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苦境に立つ学生への支援として呼びかけさせていただいた修学支援事業基金に

多くの方々から、多数のご厚意が届きました。 

誠にありがとうございます。 

皆様からのご厚意により、支援を受ける学生から感謝の声が届いております。 

ご覧になってください。 

アルバイト収入減のため非常にありがたいです。大切に使わせて頂きます。 

新型コロナウイルスで厳しい中ありがとうございます。 

本当にありがとうございます。これまで以上に勉学に励みます。 

アルバイトが全くなくなったところなので大変助かります。私もこんなことが出来る人になりたいと思
います。 

宮崎大学 4 年の学部生です。 
支援頂き、ありがとうございます。 
残り 1 年を切りました、健康に気をつけ勉学に励みたいと思います。 
本当にありがとうございます。 

コロナウイルスの影響でアルバイトが減り、生活が大変になった中で、寄付をしてくださりありがとう
ございます。これから卒業論文や就職活動に精一杯取り組みたいと思います。ありがとうございました。 

コロナの影響で生活が厳しくなる中、この寄附金が助けとなりました。 
これからも学生生活、しっかりと精進して参りますのでどうか見守って頂けると幸いです。 
本当にありがとうございました。 

退学しようか考えていたときに救いの手を差し伸べてくださり、ありがとうございます。これからも
日々精進してまいります。 

バイトが出来ない状態で生活が苦しかったので本当にこの度は助かりました。 
支援金寄付して下さった皆様ありがとうございました。 

寄附ありがとうございます。 
今後は今まで以上に勉学に励みたいと思います。 

この度は修学支援金への寄付をしていただき、誠にありがとうございます。寄付していただいた方への
感謝の気持ちを忘れず、九州を世界で有数の国際都市にするという夢を実現させるために精一杯学びた
いと考えています。 

このたびは緊急就学支援金を寄付いただきありがとうございます。私はコロナの影響でアルバイトの収
入が減少しました。そのため、学費が払えない状況にあったのですが、支援金のおかげでなんとか払え
そうです。これからも勉学に励んでいきます。ありがとうございました！ 

今回このような寄付があり、大学の勉強に支障をきたすようなことが軽減しました。 
今回は寄付を受ける側でしたが、このような寄付において少しでもほかの人が負担が軽減することがあ
るということを実感しました。 
次は、このような機会で自分が少し負担が軽減になったんだということを念頭に置き、自分も寄付がで
きるように大学でしっかり勉強したいと思いました。 

今回このような寄付をしてくださり、ありがとうございました。 
アルバイトが少なくなり、親からの仕送りも少なくなり、家計が苦しい時に寄附者の皆様のおかげで本
当に助かります。 
ありがとうございました。 
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このような状況の中、私達に給付の融資を募ってくださいましてありがとうございました。学習を続け
ていくのに困難な状況に置かれていましたが、皆様のおかげで勉学に励むことができます。この恩を忘
れず、日々目標に向かって前進していきたいと思います 
 
皆様のご厚意により学びを続けられることに、心から感謝いたします。 
 
アルバイトがなくなり、部活や課外活動に使っていた財源がなくなってしまったため、非常に助かりま
した。寄付していただいた皆さんの善意に感謝して、自分のスキルアップと地域への貢献が果たせるよ
うに使いたいと思います。 
 
学生だけでなく皆様も大変な思いをされている中、本当にありがとうございます。 
 
ありがとうございました。 
これであと一ヶ月はなんとかなります。 
 
新型コロナウイルスでアルバイトなどが難しく、生活に困っていたので有難いです。 
大切に使わせて頂きます。 
 
支援金を寄付してくださった方々、本当にありがとうございます。皆さんのあたたかい心のおかげで、
今月の食費は削らずに健康に過ごせそうです。本当に感謝しかありません。 
 
アルバイトの収入が無くなり困っていたところを助けてくださり、心から感謝致します。 
今回寄付していただいた方が、「支援してよかった」と思えるようにこれからの勉学に励んでいきたい
と思います。 
 
今回は、私たち学生のために寄付してくださり、誠にありがとうございます。 
給付して頂いたお金は学費の一部として使わせていただきます。 
今後社会人となりこのような事態があったとき、私も支援する側の人間になれるよう心がけます。 
 
本当にありがとうございます。 
収入が大幅に減ってしまっていて大変困っていました。しっかり学業に専念します。 
 
寄付者の皆さん、私たちのために寄付をしていただき、誠にありがとうございます。感謝の気持ちを忘
れずに、これからも学業に専念していきます。本当にありがとうございました。 
 
このご時世、親元を離れ一人暮らしという中で自分自身で勉学を中心に励みながらバイトで働くことも
なかなかできず、生活が少しずつ困難になっていた時にこのような援助をしていただき、非常に助けら
れます。本当に感謝です。改めて、さまざまな人に支えられていると実感いたしました。これからの大
学生活もしっかり充実したものにしなければならない。 
 
私の家族は 5 人家族です、そのうち就学者は 3 人です、コロナのせいでお母さんの給料が半分以下にな
って、学業を続けるのにとても困難な状態の中に、助けいただきありがとうございます、皆さんの助け
があって私は学業を続ける事が出来ました、これから宮崎大学でしっかり勉強し、将来、人々の役に立
ちたいです、恩返ししたいです。本当にありがとうございます！ 
 
親からの仕送りがない中、バイトが減ってしまい、とても困っていたので大変助かりました。本当にあ
りがとうございます。 
 
この度は、宮崎大学修学給付基金という形で、宮崎大学生の支援をしていただき心から感謝を申し上げ
ます。このようなご時世ですが、しっかり自分を見つめ直す機会として、しっかり成長していきたいと
思います。学業に励みます。 
 
コロナの影響で、お世話になっていたバイト先でのバイトも行えなくなってしまいましたので、援助は
すごい助かります。 
ありがとうございます 
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塾のバイトをしているものです。コロナの影響もあってか新しい入塾生がほとんどおらず、給料ほぼ半
額になりました。なのでこの支援金はとてもありがたいです。携帯代と食費にあてます。本当にありが
とうございました。 
 
この度は誠にありがとうございます。 
皆様のお力添えを胸に、今後も勉学に励みます。 
そして、いつか皆様にご恩をお返しできるような医師になります。 
また、将来、再びこのような事態が発生した場合は、未来ある学生さんたちを惜しむことなく支援でき
る皆様のようになるように日々精進して参ります。 
 
この度は修学支援金のご寄付頂き、ありがとうございました。 
アルバイト収入や遠方の両親からの仕送りが減り、生活費や学費の面で不安があり申し込ませて頂きま
した。 
コロナウイルスで皆様も大変な状況である中、本当にありがとうございました。 
今後一層、学業に励んでいく所存です。 
 
皆様の暖かいご支援ありがとうございます。 
これを基に勉学に励むよう努めます。 
 
今回、寄附を頂けましたこと、大変感謝致しております。自分の生活が、沢山の方々に支えられて成り
立っていることを、身をもって感じました。卒業までしっかり勉学に励みます。いつか私も、いざとい
う時に、皆様のように誰かに手を差し伸べられたら、と思います。本当にありがとうございました。 
 
この度は多くの方の善意により支援金を給付して頂けることに大変感謝しています。新型コロナウィル
スの影響で私も含め家族が困っていた為本当に助かります。これから将来の為夢の為に努力を惜しまず
に勉強したいと思います。頂いた支援金は大切に使わせて頂きます。ありがとうございました。 
 
この度は支援金を頂戴いたしましたことに心から感謝申し上げます。僕は自分のために有効に使い、勉
学に励みたいと思います。社会人として自立できるよう今後も努力していきたいと思います。ご支援い
ただいてる方々に重ねてお礼を申し上げます。 
 
補助いただきありがとうございます。 
このお金が無いと食べていけなくなるところだったので嬉しいです。 
 
この度は、私たちのために寄付をしていただきありがとうございます。頂いた寄付には皆様のたくさん
の想い、期待が込められているものだと思っております。その期待や想いに添えるよう勉学に励み、こ
れから皆様へ何かしらの形で還元できるよう精進してまいりますので今後ともよろしくお願い致しま
す。 
 
ありがとうございました。勉学に役立てていきます。 
 
大変助かりました。大切に使わせていただきます。ありがとうございました。 
この度は、給付金を支給してくださり、ありがとうございます。 
コロナウイルスの影響で、アルバイトができず、生活に苦しんでいたため。ほんとに助かりました。 
寄附者の方々のためにも、このお金は大事に使用したいと思います。 
 
現在大変な状況に置かれているのにもかかわらず、寄附をしてくださりありがとうございます。 
大切に使用させていただきます。 
 
コロナウイルスの影響で、皆様も大変な思いをされていると思いますが、今回このような形で我々学生
に寄付していただき、大変ありがたく思います。 
 
勉学のため大切に使わせて頂きます。感謝します。 
 
このたびは新型コロナウイルスについての寄付をいただき、ありがとうございました。寄附金を財源に
より一層学業に励みたいです。本当にありがとうございました。 
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はじめまして 
宮崎大学農学部獣医学科の 1 年生です 
この度は、本当にありがとうございます 
みなさまへの感謝の気持ちを忘れず、みなさまの優しさや期待に応えるためにも一生懸命たくさんのこ
とを学びたいと思います 
本当にありがとうございました 
 
私は病気で留年を何度かしており学生支援機構の奨学金を借りてはいますが苦しい状況でした。
COVID19 でアルバイトを 2つしていたのですがどちらも止まってしまい将来を考えると胸が苦しくなっ
ていました。私は今年卒業予定であり、卒後は宮崎で就職予定です。皆様の恩を胸に頑張りたいと思い
ます。この度は誠にありがとうございます。 
 
この度は、ご寄付いただきまして、誠にありがとうございます。 
新型コロナウイルスの影響で、留学が中止となり、キャンセル料の支払いが発生したり、アルバイトが
出来なかったりと、生活に困窮しておりました。 
支援金をいただきまして、誠に嬉しく思います。 
 
