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平成 26年度 ４年制大学社会福祉学科卒業 社会福祉士 

４月から地元の社会福祉協議会で働かせていただいております。地元で暮らしていくことが高校の頃

からの夢でもありました。大学で福祉という自分の学びたかったことを思う存分学び、沢山の仲間にも

恵まれました。最高の４年間でした。そんな時間を過ごすことができたのも、多くの人の支えがあった

からだと思います。本当に感謝で一杯です。そして、今度は４年間を支えてくれた皆のために地元に自

分ができることを考え、少しずつ返していけたらと思っています。 

 まだまだ我慢をしている子供はたくさんいると思います。ストレスを抱える大人もたくさんいると思

います。そんな人々の支えになれたらと考えています。一生懸命頑張ります。 

 本当にありがとうございました。 

 

 

平成 26年度 ４年制大学看護学部卒業 看護師 

私は今年大学を卒業し、小学生の頃からの夢だった看護師として関東の病院で働いています。 

 東日本大震災で私は母を亡くしました。津波が来た時、私と母は家にいました。家がばらばらになり、

母とはぐれてしまい、助かったのは私だけでした。津波に流されてる時は、いつ自分が呑み込まれて死

ぬんだろうと、言葉に表せないくらい恐ろしかったです。自然の恐さを身をもって感じました。震災が

起きたのは大学の合格が決まった頃で、母は入学式に参加するのをとても楽しみにしていました。１か

月遅れて入学式があり、その時の黙とうで涙が溢れてきたのを今でも覚えています。 

 いわての学び希望基金のおかげで、勉学に集中でき、無事卒業することができました。たくさんの方々

に支えられて今の自分があると思います。看護師として、今度は自分がたくさんの人々の支えになれる

ように頑張っていきます。そして、いずれは地元の岩手で働くことを考えています。 

 ご支援していただいた寄附者の皆様に心から感謝申し上げます。 

 

 

平成 26年度 高等学校看護科（専攻科課程）卒業 看護師 

長い間ご支援いただき、ありがとうございました。 

 おかげさまで看護師国家試験にも合格し、無事に看護師として働いています。毎日忙しく、日々勉強

勉強で大変だと感じることもありますが、同時にやりがいも感じています。夢だった看護師になって、

こうして働いているのも、支援していただいた皆様のおかげです。 

 本当にありがとうございました。 

 

 

平成 26年度 高等学校卒業 美容師 

おかげさまで無事高校を卒業して就職することができました。 

 震災後、色々ありましたがみなさまのおかげで、学校生活、普段の生活等楽しく過ごす事ができまし

た。 

 みなさまのおかげです。 

 本当にありがとうございました。 

 私も美容師の資格をとれるようがんばります。 
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平成 26年度 高等学校卒業 介護職 

３月に無事に高校を卒業し、就きたい職業に就くことができました。学生の頃は、奨学金をいただい

たおかげで、学業に使う道具などそろえることができました。 

 ４月から社会人としてスタートして２か月、初めてのことばかりでなかなか慣れず、他の職員にも迷

惑をかけることや教わることなどたくさんあり、日々勉強の毎日です。社会人としてやるべきことなど

も知ることもできました。大変な仕事のなかにも、自分で働いて給料をもらうよろこびや嬉しさなども

ありました。 

 これから資格取得に向け、研修や実習など始まるので、もっともっと頑張りたいと思います。 

 

 

平成 26年度 高等学校卒業 サービス業 

私は、高校卒業後紳士服を扱うお店で仕事をしています。まだ、仕事を始めたばかりで職場の方に迷

惑をかけることがありますが、自分なりに一生懸命がんばっています。また、社会人としての責任の重

さや働くことの大変さも実感しているところです。 

 これから、たくさんの試練があるとは思いますが、自分なりに立ち向かって、色々なことに挑戦して

いけたらいいなと思っています。 

 今まで私のためにたくさんご支援いただき、本当にありがとうございました。 

 

 

