
・この度は支援していただきましてありがとうございます。皆様から受けた支援を今後も忘

れることなく、勉学や部活動に励みたいと思います。 

ありがとうございます。 

・コロナ禍が続き経済的に苦しい状況ですので、支援本当に助かります。ありがとうござい

ます。 

・この度は多大なるご支援・ご寄付を賜り、誠にありがとうございます。学費や教科書代と

して使わせて頂きます。これからも一生懸命勉学に励んでまいります。 

私たち学生に手を差し伸べてくれる方々がいるということを大変ありがたく、心強く感じ

ております。勉学に励み今後地域に貢献して恩返しをしたいと思います。 

・コロナ禍で非常に生活が厳しい状況で、このようなご支援いただけてとても感謝しており

ます。これからも精一杯勉学に励んで参りますので、よろしくお願いします。 

・この度は、学外者の皆様、本学教職員、日本学生支援機構様、ご支援有難う御座います。

コロナの影響で本学の学生の生活環境も大きく変化をし、生活困窮になった学生も多いと

思います。このような状況でご支援していただけることは、学生にとっても大変有難い事だ

と確信しています。この寄付を無駄にすることなく、学用品の購入に使用させて頂きたいと

思います。本当に有難う御座いました。 

・この度はご支援いただき誠にありがとうございます。 

今後の学業に関して、今までより一層精進してまいりたいと思います。" 

・この度はご寄付して頂き、誠にありがとうございました。 

・コロナに負けることなく、今回の寄付金を有効活用して勉学に励みたいと思います。 

本当にありがとうございました。" 

・有意義に使わせていたただきます。ありがとうございます。 

・今回、私たちを支援してくださって本当にありがとうございます。蔓延防止等重点措置に

より、飲食店はますます厳しい状況になり、アルバイト代がまた減ってきていたタイミング

でしたので非常に助かります。私たち学生は、勉学に励むことでしかこの恩を返すことがで

きないと思うので、より一層勉学に励みたいと思います。 

・今回の支援をいただいた方々には感謝しかありません。本当にありがとうございました。 

・今回の支援金は、食費や書籍代など、生活や勉強のために使いたいと思います。本当にあ

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す。新型コロナウイルスの影響によって生活が厳しい

状況が続いておりますが、このような支援をいただいたことにより、少し生活に余裕ができ

ました。そのためいただいた寄付金は教科書や参考書を購入し、勉学に励みたいと考えてお

ります。 

・この度は本当にありがとうございました。 

・令和 3年の新型コロナウイルス感染症対策として、「大学生協プリペイドカード」1万円

分いただき、ありがとうございました。おかげで心に余裕ができました。研究を続けてまい



りますので、よろしくお願いいたします。 

Thank you for your great generosity and support .l Stay safe, healthy and happy.  

・この度は、生協プリペイドのご支援をいただき、誠にありがとうございます。皆様のご支

援に恥じぬよう、宮崎大学の学生として今後とも研究及び勉学に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。 

・この度はご支援いただきありがとうございます。多くの人々が困窮している状況の中、学

生として皆様からご支援頂けることを幸せに思います。より一層、充実した学生生活を送れ

るよう精進します。ご支援ありがとうございます。 

・今回の支援本当にありがとうございます。 

おかげで後期の教材費が賄えそうです。コロナに負けずに勉学に励んでいきます。" 