この度は我々学生のためにこのような支援をしていただき有り難う御座います。コロナでバイトなどが
できない分、勉学に励み、新たなことに挑戦していきます。これからも我々学生を宜しくお願い致しま
す。 
 
寄附ありがとうございます。 
大切に使わせていただきます。 
寄附者の皆様のご期待に応えられるように学業に励みます。 
 
本当にありがとうございます。 
皆さんの想いに応えるためにも、卒業論文や就活を今まで以上に気合を入れて頑張っていこうと思いま
す。 
頂いた寄付金は大切に使わせていただきます。 
寄付者の方々もコロナには充分注意し、健康管理を徹底してください。 
本当にありがとうございました。 
 
この度は皆様のご厚志、誠に感謝しております。これを励みに、少しでも多くのことを社会に還元にで
きるよう努力します。本当にありがとうございました。 
 
この度は、新型コロナウイルス感染拡大に伴う修学支援事業基金を行っていただきありがとうございま
す。この支援基金は学生生活を行う上で大切に使わせていただきます。 
バイトの収入が 0 になってしまったので本当に助かります。 
勉学に一層励みます。 
ありがとうございました。 
 
沢山の支援を頂いた結果実家生ですが給付金をいただくことができました。ほんとうにありがとうござ
います。 
 
この度はありがとうございます。これでお金の心配をせずに勉強することができます。 
 
この度は本当にありがとうございました。親の給料が減り不安な日々が続きましたが、安心することが
出来ました。 
 
今回の寄附者の方々に本当に感謝しています。ありがとうございます。 
 
この度はご好意から寄附を頂き誠にありがとうございます．家庭の収入も厳しい状況でしたので非常に
助かります．大事に使用させていただきます． 
 
学びを継続できる機会を与えてもらい、ありがとうございます。私に出来ることはしっかり勉強して、
立派な医療者となって皆さんに還元する事だと思っています。頑張ります。 
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当面の学習について諦めなくても済みそうです。本当にありがとうございました。 
 
私は今回の支援金がなければ本当に修学を諦めなければいけない状況にありました。そのため私が今後
も勉学に励めるのは皆様のおかげです。本当にありがとうございます。今後は今まで以上に努力し、こ
の御恩を忘れることなく、地域や社会への貢献を通し、皆様にお返することを誓います。 
 
奨学金をいただきました。本当にありがとうございました。 
私は大学院に進学を考えており、その入学金を貯めている最中にこの騒動で、家計が火の車となってお
りました。 
まだ安心してというわけにはいきませんが、少し楽になったと思いますので勉学に励みたいと思います。 
有難うございました。 
 
アルバイトの収入が減少していたため、支援金が貰えるのは、本当に助かります。 
支援金は勉学向上のために使わせていただきます。ありがとうございました。 
 
寄附された方々 
このような大金を支給していただき、感謝しています。これで自粛後の希望が見えてきて、気持ちも楽
になりました。これからも自分のやりたい勉学に励んでいきたいと思います。改めて、本当にありがと
うございます。 
 
自分も誰かが困っている時、手を差し伸ばすことができるよう、今を頑張ります！ 
ありがとうございます！！ 
 
ご支援していただいた皆様、本当にありがとうございます。給付金を受け取ることができると決定し、
この先の不安が少し解消して、勉強に集中することができそうです。学生だけでなく多くの方たちが苦
労をしているこの状況が少しでも早く回復するよう、自分にできる努力をこれからも続けていきたいと
思っています。 
 
皆さん、大変な時期にこのように支援していただけることはとてもありがたいです。大切に使わせてい
ただきます。 
善意ある寄付のおかげで生活に少しのゆとりが生まれました心から感謝します。 
寄付していただき、ありがとうございます。皆様のおかげで、困窮した状況の中でも、学び続けること
ができます。 
 
寄附ありがとうございます。頂いた給付金を大切に使用し、勉学に励みます。 
 
今回のコロナ禍に際してご寄付をしてくださり、ありがとうございます。皆さまの善意を忘れることな
く、社会人に成りましたら世界に貢献していきたいと思います。 
 
この度は、緊急修学支援金を寄附していただきありがとうございます。アルバイトの収入がコロナウイ
ルスの影響で減少し、大変困っている所だったので、本当に感謝しています。いただいた支援金は、生
活費や学費等に使わせていただきます。ありがとうございました。 
 
この度、宮崎大学緊急修学支援金を支給していただくことになりました。寄附を行っていただいた宮崎
大学に関わる皆様にお礼を申し上げます。 
私自身の状況としまして、今年は就活・卒業の年でもあり、就活の先行きが不安であることや、学業に
ついて卒業を満たすことができるように実習や卒論の実験が出来るのかに対する不安、アルバイトによ
る収入が減ってしまった不安など多くの不安要素があり、一つでも不安が解消できたらと思い、応募さ
せていただきました。 
この 3 万円の支給は、私にとって凄く大きなものになります。この支援金を頂いた者の一人として、こ
のコロナウイルスを乗り切り、自粛で止まっていた月日を取り返せるように卒業まで精進していきたい
と思います。 
繰り返しにはなりますが、この度は支援金への寄附にご協力いただきまして本当にありがとうございま
した。 
 
バイト無くなって困ってました！ありがとうございます。 
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この度は、善意の寄附をしていただき本当にありがとうございます。人と人とが助け合っているこのよ
うな状況と、宮崎県の方の優しさにとても感動しております。 
この優しさを忘れずにより一層勉学に励んで参りたいです。本当にありがとうございます。 
 
バイトが大幅に減ってしまい、他のバイトを探すにも困難な状況だったのでとても助かりました。スピ
ーディーな対応をして頂けたので無理にバイトを始める必要も無くなりました。ありがとうございます。 
 
アルバイトが 4 月から休止になってしまい、生活費の捻出に苦労していたところでした。 
実家から通っているものの生活費を自分で賄っていたため、今回のご支援は大変ありがたいものであり
ました。 
 
大学で学べることに改めて感謝して勉学に励みます。この度は本当にありがとうございます。 
 
寄附していただきありがとうございました。これからも勉学に励みたいと思います。 
 
新型コロナウイルスの感染拡大で、今後の講義や課外活動への不安が大きくなる中収入も減ってしまい、
収束後もきちんと勉学に励めるのか心配なところがありました。支援金は金銭的にも精神的にも大きな
支えとなりました。本当にありがとうございます。 
 
本当にありがとうございます。とても助かりました。より一層学業に励みたいと思います。 
 
この度は寄附していただきありがとございます。支援金を頂いた身として学業により一層力を入れて頑
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。 
 
全国民、全世界の人が影響を受け、大変なこの状況下で寄附してくださり、本当にありがとうございま
す。 
将来、皆さんから頂いたこの支援を後輩たちにまわしていけるように、学生として勉学によりいっそう
励みたいと思います。 
 
この度は新型コロナウイルス感染拡大に伴う修学支援事業基金に多額の寄付を頂き、誠にありがとうご
ざいます。アルバイトによる収入が無くなり、生計を立てるのもやっとの生活になっていたので、皆さ
んの善意の寄附に心から感謝申し上げます。皆様のおかげで、学業にも安心して専念できるようになる
と思います。本当にありがとうございました。 
 
バイト代を生活費として使用していたため、バイトをすることが困難となった際にはとても不安だった
のですが、寄附金をいただくことができ非常に安心しました。 
本当にありがとうございます。 
この恩を忘れずに勉学も勤しみたいと思います。 
 
アルバイトの収入が大きく減少し、日々の食費を削りながら生活を送っています。寄付者の方々の支援
金のおかげで、しっかりと食事を摂ることができ、講義を集中して受けることができます。恩返しとい
うほどのことはできませんが、将来は宮崎のために精一杯働き、尽力したいと思っています。本当にあ
りがとうございます。 
 
この度は支援金ありがとうございます。バイト先が休業の状態が続き生活費に当てるお金が少なく困っ
ていたところ、こちらの支援を知り応募させていただきました。助けていただいたことを忘れず大学生
活を送り、将来同じような状況に遭遇した際には御恩を繋いでいきたいと思います。 
 
今回の支援金、本当にありがとうございます。 
この支援に感謝を忘れずに、よりいっそう勉強に励もうと思います。 
皆さんも同じように大変な中、今回の支援をして下さり、本当にありがとうございます。 
 
本当に心の底から感謝しています。バイトが出来なくなり、このままでは大学を辞めなければならなく
なるかもしれない、と不安な毎日を送っていました。しかし、今回の支援金のおかげで、数ヶ月ではあ
りますが、生活を維持することができると思います。本当にありがとうございます。 
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この度はご寄付金を頂きまして誠にありがとうございます。 
先が見えなく不安な状態が続きますが、将来この感謝を社会に還元できるようより一層勉学に力を注い
で行きたいと思いました。 
学生のみならず日本全体がコロナウイルスの影響を受けていますが、そのような中での今回の温かいご
支援に深く感謝の意を表します。 
 
誰もが大変なこのような時に寄付をしていただき本当にありがとうございます。大切に活用させていた
だきます。 
 
この度は、僕達学生の為にこういった寄付をして頂き、ありがとうございました。 
僕はバイトの収入が 0 になりました。 
しかし、皆様のおかげでなんとか生活出来ようとしてます。皆さんも大変な時だというのに申し訳気持
ち、支えて貰った分これから学業を頑張ろうという気持ちなど色々な感情でいっぱいです。 
こういったご好意に感謝し、これからも勉学に励みます。 
 
この度は、学生の修学支援のために寄付をして頂きありがとうございました。寄付を頂くおかげで、こ
れからの学校生活に不安なく授業を受けさせて頂くことができます。 
これからも、勉学に努めて行きたいと思います。 
 
皆様からの心温かいご支援、大変有難く、痛み入るものでした。 
ありがとうございます。 
収入の少ない中、皆様のご支援で勉学に励むことができます。 
ありがとうございます。 
 