平成 27年度 高等学校３年在籍中 

私は東日本大震災の時、中学１年生でした。私が住んでいた地域はひどい揺れと大きな津波に襲われ

ました。家は流され、消防団の活動中に父は津波の犠牲になりました。いわての学び希望基奨学金やそ

の他のたくさんの支援によって中学校を無事卒業し、高校に入学することもできました。本当にありが

とうございます。高校での生活も残すところあと１年となり、新たな進路へ向けて頑張っています。 

 震災で父を亡くしたことで、私と母と兄の絆は深まり、家族間の会話も増えました。 

 ご支援していただいた皆様のおかげで、私も兄も自分の進みたい道に進むことができています。今ま

でたくさんの支援をいただいて生きてきたので、これからは支える側になれるように日々頑張っていき

たいと思います。 

 本当にありがとうございました。 

 

 

平成 27年度 高等学校３年在籍中 

奨学金を寄附していただき、ありがとうございます。 

 私は工学部の建築学科のある大学に進学し、将来は建築士になろうと思っています。大学を卒業した

ら被災地の復興に携わりたいし、よりよい町づくりができるようにがんばりたいと思います。そのため

に大学入試で合格できるようにがんばります。 
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平成 27年度 高等学校３年在籍中 

・学校生活で頑張っていること 

 今、特に学校生活で頑張っていることは部活です。部活では、最後の大会である高総体に向けて、

練習に取り組んでいます。キャプテンとしてみんなをうまくまとめられず、思うような練習が出来ず

にたくさん迷惑をかけてきてしまいましたが、大会まで残りわずかの期間、悔いの残らないように練

習に取り組み、高総体に臨みたいです。 

 

・将来の進路目標と現在の取り組み 

 医大医学部の地域枠が第一志望です。進路目標達成に向けて、少しでも多く勉強しようと、朝早く

学校に登校して１時間目が始まるまで勉強し、昼休みの時間も勉強にあてています。また、部活が終

わったあとも学校に残って 20時まで勉強しています。 

 

・支援をくださった方へのメッセージ 

 今まで不自由なく高校生活を送ることができたのは、支援してくださった方のおかげです。そのこ

とを忘れず、これからも充実した高校生活を送り、進路目標達成に向けて努力したいと思います。支

援してくださり、ありがとうございました。 

 

 

平成 27年度 高等学校３年在籍中 

私の学習のためにたくさんの支援をしていただき、大変ありがとうございます。私が大学への進学を

目指し、夢や希望をもって学業に励むことができるのも寄附者様の支援のおかげです。本当にありがと

うございます。 

 私は幼い頃から家電製品を分解することが大好きでした。中学生になってからは、多少の故障であれ

ば修理できるようになりました。高校生となった今は、分解、修理だけでなく自分で何かを設計したい

と思うようになりました。そのために大学でものが動く仕組みを学びたいと思いました。 

 今は進路の実現に向けて日々学業に励んでいます。これからもがんばっていきますので、宜しくお願

いします。 

 

 

平成 27年度 高等学校３年在籍中 

私たちのためにたくさん寄附してくださり、とても感謝しています。 

 私の夢は幼稚園で働くことです。その実現に向け、勉強を頑張っています。 

 また、私は多くの人々に支えられ生活しています。家族や先生、寄附者の方々など決して一人ではこ

こまで生きられなかったです。私も“誰かの役に立ちたい”と思い、ボランティア活動を積極的にして

います。まだまだ思うような活動はできていません。しかし、今後も続けていき、少しでも多く役に立

てたらいいなと思います。 

 

 

 

 



4 / 13 

 

平成 27年度 高等学校３年在籍中 

・学校生活で頑張っていること 

 私が頑張っていることは、勉強と部活の両立です。勉強面では、特に英語と数学に力を入れていま

す。英単語や文法を覚えたり、授業の復習をしたり苦手をなくそうと頑張っています。部活では、私

は吹奏楽部に入っています。パートリーダーとしてパートの後輩に指導しながら最後のコンクールに

向けて毎日音作りを頑張っています。勉強と部活をしっかり両立させて進路を達成できるように頑張

ります。 

 

・将来の進路目標と現在の取り組み 

 私は看護師になりたいと考えているので高校卒業後は看護学部に入学したいと思っています。また、

看護師の資格だけでなく助産師の資格も取りたいです。そのためには、大学に入学しないといけない

ので、今まで以上に勉強に励みたいと思います。 

 

