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武田中学校高等学校
教育後援会・広報委員会

高校3年生の生徒さんにお世話になった先生へメッセージを書いていただきました。
お昼休みに広報委員が取材しましたので、先生方全員のメッセージを集めることが出来なかった

のですが、生徒さんからの感謝の気持ちが込められた熱いメッセージをご紹介します。
また、先生方には、写真撮影にご協力いただきましてありがとうございました。

校長先生へ
集会の時に毎回、若々しい服装で、とても

かわいらしゅうございました。とても好きで
した。
スマホも頑張って覚えて下さいね。

松本教頭先生へ
受験の時、丁寧に勉強を教えて

くださりありがとうございました。
大学生、頑張ります。

事務の先生方へ
３年間ありがとうございました。
私は、忘れ物が多くて最初は「○○です。届いてい

ませんか？」と聞いていたのですが、途中から私を見
るとすぐに分かって笑顔で「あるよ～」と言って渡し
てくれました。
とても気さくで笑顔な先生方のおかげで3年の後半か

ら忘れ物が少しずつ無くなっていきました。本当にお
世話になりました。

養護の矢野下先生へ
私が友人関係でトラブルを起こした時、先生が優しく相

談を受けてくれたお陰で新たな友達もでき、楽しい学校生
活を送ることができました。精神的にまいった時、とても
助かりました。つい泣いてしまいました。最後まで話を聞
いてくださってくれたのでスッキリできました。
卒業後もまた会いに行きます。
本当にありがとうございました。

山崎教頭先生へ
いつも授業で雑談する所

が好きです。
これからも継続してくだ

さい。



小野先生へ
中学の時から６年間ありがとうございました。

中1で担任をしてもらって高校卒業までお世話になりました。

この１年間、3-1のために命を削って毎日、尽くしてもらって本当に

感謝してます。みんな第1志望校に合格して飲みに連れてってくださ
い。

１年生の時しか同じクラスになれませんでしたが、毎日、熱血指導
をしていただいて我々は、こんなにも大きく成長することができまし
た。
卒業したらすぐに小野先生のおごりでご飯に連れてってください。

大道先生へ
物理について教えてくだ

さりありがとうございまし
た。
いつまでもお元気で。

厳しい指導をして頂いたことが、すごく印象に残っています。毎日、下校の際に靴箱の前にど
しっと構えてオーラを出しながら立っていましたよね。
色々な生徒からうざがられながらも厳しい指導を続けていくのは、すごく大変だと思います。

これからもホークスのウインドブレーカーを着て頑張ってください。

山本 信子先生へ
指導を受けた際に社会のルールとして、しっかりと決められた事は守るということを意識して

過ごすことが出来ました。
これからも忘れず警察官として市民の代表となる行動をしていきます。

山本信子先生、悪さしてごめんね。

中学の時、剣道部を辞めるかどうかで大変、迷惑を掛けてしまいました。そして、辞めるこ
とになりましたが、高校で剣道に来てくれると待ってくれていました。
最初は、そこまでやる気が起きませんでしたが、徐々に剣道にも力入れるようになりました。

結果、剣道をやって良かったと思えるようになりました。感謝しています。ありがとうござい
ました。

高校に入って先生とお話しする機会が増え、面接指導の時に相談に乗ってくださったこと、
本当に感謝しています。ありがとうございました。

岡嵜先生へ

愛しているよ♥

大好きだよ！

川手先生へ
１年生から３年生まで同じクラスで

色々迷惑を掛けてしまって問題児でした
が、しっかりと自分と向き合ってくれて
話もしっかり聞いてくれてうれしかった
です。ありがとうございました。

授業がよかったです。

沖先生へ
いつもおもしろい一発

ギャグをしてくださってあ
りがとうございます。
髪型がかっこ良かったで

す。



青木先生へ
かわいい青木先生大好きでーす！！怒られることも多かったけど楽しかった

です♬
古典の授業がとても分かりやすかったです。今まであでありがとうございま

した。
ギャグがおもしろかったです！大阪から帰ってきたらまたはなそ♪
先生のおかげで国語の模試の点数を伸ばすことができました。分からないと

ころを解説だけでなく、勉強法なども教えていただきました。また、廊下など
ですれ違うたびに「調子はどうか？」「テストはどうだったか？」など気にか
けていただき、国語の分かりやすい参考書なども貸していただきありがとうご
ざいました。