これらのお金で勉強に集中できます。 
 
今回の修学支援金の寄付、本当にありがとうございました。頂いたお金は今後の就学や生活、就職活動
のため有意義に利用させていただきたいと考えております。 
 
大変助かりました。立派な社会人となり恩返ししたいです。 
 
アルバイトの収入がなくなり、生活費が足りなくなっていたため、非常に助かりました。 
ありがとうございます。 
 
大変ありがとうございました。残り少ない学生生活ですが、精一杯研究活動に励みます。 
 
困っていたので大変助かりました。たくさんの人に支えられて生活していると改めて実感しました。大
学生活もあと 2 年となりましたが、より一層気を引き締めて様々なことに励んでいき、私自身も誰かの
支えになれるような存在になりたいです。 
本当にありがとうございました。 
 
この度は、支援金をありがとうございます。おかげさまで精神的に軽くなりました。 
 
皆様も大変な状況の中、私達学生のためにご寄付いただきありがとうございます。 
この支援金は皆さまからの宮崎大学生に対する期待と思い、その期待を裏切らないように勉学に精進し
てまいります。 
また私達が社会人となって、寄附していただいた方々のように社会に貢献し、有事の際に後輩に同じよ
うなことをできるような人間になります。 
このたびは誠にありがとうございました。 
 
今回、寄付をしていただきありがとうございます。皆さんに支援していただいたことを忘れずにこれか
らも、しっかり勉学を中心に一人前の医師となれるよう努力して参ります。ありがとうございました。 
 
支援をしていただきありがとうございます。感謝の気持ちでいっぱいです。私も将来、皆さんのように
優しい気持ちで何かしらの形で宮崎大学に貢献できるような人間になりたいと思いました。コロナウイ
ルスに負けず、勉学の方も頑張りたいと思います。改めてありがとうございました。 
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私達学生のために給付金の寄附して頂いた皆様へ、お礼申し上げます。ありがとうございます。新型コ
ロナウイルスの影響により、接客業であったアルバイトができなくなったため、先月から収入減となり
生活が困窮しておりました。そのため、今回の給付金にはとても感謝しております。緊急事態宣言が解
除されたため、宮崎は感染者数も少ないことから近いうちにアルバイトを再開することが出来るかもし
れません。しかし、今後流行の第二波も予想されているためいつ収入が戻るかわからない状況です。皆
様から頂いたお金は大切に使わせていただきます。この度はありがとうございました。 
 
アルバイトができない期間があり、困っていたのでこのように寄付していただいてうれしいです 
 
今回は、誠にありがとうございます。 
バイトの収入が非常に減少してしまい一時はどうなることかと思いました。 
ですが今回の支援金決定のおかげで生活を少しでも楽にすることができます。 
この支援金、大切に使わせていただきます。 
 
この度は、この大変な状況の中私たちのために寄付をしていただきありがとうございます。寄付をして
いただいた思いを受け止め、これからコロナに負けずにこれまでよりさらに意識を高く持って勉強や大
学生活に励みたいと思います。感謝の気持ちを忘れず、今できることを少しずつ取り組んでいきます！
本当にありがとうございます。 
 
コロナの影響でバイトからの収入が完全になくなっていたため、生活費を賄うのも難しい状態でした。
寄付していただいた方々に深く感謝します。本当にありがとございました。大切に使わせていただきま
す。また、皆様の期待に応えられるように勉学に励もうと思います。 
 
ありがとうございます。大切に使わせていただきます。 
 
ありがとうございます。大変助かりました。 
 
アルバイトが出来なくて生活に苦労していたので本当に助かります。ありがとうございます！大切に活
用させて頂きます。 
 
COVID-19 の影響により医学書の購入が困難となっていたため感謝しきれない思いです。 
このご恩を医師として宮崎の人々の暮らしに貢献することで少しずつ返していけたらと思います。 
 
支援金を寄付してくださり、本当にありがとうございました。 
新型コロナウイルスの影響でバイト先は休業となり、再開の目処がたっていない状況でした。バイトで
の収入がまったく無くなってしまい、不安な思いで自粛生活を送っていました。なので、今回の支援は
私にとってすごくありがたいことでした。新型コロナウイルスの早い収束とバイト先の再開を願います。 
 
この度は我々大学生への支援をしてくださり、ありがとうございました。コロナウイルスの影響により
収入が激減する中で、このような支援は非常にいい助けになります。これを励みに、コロナウイルスに
負けないように勉学に勤しみます。ありがとうございました。 
 
このたびは私たち学生に支援金といった形で多くの方から寄付いただいたことに大変感謝しています.
この支援金を無駄にすることなく今後の生活等に役立てさせていただきたいと思います. 
 
この度は寄付金を頂戴いたしたこと誠に感謝申し上げます。これからも学問に励んで参ります。 
 
今回は緊急修学支給金を支給してくださりありがとうございます。 
コロナウイルスは私たち大学生だけではなく、全世界の人々に多大な影響を与えているのは重々承知で
す。その中でこのような支給があることに感謝をして、これからの勉学に励んでいきたいと思っており
ます。本当にありがとうございます。 
 
修学支援金は大事に使わせていただきます。本当にありがとうございます。 
 
お気持ち感謝致します。本当にありがとうございます！！これから更に勉強等頑張っていきたいと思い
ます。 
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このたびは寄附ありがとうございます。 
大切に使わせていただきます。 
 
この度は、学生の修学継続のために寄附してくださりありがとうございました。 
私が修学を継続できるのは、皆様の寄附があってこそのものであるため、今後もよりいっそう勉学に励
んでいきたいと思います。 
寄附ありがとうございます。このお金で学業をしっかり頑張れます。 
 
寄付者の皆様へ。宮崎大学修学支援基金を受け取ることができました。今後もしっかりと勉学に励むこ
とを誓います。 
 
大変ありがたいです、これからも頑張り続きます 
 
この度はありがとうございました。この支援金は教材費に充てさせていただきます。これからも勉学に
励んでいきます。 
 
この度は私たちのために支援金を寄付していただいた方々、本当に感謝しております。今回、このよう
な事から私たちは多くのひとたちに応援されているという事を知り、その事を確信しながら将来の夢を
実現するためにも、これからも精一杯学業に取り組んでいきたいと思います。 
 
今回のコロナウイルスの件でアルバイトが原則禁止となりいろんな人たちの収入が減っている中、寄附
をしていただいたことに大変感謝しております。本当にありがとうございます。 
 
本当にありがとうございます。今年で四年生になり、研究をがんばろうと思っていた矢先、収入が 0 に
なってしまい、とても苦しい生活になっていました。ご支援いただいたことを忘れずに、いつかは皆さ
んに、また、後輩のために自分が力を貸せるようになるためにも勉学に励みます。 
 
支援していただいて本当にありがとうございます。学業をより一層励んで参ろうと思います。 
 
Thank you so much for your generous donation to the University of Miyazaki Emergency Study Support.  I feel 

the surge of warmth in my heart messages from donors. We will be studying securely with the strength of our 

donors. We truly appreciate your commitment we are in this together and we will get through the Novel COVID-

19 ends. 

 
この度は修学支援への寄附をいただき、感謝申し上げます。皆様の想いに応えるべく、さらに勉学に励
み精進して参ります。本当にありがとうございます。 
 
皆様方も新型コロナの影響を受けて、大変な時期にこのような支援をしてくださり誠にありがとうござ
います。 
 
今回の新型コロナウイルスで大変な思いをされた方がたくさんいると思います。私たちはみなさんの寄
附金のおかげで学生としての生活を維持できると思います。宮崎大学で日々学べることに感謝してこれ
からも学業や部活動に邁進していきたいと思います。 
 
奨学金とアルバイトで生活を賄っていますが、コロナウイルスの影響でアルバイトの収入源が激減して
いたところでした。就学支援金制度を設立して頂いた皆様、寄付者の皆様に感謝申し上げます。国民全
員が苦しい状況であるにも関わらず、学生に対しての支援金対策、ありがとうございます。大切に使わ
せて頂きます。 
 
寄附金ありがとうございます。これからも勉学に励みながら、学校生活を送りたいと思います。本当に
ありがとうございます。 
この度は困っている私たち大学生に支援をしていただきありがとうございます。大切に使わさせていた
だきます。 
 
世界中の多くの人が大変な思いをしている中でこのように私たち大学生のために寄付してくださって
ありがとうございました。大切に使わせていただきます。 



10 

 

工学部環境ロボティクス学科三年です。この度は緊急就学支援金を行っていただき本当にありがとうご
ざいます。私は飲食店でバイトをしていたのですが、コロナウイルスの影響でアルバイトの従業員は来
なくていいと言われてしまいました。それがちょうど春休みの時期でしたので授業がなくがっつり働け
る時期にバイトがないのは痛手でした。この状況は今でも続いており、今は違うバイトを探しておりま
す。今回の経験をもとに大学をきちんと卒業して社会に出たときに替えのきかない存在になっていけれ
ばと思います。 
 
ありがとうございます。 
社会人になったら時に困った人に手助けができるような人に自分もなりたいと思います。 
 
このような寄附を受けることが出来ること大変感謝致します。学生のバイトが出来ない事もそうですが、
一般の方、保護者、卒業生、教職員等の寄附を募って頂いた方々も少なからずコロナウイルスの影響を
受けていると思います。そんな中でこのような措置を私たちに施して頂けること感謝しかありません。 
自分は、この資金を有効に活用するのみならず、オンデマンド授業・遠隔授業をしっかり受けることや
外出を控え、勉学により一層励むことを誓います。 
本当にありがとうございました。 
 