・この度はご寄付ありがとうございます。コロナ禍で苦しい生活が続いておりましたが、ご

寄付のお陰で楽になりそうです。頂きましたご寄付は、書籍の購入や生活費に充てたいと考

えております。本当にありがとうございました。 

・学外者の皆様、本学教職員、日本学生支援機構様、ご寄付を頂きありがとうございます。 

新型コロナウイルスの影響で行う予定であったアルバイトができなくなり、生活必需品の

支出が増えたため、この寄付金は私の生活の助けになります。本当にありがとうございます。 

・この度はこのコロナ禍の中で支援して頂き、誠にありがとうございます。私達は親ひとり

子ひとりの家計で、コロナウイルスの蔓延に伴って、今後の大学生活を無事に過ごすことが

出来るか心配していた為、このご支援は大変有難かったです。まだまだ先が見通せない状況

下ではございますが、コロナ前と同様に勉学や研究に励み、いずれはその知識を持って社会

に還元出来る様に努めて行きたいと考えておりますので、宜しくお願いします。 

・まずは、本当にありがとうございます。新型コロナウイルスが流行し、アルバイトなども

激減し、教材を買うこともできず、とても困っていました。このお金で教材を買い、勉学に

勤しみ、残り少ない学生生活を悔いのないように過ごしたいと思います。卒業後は、皆さん

のように宮崎大学のために少しでも力になれるように頑張っていきたいと思います。 

・お忙しい中、ご支援を賜り大変ありがたく存じます。今後もより一層、勉学・研究に専念

させて頂きます。 

・この度は、新型コロナウイルス感染症対策に関して経済的な支援をしていただき大変あり

がとうございます。今回の支援を励みに、より一層勉学に努めていきたいと思います。 

・コロナウイルスの影響で家計が不安定となっている中、今回支援をいただいたことによ

り、大学生協プリペイドカードを支給していただきました。食費や書籍代などに使わせてい

ただきたいと思います。 

・この度は誠にありがとうございました。" 

・学外者の皆様、本学教職員の方々、日本学生支援機構様、ご寄付いただき誠にありがとう

ございます。コロナ禍でアルバイトもなかなか入れず、食費なども気に掛けていたので、非

常に助かります。皆様からのご支援ありがたく受け取り、学業生活の糧にしたいと思います。 



・将来は自分が誰かを支える側になれるようにも、がんばります。本当にありがとうござい

ました。 

・私はとある理由により今年４月から超節約生活を送ってまいりましたので、今回このよう

な支援をしていただき本当に感謝しています。 

・今回の支援に関してとても嬉しく思います。本当にありがとうございました。後期では研

究や卒論に向けて、慣れないことばかりあるので、勉強に集中し良い成績を残せるように努

めていきたいと思います。改めて、ありがとうございました！ 

・私は大学院修士課程の学生ですが、コロナウイルスの影響を受け、満足に収入を得られず

研究に関する参考図書に使うお金を準備することが出来ませんでした。この度このような

支援を受けることができたお陰で、研究活動に必要な参考図書をやっとの思いで買うこと

ができます。支援して頂いた方々に、大変感謝しております。有り難うございました。 

・この度はご支援いただきありがとうございました。今後も学業をはじめ大学生活で学ぶ姿

勢を忘れずに頑張っていこうと思います。 

・この度はご支援いただき、誠にありがとうございました。新型コロナウイルスの影響で生

活が 180 度変わってしまい、中々大学に行くこともできず、学業に精を出すこともままな

らなくなりました。このような支援を頂くことで学業に専念することができます。今後のア

フターコロナに向け私たちに出ることを精一杯頑張っていきたいと思います。 

・今回、ご寄付をいただきました学外者の皆様、本学教職員、日本学生支援機構様によるご

支援により、経済的に余裕ができたことから、アルバイトに時間をさかれることなくこれか

らも安心して学業に集中することができます。本当にありがとうございました。 

・ありがとうございます。コロナの影響を受けて慣れない環境に置かれているのは、大学生

だけではないのにも関わらず、こういった支援をしていただいたこと感謝します。 

・I thank you very much for the help and support that has been given. This support is 

very helpful and useful for me, especially in the current pandemic situation. Aarigatou 