森川先生へ

３年間、部活動でお世話になりました。
ありがとうございました。
バスケの事だけでなく、人間性も先生

から学びました。ありがとうございまし
た。卒業したら遊びに行きましょう！

迫先生へ♥
私が今まで出会ってきた先生の中で１番大好きです！！裕美先生と過ごせた思い

出はどれも宝物です。たくさんの笑顔と幸せをありがとうございました♪先生のク
ラスにいれたことを誇りに思って大学でも頑張ります（*^_^*）
いつも英語を分かりやすく教えてくださり、ありがとうございました。
入試の時に１から１０までサポートしてくださってありがとうございまじた。先

生のおかげで合格することができました。他にも英語の勉強を教えてくださったり
など、たくさんお世話になりました。本当にありがとうございました。
文字をきれいにするドリルを買ってきてくださりありがとうございました。この

ドリルで上手くなってこれからに役立てます！

大友先生へ
１年生の時に英語の授業で大変お世話になりました。

楽しかったです。ありがとうございました。

時に厳しい時もありましたが、先生のトレードマーク
であるひげを見るととても元気になりました。
これからもがんばってください。

休場先生へ

ラーメンおごってくれてありが
とうございました。
面接の練習につき合ってくれて

ありがとうございました。

松井先生へ

お世話になりました。
お体に気をつけてお過

ごしください。



中下先生へ❤
受験のメッセージありがとうございました。風邪の時も心配していただ

きありがとうございました。これからも、お体を大切に頑張ってください。
風邪をひいた時も、受験の時も心配ありがとうございました！！先生は

厳しいけど、とてもいい先生でした。２年間お世話になりありがとうござ
いました。
いつも体育や保険の授業が楽しかったです！掃除時間や休憩時間に、た

くさん構ってもらえてもらえて凄く嬉しかったです！！一番大好きです❣
高２の頃から、体育の授業や、保険の授業で、でたくさん相手をしてく

れて嬉しかったです。
自分が物にあたっても、見守ってくれてありがとうございました。
３年間ありがとうございました。悩んでいた時、相談にのっていただい

たこと、本当に感謝しています。お体に気をつけてください。

島原先生へ

ダーイスキ♡
分かりやすい生物の授業ありがと

うございました。また、部活面でも
いろいろと教えてくれて嬉しかった
です。これからもお体に気をつけて
お過ごしください！

杉田先生へ♬

２年の時から、試験週間で数
学を教えてくださり、ありがと
うございました。おかげで赤点
回避できました！またあそびに
いきます。

間瀬先生へ

志望理由から面接まで熱心に指導してくださって、ありがとうござ
いました。先生大好き❤
たくさんのアドバイスありがとうございました。
中２の時、塾でテストを受けることになった時に、数学も教えて

くれてありがとうございました。面接練習でも丁寧に教えてくださ
り、無事志望校に合格することができました！本当にありがとうご
ざいました❣

竹本先生へ

先生は私がダンス部に入るきっかけになった先生です。
武田のOCでの模擬授業をした時の楽しい思いはずっとずっと残ってい
ます。♥
３年間ありがとうございました。先生のおかげで楽しく部活する事

が出来ました。大好きです😊

永井先生へ

３年間楽しく体育の授業をし
て下さりありがとうございまし
た。

サウザー先生へ

いつも楽しい授業ありがとう
ございました。
これからもテレビなどで活躍し
てください。



棚橋先生へ
今までありがとうございました。部活の時厳しいこともありま

したが、先生のおかげで楽しく部活動をすることができました。
受験の時の面接指導ときの面接指導ありがとうございました！

手を振り返して下さるところ好きです。
私先生が1番好きです!!先生が２年間国語の先生で良かったです😊
３年間部活動、そして２年間国語の授業、大変お世話になりま

した。ありがとうございました。

新本先生へ

年齢も近くて、いつも生徒と仲
良く授業も普段も接して下さった
ので、楽しかったです。
２０歳になったら一緒に飲みに行
きたいです。
サッカーの指導ありがとうござ

いました。

山中先生へ
ミキティの数Bめっちゃ楽しかったです。宿題出

さなくてすみませんでした。
大好きなダンス部と、大好きな先生と過ごせた

日々はあっという間だったけれど、本当に充実して
いました。
高校生活の中でも部活の思い出が何よりも宝物です。
先生LOVE♥
３年間ありがとうございました。

部活の時、友達のように接して下さりとても楽し
かったです。時には厳しいこともいわれたけど最後
まで見守ってくれてうれしかったです。
先生大好き♥
私がダンス部を進路を理由に辞めると言った時、

