみも 伝えられぬ夜も 信じてくれたね だから今僕が 癒してあげる

ほとんどがこのような下らない↓ネタばかりなのです。でもその彼は臆することなく「＊＊さんで

今 誰より素敵な僕で君を包むから さあ 始めよう二人だけの物語

す！」と即答しました（＊＊さんは諸君もよく知っている人なので名前は伏せておきますが？）。

そう 何より素敵な場所はここだから… また逢えるよね 誰より素敵な君に

実は、その＊＊さんには私もイイ印象を持っていたのです。一緒に行った＊ッ＊＊先生も「俺も！」

今 夢より素敵な 夢を見せてあげるから… 終わりはしない 二人の Never Ending Love story

と絶賛でした。そして、それから「人の何をイイと感じるのか？」という命題が頭を離れなくなっ

＊３回もメール送ってくれました。リライト・でも載せなくていいです～！ ということでしたが、せっかくの機会なので皆に
Raphael と華月さん、そして「夢より素敵な」という素敵な曲を知ってもらいましょう！と本人を説得して掲載しました。
素敵な人は素敵な曲や歌詞を生み出すものです。学年通信これほど書いても私は華月さんに及びません。でも諦めないから！？

たのです。このようなときの私は変態的に考え続けます。そして深夜ＢＳプレミアム「小樽」特集。
小樽に移住したある方がその理由を「小樽には優しく気配りができる人達が沢山いるのです」と。
そうか気配りか！と＊＊さんを妄想すると、確かに様々な場面で「気配り」をして頂いていました。
気づかないくらいに、いつもさり気無く。つまりは、そのようなことだと確信し安らかに寝ました？
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来週センターだって諸君に「今話す」のもどうかと思うけれど、それこそが本学年通信の精神！だ

遅くなってすみません。提出するか迷ったのですが、みんなのを読んでいて送りたくなったので送

もんね。でもこれからの 1 週間、そして後期試験までの 2 ヶ月余「もっと気配りしろ」と言いたい

ります！私の今年の目標は、自分がなりたい自分になることです。去年だけでなく、その前からず

のではない。むしろ「気配りは無用」です。何より自分のことを最優先に考えていい。人の目なん

っと｢あれがしたい、これがしたい、ああなりたい、こうなりたい｣と思ってばかりいて、思ってい

て気にするな。そんなことより自分への気配りが大切なんだ。そして、もう 1 つだけ気配りをする

るだけで、実行できていないと感じていました。しかし大学生になる今年は、やると決めたことは

のが「学び」だ。今日の学びは必ず来週の試験でも発揮できる。最高に美味しい学びの 1 週間だ。

やる、叶えたいことは叶える、そのための実力をつける、ということを柱としていきたいです。そ

しかし焦ってバタバタした「中途半端な学び」は力にならない。だから学びにこそ気配りをしろ。

れは今からセンター試験までの勉強も、センター試験本番も、大学生になってからも、勉強だけで

１つの言葉・１つの数式・１つの歴史的事実や科学的成果 etc.。その１つ１つに丁寧に語りかけ理

なくあらゆる面で実行します！！

解することに努めよ。見返りを求めずに。そのような気配りが実を結べば、学びの神から「貴方は
．．
イイ人ね！」と愛されるかもしれない。愛されなくとも愛する力は無限。学びに尽くす 1 週間。結

そしてあわよくば、高橋一生に見初められたいです。

平成２９年度 ３学年 「今後の予定」
授

業 →

家庭学習 →

月 / 日 (曜)

2018年1月5日（金）センター試験説明会 配付

授業で学んだことは、その時間内に解決する → 先生にしつこく質問・納得 → 明日に残さない。明日やろうは？
放課後・講習の午後・休日の学習場所を確定し計画的に学ぶ→ 米興・山大・ナセバの時間確認 → 家がベスト！

行事関係

授

業

内

容

な

ど

備考

1

１/

５ (金)

始業式

通常授業 センター試験説明会 → ＺＩＰファイル必要

2

１/

６ (土)

土曜日

第３回 センタートライアル1日目 （希望者）

学校開放７：３０～１６：３０

3

１/

７ (日)

日曜日

第３回 センタートライアル2日目 （希望者）

学校開放７：３０～１６：３０

4

１/

８ (月)

成人の日

学校開放７：３０～１６：３０

5

１/

９ (火)

通常授業 ～１９：３０

6

１/ １０ (水)

通常授業 ～１９：３０

8

１ / １１ (木)

通常授業 ～１９：３０

9

１/ １２ (金)

10

１ / １３ (土)

センター試験1日目

11

１/ １４ (日)

センター試験2日目

12

１/ １５ (月)

13

１ / １６ (火)

予餞会 ～１８：３０

14

１/ １７ (水)

２次講習開始！ ～１８：３０

15

１/ １８ (木)

２次講習 ～１８：３０

16

１/ １９ (金)

２次講習 ～１８：３０

出願校検討会

17

１/ ２０ (土)

土曜日

学校開放７：３０～１６：３０ 小論文模試（希望者）

出願校検討会

18

１/ ２１ (日)

日曜日

学校開放７：３０～１６：３０

19

１/ ２２ (月)

２次講習 ～１８：３０

20

１/ ２３ (火)

２次講習 ～１８：３０

21

１/ ２４ (水)

２次講習 ～１８：３０

22

１/ ２５ (木)

２次講習 ～１８：３０

23

１/ ２６ (金)

２次講習 ～１８：３０

24

１/ ２７ (土)

土曜日

学校開放７：３０～１６：３０

25

１/ ２８ (日)

日曜日

学校開放７：３０～１６：３０

26

１/ ２９ (月)

２次講習 ～１８：３０

27

１/ ３０ (火)

２次講習 ～１８：３０

28

１/ ３１ (水)

２次講習 ～１８：３０

激例会

激例会

午前授業 午後激例会 ～１９：３０

自己採点 ～１８：３０

３年出願面談開始
国公立大の個別(２次)試験出願開始

国公立大の個別(２次)試験出願締切