gozaimashita 

・ご厚意に非常に感謝します。頂いた支給を有意義に使用させていただきます。 

・ご支援いただきありがとうございます！食費が浮き大変助かります。今後ともよろしくお

願いします。 

・今回、ご寄付をいただけると言うことでとても感謝しております。ありがとうございます。

コロナ禍の中、金銭的にも今まででいっそう厳しい生活を強いられている人は少なくない

と思います。実際私も、アルバイトで生活を賄おうと思っていましたが、短縮営業でバイト

をする時間が削られ、思うように生活できないでいました。この頂いたお金を今後有り難・

使わせていただきます。ありがとうございます。 

・今回、ご寄付をいただいたことを心より感謝を申し上げさせていただきます。新型コロナ

ウイルスの影響により、アルバイト先での営業時間の短縮や人員制限などがあり、なかなか

アルバイトをする時間が確保し辛く、安定的な収入を得ることが難しくなっていました。こ



のような状況下で、ありがたいことに貴重なご支援をいただきましたので、大切に使わせて

いただきます。ありがとうございます。 

・この度、新型コロナウイルス感染対策における給付金支援をして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を受けている環境の中、アルバイトも困難だったので非

常に助かりました。この給付金は私の生活の中で大きな支えになります。またこのありがた

みを胸に刻みながら学業に励みたいと思います。今後とも何卒宜しくお願いします。 

・本当に助かりました！ありがとうございました！ 

・ご寄付してくださりありがとうございます。 

私は学食での昼食や必要な教材に活用させていただき、国家試験、卒業の最後まで勉強に

専念させていただきます。 

・コロナ禍で大変な中、本当にありがとうございます。" 

ご支援の程ありがとうございました。有効に活用させていただきます。 

この度はご支援頂きまして、ありがとうございました。残りの学生生活で有意義に使わせて

いただきます。ありがとうございました。 

・コロナ禍で多くの人が生活困難な状況に陥っている中、このような形で学生を支援してい

ただいたことをとても有り難く思います。 

・大学での教科書・文房具購入や食費として大事に使わせていただきます。本当にありがと

うございました。 

・コロナ禍で大変な状況の中、ご寄付頂きました皆様、誠にありがとうございます。後学期

から実習が始まることで元々続けていたアルバイトも制限されることでとても不安でした

が、ご寄付を有り難く頂戴し、今後も学業に励んで参りたいと思います。 

・ご支援いただき、誠にありがとうございます。 

引き続き、いただいた支援金を活用し、勉学に精進いたします。" 

・新型コロナウイルス対策の支援としてご寄付を頂いたこと、誠に感謝いたします。今回頂

いた資金は、食費等の生活費や勉学の費用として有難く利用させて頂きます。 

本当にありがとうございました。" 

・学外者の皆様、本学教職員、日本学生支援機構様、ご支援ありがとうございます。 

感謝の気持ちを忘れず、勉学に励みたいと思います。" 

・ご寄付ありがとうございます。勉強のために大切に使わせていただきます。ありがとうご

ざいます。 

・寄付をいただいた皆様、本当にありがとうございます。生活に困窮している中での 10,000

円はとても大きな支えとなります。このお金で学習に必要な書籍や筆記用具などを買いた

いと思っています。本当にありがとうございました。 

・感染者が増加したことによりバイトが 1 ヶ月丸々入れなかったので、とても助かりまし

た。ありがとうございます。 

・ご支援ありがとうございます。この支援されたお金を大切に、日々の生活にあてたいと思



います。また、今後より一層努力していきたいと思います。 

・今回、ご寄付いただき誠にありがとうございます。コロナの影響によりアルバイトができ

なくなり、非常に経済的に厳しく、貯金を切り崩して生活していました。その中で、このよ

うな形で支援していただけたことに感謝しております。ありがとうございました。 

・この度、御支援をいただきまして、誠にありがとうございます。私自身、このような社会

情勢の中で、一体何を目標にして大学生活を送っていけばいいのか分からなくなる時もあ

りました。しかしながら、親や大学の友達や先生など、たくさんの人たちに助けられながら、

今やるべきことが漸く見えてきたところです。 

・今回、支援が受けられることを、決して当たり前だと思わず、これからも精進します。 

本当にありがとうございました。 

・この度は、ご支援をいただきましてありがとうございます。この支援金は、食費に充てさ

せていただきます。 

・今回、新型コロナウイルスに対する私たちへの支援をしていただき、感謝申し上げます。 

有意義に使いたいと思います。 

・今回はこのような機会を設けてくださり、ありがとうございます。いただいた一万円は、

来期の教科書代にするなどして、有効に使わせていただきます。 

・学外者の皆様、本学教職員、日本学生支援機構様、今回はこのような支援を行っていただ

き、本当にありがとうございました。 

・コロナ禍でアルバイトの収入が不安定になり、金銭的に困難な状況にありました。 

・この支援金は、後期の教科書代やその他勉学のための参考書の購入などに活用させていた

だきます。" 