寄付者の方々のおかげで学びを続けることができます。ありがとうございます。 
 
この度は私たちの学びのために、お金を寄附して下さってありがとうございます。大変な時期ですが、
より一層学業に励み、目標に向かって精進して行きたいと思います。 
 
援助していただきありがとうございます。これからもしっかり講義に取り組み、頑張りたいと思います。 
 
本当に助かります！すごく大変な時期ですが乗り越えていきたいです！ 
 
この度は支援金をご用意していただきまして誠にありがとうございます。新型コロナウイルスの影響で
バイト先が休業してしまい、生活に必要なお金に困っていたのが、支援金のおかげで助かりました。こ
の支援金を糧に今後の大学での学習に励みたいと思います。本当にありがとうございました。 
 
アルバイトによる収入がほとんど 0 になっていたためものすごく助かります。ありがとうございます。 
 
この度は、ご支援ありがとうございます。 
これからも学業はもちろん、部活など色々なことをしっかり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。 
 
新型コロナウイルスの影響でアルバイトができなくなっていたため、修学支援金の給付を受けることが
できてとても助かりました。ありがとうございました。 
 
未来への準備期間である私達にいつも応援ありがとうございます。今回寄付して頂いた支援金は生きて
いくために大切に使わせて頂きます。いつか恩返しができる日まで、努力し続けます。 
 
支援金のご寄付ありがとうございました。お陰様で学業に専念できます。心より感謝いたします。 
 
皆様方の温かいご支援に、改めて心より厚く御礼申し上げます。 これから、勉学に益々励みたいと思
います。この度は、どうもありがとうございます<(_ _)>  
本当にありがとうございます。コロナでバイトのお金が減少し、大学を続けられるか厳しい状況です。
この寄附金のおかげで、大学生活を続けるための資金になりました。本当にありがとうございました。 
 
この度は支援金を寄附してくださりありがとうございました。 
これからもっともっと学業に励んでいきたいとおもいます。 
 
支援金ありがとうございます。これからも勉学に一層励んでいきます。 
 
この度は、支援のほどありがとうございました。自分の収入が 0 になり、一人暮らしが苦しくなりまし
た。大学生活を送る上での、食費や生活費にあてさせていただきます。本当にありがとうございます。 
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この度は、私たち学生の修学を支援して下さりありがとうございます。 
 
ありがとうございます。 
学費に使わせていただきます。 
 
この困難な時期、援助してくれて、誠にありがとうございました。経済的に支援してもらいましただけ
ではなく、精神的もそうです。日本はお互いに助け合う社会であることを国に伝えたいです。日本人の
優しさにも感心しました。ありがとうございました。 
 
この度は寄附をしていただきありがとうございました。 
アルバイトもできなくなってしまい苦しい状況でしたが、寄附をいただけることになって本当に助かり
ました。 
大切に使わせていただきます。本当にありがとうございました。 
 
支援ありがとうございます。 
コロナの影響で生活に不便が生じていました。 
この支援金は大学で勉強していくために、生かしていこうと思います。 
ありがたく、使わせていただきます。 
ありがとうございます。 
 
バイトによる収入がゼロになっていたので、大変助かりました。ありがとうございました。 
 
このような状況の中寄付をありがとうございます 
 
気持ちがとても嬉しいです。今回の寄附金を無駄にしないために、食費や生活必需品にあて、よりいっ
そう勉学に励んでいきたいと思います。皆様も新型コロナウイルス感染拡大で毎日大変な思いをしてい
るのにも関わらず、私たちに寄附していただき本当にありがとうございます。 
 
多くの方々に支援をいただき大変ありがたく感じています。この暖かい支援を無駄にせず、昇進してい
きたいと思います。 
 
寄附してくださった方々、ありがとうございます。対面授業開始が遅れる、実習が通常通りできない、
バイトに制限を設けるなど通常とはかけ離れた毎日ですが、解除され次第感染予防を徹底として、これ
まで以上に努力していきます。このたびはありがとうございました。 
ご支援の方をありがとうございます。 
これからも宮崎の医療を支える人材になれるように勉学に励みたいと思いますので暖かく見守って頂
けたら幸いでございます。 
 
この度は私たち学生のために寄附を募っていただき誠にありがとうございます。皆様のご期待に応えら
れるよう今後より一層、勉学に勤しんでいきたいと思います。 
 
この度は善意による寄付を私たち学生のためにありがとうございます。この 3 万円で食費 1 ヶ月分ほど
になるので本当に助かります 
 
生活が苦しかったので本当に助かります。皆さんの恩に報いるためにも勉学を怠ることなく励んで参り
ます。 
 
この度は本当にありがとうございます。皆さんのおかげで大学生活を諦めずに続けることができます！
本当にありがとうございました！ 
 
今回は私たち宮大生のために支援金を寄附していただき心から感謝申し上げます。実家が飲食店を経営
しており困難な状況にある中で、このような支援をいただきとても助かりました。私も卒業後は宮崎大
学に恩返しができるよう、今後も勉学に努めて参りたいと思います。本当にありがとうございました。 
 
アルバイトも行うことが出来ず、貯金を切り崩していた為、とても助かりました。ありがとうございま
す。 
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新型コロナウイルスで世の中の状況が大きく変わり、その中で生活がどうなるか分からない不安な中、
こうして自分のように困っている学生に支援金を寄付して下さり、心より感謝申し上げます。 
 
バイト代がなくなり困っていたのでとても感謝しています。ありがとうございます。この分、これから
様々な形で恩返ししていきたいと思います。 
 
この度は支援金の寄付ありがとうございます。これから一層勉学に励んでいこうとおもいます。 
 
この度は支援してくださりありがとうございました。とても困っていたので本当にありがたいです。こ
れからも勉学に励みます。本当にありがとうございました。 
 
コロナの影響でアルバイトに行けなくなり、就職活動と重なり出費に困っていたのでとても助かりまし
た。色々な方の支えで学生生活を送ることができていると再確認できました。ありがとうございます！ 
 
修学支援の寄付ありがとうございます。このご恩を忘れずに卒後は医療従事者として広く社会に還元し
ていきたいと思います。 
 
残り 1 年の学生生活を大事に過ごさせていただきます。ありがとうございます。 
 
支援してくださりありがとうございます。より一層学業に励み社会に貢献できる人材になっていきます。
コロナ収束に向けてもう少し頑張っていきましょう、寄附して下さった皆様の期待を裏切らないように
日々行動していきたいと思います。 
 
皆様の暖かいご支援、本当に本当にありがとうございます！ 
今後も工学の発展のため、より一層勉学に励みたいと思います。 
一緒にコロナを乗り越えていきましょう!! 
 
今回は寄附をして頂きありがとうございました。コロナウイルスの影響で、生活が苦しい状況ではあり
ますが、寄附者の皆さんの支援に答えるためにもこれからも勉学に励みます。 
 
ありがとうございます。 
勉学のために有効に使わせていただきます。 
バイトがなくなり収入がなくなっていたため、生活が我慢の連続でした。非常に助かります。ありがと
うございました。 
 
寄附していただきありがとうございます。約 1 ヶ月アルバイト出来なかったのでとてもありがたいで
す。大切に使わせていただきます。 
 
新型コロナウイルスの影響で多くの被害が出ている中で、寄付をしてくださり、本当に助かります。大
事に使わせていただきます。 
感染拡大の防止に手洗いうがいマスクを気をつけたり、学業に励むことで感謝を示していきたいと考え
ています。 
心より、お礼を申し上げます。 
 
この度は宮崎大学緊急修学支援金を寄附していただき誠にありがとうございます。新型コロナウイルス
の影響によって両親の収入も激減し、私自身も飲食関係のアルバイトに勤めていたため収入がゼロにな
っています。そんな中、このような支援金に採用していただきまして、本当に感謝しております。あり
がとうございます。大学で勉学を継続できることに感謝し、ますます精進してまいりたいと思います。
改めて、心から感謝申し上げます。 
 
このたびは本当にありがとうございます。さらに学業、自分の夢に向かって精進して参りたいと思いま
す。本当にありがとうございました。 
 
コロナウイルスの影響でバイト代が激減し、生活に困っておりましたが、寄附者の方々から頂いた支援
金のおかげで不自由なく生活することができます。誠に感謝申し上げます。 
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この度は支援金を寄附して頂きありがとうございます。寄附者の皆さんの支援のおかげで、大学に通い
生活を送ることができます。本当に感謝致します。新型コロナウイルスの収束まで頑張りましょう。 
 
この度は寄付をしていただき誠にありがとうございます。 
 
新型コロナウイルスの影響により、学業への費用のやりくりに苦しんでいたところを救われました。 
いただいた支援金は学業の費用として利用させていただきたいと考えております。 
 
重ねてお礼申し上げます。 
本当にありがとうございました。 
 
寄付いただきありがとうございます。これからの生活、勉強に有効に使わせていただきます。 
 
今回の寄附金本当にありがとうございます。 
今回の新型コロナウイルス感染症の影響で親の給与が減少してしまいました。しかし私の学費や生活費、
家賃、光熱費は今まで通りかかってしまいます。親に負担を、かけないようにバイトも頑張っています
が限度があり、今回の寄附金は本当にありがたいです。一生懸命勉強しようと思います。ありがとうご
ざいます。 
 
この度は支援機をいただきまして誠にありがとうございます。生活費として大切に使わせていただきま
す。 
学生への寄付ありがとうございます！ 
 
今回は私たちのためにこのような支援をしてくださり、本当にありがとうございます。より一層勉学に
も取り組んでいけるように頑張ります。 
 
この度はありがとうございます。卒業めざし頑張ってまいります。 
この度はご支援いただき、ありがとうございます。 
今後、よりいっそう勉学や研究に励んでいきます。 
 
この度は支援金を寄付していただき、ありがとうございます。コロナで大変な状況ですが、頑張ります 
 
皆様からの温かいご支援に感謝申し上げます。私だけではなく、家族の収入も減少し、困っている状況
でした。いただいた寄付金で家賃の手助けをしたいと考えております。本当にありがとうございました。 
 
コロナの影響でバイトの収入がゼロになり、これまでの貯金を切り崩して生活していました。いつバイ
ト解禁になるか分からない中で、この支援金は本当にありがたかったです。大切に使っていきたいと思
います。ありがとうございます。 
 