・支援をくださった方へのメッセージ 

 今、私の住んでいる町は少しずつ建物が増え始め、かさ上げが始まっています。まだまだ元通りの

生活とは言えませんが、全国の方々からのご支援のおかげで不自由なく毎日学校に通うことができて

います。全国のみなさんへの感謝の気持ちを忘れずにこれからも勉強や部活を一生懸命頑張りたいと

思います。 

 

 

平成 27年度 高等学校３年在籍中 

奨学金を寄附していただきありがとうございます。 

 高総体が終わり、これから進路達成に向けてがんばっていきます。 

 

 

平成 27年度 高等学校３年在籍中 

この度のいわての学び希望基金の奨学金を支援していただき、ありがとうございます。 

 震災当時、私は中学１年生でした。あの３月１１日のことは今でも覚えています。私と姉は中学校に

いました。そして、地震と津波が町を襲い、私の大切な物や大好きだった町も全て奪い去っていきまし

た。不安でいっぱいの中、私と姉が避難していた高台に母が迎えに来てくれた時は、嬉しさと安心感で

涙がとまりませんでした。そして、父が亡くなったことを知りました。突然の出来事だったけど、それ

以上に私は父の分まで生きたいと思いました。また、生活していく中で、たくさんの支援をいただき、

本当に感謝の気持ちでいっぱいです。そして、今私は高校３年生になりました。４年経った今でも町は

まだまだ復興の真っ最中です。 

 私は将来、看護師になりたいと考えています。人の役に立ちたいという気持ちとたくさんの人が笑顔

になってほしいという気持ちを忘れずに、勉強を頑張っていきたいと思います。また、人と人との繋が

りと出会いを大切に、充実した学校生活を送っていきたいです。 
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平成 27年度 高等学校３年在籍中 

この度は、私に寄附してくださりありがとうございます。 

 私はスピードスケート部に所属しており、大学でもスケートを続けようと思っています。スケートは

お金がかかるので、学費は出せてもスケートはできないだろうと、一度は諦めようと思ったこともあり

ましたが、こういった奨学金があることによって、私はまたスケートを続けようという気持ちになるこ

とができました。寄附者の方がいることで、生活に苦しまず自分のやりたいことができることに心から

感謝致します。誠にありがとうございます。 

 大学合格までの道のりは楽ではないと思います。私は面接が苦手ですが、自分の苦手なことに正面か

ら向かっていかないと、得られるものも得られなくなると思います。だからこそ、何回も練習して失敗

して練習してを繰り返して、合格までの道のりを進んでいきたいと思います。スケートでは、今年の冬

の大会で自分の納得のいく結果を出し、自分に自信をもって大学に進みたいと思います。 

 大学に進んだら、勉強では自分の中にやりがいを見つけ、将来自分がなにをやりたいのかをじっくり

考えます。スケートでは自分に厳しく練習し、本気で打ち込み、何事にもチャレンジ精神で挑んでいき

ます。 

 何卒、よろしくお願い申し上げます。 

 

 

平成 27年度 高等学校３年在籍中 

この度は奨学金を寄附してくださり、ありがとうございました。 

 私は、高校卒業後、大学進学を考えています。大学に進学したならば、社会福祉学について学び、将

来の日本、地元を支えられるような人材になりたいと思います。学校生活では、小学校３年生から続け

てきたバスケットボールも引退し、いよいよ本格的に進路に対して考える時期になりました。進路達成

できるように、今まで以上に勉強に力を入れて、頑張っていきたいです。 

 このように寄附してくださる方々がおり、奨学金を頂けたので、大学進学に対して前向きに考えるこ

とができるようになりました。本当にありがとうございました。 

 私以外にも、奨学金を必要とする人たちがおります。他の人たちも可能な限り奨学金を寄附して頂き、

１人でも多く夢へ挑戦できる後押しをしていただきたいと思います。 

 

 

