エントリーNo. 56

山形県立米沢興譲館高等学校

2017 / 4 / 9 Sun. 20:31

3年1組

Ｉ．Ｓ さん（バレー部）

ＩＳです。遅れましたが書かせていただきます。

3 学年通信 9 号 通算 189 号

自分は将来の夢は研究職に就くことです。理数科での経験を通して本
当になりたいと思うようになりました。ですから、第一志望校を東京

2017. 4. 14（金）発行

工業大学と高い所に設定しました。ですが、将来のことを考えると正
直とても不安です。理想と現実を一緒にするのは難しいと思います。

エントリーNo. 53

2017 / 4 / 11 Tue. 22:57

3 年 2 組 Ｏ．Ｋ さん（サッカー部）

でも覚悟を決めてここから頑張ってみようと思います。10 年後、尐

遅れてすいません。2 組ＯＫです。10 年後の私は、仕事にも慣れてきて趣味とかもあって充実した

しでも何かに夢中になっている自分であれたら、そうなっててほしい

生活を送れてればいいなと思います。将来なりたい職業とかもまだ決まってない

ものです。＊理数科台湾研修の写真なのですが「文系生が写り込んでいる！？」という疑惑衝撃の一枚です。君はわかるかな？

ので、大学で見つけたいです。

エントリーNo. 57

2017 / 4 / 7 Fri. 7:48

3年1組

Ｔ．Ｙ さん（ソフテ部）

あとは、できれば結婚もしたいです。そのためには、まず彼女を作ることが必要
なんですけど、今の世の中は 3K（高身長、高学歴、高収入）の男性がモテる（ら
しい）ので、10 年後にそれに近づいてたらいいなと思います。なのでこれから

私の第一志望は東北大学医学部医学科です。
中 2 のとき私は交通事故に遭い、大けがをしました。それから、病院のベッドで寝たきりの日々
が続き、しょーじきもう終わったと思いました。でも、手術を受けて、なんとか元通りに回復する

毎日、牛乳を飲み続けます。
大学受験とか、就職活動とか、いろいろ大変な事もあると思うけど、その中に楽
しさを見つけて納得できる人生にしていきたいです。最後に、今一番 3K が揃ってると思う人の写
真を添付しておきます。こういう人に私はなりたい。（変な意味ではありません）

＊ＯＫさんの言う

「どんな状況でも楽しさや喜びを見出すこと」は、人生を豊かにするキーワードです。まずは与えられた場所で咲くことです。

ことができました。このことから、自分も医者になれば、きっと誰かの役に立てるだろうし、その
ことを通して自分も成長したり、大きな喜びを感じることができると思いました。
大学のことは高校に入ったから考えはじめたけど、あんまりピンとこなくてとりあえずお金のか
かんないとこに入れるようにがんばろうと思ってました。それでも、東北大に行きたいと思ったの
は留学したいからです。英語とか話せればいろんな国の人と仲良くなれて楽しいと思うので、留学

エントリーNo. 54

2017 / 4 / 12

Wed. 21:00

3年2組

Ｍ．Ｓ さん（ＥＳＳ）

遅くなってしまいすみません。3 年 2 組 ＭＳです。私は山形大学医学部医学科に行きます。
そして 10 年後は、がんの知識に特化した臨床医として、この山形県
で働いているはずです。
医師を目指し始めたのは幼いころからですが、明確な理由を持つよう
になったのは高校 2 年生のときに参加した医進塾からです。このと
きに設定した研究テーマが「がん治療」であったことがきっかけで、
医師としてがんを完治させる治療法を確立させたいと思い志しました。また、研究だけでなく直接
患者さんと向き合える臨床医として山形の医療を引っ張っていける人になりたいです。
10 年後といったら 27 歳...。27 歳になっても、今の友人たちと連絡取り合っていたいですね。一生
の友達が一人でも多くいればいいなと思います。
（ちょっと重いかな...？笑）
高校一年生の時の予餞会の写真です。来年は準備しないのか...悲しい...(T-T)
＊ＭＳさんは様々な活動へ積極的に参加してきました。それを通じて得た知識やネットワークは今後必ず活きるハズ！ガンバレ

エントリーNo. 55

2017 / 4 / 10

Mon. 18:32

3 年 3 組 Ａ．Ｓ さん（陸上部）

は絶対したいです。とりあえずこの 1 年で、医者にふさわしい人間に成長できるようにがんばりま
す！（続けて台湾レポートです）僕は、今回初めて外国に行きました。
1 番楽しかったのは、ひこーきに乗ったことです。
2 番目に楽しかったことは、みんなとご飯食べたことと、ご飯がおいしかったことです。
台湾の高校生と交流したけど、何言ってるかわかんなくて、あんまおもしろくなかったです。だか
ら、次会うときには、ちゃんと話せるよーに、英語に慣れときたいです。遅れてスイマセン…。
＊時間がたつと流してしまいそうになります。でもＴＹ君はキチンと謝り提出してくれました。その勇気、私はすごく嬉しい！