現在大学院進学のため勉強をしているためアルバイトを控えています。将来就職し、またこのような状
況が訪れたとき皆さまがしてくださったことを恩返しとして宮崎大学に寄付したいと考えています。寄
付者の方々本当にありがとうございました。 
 
ありがとうございます。生活費のためのアルバイトができず本当に困っていました。これで生活費が賄
えます。 
 
普段から親からの仕送り等は無く、アルバイト禁止となり必要最低限の出費で生活していましたが、寄
付金のおかげで心に余裕ができました。自粛中には我慢していた本を買おうと思います。本当にありが
とうございます。 
 
いただいた給付金のおかげで勉学に励むことができます。本当に感謝しかありません。ありがとうござ
います。 
 
この度は支援をいただき、ありがとうございます。大切に使わせていただきます。 
 
このたびは緊急修学支援金をいただきありがとうございます。 
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支援していただきありがとうございます。 
普段からお金を節約しながらギリギリで生活していたため、収入が減ったことで、勉強のための参考書
も買えず悩んでいました。お金は学業に専念するために大切に使わせていただきます。そして、社会に
貢献できる人になれるよう努力し続けます。 
 
今回このような寄付をして頂きありがとうございます。このような世の中になりアルバイトもできず、
働いていたホテルのバイトも休業要請を受け休業扱いとなっています。ホテルはビジネスホテルでなか
なか復帰は難しい中このようなご支援がとても心の拠り所となれます。ありがとうございます。 
 
この度は寄付のご協力ありがとうございました。少しでも学費の助けになるため本当に感謝しています。
このご時世であるため皆様も体調にお気をつけてお過ごしください。 
 
お忙しいなかありがとうございます。 
本当にたすかります。 
 
アルバイトは自分の生活維持費として必要不可欠なものだったので、この度支援していただき、本当に
助かりました。ありがとうございました。 
 
本当に助かります。より一層勉強に集中して取り組もうと思います。ありがとうございました。 
 
ご支援いただきありがとうございました。 
あと 1 年の学生生活が少し安心して過ごせられるようになりました。 
 
皆様の善意のおかげで、大学生活最後の年も学んでいくことが出来そうです。 
本当にありがとうございます、 
 
この度は多大なるご支援ありがとうございます。生活費の支払いが重なり土日は丸一日、平日も夜間の
アルバイトを増やさなければならず学業が疎かになり始めていました。これで学業に専念する時間を作
ることができます。本当にありがとうございます！動物たちのために勉学に励みます！ 
 
自粛生活で学校へも行けず、バイトもできずの生活で、友達と会えない上に生活費が稼げなかったので
今回の給付金は本当にありがたかったです。寄附してくださった方々に心より感謝申し上げます。本当
に助かりました。ありがとうございました。 
私は今はお金に余裕がありませんが、社会に出てから余裕が出来れば、今回のように困っている学生に
必ず皆様と同じような寄附をしてあげたいと思います。 
 
この度はご支援頂きありがとうございます。 
今回のご恩を忘れず、これからも勉学に励んでいきたいと思います。本当にありがとうございました。 
 
このたびは本当にありがとうございます。 
私も社会人になりお金を稼げるようになったら、このように人の役に立つことを頑張りたいと思います。 
 
就職活動の時期と重なりアルバイトの再開が困難なため非常に助かります。 
本当にありがとうございました。 
 
この度は多大の支援金を寄せていただきありがとうございます。 これからはよりいっそう勉学に励み
たいと思います！！ 
 
コロナ禍で皆が苦しい状況の中で、私たち学生のことを考えて下さったこと、そして寄付をして頂いた
こと、心から感謝致します。勉学に励み社会に貢献することで還元出来るよう努めていきたいと思いま
す。この度は本当にありがとうございました。 
 
この度受けた恩に報いる事ができるように、今後も頑張ります！ 
本当にありがとうございます。 
 
とても助かります！勉学に励みます！ 
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寄附者の皆様、我々宮崎大学学生へのご厚意たいへんありがとうございます。今回の新型コロナウイル
ス感染による社会不安の中、寄附者の皆様自身にも多少ならずとも経済的な変動など辛い状況が続いて
いるであろう中でのご支援にとても感謝を感じています。我々学生としては、今回の社会全体の騒動か
ら感じられたことや修学支援金という形でご寄附頂いたことから各々が多くのことを感じ取っていま
す。こうした社会情勢の中でご寄附を頂くという人の温かさを身に受けた経験を踏まえ、今後社会に出
ていく中で学生生活で培った様々な技術や知識、知見を活かした貢献を通して広く世の中へ恩返しをし
たいと身が引き締まる思いでいます。繰り返しになりますがご寄附頂いた皆様、本当にありがとうござ
います。 
この度はご支援いただき誠にありがとうございます。とても不安に思って生活していた中、このような
支援をいただいた事を感謝し、これから就職活動等でますます忙しくなりますが、精一杯の努力をした
いと思います。 
 
皆さんが大変な中このような形で支援金をいただけること、感謝しかありません。 
大切に使わせて頂きます。 
 
この度は大変な状況下にも関わらずご支援頂きまして心より感謝申し上げます。 
大学での勉学を行う上で経済面は重要であり、常日頃から両親や奨学金団体などの温かい援助を受けて
いたことを改めて感じております。 
私自身もアルバイトを行いながら奨学金を併用して学生生活を送っておりますが、今回バイトの減収に
より生活に支障を来すことが想定され、恥ずかしながら申請をさせて頂きました。自力で生活を送るこ
とすら危うい現状に情けない気持ちで溢れております。 
皆様から頂いた温かいご支援を勉学やその先の仕事などに活用し、ゆくゆくは社会に、皆様に違った形
になるとは思いますが還元できるように努めてまいります。 
最後になりますが、改めてご支援ありがとうございました。まだまだ日常が戻ってきたとは言い難い状
況ではございますが、私も精一杯学生としての生活を送り、今後社会に貢献出来るよう精進致します。 
 
本当にありがとうございます。大切に使わさせていただきます。 
 
この度は、ご寄付いただき心から感謝申し上げます。今回のご支援を忘れず、これからも一生懸命勉学
に励んでいきます。本当に有難うございました。 
 
May I express my sincere thanks for your generous donation to the students of University of Miyazaki. Your help 

and support help us alot in study cost and living cost. With the support of  your generous donation I committed 

to myself that I'll try my best in study research to get better result in future. Once again heartfelt thank you for your 

donation. 

 
寄附者の皆様のおかげで、収入及びバイトの募集も減った今どうにかできるバイトを探して少ない時間
を充てて入るということをしなくて良くなり、勉強に充てる時間が増えました。 
ありがとうございます。 
 
この度はご支援本当にありがとうございました。この御恩を忘れず、これからも大学で勉学に励み、今
回支援をしてくださった方のような社会に貢献できる大人になりたいです。 
 
アルバイトが少なくなって収入が減っていたのでとても助かりました。本当にありがとうございました。 
 
金銭面で不安を感じていたので本当にありがたいです。善意の寄附に感謝いたします。 
 
本当にありがとうございます。 
しっかりと学業に取り組めるようにがんばります。 
 
寄付をして頂いた方々、ありがとうございます。頂いた支援金は、教材費などで大切に使わせていただ
きます。たくさんの方に支えられていることを忘れずに、これからも頑張って行きたいと思います。 
 
この度は支援基金を寄附して頂き誠にありがとうございます。バイト代も少なくなりこの先どうなるか
不安に思っていたのでとても助かりました。これからも勉学に励み社会に貢献できる大人になりたいと
思います。ありがとうございました。 
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この度はご支援してくださり、誠にありがとうございました。 
皆様のご支援により、安心した大学生活が送ることができております。 
皆様への恩返しとして、就職後は社会に貢献し、誰かの希望となれるよう頑張ります。 
本当にありがとうございました。 
 
この度の寄附金、ありがとうございます。 
生活に役立てようと思います。 
 
心から感謝いたします。 
 
コロナの影響でバイトの収入が減り、生活に必要なお金はすべてバイト代から出していたので支援金は
とてもありがたいです。大切に使わせていただきます。 
 
Firstly I would like to say Thank you so much for donation to the students that reduce incomes of their parents and 

because of corona virus infection. May I wish you to the donors that support to the required students in consuming 

their food materials and so on  Good Luck for everything and will be donated more and more. Be successful in 

business and for everything. Thank you so much for donation. 

 
ありがとうございます 
これでなんとか生活できそうです 
 
今回、寄付してくださりありがとうございます。寄付金のおかげで今後も学生生活を続けられそうです。
将来、自分もこういった寄付に支援が出来るように頑張っていきます。本当にありがとうございました。 
 
この度は親の収入が減ってしまった中でこのような寄付をしていただきありがとうございます。大切に
使わせていただきます。 
 
Thank you very much for helping me. I really appreciate it. 