平成 27年度 高等学校３年在籍中 

私が高校生括で頑張っていることは部活動です。現在、私は女子サッカー部に所属し、キャプテンを

務めています。初心者で入部し、最初の頃はなかなか上達しないため悩んだこともありました。実際、

今でもそれほど上手ではありませんし、キャプテンらしくないかもしれません。しかし、部員たちが協

力してくれ、専門家が不在の中、皆で協力しながら毎日練習に励んでいます。今は高総体へ向け、残り

わずかな日々を後悔しないよう一生懸命練習したいと思っています。 

 また、部活動以外でも学習面など高校生活で多くのことを学んでいます。今後の進路達成に向けて、

今まで学んだことを生かし、これからも頑張っていきたいと思います。 

 本当にありがとうございました。 
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平成 27年度 高等学校３年在籍中 

私は今、進学を目標に日々の部活や勉強を頑張っています。 

 特に部活では、私は硬式野球部に所属しています。もうすぐ最後の大会にあたる夏の大会が始まりま

す。それに向けてチーム一丸となって優勝目指して頑張りたいと思います。 

 また、勉強の面でも部活だけにならず、受験生だという気持ちを忘れないようにしたいです。 

 私の将来の夢はスポーツメーカーに入社することです。理由は、私は震災で被災しました。被災者で

ある私をスポーツメーカーさんが支援して下さっています。そのお世話になっている会社に自分が入社

して、少しでも恩返しができれば良いなと思っているからです。 

 今後はこの２つの事を目標に生活していきたいと思っています。 

 

 

平成 27年度 高等学校３年在籍中 

奨学金の給付ありがとうございます。震災が起きてから今までの間、全国各地からさまざまな支援を

受けてきました。震災が起きてから４年経った今でも、以前と変わらぬ支援をしていただき、本当にあ

りがとうございます。震災があったことで、人々の繋がりや心の温かさをとても感じることができまし

た。食べ物や衣服などがなく苦しい時でも支援があったおかげで苦しい日々を変えることができました。

支援のありがたさを感じました。私たちの学校でも日本国内だけでなく、世界で起きた震災などに対し

て義援金を集めたりするなどの活動を行っています。 

 私は高校卒業後、進学を考えています。進学先の授業料なども支援していただきます。支援を受ける

身として、その支援をしていただいたお金で受けさせてもらっている授業や日々の生活を無駄なものに

せず、一日一日を大切に感謝の気持ちを忘れずに、これからも過ごしていきます。本当にありがとうご

ざいます。 

 

 

平成 27年度 高等学校３年在籍中 

今回は修学旅行の費用を負担していただきありがとうございました。これから試験の検定代や入試勉

強用の参考書代がかかる時期になるので、約 10万円ほどの修学旅行費を負担していただいたのは本当

に助かりました。 

 私は保育の専門学校に進学を考えていて、そのための勉強に励んでいます。残りの数か月、しっかり

と勉強をして希望する学校に合格出来るようにしたいです。 

 残りの学校生活も怪我や事件に気を付けながら、学友と楽しく過ごしていきたいです。 

 今回は誠にありがとうございました。 

 

 

平成 27年度 高等学校３年在籍中 

自分は進学したいと考えており、たくさんのお金が必要です。ですが、奨学金のおかげで大会などの

お金が返還され、とても助かりました。寄附者の人がいるからよりよい学校生活を送れるんだと思いま

す。本当に感謝しています。 
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平成 27年度 高等学校３年在籍中 

私は東日本大震災で自宅が全壊してしまいました。新しく住居を構え、家計が厳しい状況にあります。

また、震災の影響により父の収入も震災前と比べて大きく減少し、経済的にも不安定な状態です。 

 なので、いわての学び希望基金を受給することにしました。この寄附者の方々のお金は、部活動の遠

征費、修学旅行費、教科書代などたくさんの支援をしていただきました。本当に感謝しています。自分

も就職に向けて、毎日の進路活動に集中して取り組みたいと思います。今回、寄附してもらったことを

忘れず、残りの学校生活を怪我、問題行動なく仲間とともに楽しく過ごしていきたいです。 

 

 

