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みらいの
僕、私たちへメッセージ

楽しい生活を送っていま
すか?  あきらめそうに
なっても「チャンス」は絶
対にやってくると思いま
す。難しい事があったり
すると思いますが、日々を
しっかりとがんばってくだ
さい。これからも明るく
楽しく目標を持って過ご
してください。

二十歳になった僕は何を
していますか？多分都会
の片隅でラーメンばかり
食べているのでしょう。た
まにはぜいたくにおいし
いステーキを食べましょう。
タバコは体に悪いから
吸ってはいけませんよ。た
まには実家に帰って、友だ
ちと遊びましょうね。　

最近どうよ。元気でやっ
てる。たぶん外国にいる
んで、日本の事忘れてな
いかな。自分の夢を叶え
るために行ったんだか
ら、目標をしっかりと持っ
て頑張ってね。たまには
田舎に帰ってきて、ぶど
うやでお茶しましょう！

毎日忙しそうだな。体に
気をつけて、仕事もほど
ほどにせんとあかんで。
　好きだった車関係の
仕事は面白いですか。毎
日、修理ばっかりやと怒っ
ていませんか。改造車を
作るのにまだ熱中してい
ますか？もしかして車か
ら足あろたんですか？

体育大学はどうですか。
まだ陸上競技やってい
るのでしょうか？たぶん
自分のしたい仕事に向
かって、一生懸命取り組
んでいる事でしょう。未
来の自分は、もっと輝い
ているのでは。これから
も元気に頑張ってくだ
さい。

二十歳になった自分は
美容師になるために、
どこかの美容室につと
めているでしょう。
未来の自分へ、何ごと
にもくじけず、明るい笑
顔で頑張ってください。
さらに明るい未来が
待っている。

「10年後の自分」
10年後の自分は、ワー
ルドカップを目指して頑
張っているでしょう！チー
ム日本の若きエースとし
て、華々しくデビューし
て、得点王になるはずで
す。みんなサインは今の
うちにもらっといてや。

「10年後の自分」（超
予想）超エライ大学を
卒業して、海外勤務の
飛行機の中で、好きな
ランチを食べているで
しょう。
景色はサイコー、気分
は上々。みんな元気に
やっているか！オレは元
気だぜ！

二十歳になったわたし
は、夢だったトリマーに
ちゃんとなっています
か？そして、毎日忙しく
働いて、安定した収入を
もらっていますか。安定
した暮らしをするために、
しっかり勉強をして、頑
張ってくださいね。

二十歳の自分へ
あなたはなりたい自分
になっていますか？それ
とも違う何かを目指して、
違う道を歩んでいます
か？
もし今のことがうまくい
かなくても、あきらめな
いで夢に向かっていって
くださいね。

二十歳のわたし
二十歳のわたしは、どこ
に暮らしているでしょう。
ちゃんと大人になってい
ますか？何の仕事をして
いるでしょう？　色々な
夢を頑張って実現してい
ますか？
きっと元気に、笑っている
でしょう。

10年後の自分は夢だっ
た仕事をしていますか。
勉強は夢に近づくため
に必要です。頑張って
やってください。10年後
夢だった仕事につけなく
ても、きっと他にぴったり
の仕事が見つかるはず
です。あきらめずに、努
力しましょう。ファイト！

二十歳の僕は今どこでなに
をしてるのでしょう。
今僕が目指している医者に
向かって行けていますか？
壁にぶち当たって、負けて
いませんか。もしそうであれ
ば、努力している人を見て、
頑張ってください。誰でも
そんな時はあるはずです。

「十年後の自分」
十年後の自分は、天理
大学の柔道部から機
動隊か兵庫県警に
入って、頑張っている
と思います。犯人を1
日に5人くらい逮捕し
て、柔道部でも活躍し
ていると思います。

「二十才になった私へ」
今何をしていますか。なり
たかった職業についてい
ますか。私のなりたかった
職業は保育士です。先生
になってみんなを笑わせ
ていますか。しっかりと勉
強をしていますか。勉強を
しっかりとして幸せにくら
してください。

二十才になったぼくは、
プロ野球選手になってい
たいです。その世界で活
やくするために、少しでも
うまくなるために毎日練
習をして、若くてもレギュ
ラーを取るという、力強い
気持ちを持ち練習をして
いってください。