全力で将来のことを応援してくれてうれしかったで
す。
先生に良い結果が報告できるように最後まで全力で
頑張ります。
山中先生ダイスキー♥

栗元先生へ

数学の時間に楽しく教えて
くれてありがとうございまし
た。
私たちが２０歳になったら飲
みに連れて行って下さい。

末永先生へ

３年間ありがとうございました。
美術部は個性的な人達が多い集まり
の場でした。
風景画では的確なアドバイスありが
とうございました。

西田先生へ

３年間ありがとうござい
ました。先生のご指導のお
かげで人間として大きく成
長できたと思います。
お身体に気を付けてくださ
い。



水野先生へ
部活いろいろとありがとうございました。
高校一年生の時に数学を教えてくださりありがとうございました。
それから数学が得意になりました!!本当にありがとうございました。
今までありがとうございました。
部活動のことで色々助けていただきましたが、先生のお陰でバドミントンが

好きになりました。これからも強い部をよろしくお願いします。

東方先生へ

Iloveまみこ！

大窪先生へ
去年いっぱい色々教えて下さり

ありがとうございました。
去年ありがとうございました。

東川先生へ
３年間ありがとうございました。

部活でめいわくをかけることもあったけど、最後は
県大会に出場することができました。今までありが
とうございました。

福岡先生へ
２年間お世話になりました！
きびしく、時にはやさしくおしえ

て下さりありがとうございました。
入試の時は文をたくさん書いてくだ
さりありがとうございます。

三光先生へ
３年間、部活動でお世話になりました。これからも楽しい部活動を作っていっ

てください。
先生のおかげで日本史が大好きになりました。先生のことも大好きです。いつ

か一緒にお寺巡りしましょうね！
いつもお世話になってます。楽しかったですありがとうございました。
とっても面白い授業ありがとうございました。
日本史がある日は楽しかったです。道鏡、アニミズムは一生忘れません。文化

遺産めぐりしましょう!!
部活動では三年間お世話になりました。いろいろ迷惑をおかけしましたがとて

も良くしてくださりありがたかったです。これからも、生徒から親しまれる先生

でいてください。

丸川先生へ

お世話になりました。



木下舎監様へ

毎朝起こしてくれてありがと
うございました。

宇都宮 千春舎監長様へ
中学１年から３年生まであり

がとうございました。

宇都宮舎監長様へ

中学１年から３年生まであり
がとうございました。

ヴァルガス・ヴィジャロボスロニー・ホセ先生へ
ぼくがスペインに行くまえに最低限の会話ができる

ように指導してもらいました。
そのおかげで向こうに行ってからも難なくすごせまし
た。本当にありがとう。
Thank you! adios!

常数先生へ
受験まで、とてもお世話になりました！！先生が、

手伝って下さったおかげで受験対策がしっかりできま
した！感謝です！ありがとうございました～！

進路のことを親身にサポートして頂きありがとうご
ざいます。公民の授業はとても面白かったです。

河口先生へ

地学おもしろすぎでした。
また会いましょう。

山野井先生へ
１年間ありがとうございました。
こんな私でも見捨てず指導してくだ

さる先生がだいすきです。これからも
私のことを忘れないでくださいね。
３年間ありがとうございました。
部活動とても楽しかったです！

道本先生へ
入試の時など色々アドバイスをくださりありがとうござ

いました。
図書委員会では３年間お世話になりました。受験の時に

は志望理由書や面接につき合ってくれてありがとうござい
ます。







第4号発刊です。今回は卒業前特集で、生徒さんにインタビュー！答えてくだ
さった皆様、本当にありがとうございました。手書きのメッセージは先生方へ
直接お渡しします。お手紙書いてもらえてうれしかったです～。（編集者Y）

高２模擬選挙

高２模擬選挙を見学させて頂きました。
各クラス代表の立候補者の生徒さん達は、高校生活を送っている高校生だからこそ思いつくような事を考え、

分かりやすく心に響くような選挙演説をされていました。
投票、開票においては、実際の選挙と錯覚するようなスムーズな進行で、将来、選挙に関わる事が有った時

に期待する事が出来ました。
また、講師の方が話をする時は真剣な眼差しで聞き、来賓の方が弾き語りを披露して下さった時には、笑顔

で手拍子したりと、メリハリのある生徒さん達の姿を見て関心し、とても楽しく見学させて頂きました。
（取材：高１保護者 藤原）