平成 27年度 高等学校３年在籍中 

高校３年生になってから早２か月以上が過ぎ、今では就職試験に向けて毎日勉強に励んでおります。

この就職試験というものは決して簡単なものではありません。約３年間やっていた部活も引退し、大好

きなゲームなども自ら禁じています。それも全て試験に合格するためです。今は苦しい時を迎えていま

すが、それを乗り越えればとても充実した達成感が得られると思います。 

 そんな自分が目指している職業は、地方公務員です。生まれてからその町でずっとお世話になってき

ました。そのお世話になってきた分、しっかりと地元に貢献ができるように務めることを目標にしてき

ました。その目標達成のために学校で勉強をしています。その勉強をするために必要な教科書は決して

安いとはいえません。そして、自分の家は何でも買えるほど裕福ではありません。下宿生活をしている

自分にもかなりの痛手でしたが、奨学金を援助してもらったおかげで、かなり負担が減りました。自分

はこの御恩を返すため、絶対に公務員試験に合格してみせます。 

 

 

平成 27年度 高等学校３年在籍中 

この度は修学旅行費を寄附して頂きありがとうございます。 

 私の家は現在、仮設住宅で暮らしています。父母とも震災後、収入が激減することもありました。し

かし、今回の修学旅行費の寄附のおかげで父母の負担を少なくすることができました。修学旅行ではみ

んなと一緒にたくさんの思い出を多く作ることができました。みなさんの寄附金がなかったら、このよ

うな経験をすることができませんでした。おかげで楽しい修学旅行ができました。 

 私は今、就職に向けて資格取得の勉強や就職面接練習を始めようとしています。しっかり勉強して就

職の内定を頂けるように頑張りたいです。そして、たくさん苦労をかけた父母に恩を返せるようにして

いきます。寄附金を提供して下さった方々に感謝いたします。本当にありがとうございました。 

 

 

平成 27年度 高等学校３年在籍中 

私は進学はせず、地元就職を希望しています。震災で家は全壊流出してしまい、今は仮設住まいです

が、数年後には新しい家に入れる予定という事もあり、地元就職したいと考えています。 

 学校では部活と勉強の両立を自分なりに頑張っています。 

 寄附者の方々には本当に感謝しています。私はこの感謝の気持ちを忘れる事なく、これからも何事に

も頑張っていきたいと思います。 

 本当にありがとうございます。 
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平成 27年度 高等学校３年在籍中 

私は今、高校３年生です。将来の事を決めなければならない学年です。 

 私は昔からの夢である保育の仕事に就きたいと考え、専門学校への進学を決めました。家庭の事情も

あり、最初はとても悩みましたが、家族の応援、そして何より寄附者の皆様方から今まで頂いた御恩に

応える為にも精一杯頑張ろうと思い、進学する事にしました。不安な気持ちもありますが、感謝の気持

ちを忘れずに夢に向かって頑張ります。 

 寄附者の皆様、本当にありがとうございました。 

 

 

平成 27年度 高等学校３年在籍中 

私たち高校生の生活を支えていただき、ありがとうございます。私たちは自宅から学校に通う者、寮

で生活をしている者がいます。交通費や寮費もかかります。さらに学校の授業料であったり、教科書の

料金であったり、お金で済まさなければいけないことがたくさんあるなかで、奨学金のおかげでまかな

っている部分はすごく大きいです。 

 私たちが何の不自由もなく暮らしていることは寄附者さんのおかげでありますし、もっと言ったらそ

の寄附者さんを支えてくれている人にも感謝しております。そのようなことをしてくれる人がいるんだ

ということを忘れずにこれからの学校生活、私生活を行動していきます。これからは、進学や就職に向

けてもいいところに入れるよう感謝の気持ちを忘れずにがんばります。 

 

 

平成 27年度 高等学校３年在籍中 

東日本大震災から４年が過ぎました。４年前のあの時はこの先どうなるのかという不安でいっぱいの

毎日でしたが、奨学金を頂いているおかげで毎日ほとんど不自由のない生活を送ることができています。 

 高校生活もどんどん短くなってきていますが、進路実現にむけて勉強などさまざまなことに一所懸命

努力していきたいと思います。 

 残りの高校生活を毎日楽しく過ごしていきたいです。 

 

 