エントリーNo. 58

2017 / 4 / 7 Fri. 13:04

3年1組

Ｓ．Ｍ さん（山岳部）

10 年後の自分は、多分高 3 の時になんでもっと頑張らなかったんだろうと後悔してそうなので、
今年一年気合いを入れていきたいです。＊「後悔してそう…」と想定し自ら行動しようとしているＳＭ君。思ったこ
とや、気づいたことは大きな収穫だった！と前向きに考えましょう。白い国の未来はＳＭ君にかかっているゾ。ガンバレ～～！

エントリーNo. 59

2017 / 4 / 6 Thu. 23:05
3年5組

Ｓ．Ｎ さん（新聞文芸部部）

私は１０年後、中学校の先生になっているといいです。生徒と一緒に行事に

10 年後の自分は 27 歳ですが、全く想像がつきません。 まともな仕事に就いている

燃えていたいです。また、２７歳と大人になってるので、お金をためて旅行

といいなぁと思いました。写真は何を載せればいいかわからなかったので、 興譲祭

やライブにたくさん行けるといいです！！

のホラー写真を添付します。＊ＳＮさんは興味深い人です。１年の頃から「タダモノでは無い！」と

＊ＡＳさんが仲間になる日を楽しみにしています。関西キャリア研修の写真です。ＡＳさんはどこ→

睨んでいましたが、私の予想は正解でした。でもね。この写真怖いよ。なんか夜思い出してトイレ行けない！？

エントリーNo. 60

2017 / 4 / 7 Fri. 00:00

3 年 5 組 Ｓ．Ｓ さん（サッカー部）

エントリーNo.63

2017 / 4 /6

Thu. 18:58

3年2組

Ｋ．Ｙ さん（サッカー部）

10 年後と言ったら、27 歳。おじさんですね。どこで何をしているのか、さっぱり想像できないで

10 年後の自分は大学で医工学に関する勉強を終え、自分のやりたいことができる企業に就職して

すが、僕の理想を書こうと思います。僕の好きなことといったらサッカーとマンガ(アニメ)とゲー

日々研究していると思います。研究では失明した人に光や映像を届け、

ムなので、そういうのを仕事にするのは尐し現実的ではないと考えています。僕は国際言語を学び

最終的には視力を回復させるということを目標にしてがんばっている

たいと思っているので、貿易関係の仕事なんかがいいなと最近思います。あまり綺麗な世界ではな

と思います。普段はサッカーをしたり、サッカーを観戦したりするこ

い(社会的な意味で)と思います。特に外交なんかは。でも、僕は知らない人とでも割とすぐに仲良

とを趣味としていると思います。28 歳となると、体力的にも精神的に

くなるので交渉とかもやりたいなぁ、と思うわけです(そのせいで友好関係が「広く、浅く」にな

もピークを過ぎていると思うので、人生に悔いが無いようにと自分の

っていて現在 LINE で会話しているのはモンスト仲間の Y.S くんだけ泣)。日本は食料自給率が低

やりたいことのために何か大きな野望をもち、実行していることだと思います。

く、外国との関係がとても重要な国です。だから外交というのは日本において国家の存亡に関わり

10 年後が楽しみです。＊ＫＹ君の人柄が感じられる文章ですね。流石チームを束ねるキャプテン。10 年後が楽しみです！

ます。日本の発展に尐しでも関わりたいです。
P.S 北朝鮮とかイスラム圏の人はアブナイ、と思っている人も多いと思います。でも本当にアブナ

エントリーNo. 64

2017 / 4 /6

Thu. 18:01

3年1組

Ｋ．Ｒ さん（バスケ部）

イ人はほんの一部です。大部分の人の願いは大抵平和や自由な暮らしだったりするんです。トラン

ＫＲです。十年後の私について、原稿を書かせていただきます。

プ大統領だって、自らの母国を良い方向へ向かわせたいだけなのです(手法はどうかと思いますが

十年後となると、27 歳ですね。その頃には、獣医師になってます。

笑)。ニュースには洗脳性があると思います。ニュースで悪とされたものは社会が悪としてしまう

そして、農業や食に関わる活動、もしくは、会社を作っていると思いま

のです。偏った考え方にはなりたくないので気をつけてニュースは見たいと思います。(何の話笑)