・この度は、生活の中で我慢を強いられることが多くなり苦しい現状の中、私たちのために

ご寄付いただき、本当にありがとうございます。感謝の気持ちを原動力にこれからも勉強に

励みます。 

・ご寄付をいただきました学外者の皆様、本学教職員、日本学生支援機構様、学生のために

1万円のご支援を頂き本当にありがとうございます。皆様のお陰で、今後も研究活動を継続

することができます。本当にありがとうございます。 

・今回支援していただいた皆様もコロナウイルスで大変な思いをさせていると思いますが、

私たちのために支援していただき本当に感謝しています。大切に使わせていただきます。あ

りがとうございました。 

・学業に専念するためにも本当に助かります。支援してくださった方々に感謝して、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。 

い 

・ありがとうございます。一層、学業に集中したいと思います。 

・ご寄付をいただき、有難うございます教科書購入などに使わせていただきます。" 

・皆様方におかれましても大変なこのご時世に、あたたかいご支援をいただき、誠にありが



とうございます。 

・賜りましたお金は大切に使わせていただきます。 

また、この御恩に報いるためにも学問に、より一層力を注ぐ所存であります。" 

・コロナ禍でアルバイトにほとんど入らなくなったので、とても助かります。ありがとうご

ざいます。 

・有効に使いたいと思います。ありがとうございます。 

・この度は宮崎大学の新型コロナウイルス感染症対策における学生支援にご協力いただき

誠にありがとうございます。 

・誰しもが、先行きが見えず不安に苛まれる日々の中で、他人の生活に気を配ってくださる

皆様の懐の広さに深い尊敬の意を表したいと思います。 

・コロナ禍でアルバイトも思うようにできず、カップ麺ばかりの状態でしたが、やっとそこ

から抜け出せます。心の底から感謝してもしきれません。 

・この度ご支援いただきまして、深く感謝いたします。ありがとうございます。 

これからも、これまで以上に学業に専念していきます。" 

・今回のご支援本当にありがとうございました。私は新型コロナウイルスの感染が拡大して

以降、家族と同居しているため感染のリスクを抑えるためにアルバイトができない状況に

ありました。そのためお昼ご飯や学習に必要なものを買い揃える際のお金がとても負担に

なっていました。今回頂いたご支援は無駄にすることなく有効に使っていきたいと考えて

おります。本当にありがとうございました。 

・ありがとうございます。教材等を購入することがとても楽になりました。 

・寄付を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 your donation. 

・支援していただき、ありがとうございました！ 

・コロナ禍の下でも、皆さんの暖かさが感心しました。心より感謝致します。 

・今回、ご寄付をいただきました学外者の皆様、本学教職員、日本学生支援機構様に支援を

していただき、大変感謝しております。コロナ禍で、アルバイト等も十分にできない状況で

すので、こうして支援していただいたことや、このような機会を設けてくださったことに対

し、ありがたいという気持ちで一杯です。支援いただいたことに感謝し、今後も勉学に励ん

でまいります。 

・学外者の皆様、本学教職員様、日本学生支援機構様、今回はご寄付をいただき誠にありが

とうございました。コロナ禍という状況は続きますが、今後も勉学に邁進してまいります。 

・コロナ禍で大変な状況のなか、支援をしていただき大変感謝しています。 

・アルバイトをしようとしても時短営業といった理由でなかなかバイト代で生活費がまか

なえなかったので、とても助かります。ご支援いただいたことを忘れず、しっかり勉学に励

み研究成果を残せるようにしたいです。 

・寄付していただきありがとうございます。 



このお金のおかげで学業に集中する環境が今まで以上に整えることができます。 

無駄にすることなく使用させていただきます。" 