平成 27年度 高等学校３年在籍中 

私は東日本大震災により家が全壊し、被災者となりました。いわての学び希望基金によりたくさんの

ご支援をいただき、深く感謝申し上げます。 

 今では、自分の進路に向けて頑張って勉強しています。ご支援いただいた事を忘れずに、高校を卒業

しても頑張っていきたいと思います。 

 東日本大震災で失ったものも多かったけど、得たものもたくさんあるので、これからの生活に生かし

ていきたいです。 
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平成 27年度 高等学校３年在籍中 

私は大学を目指し日々努力をしています。私が日常生活や毎日学校に通い頑張れることも親や奨学金

のおかげです。少しでもこの感謝の気持ちをあらわせるように必ず大学に合格し、大学では箱根駅伝に

出場して結果を残すことができるよう努力したいです。 

 本当にありがとうございました。 

 

 

平成 27年度 高等学校３年在籍中 

私は東日本大震災で家を失い、転校することになりました。そして、高校進学を考える際に、震災の

被害にもあい、私立への進学は諦めていました。しかし、奨学金のお話しを頂き、念願の高校に入学す

ることができました。 

 私は今、硬式野球部に入り、最後の夏へ向け、日々練習に取り組んでいます。秋、春の全ての大会で

ベンチ入りし、背番号をつけることができました。今まで私立高校で野球を元気に続けてこれたのも、

奨学金を頂き、たくさんの方からの支援があってのものです。本当に感謝しております。残り少ない高

校生活ですが、野球ができること、私立高校に進学できたことの感謝の気持ちを忘れず、生活していき

たいと思います。 

 高校卒業後、私は就職を考えています。自立し、少しでも社会のために活躍できるような 人財とな

れるよう、がんばっていきたいです。そのためにも、高校生活で学んできた礼儀、人付き合い、状況判

断など十分に活用し、立派な社会人になりたいと思います。 

 今回、私に奨学金のご支援、本当にありがとうございました。 

 

 

平成 27年度 高等学校３年在籍中 

いつも私達の生活を支えていただきありがとうございます。高校３年間を過ごすためには、奨学金が

なければ生活出来ません。いろんな面で支えていただいているから、今、私は私立の学校で生活を送れ

ています。家が全壊した私にとって私立とはいけるところではありませんでしたが、寄附金をくださる

人がいるからこそ、今の私があるのだと思います。 

 顔も知らない、話したこともない私に３年間支え続けてくれたことに感謝しています。改めて、人は

支えなしでは生きていけないことを知りました。卒業したら、大学に行こうと思っています。私だけの

力では大学に行くことは出来ないと思います。ですから、また大学生を終えるまでの４年間、お世話に

なるかと思います。その時はまたよろしくお願いします。これから支えられていることを忘れずに、一

生懸命頑張り、感謝の気持ちを忘れません。 

 

 

平成 27年度 高等学校３年在籍中 

私は中学１年生の時に被災をしました。今回奨学金を貰い、すごく色々な方から支えられているんだ

なと思いました。感謝の気持ちを忘れずに、これからも頑張っていこうと思います。いつか恩返しがで

きるように社会貢献をしていきたいです。 
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平成 27年度 高等学校３年在籍中 

今回の震災で自分の自宅は大規模半壊で被災しました。家族は無事でしたが、自主的に高台移転しま

した。しかし、自力再建のため土地開拓整備から家の新築までお金がかかりました。なので、生活面で

の出費が多かったので、いわての学び希望基金のおかげでとても助かりました。 

 特に修学旅行代がとても大きかったので、とても助かりました。おかげで、楽しい修学旅行ができま

した。 

 本当にありがとうございました。 

 

 

平成 27年度 高等学校３年在籍中 

この度は奨学金を寄附していただきありがとうございました。 

 私は父子家庭で育ち、父は去年病気になり仕事ができなくなりました。資金面で大変なときに援助し

て下さったので、とても助かりました。 

 将来は進学して自分の夢を叶えられるように日々頑張っていきたいと思います。そして、私も経済的

な面で大変な子ども達に寄附ができたらなと思います。本当にありがとうございました。 

 

 