 
大切に使わせていただきます。本当にありがとうございます。 
 
宮崎大学修学支援金の寄附者の皆様、この度はご支援いただき本当にありがとうございます。皆様のお
陰で、宮崎大学における研究活動を含めた勉学を続けることが出来ます。支えてくださった皆様に少し
でも多くのものをお返しできるよう、今後も精進して参ります。 
 
この度は支援金を寄付して頂きありがとうございます。 
私自身、今回のことで金銭的に厳しい部分もありましたので大切に使わせていただきます。 
また今回の御恩は忘れることなく、将来の夢を叶えることで恩返ししたいと考えています。 
本当にありがとうございました。 
 
ご支援ありがとうございます。日本の獣医学のさらなる発展に寄与できるように一生懸命勉強に励みま
す。寄付していただいた方々の健康とご多幸を願っています。 
 
ご支援頂きありがとうございます。大切に使わせて頂きます。 
 
アルバイトの収入が減り、生活に困窮しているところを大変助かりました！ありがとうございます！ 
 
今回は、誰もが新型コロナウイルスの影響で大変な思いをしている中、私たちのために支援をしていた
だき、本当にありがとうございます。いろんな方々に支えられて大学生活を送ることが出来ていると改
めて感じました。感謝の気持ちを胸に、これからも勉強や大学生活に一生懸命励んでいきたいと思いま
す。本当にありがとうございました！ 
 
寄附していただき、ありがとうございます！ 
私は母子家庭で、母も働けずにいて、収入が全くと言っていいほどにありませんでした。 
この寄附金のおかげで、貴重な生活費に当てることができます。この恩に応えるように私も勉学を頑張
りたいと思いました。 
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寄附していただきありがとうございます。 
大切に使わせていただきます。 
 
この度はコロナウイルスによる緊急修学支援をしていただきありがとうございます。 
私はコロナウイルスによりアルバイトが制限され、収入が平常時の半分以下に減りました。その影響で
生活が困窮となり、学校を続けられることが出来るのかと不安になりました。 
今回、支援していただいたことは本当にありがたく感じます。支援金は生活の足しに使わせていただき、
今後も学業を全うしようと思います。 
本当にありがとうございました。 
 
寄附をしてくださり、本当にありがとうございます。 
おかげで、今経済的に苦しい中で、集中して大学の勉学に励むことができます。 
期待に応えられるよう頑張っていこうと思います。 
本当にありがとうございました。 
 
寄付をして頂きありがとうございます。アルバイトを約１ヶ月程休むことになり困っていたので本当に
助かりました。 
 
ご支援ありがとうございます。勉学に安心して励むかができます。 
 
ありがとうございます。コロナウイルスの影響で、アルバイトもままならず、不安でした。今回の補償
はとてもありがたいです。本当にありがとうございました。 
 
寄付者の中でも生活が厳しいかと思います。そんな中で、私たち宮崎大学の学生のためにこのような支
援金を準備してくださり誠にありがとうございます。この支援金は勉学のために使わせていただきたく
思います。 
 
今回、緊急修学支援金を寄付いただき、本当にありがとうございました。新型コロナウイルスの影響で
厳しい状況にはありますが、今後も宮崎大学生としての誇りをむねに、根気強く学問に立ち向かってい
きたいと思います。 
 
皆様の支援のおかげで、今月の生活費代が浮きました。本当に有難うございます。大切に使いたいと思
います。 
 
新型コロナウイルス感染拡大に伴う修学支援につきまして、経済的な理由で修学困難な学生へのご理解
ご協力をいただき、厚く御礼申し上げます。 
様々な方からご寄付をいただいているようで、皆様からの温かいご支援、誠に感謝いたします。 
ご寄付いただきましたものにつきましては、勉学の継続のために大切に活用させて頂きます。 
 
国試合格に向けてより一層、学業に努めていきます、ありがとうございました。 
 
このような情勢で、皆様が大変な中、学生のために寄付をしていただき誠にありがとうございます。将
来自分も宮崎大学に寄付したいと考えております。このご恩は忘れません。本当にありがとうございま
す。 
 
I would like to Thank you in advance for your donation. I will apply it well and I promise one day when I get jobs 

and if I have a chance to support for students ( younger juniors) I will definitely do like you. Thank you so much 

again for your kindness. 

 
アルバイトができない事で、収入が無く、今後が不安でしたが、3 万円の支給がもらえるという事でと
ても感謝しています。 
このお金でこれからも大学で勉強ができると思います。本当にありがとうございます。 
 
今回のコロナウイルスの影響でアルバイトを思うように出来ず、収入が不足していたのでとても助かり
ました。今後の学校生活のために使わせていただきます。ありがとうございました。 
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この度は、学生である私のために現金の支援をしていただき本当にありがとうございます。新型コロナ
ウイルスが原因で数多くの方々が困っております。もちろん、寄付していただいた方も少なからずコロ
ナウイルスによる被害を被っており苦しい状況であると思います。その中で、私達学生のために支援を
していただいたことに対して感謝してもしきれないです。今は平穏な日常に戻りかけていますがまだま
だ安心できないため、遠隔授業となっております。しかし、これからも変わらず学び続け将来の道を切
り開いていけたらと思っています。支援していただきほんとにありがとうございます。 
 
寄附をしてくださりありがとうございます。 
新年度が始まり、教材費などの出費が増える中、コロナが流行り経済的に厳しい状況なので大変ありが
たいです。 
寄附してくださった方々の思いを忘れず勉学に励みたいと思います。 
このような状況で大変な中寄附してくださり本当にありがとうございました。 
 
全国的なコロナウィルスの感染拡大に伴い、なかなかアルバイトをできない状況の中でこうして支援い
ただきましたことを心より感謝しています。より一層学業に専念できるように精進したいとおもいます。
ありがとうございました。 
 
この度は、このような形で私達学生の支援をしてくださり誠にありがとうございます。皆様方もコロナ
の影響で大変な状況に置かれていると思いますが、支援して頂き大変ありがたく感じております。自分
が社会人になりましたら、何らかの形でお返しできればと思います。本当にありがとうございます。 
 
この度は、寄附していただきありがとうございます。大切に使わせていただきます。 
 
ありがとうございました。社会に貢献できるように、医学の勉強をこれからも頑張ります。 
 
今回、新型コロナウイルスの影響によって、バイトが余儀なく減らされたことによって学生生活に支障
が出ることに対して、寄附をしていただき、本当にありがとうございます。これからもこの寄附金を無
駄にせず勉学にしっかり励んでいきたいと思います。 
 
この度は温かいご支援ありがとうございました。 
思いもよらないコロナの影響で、アルバイト収入もなく、学生生活を維持することができるか不安な状
況でした。頂いた寄付金は有難く学費に充当させていただきます。 
 
寄附をしてくださった皆さまのおかげで学業を続けられることを感謝しております。 
ありがとうございました。 
 
この度は修学支援をしていただきありがとうございます。バイトなどが出来なくなり収入に不安がある
今、このような支援にすごく助けられます。自分も大学卒業後何らかの形で社会に貢献することで恩返
しをしたいと思います。改めて感謝申し上げます。ありがとうございました。 
 
この度は支援金のご寄付ありがとうございました。2 つアルバイトを掛け持ちしていますがどちらも接
客業のためとても不安な状態でした。この支援金のおかげで少し不安が和らぎました、ありがとうござ
います。 
 
このような大変な状況の中、皆様からの寄付により学業を続けられることを大変嬉しく思います。本当
にありがとうございました。 
 
この度は本当にありがとうございます。自分も将来このようなことが起こった時に率先して学生のため
に力になりたいと思いました。 
本当にありがとうございました。 
 
支援金の寄附をしていただきありがとうございます。私はアルバイトで生活費を賄っており、新型コロ
ナウイルスの影響でアルバイトができない状況でした。皆様のご支援により、普段の生活や大学での研
究生活を続けることができ、私は非常に恵まれていることを実感しました。ご支援いただいた皆様のご
期待に応えられるよう、日々精進致します。 
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この度は、奨学金のご支援をいただきまして、誠に感謝しております。 
アルバイトをして学費の一部や生活費を補填するつもりでしたが、この新型感染症の影響により、アル
バイトによる財源が厳しくなっていたところでした。 
しかしながら、今回の奨学金のご支援があり、現在は学業に専念することができています。 
立派な社会人として自立できるよう、今後も一層の努力を行ってまいります。 
ご支援をくださった全ての方々に心よりお礼申し上げます。 
 
支援金ありがとうございました。 
これからも今回の支援を糧に勉学に励みたいと思います。お金は大切に使わせていただきます。本当に
ありがとうございました。 
 
この度は、私達宮崎大学の学生のためにご寄附頂きありがとうございました。 
皆様のお心温かいご支援に大変感謝申し上げます。 
今まで通りの学生生活が送れていないことに加え、バイトも禁止され経済的な理由からも、不安が募る
ばかりの憂鬱な日々を過ごしていましたが、今回のようなご支援をいただいたおかげで、経済的な不安
が少し解消しただけでなく、前向きな気持ちになることができました。 
また、皆様方の優しさに後押しされ、有意義な学生生活を送ろうと意欲的になることができています。 
ご寄附いただいた、支援金を有効に活用させていただきながら、残りの学生生活、精進致します。 
改めまして、この度は誠にありがとうございました。 
 
皆様のおかげで支援金をいただくことができました。コロナの影響でバイトがなくなり、生活に困って
いたので助かりました。ありがとうございました。大事に使わせていただきます。 
 
この度は本当にありがとうございます 
大切に使わせていただきます 
 
今回私たち学生のために緊急修学支援金をご支援していただきありがとうございます。コロナウイルス
の影響により日常の学生生活に大変困っていたので助かりました。大切に使わせていただきます。 
 
寄付をしていただきありがとうございます。 
この支援金を大切に使い、学業に専念して社会で活躍できる人になるよう一層の努力をしていきます。 
 
この度は寄附をしていただき有り難うございます。大切に使わせていただきます。 
 
この度は寄付いただき誠にありがとうございました。皆様の善意により、私も勉学に励むことができま
す。新型コロナウイルスで皆様方も大変かと存じますが、いただいた寄付金は大切に使わせていただき
ます。本当にありがとうございました。 
 
支援金の給付をありがとうございます。 
支援金をもとに勉学に励み、実習・国家試験を受け、来年には看護師として新型コロナウイルスの中で
も医療従事者として人々を救っていきたいと考えています。 
 
この度は我々宮崎大学の学生のためにご寄付いただき、誠にありがとうございます。 
私どもの学生生活を支援するものとしてご協力いただいたご厚意に、深く感謝しております。 
皆様からお寄せいただいたご厚意は、バイトで補う予定でした授業費、教材費に活用させていただきま
す。 
私はこれからも学力向上を目指し、学生生活を続けて参る所存でございます。 
このような形にて恐縮ではございますが、お礼を申し上げます。 
 
ご寄附いただきありがとうございました。一人暮らしをしているので、今回のご寄附は生活費に充てさ
せて頂きます。実家も遠く頼れる人が居ない中だったので大変感謝しております。 
 