・この度私たちのために支援をして下さり本当にありがとうございます。 

・このコロナ禍において、誰もが大変な中であるのにも関わらず、支援をして下さり、私達

も今後このような事が起きた場合は、一緒に手を取り合っていきたいと思います。 

改めまして、本当にありがとうございました。 

・コロナウイルスの影響により厳しい状況の中、ご寄付いただき、ありがとうございました。

大切に使わせていただきます。 

・今回寄付していただきありがとうございました。この給付金を使って勉学に励もうと思い

ます。コロナに負けじと頑張ります。 

・I am very grateful for the support that given to me. This means a lot for me. I will use 

this grant to support my study. Thank you very much. 

・母子家庭であり、兄弟もいるため親からの仕送りがなかなか難しい状況で、このような給

付を行っていただき大変助かります。大切に使いたいと思います。ありがとうございます。 

・ご支援いただき、ありがとうございます。支援をくださった方への感謝を忘れずに、学業

に励みたいと思います。 

・この度は、心温まるご寄付をいただき、最大限の感謝を申し上げます。自分の所属する学

科は教科書が高額であることが多く、今回の御支援は家族共々たいへんありがたいことと

感動しております。大切に使わせて頂きます。 

・お世話になっております。この度、コロナ給付金としてご寄付いただき、誠にありがとう

ございます。非常に家計の手助けになり、ありがたいことだと感じています。いただいた給

付金は、テキスト代と、文房具、生協主催の試験料等、大事に使いたいと思っています。苦

しい状況を理解していただき、さらにこのような機会を設けてくださったことを大変うれ

しく思いました。今後ともよろしくお願いいたします。 

・アルバイトの収入が大きく減少したままで、元通りになる見込みもなかったため今回のご

支援をいただけて非常に有難いです。ありがとうございました。 

・ありがとうございます。学食での食事や勉強道具などに使っていきたいと思います。 

・コロナウイルスが全国で猛威を振い、生活が困難になる中で、ご寄付を頂きありがとうご

ざいます。頂いたお金は、学習道具や食費として大切に使用させていただきます。これから

も修学に励み、将来貢献できるように邁進して参ります。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。有効に活用させて頂きます。 

・金銭的余裕をいただけることで精神的にも安定しています、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 

・ご寄付ありがとうございます。教科書購入などに使わせていただきます。 

・アルバイトの収入が半分以下になった現在、家計の足しに出来て非常に助かりました。 

・非常に助かっております。皆様のご支援が私たちに与える影響はとても大きなものです。



ありがとうございました。 

・この度はご支援頂きありがとうございます。 

・感染拡大に伴う飲食店の時短営業により、アルバイト収入が減少している状況であった

為、本当に助かりました。 

・大切に使わせていただきます。ありがとうございました。" 

・ご支援いただき感謝申し上げます。今後も勉学に励ませて頂きます。 

・コロナの流行がおさまらず、母の仕事も再開されない状況下で再度のご支援をいただくこ

とができ、とても感謝しています。ありがとうございます。 

・アルバイトもできない中、このような機会を設けて頂いたことや、寄付いただいた方々の

おかげで、生活できています。ありがとうございます 

・今回、ご支援を頂戴いたしました。誠にありがとうございます。 

・感染者増加に伴いアルバイトのシフト数が減り、更に野菜の価格高騰も重なり生活が困っ

ておりましたので、大変ありがたいです。 

重ねてお礼申し上げます。" 

・新型コロナウイルスの影響により、困窮していましたが、皆様の支援のおかげで助かりま

した。支援していただいた方々へ感謝し、勉学に励んでいきます。ありがとうございます。 

・アルバイトが制限される中で、今回のご寄付は学生生活においてとても助けになりまし

た。 

・学校のプリペイドカードのチャージという形にしてもらえましたので、学食や教科書販売

など重要性の高いものに利用させて頂きます。 

本当にありがとうございました。" 