平成 27年度 高等学校３年在籍中 

この度は奨学金の寄附、本当にありがとうございます。私は東日本大震災で家を失いました。家族は

今も仮設住宅で暮らしています。私は震災前からこの高校に入学したいと考えていたのですが、あの震

災でただでさえ私立高校はお金がかかるのに、もっと厳しくなってしまいました。それでも両親は受け

入れてくれて、震災関係の奨学金もいただきながらなんとか３年生まで部活動も勉強もやってくること

ができました。本当にこの奨学金の助けがなければ、この高校に３年間通学することができなかったか

もしれませんし、両親にももっと負担がかかっていたと思います。 

 私は卒業後、大学に進学しようと考えています。しかし、私には３人の兄弟がいます。その兄弟の高

校進学とも重なりますし、また奨学金が必要になります。両親にもまた迷惑をかけてしまいます。だか

ら、大学に行くのならしっかりとした目標をもって行かなければいけないと思います。大学４年間、し

っかりとした大学生活を送り、希望する就職先に就職したいと思います。 

 この度は本当にありがとうございました。 

 

 

平成 27年度 高等学校３年在籍中 

まず、高校入学から今日まで奨学金を寄附していただきありがとうございました。私も無事に３年生

まで進級することが出来ました。私は今、高校最後の大会に向けて、日々の練習を一生懸命に取り組ん

でいます。大会ではこの３年間の努力を全て出し、１勝でも多く勝ち進めるよう頑張ります。 

 大会も終われば、進学するための準備が始まります。履歴書の記入、大学のオープンキャンパスに行

き、学校の先生との面接練習をします。履歴書の記入は今までで一番の丁寧な字で書き、オープンキャ

ンパスの時では何か気になった事があれば積極的に質問をしたいです。面接練習は臨機応変に対応した

いです。 

 最後に高校生活もあと約半年になりました。これからも応援よろしくお願いします。 
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平成 27年度 高等学校３年在籍中 

平成２５年度から２年間、奨学金の寄付をして頂き、ありがとうございます。おかげさまで、不自由

なく勉学に、またクラブ活動に集中して取り組むことができています。今年は３年生となり学校生活に

おいてもクラブ活動においても責任ある行動が求められます。そういったときに責任ある行動を自らが

自覚をして行えるようにしていきたいと思います。 

 また、卒業後は大学へ進学しようと考えております。充実した高校生活で学んだ生き方であったり、

取り組み方を活かし、さらに勉学において発展させようと考えております。将来的には教員となり、地

域のために活動する、そのような社会から必要とされる生徒の教育指導をしていきたいと考えておりま

す。 

 そして、残り１年もない高校生活において、いつも奨学金を寄附して下さっているから高校生活に集

中して、取り組むことができていると考え、一日一日に励んでいきたいと思います。 

 

 

平成 27年度 高等学校３年在籍中 

本年で奨学金を頂いて３年目になります。私の家は母の仕事場が全壊し、１年間仕事がない時期もあ

りました。そんな中、高校進学を決めなければならない時期に奨学金をいただき、私の入りたかった私

立高校に入学することができました。入学してからも奨学金があったから高校生活を送ることができま

した。本当に感謝しています。そして、この奨学金に寄附をしていただいた方にも感謝の気持ちでいっ

ぱいです。 

 ４月から３年生になり、進路を決めなければならない時期になりました。現時点では将来、私は私立

高校の教師になりたいと考えています。そこで、野球部の監督を務め、甲子園に行き、私の母校と対戦

するのが夢です。 

 このような夢を持ったのは、この高校に入学、そして野球部に所属したからです。特に野球部のＳ監

督の元で野球をし、生き方、考え方を学び、生活してきたその存在があったからです。このように生活

し、経験をできたのはこの奨学金があったからです。本当に感謝しています。 

 また、将来仕事に就いたらしっかり社会に返すように、今しっかり勉強をし、頑張っていきたいと思

います。 

 

 