この度は未曽有のウイルスでアルバイトなどでの収入が減ってしまった私たちのために寄付をしてい
ただきありがとうございました。心から感謝しております。学業継続ができるか不安だったのですが、
不安が軽くなりました。大切に使わせていただきます。本当にありがとうございました。 
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私は 4 月末からアルバイトに入れておらず収入が 0 になり、日々不安の中で生活していました。今回、
支援金の支給が決定し、寄附してくださった方々に感謝の気持ちでいっぱいです。 
大切に使わせて頂きます。ありがとうございました。 
 
コロナウイルスの影響でアルバイトも出来ませんでした。金銭的に苦しい状況での支援、ありがとうご
ざいます。勉学や就活に役立たせていただきます。 
 
この度はご支援いただきありがとうございます。 
父が留学会社を経営しており、今回の影響で売上が激減したため、申請させていただきました。有り難
く使わせていただきます。 
私も将来は後輩達を支援できるように成長したいと思います。 
 
コロナウイルスの影響でアルバイトをすることに制限がかかり、バイトができない分のお金をどのよう
に賄っていこうか悩んでいるところでした。 
コロナウイルスの影響で今までのように自由な生活ができないなか、収入減少によりさらに生活に支障
が出る可能性があったところ、支援金の支給制度を作っていただき本当にありがとうございました。 
頂いた支援金は生活費や学業費に当てさせていただこうと思っています。 
今回、このような形で支援して頂き、ありがとうございました。 
 
支援金ありがとうございます。バイトがなくなりどうやって生活していこうか悩んでいる中で、地域の
方々に支えられて生活しているということを強く実感いたしました。将来宮崎県のために尽くせる医師
になりたいと思います。本当にありがとうございました。 
 
学業を行なっていくのに不安を感じる中非常に心強い支援をありがとうござきます。心から感謝し、学
業に励んでいきたいと思います。 
 
このたびは学業を継続するための緊急就学支援金へのお力添えをありがとうございました。現在教育学
を研究しております修士 2 年生です。緊急就学支援金をいただけることになり、金銭的な面と心情的な
面、双方の余裕をいただいたと感じております。先行きも何もかも不安な中、生活と学業と優先順位の
関係を常に考えどこまで頑張れるのかと悩むこともしばしばですが、少し、息をつくことができました。
教育の分野でいつか宮崎へ貢献できればと、できるように今改めて頑張り、研究等取り組みます。改め
て。ありがとうございました。 
 
支援金ありがとうございます。大切に使わせていただきます。 
 
この度はありがとうございます。 
コロナの影響でバイト先が休業になり、困っていました。 
生活費として使わせていただきます 
 
寄付者の皆様、このように助けをいただいてとても感謝しております。僕はほとんどアルバイトで暮ら
していましたが、現在アルバイトの収入が減少したため家賃や電気代などとても払えない状態にいて、
このような支援をもらって僕の心がとても楽になりました。これからもまだ大変な時期になると思いま
すが、どうかご健康にいますようにお祈りします。僕もこれから気をつけながら勉学に励みます！改め
て感謝を申し上げます。ありがとうございました。 
 
この度、コロナウイルス感染拡大に伴う修学支援基金にご寄付いただきありがとうございます。宮崎で
も感染者が出たことで、危機感や自粛の必要性は高まっていましたが、バイトが出来ない事への不安も
やはり大きかったです。そんな中、暖かい気持ちで私たちの学びを支えようと思ってくださる方がいる
ということに胸が熱くなりました。今後、感染予防や学習を精一杯取り組んでいきたいと思います。本
当に、ありがとうございました。 
 
今回、コロナウイルスによる収入減少、生活への不安を補うべく給付金を支給してくださりありがとう
ございます。自身のアルバイトの状況、親の仕事状況の変化、改善はまだまだ未知数ですが、自信の充
実した大学生活維持のために有意義に使いたいと思います。 
 
寄付してくださり本当にありがとうございました！すごく助かります！！ 
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困っている中、寄付してくださりありがとうございます。大切に使わせていただきます。 
 
私たちの生活のためにご支援ありがとうございます！本当に助かります！ 
 
寄附をしていただいた皆様、誠にありがとうございます。 
いただきました支援金は、大切に使わせていただき、皆様のご期待に沿うべく、日々の学習に懸命に取
り組んで参りたいと思います。重ねまして御礼申し上げます。 
 
寄付、ありがとうございます。宮崎でもコロナの影響が思った以上に出て、収入がなくなってしまった
ので助かります。卒業後にも宮崎大学に貢献してくださる方がいらっしゃることに感心しました。私も
卒業後は後輩たちにお返しできるよう頑張ります。 
 
支援金の寄付をして頂きありがとうございます。 
この支援金を学費やその他勉強に関わることに使い、勉学に励んでいきたいと思います。 
 
ありがとうございます。 
大切に使わせていただきます。 
 
寄付していただきありがとうございます。 
これから精進して参ります 
 
奨学金の支援金を送ってくださった方々、本当にありがとうございます。 
大切に使わせていただきます。将来、社会の一員として働き始めた際、皆様の役に立てるよう今のうち
から勉強することで感謝の気持ちを表したいと思います。 
 
寄付していただきありがとうございます。 
これから精進して参ります 
 
緊急就学支援金を支給していただくことになりました。誠にありがとうございます。学生のために寄付
してくださった方には感謝しても仕切れません。 
これからも大学生の本文である学業に努めてまいります。 
 
このご時世に大変感謝します。ありがとうございます。大切に使わせていただきます。 
 
この度は宮崎大学緊急修学支援金にご協力していただきありがとうございます。 
コロナ禍で様々な人が困窮している中、私たち学生に救いの手を差し伸べていただき大変感謝しており
ます。 
私たちが生活していく上で周りの方々の助けの元生活できていると改めて実感しました。 
支援していただいた方の中に地域の方も見られ、宮崎大学は地域に愛されていると認識し、学生からも
宮崎の地に恩返ししていかなければと思いました。 
今回いただいた支援金は勉学に励む上で大切に使わせていただきます。 
今回は本当にありがとうございます。支援いただいた皆様もお体に気をつけてお過ごし下さい。 
 
この度は大変なご時世の中、寄付を頂きありがとうございました。皆様に支えられて勉強出来ているこ
とを改めて感じ、期待に応えられるようより一層励みたいと思います。 
 
バイトが出来なくなってしまい、生活費を稼ぐことが出来なくなってしまったので、今回の給付は非常
に助かりました。 
 
大事に使わせて頂きます。ありがとうございます。 
 
この度は宮崎大学支援金にご協力していただきありがとうございます。 
コロナ禍の中、寄付者の方々も苦しい生活を送っていたはずなのに、我々学生に寄付していただいて感
謝しています。 
これから、何かの形で恩返しができたらと思います。 
ありがとうございました。 
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新型コロナウイルスの影響でバイトが出来なくなっていたため生活費に役立てたいと思います。本当に
ありがとうございます。 
 
この度は、多大なるご寄附を頂戴しましたこと、心より感謝申し上げます。  
 
修学支援の寄附をしてくださった皆様ありがとうございます。 
 
大変な状況ですがこれからも勉学に励みたいと思います。ご寄附をいただきありがとうございました。 
 
今回は、緊急修学支援金へ寄附いただき、ありがとうございます。新型コロナウイルスの影響は各方面
に渡っており、私たち学生もアルバイト収入の減少により経済的な不安がありました。そのような中で
の今回の支援金は、学生にとって救いであり、安心することができました。皆さまにおかれましても、
新型コロナウイルスの影響があり、さまざまな面で大変な状況が続いていると思います。そのような中
で今回支援していだたけるということに、感謝の気持ちでいっぱいです。まだまだ安心できない状況が
続いておりますが、ご自愛ください。私たち学生もオンライン授業で戸惑う面も多いですが、より一層
勉学に励みたいと思います。今回は誠にありがとうございました。 
 
この度はご支援いただきありがとうございます。 
コロナウイルスのせいで全然バイトも出来ずに困っていたので本当に助かりました。 
今回は寄付を頂き、誠にありがとうございます。この寄付金をつかい、よりよい研究や学習につなげて
いきます。みんなで助け合いこの危機を乗り越えていきましょう。 
 
私たちのために寄付をしていただき誠にありがとうございます。 
コロナに負けないように勉学に励んでいきます。 
必ず皆様のためになるような事をしたいと思います。 
 
温かい応援をしてくださり、ありがとうございます。神様が現れたかのうように感じました。今は精一
杯勉強して、将来社会に還元していけたらと思います。 
本当にありがとうございました。 
 
今回の新型コロナウイルスの流行が原因でアルバイトをすることが出来ず、ギリギリのところで何とか
生活をしていたことで心がとても疲弊していたこの状況の中、自分だけでなく寄附をして頂いた皆さん
もとても大変な状況の中で支援していただいたことにとても感謝の気持ちでいっぱいです。まだまだ、
油断のできない状況であり大学の授業形態もかなりイレギュラーななかでもきちんと取り組んでいこ
うと思います。本当にありがとうございました。 
 
多額のご寄付をいただきありがとうございました。今の時期生活に困っている中で皆様から頂いた修学
支援金を活用させていただきより一層勉学に励んでいきたいと思います。 
 
緊急就学支援金を寄付していただきありがとうございます。皆様のおかげで少し生活に余裕ができそう
です。本当にありがとうございます。 
 
宮崎大学大学院に進学した者です。 
今回はご寄附をありがとうございました。 
ご寄附だけでなく、メッセージもとても励みになりました。 
大学の 4 年に加え 2 年の授業料が必要であり、アルバイトもできない状況でご寄附をいただくことがで
きて本当によかったです。経済的な不安を和らげることができました。 
今回、寄附をいただいたことを忘れずに、自分が職に就いた時には困っている人の力になれるようにし
っかりと学習します。 
本当にありがとうございました。 
 
この度は、宮崎大学緊急修学支援金にご寄附頂きまして、誠にありがとうございます。卒業に向けて資
格取得の為に必要な出費が重なる時期に、新型コロナウイルスの影響によりアルバイトや日常生活の自
粛の日々でした。今後の生活への漠然とした不安以上に経済的な不安が多くありました。今回ご寄附頂
いたお金は、有り難く資格取得の為に使わせて頂きたいと思います。また感謝の気持ちを忘れずに、今
後も勉学に励みたいと思います。この度は本当にありがとうございました。 
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このたびは過分なるご寄附をいただきまして誠にありがとうございます。 
落ち込んでいた収入による安定した生活の継続困難な状況が続いていましたが、おかげさまでその状況
が改善され、学業に専念することができそうです。 
寄附をしていただいた皆様も少なからずコロナの影響を受け、コロナと共存する生活様式に不便さを感
じることが多々あるなか、このようなご寄附をいただけたことにより多くの学生が助けられたことだと
思います。 
いただいた支援金は今後大切に使わせていただきます。本当にありがとうございました。 
 
支援金感謝いたします。 
今後も研究活動を邁進してまいります。 
 
we greatly appreciate your donation. your support will help us for our student life and we can continue our study. 