・この度ご寄付をありがとうございます。コロナ禍の中、苦しいところ大変助かります。 

・感染症が流行している中、このような経済的支援をしていただき感謝申し上げます。教材

費などに使わせていただこうと思います。 

・頂いた支援を学業に活かしたいと思います。ありがとうございました。 

・新型コロナウイルスの感染拡大により、親の収入が減少し、経済面で不安を感じておりま

したが、今回寄付を頂いたことで勉学に集中できるようになると思います。食費や教材費な

ど有意義に使わせていただきたいと思います。本当にありがとうございます。 

・この度はご支援下さり、本当にありがとうございました。自分も、支援を下さった皆様の

ように社会に貢献できるような人材を目指して、これからの学業に励んでいきたいと思っ

ています。 

・いつもお世話になっております。 

誠にありがとうございます。本当に助かります。どうぞよろしくお願いいたします 

・この度はご寄付していただいた学外者の皆様、教職員、日本学生支援機構様に深く感謝申

し上げます。 

・私は新型コロナの感染拡大に伴いレストランが休業し、収入が減少して生活に困窮してお



りました。この度の皆様からの寄付によって私の生活が楽になりました。 

本当にありがとうございます。 

・ご寄付をいただきました皆さま 

・大学での学びを助けていただいてありがとうございました。 

専門的分野を取り扱う書籍は、価格も一般書籍より高額であり、また、古本としてもほぼ

出回っていません。 

・図書館で借りて一部をコピーすることもありますが、せっかくの専門的な学びを深める機

会を大切にしたいと思うと、書き込みながら学びを進めていきたいため、厳選して所有した

いと考えています。諦めていた書籍の注文ができました！！ 

・バイトをして節約を重ねてやっとの生活だったのに、オンラインで Wi-Fi などの環境を

整えるのに毎月お金がかかるため、困窮しておりました。学生にとって 1 万円はとても大

きな金額であり、ご寄付いただきました皆様には感謝しかありません。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。 

・支援をしていただいた方、学内での連絡調整をしていただいた教職員の方々、日本学生支

援機構様、今年も学生の学びを守る活動をしていただきありがとうございました。支援を受

けた以上、これからの学生生活を後悔の無いように過ごし、コロナという大きな力に負けな

いようにこれからも生きていきます。 

・寄付していただきありがとうございます。コロナウイルスに負けず頑張ります。 

・コロナ禍でアルバイトも少ないなかでこのような支援をいただけて、とても有難いです。 

・アルバイトの回数などが減少している中、この支援はとても助かりました。研究室などで

忙しい生活の中で、使わせていただきます。 

・ご寄付をして下さって、誠にありがとうございました。コロナ禍で、アルバイト等も制限

がかかっておりまして、非常に助かりました。ありがとうございました。 

・世の中まだまだコロナの影響で皆さん大変な中、このような支援をして頂き助かります。 

・ありがとうございます。実際今実家の家計もそして自分自身の経済状況がかなり苦しく、

生活費や授業料についてもかなり困っているのですごく有難いです。このような支援を受

けてさせてもらえる幸せ、そして世の中の人に助けて頂いているということを頭に入れて

勉学に励もうと思います。 

・寄付をありがとうございます。大切に使わせていただきます。 

・本当に助かります。1万円の支援をしていただき、ありがとうございます。 

・コロナにより収入が減っていたのでとても助かります。本当にありがとうございます。" 

・学生にとってはかなりの金額なので、非常に助かりました。ありがとうございました。 

・Due to current Myanmar political situation and Covid-19 pandemic, my family can’t 

support tuition fees for me. I would like to receive this support. 