平成 27年度 高等学校３年在籍中 

奨学金をいただいて、有意義な学校生活を送ることができました。学校行事である修学旅行にも行く

ことができました。親にはわがまま言って私立に入らせてもらいました。支えがあるから今の自分があ

ると思います。 

 これからの人生、何が起こるかわかりませんが、自分には一つの夢を叶えたいと思います。それは「消

防士」になることです。消防士になることは難しいことだと思いますが、あきらめたくありません。寄

附をしてくださった方々みたいに自分は誰かのために力になりたいと思います。人は支えあって生きて

いくということを改めて実感しました。本当にありがとうございました。 

 最後になりますが、自分にとって最後の高校野球である「夏」。必ず優勝して甲子園に出場したいと

思いますので、応援の方をよろしくお願い致します。 

 ありがとうございました。 
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平成 27年度 高等学校３年在籍中 

はじめに寄附者のみなさんにはとても感謝しております。現在、私がこうやって充実した高校生活を

送ることができているのは、寄附者の方々に支えられているおかげです。 

 高校では部活動、勉強共に頑張っています。私は硬式野球部に所属しています。野球部は寮に入らな

いといけないので、両親の元を離れて暮らしています。親元を離れて暮らしてみて、とても貴重な体験

をすることができています。洗濯や掃除など身の周りのことを自分が初めてやってみて母の苦労だった

り大変さがわかりました。他にも時間の使い方など、上手くできるようになったりと、以前はできなか

った事を高校でできるようになりました。練習は毎日厳しいですが、自分たちは７月から夏の大会が始

まるので、チームが甲子園で日本一になるように頑張っています。 

 勉強も大学へ行きたいと思っているので、一生懸命取り組んでいます。まだ、将来は何に就きたいか

は決まっていませんが、東日本大震災の時、自分がやってもらったように人の事を支えて喜ばせたりす

るような仕事に将来就きたいと思っています。寄附者の方々の支えがあって今、生活を送れているを忘

れず、進学に向けて頑張っていきたいと思います。部活動も頑張りますので、応援よろしくお願いしま

す。 

 

 

平成 27年度 高等学校３年在籍中 

無事３年生への進級することができました。今後、僕は精一杯就職に向けて頑張っていきます！ 

 奨学金、本当にありがとうございます！！ 

 

 

平成 27年度 高等学校３年在籍中 

私は東日本大震災で家が全壊してしまったため、いまだに仮設住宅に住んでいますが、奨学金のおか

げで家庭での負担が少なくてすんでいるので、特にお金で苦労しなくてすみました。 

 高校を卒業したら就職するつもりです。奨学金をくださった人達のためにもしっかり仕事にはげみた

いと思います。 

 奨学金で支えてくださり、ありがとうございました。 

 

 

平成 27年度 高等学校３年在籍中 

おかげさまで毎日充実した学校生活を送っています。 

 私は硬式野球部に所属しています。奨学金が無ければ入学することができないような高校なので、と

ても感謝しています。 

 私はもう高校３年生で最後の大会まで残り１か月を切ってしまいました。昨秋、今春とベンチ入りは

できましたが、最後の大会は厳しい状況となっています。ですが、寄附者の方をはじめ、学校の先生方

や両親などお世話になった方々に恩返しするためにもあと残り少ない期間を大切に全力で取り組みた

いと思います。 

 そして、受験生でもあるので学習面でも手を抜かずにやっていきます。 

 奨学金には本当に感謝していますし、引き続き頑張っていくのでこれからもよろしくお願い致します。 
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平成 27年度 高等学校３年在籍中 

この度は、私のために奨学金という形で支援していただき、ありがとうございました。 

 私は４年前の震災で被災しました。父は漁業を営んでおり、震災で船等の仕事道具や仕事場を失いま

した。そのため、失った道具等を購入しなければならず、出費も多く大変な状況でした。また、私は私

立の高校、兄は専門学校に在学しており、これからも金銭面が厳しくなります。なので、今回奨学金等

を寄附していただけることにとても感謝しています。 

 私は将来、看護師になりたいと考えています。そのために学習に一生懸命取り組みたいと思います。

そして、地元の大きな病院に勤め、多くの人々の命を救い、多くの人々を元気にしてあげたいです。そ

うすることが社会貢献になると考えています。 

 本当にありがとうございました。 