二十歳になったわたしは、
自分がなりたい仕事に
ついているか、今なりた
い演劇関係の仕事を仕
事をしていると思います。
そのためにスクールに
かよいながらアルバイト
をしているかもしれませ
ん。人に優しくを忘れず
に頑張ってください。

未来のわたしへ
ずっとなりたかったパテ
シェについていますか。
それとも海外の店で勉
強中ですか？あとちゃん
とやせて、かわいくなっ
ていますか。恋人はいま
すか？これからもおいし
いケーキを作ってくださ
いね。

二十歳になった自分は何
をしていますか？
ちゃんといい大人になっ
ていますか？小さい頃か
ら、なりたかった水族館の
飼育員になれてますか。
もしかして動物園の飼育
員になっているかもしれ
ません。とにかく今を一生
懸命頑張ってください。

二十歳になったわたし
は、たぶん栄養士の資
格を取るために、専門
学校か大学で勉強して
いるねではないでしょう
か。未来の自分へ、何ご
とにもくじけず、頑張っ
てください。応援してい
ます。

二十歳になった自分へ
あなたは今つきたい仕
事についていますか。そ
れとも全く違う道を進ん
でいるのでしょうか。もし
何事にもうまくいかな
かったら、あきらめずに、
夢がかなうまで、頑張っ
てください。

二十歳の僕へ
健康に暮らしていますか。
遅刻はなおりましたか？
一人で暮らしているのです
か？アルバイトはしていま
すか？今、どこで何をして
いるのでしょう。友だちと
は今もよく会っているので
しょうか？ずっと仲良くした
いです。

十年後の自分
元気にしていますか？バ
イクは乗っていますか？
友だちとツーリングに
いってますか？
安全運転してますか。
スピード出しすぎはダ
メですよ。おまわりさん
に、怒られます。

10年後の自分へ
お元気ですか？今、大
学へ行っていますか？
目標は変わっていませ
んか。楽しみはなんで
すか？もうそろそろ卒
業かもしれません。就
職はどうしますか。と
にかく元気に頑張って
ください。

二十歳の君に 拝啓、お元
気ですか？
ずいぶんたちましたね。中
学、高校、大学と元気にし
ていましたか？昔の友だち
は今も仲良しですか。
友だちには会っていますか。
たぶん大学生活を送って
いるんでしょうね。頑張っ
てくださいね。

二十歳になった自分へ
小6の現在、僕は小説家
を目指して働いている二
十歳の自分を夢見ていま
す。東京の神田町にある、
古本屋さんでアルバイト
しながら、小説を書いて
いるのではないでしょう
か。頑張ってるかい？

二十歳になった未来の
自分は、卒業式にいっ
た夢に向かって頑張っ
て、幸せに暮らしている
と思います。二十歳に
なっても、新しい夢に向
かって前向きに努力し
ていってほしいと思いま
す。

十年後の自分へ
もっともっと遊びましょ
う。
親から離れて自由です。
ゲーム中どくにならな
いよう、気をつけてね。
まじめにやれー。

十年後のおにいさん
かっこいいおにいさんに
なった僕がいます。
モテてます。芸人になっ
ているようですが、どこ
でどうしているのでしょ

二十歳のわたし
夢に向かって頑張ってい
ますか。
いろんなことを経験して、
大人になっていく私。
夢も変わっているかもし
れないけれど、いつも笑
顔のわたしでいたい。

十年後の自分へ
十年後の自分、今私は何
をしていますか？前から
なりたかった栄養士の資
格は取れましたか。夢は
かなえていますか。今は
あわてんぼうですが、十
年後はどうですか。何ご
とにもあきらめずに頑
張ってください。

未来のわたしは、小学生
の頃から夢だった保育士
になっていると思います。
たくさんの子どもたちに
囲まれて楽しく過ごして
いるようです。これから
も夢を持って生きていっ
てください。

10年後の自分へ
元気ですか。きちんと社会
のルールを守っています
か？今、何の仕事をしていま
すか？　今、僕は卓球が大
好きです。10年後は大会に
出ていますか。調子はどう
ですか？球は早くなりました
か。フットワークは軽快です
か。かつやくを祈ります。