 
この度は寄附本当にありがとうございました。 
これからもしっかり勉学に励みたいと思います。 
 
アルバイトができない状況になってしまい、家賃・食費・その他生活費などが足りずとても困っていた
ので、今回このような形で支援していただいて本当に助かりました。 
心から感謝致します。ありがとうございます。 
 
生活を回すことで精一杯だったので、余裕ができました。 
寄附していただいてくれた方々、それからこの基金を運営していただいた方々、誠にありがとうござい
ました 
 
アルバイトができず、生活費が足りなくて困窮していたため、すごく助かりました。 
今後もしっかり学業に取り組んでいき、将来良い医療従事者になりたいと思います。 
寄附していただいたお金は大切に使わせていただきます。 
本当にありがとうございました。 
 
あきらめず、がんばります 
 
この度は、宮崎大学緊急修学支援金に採用して頂きましてありがとうございます。 
皆様の温かいご支援に励まされました。 
ご支援頂きましたことを忘れず、今の自分にできることを頑張ります。 
 
今回、私はコロナの影響で塾講師としてのバイトの収入が激減してしまい、教材費の購入のために生活
費を削って何とか授業を受けているという状況でした。そんな中、緊急修学支援金として 3 万円を頂け
ることは非常に有難いです。寄附者の方々にはコロナで大変な中、私を含む宮崎大生に支援をして下さ
り感謝の言葉が尽きません。これからも社会に貢献できるよう学業に励みたいと思います。本当にあり
がとうございました。 
 
この度は私たち学生の修学継続の環境維持のために、善意のある寄付をしていただき本当にありがとう
ございました。新型コロナウイルスの影響で学生だけでなく、今回支援してくれた皆さまも多大な影響
を受けていると思われます。何かとご多忙の折りではございますが、何卒ご自愛のほどよろしくお願い
致します。私も頂いた修学環境を活かして、より研究活動やボランティアに尽力したいと思います。本
当にありがとうございました。 
 
コロナが流行っている大変な状況の中で寄付をして頂きありがとうございます。コロナの影響でアルバ
イトが満足にできておらず、収入がなく生活が苦しかったので今回の寄付金は非常に助けとなりました。
今後もコロナの感染に気をつけながら勉学に励んでいきたいと思います。本当にありがとうございまし
た。 
 
コロナがはやっている大変な状況の中にも関わらず、寄付をしていただき、ありがとうございました。
満足にアルバイトができていなかったので、今回の寄付金は非常に助かりました。今後もより一層勉学
に励んで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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医学部の学生でアルバイトを禁止されていたので、アルバイトで生活費を補っている私は不安が大きい
日々です。ですが、今回様々な方からの寄附のおかげで修学支援金として支援を受ける事ができます。
本当にありがとうございます。 
 
急なコロナの影響で先が見えませんでした。しかし、おかげさまで勇気を持って前に進むことができま
した。ありがとうございます。 
 
コロナ禍で御自身の生活も大変な状況の中、寄付頂きありがとうございます。今は勉学に励み、将来こ
の御恩を返せるように頑張ろうと思います。 
 
本当に助かりました。ありがとうございました。 
 
今回の宮崎大学緊急支援金にご協力していただきありがとうございます。バイト代で生活をやりくりし
ていたので、とても助かります。この支援金のおかげで、不安な気持ちが和らぎ学業に専念できます。
本当にありがとうございます。 
 
修学支援金による援助だけでなく、寄附者の皆さまからのコメントにも大いに励まされました。先の見
えない状況のなかで抱える不安は少なくないですが、頑張っていこうと思います。 
 
私たち宮崎大学生のために支援金の寄付をしていただきありがとうございました。 
現在、バイトが 3 月初めから 6 月末までの 4 か月間もできておらず、また、私は 4 年生なので就職試験
のための勉強に追われ新しいバイトを探す余裕がなく、生活費に困っていました。 
寄付をしてくださった皆様に感謝しながら、これからも試験勉強を頑張り、いずれ地域の発展に尽くし
ていきたいと思います。 
本当にありがとうございました。 
 
寄附者の方々へ 
まずは寄附していただきありがとうございました。コロナの影響で勉学の前に生活をすることさえも大
変になっていたため今回の支援はとても助かりました。きっと皆さまもそれぞれ大変であったと思いま
すが、それでも私たち学生を思い寄附していただいたことに大変感銘を受けております。本当にありが
とうございました。 
 
今回、寄附していただき本当にありがとうございました。いただいたお金を無駄にせずに、勉学などを
頑張っていこうと思います。 
 
ご支援ありがとうございました。アルバイトが困難で諦めなければならない研究が継続できそうです。
この支援金は書籍の購入や研究のための活動費に充てたいと思います。心より感謝いたします。本当に
ありがとうございました。 
 
給付金ありがとうございます。 
親の負担を少しでも減らすことができてよかったです。ありがとうございました。 
 
こんにちは、宮崎大学の生徒です。この度は、コロナの影響で皆さんも厳しい状況下であるなか、私た
ち大学生のことを配慮して、寄付をしてくださり感謝申し上げます。間接的にはなってしまいますが、
将来、皆さんの役に立てるよう勉学の方をさせていただきます。このご時世ですが、これからも元気に
過ごしていきましょう。 
 
宮崎市からの給付金が遅れている中、本当にありがたいです。大切に使わせていただきます。ありがと
うございました！ 
 
この度は、新型コロナウイルス感染拡大に伴うご寄付、本当にありがとうございます。バイトも全く入
らない状況だったため、とても助かりました。頂いたお金は、大切に有意義に使おうと思っています。
本当にありがとうございました。 
 
ありがとうございます。 
大事に使わせていただきます。 
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この度は私達学生のために寄付をしてくださり、ありがとうございます。アルバイトができず、困難し
ていましたが寄付者の方々のおかげで生活できています。寄付してくれた方々の感謝を忘れず、大切に
使わせていただきます。ありがとうございました。 
 
今回の新型コロナの感染拡大にともなってアルバイトによる収入が激減してどうしようかと悩んでい
るときにこの給付金をいただくことができて、とても助かりました。国からの給付金がまだ手元に届か
ない状態なので、給付も迅速に行われてとても感謝しております。あと２年しっかりと勉学に励み、立
派な卒業生となり、宮崎大学の発展に少しでも協力できればと思います。 
この度は私たちのために寄附をしていただき本当にありがとうございます。この機会にお金について、
感染症についてなど様々なことを考え直すきっかけになりました。支えてくださる皆さまに感謝しなが
ら、これからも勉学に励んでいきます。本当にありがとうございました。 
 
これまで日本学生支援機構の奨学金とアルバイトと貯蓄で生活しておりましたが、今回の情勢を受けて
アルバイトが禁止となり、今までの貯蓄を切り崩したり、食費を切り詰めて生活していました。今回ご
支援を賜り、ギリギリの生活が改善されました。医師国家試験に向けた物品も購入することができまし
た。母校に恩返しができますよう、より一層勉学に励んでいく所存です。本当にありがとうございまし
た。 
 
寄附金ありがとうございます。新型コロナの影響によりアルバイトが出来ない状態だっため、非常に助
かりました。 
 
皆様方の寄付金、ご好意に深く感謝いたします。頂いた寄付金は大学生活を続けるために使わせて頂き
ます。ご恩に感謝しています。 
 
今回はこのような寄付をしていただきありがとうございます。生活費にしたいと思います。大切に使い
ます。ありがとうございます。 
 
この度は寄附をしてくださりありがとうございます。皆様の寄附による給付金をいただいた身として、
精一杯勉学に励み、社会を支える素晴らしい人材になれるように宮崎大学での生活を有意義に過ごした
いと思います。本当にありがとうございました。 
 
寄附を行ってくださってありがとうございます。 
大切に使わせていただきます。 
 
この度は支援金を寄附していただきありがとうございました。 
アルバイトが減り収入減となり、新年度の授業の教材等による出費もが必要だったため、とても助かり
ました。大切に使わせていただきます。 
 
コロナウイルスの影響でアルバイトができなくなり、生活費を賄うことに不安を感じていました。この
度の支援金を頂けて非常に感謝しています。しっかりと学業に取り組みたいと思います。本当にありが
とうございました。 
 
このたびの宮崎大学への寄附、まことにありがとうございます。我々学生は皆様の支えがあって大学で
学びを続けられるのだと再確認いたしました。皆様のご期待に添えるよう、全力で学業に専念いたしま
す。このご恩は一生忘れません。本当にありがとうございました。 
 
この大変な時期の中、ご支援頂き本当にありがとうございます。 
みなさまの暖かいご支援を心から感謝し、これからも頑張っていこうと思います。 
またみなさまもお身体に気をつけて、共にこの大変な状況を乗り越えましょう。 
ありがとうございました。 
 