す。祖父や父、叔父がそのような仕事をしているので、自然とそのよう

読んで頂いてありがとうございました。
＊27 歳でおじさんなら 50 の俺は何なんだよ？

なことがしたいと思うようになりました。漠然としていますが、獣医師

あ！今月 26 日で 51 だった！

の資格を活かし、環境にやさしく、人間には美味しいものを届けるなに
エントリーNo. 61

2017 / 4 /6

Thu. 23:30

3 年 3 組 Ｈ．Ａ さん（バレー部）

横山先生からの春課題をいただいた時から「10 年後の私を書こう！」と思っていた私は、４月５
日の朝、同じクラスの WK 君の第一志望宣言を読んで、
「ここで宣言したら、頑張るしかないだろ

かをしていると思います！＊ＫＲさんのパワーは凄い。おそらく「世界の元気な人間ベスト 100 人」に入る位だよね？
Dreams Come True Ⅱ

横山

うなあ」と思いました。それと同時に「学年通信に第一志望を書いてたら、４月から勉強を頑張っ

新年度、学校がバタバタと始まり 1 週間です。
「忙しいからといって心を亡くしてはいけない！」

てのにな」と口に出している自分が頭に浮かびました。提出期限が迫って、「いざ、十年後の私を

と 20 代の頃に先輩から教えられたことを思い出す。あの頃は何を言っているのか解らなかったの

書こう」とした時に、「自分はこのままだと『タラレバ女』になってしまう」と気づきました。話

だけれど今はわかる。バタバタしてイイ仕事はできない。バタバタすると他者への配慮が欠如する。

題になっているからといっても、さすがに「タラレバ女」になりたくありません。「十年後の私」

バタバタすると見えるモノも見えない。バタバタすると事故る？とか。これらは経験から学んだこ

が「理想の十年後の私」に近い人でいてほしいと思いました。そこで私は「第一志望宣言」をしよ

と。決して本やテレビでは教えてくれないこと。つまり「経験することでしか解らないもの」もあ

う思いました。私の第一志望は新潟大学医学部医学科です。合格に向けて勉強を頑張ります。

る。今日（13 日）進路指導室を覗いたら、ある 3 年男子生徒がタッペイ先生と話をしていた。放

前置きが長くなりましたが、お目通しいただきありがとうございました！

課後覗いたら今度は 3 年の女子生徒と話していた。
「2 人は先生が呼んだの？」ってタッペイ先生

＊ＨＡさんは素敵です。だって「横山先生から課題をいただいた…」ですよ。その人の印象は言葉１つで変わる（決まる）もの。

に聞くと「進路相談したいと来てくれたんです」と低い渋い声で教えてくれた。確かに人気あるの

エントリーNo. 62

2017 / 4 /6

Thu. 19:37

3年5組

Ｋ．Ｄ さん（サッカー部）

は理解できる。その声に顔は小栗旬だもの？ 皆にも「私の 10 年後」書いてもらっているけれど、
タッペイ先生の米興 10 年は凄いぜ。
「新採で赴任して担任 2 回して全国最年尐の進路指導課長務め

こんばんはＫＤです。進路第一志望についてですが、私は一橋大学を目指しています。また、経済

て結婚して子供 3 人産んで（それは奥様か？）もっと生もうとしている」のだから。かつ授業好き

学部と商学部を考えています。色々あってこの大学を志望することになったのですが、今ではこの

だし生徒との面談も大好き♡ 若いから皆の気持ちもよくわかる。ある意味、彼は「進路指導日本一」

大学で学びたいという気持ちがとても強くなっています。しかし、今はまだまだ学力が足りていま

だと思う。そんな経験と愛のある人が身近にいるのだから話をしない手は無い。しかし彼も私同様

せん。諦めず勉強し続けて、合格できるよう努力し続けます！将来のこと

清楚な感じが好きなので「先生に面談お願いしたいのですがお時間よろしいですか？」位は言って

が、全然定まってないのですが、大学では留学をして、死ぬまでにたくさ

下さいね。これからの人生、仕事、大学入試、学び etc. それは皆がまだ経験していないことばか

んの国に行くつもりではいます。自分の目で様々なことを見て体感したい

り。わからなくて当たり前。そんなとき経験ある先生方に相談する＆アドバイスを受けるのは最良

です。そんなことができるように、今から頑張ります。これで終わります。

の解決方法だと思う。琴線に触れた君よ、扉を開くことを躊躇うな。進路指導室も職員室も先生方

＊一橋大学の図書館（←）は感動でした。図書館とトイレは「学校の顔」だと思います。

も常に扉は開かれている。その扉を開けるのは、実は「あなた自身の扉を開くこと」なのです。終