・ご寄付いただきありがとうございました。大切に使わせていただきます。 

・自分達学生のみならず支援頂いた皆様もコロナウイルスによって苦しんでいる中、このよ



うに寄付をしてくださり、誠にありがとうございます。 

・この度は御支援誠にありがとうございます。大切に使わせていただきます。 

・今年度、新型コロナウイルス感染症対策における寄付をいただきました。ありがとうござ

います。 

・多くの方々に支えられて、毎日の研究活動が行えているということを改めて実感しまし

た。私の研究で成果を出すことが恩返しになるのではないかと思いますので、より一層研究

に励みます。 

・ご支援頂き、ありがとうございます。 

・このご支援のおかげで、教科書などを購入することができ、経済的な心配をすることなく、

勉学に励むことができます。 

・ご寄付ありがとうございます。立派な医師になれるようによりいっそう勉学に励みます。

今は新型コロナウイルス感染拡大により、医療現場は逼迫した状況にありますが、将来、医

師としてなにができるか考えていきたいと思います。 

・この度はご多忙な中、ご支援を賜り大変ありがたく存じます。お陰様で研究に注力するこ

とができます。誠にありがとうございました。 

・度重なるご支援ありがとうございます。 

学校内で使えるお金があるという安心感と後期に向けて新しい教科書の購入に役立たせ

ていただきます。 

・宮崎大学で学んだことを社会に還元する形でご寄付いただいた方々にお役に立てればと

思います。本当にありがとうございます。 

・コロナ禍でアルバイトが減り、収入が減少している中、1万円をもらうことができてとて

もありがたいです。プリペイドに入るのでポイントも貯まって得した感じがします。 

本当にありがとうございました。 

・この度は学生のためにご寄付ありがとうございました。これからも日々精進し勉学に努め

ます。 

・今回の支援のおかげで食料金からのストレスを緩和されました。どうも、ありがとうござ

います。 

・I thank you for the opportunity given. This help means a lot to me. I will use it to 

support my studies. Hopefully this assistance will continue to support the needs of 

students during this pandemic. 

・プリペイド一万円分を受け取りました。支援をくださったおかげで、生活の水準をどうに

か保つことができました。ありがとうございました。 

 

・お世話になっております。 

・皆様、まず、ありがとうございます。 

・今回の支援に支えられ、ますます熱心に学業と研究に集中して良い成果を出すことができ



るよういたします。 

・よろしくお願いいたします。 

・ありがとうございます。 

大切に使わせていただきます。" 

・今回、新型コロナウィルス感染症対策に伴い、ご寄付を頂きました皆様に心より感謝申し

上げます。アルバイト収入も減少していたため、経済的に困窮しておりましたが、この度頂

きました 1万円分の支給を少しでも足しとし、生計を立てていきたいと思っております。 

・誠にありがとうございました。 

・この度は寄付して頂き本当にありがとうございます。この感謝の気持ちを忘れずにこれか

ら、勉学に励んでいきたいと思います。 

・"ありがとうございました。 

・今後も頑張って勉強していきたいと思います。 

 

"日本学生支援機構様 

 

・補助金を頂き、ありがとうございます。 

・本当に助かりました。 

・助かります。ありがとうございます。 

・学外者の皆様、本学教職員、日本学生支援機構様に支援をいただいたおかげで現在、アル

バイトをコロナ禍でなかなかできない状態である私に対して非常に助かりました。ありが

とうございました。私も将来あなた方のような社会奉仕できる人間になりたいと考えます 

・この度はご支援いただきまして、ありがとうございました。コロナ禍で収入減が限られ、

今まで通りの生活が成り立たない、生きていくことはできるが、生活が質素になり、趣味等

にお金を使うことができないという状況の中、このような支援を受けられること、本当にあ

りがたく思っています。 

・今回の支援を励みに、また学業の方へと専念していきます。本当にありがとうございまし

た。 

・このコロナ禍という状況の中で大きな金銭的ご支援をしていただいたこと、感謝申し上げ

ます。 

いただいた１万円は大切に使わせていただきます。 

・今回皆様にご支援を頂いたように、将来私自身が支援する側になれるように、今後一層学

業に専念し努力していきます。" 

・このたびはご支援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の収入が減っていたので、非常に助かりました。 

研究室にいる際のお昼ご飯代として使わせていただきます。 

・ご支援に応えられるよう研究に励みたいと思います。ありがとうございました。" 



・この度はご支援頂きありがとうございました。コロナ禍で大学生活が思うように送れない

中、この御支援はとても生活の助けになりました。今後の大学での学業に生かしていきたい

と思います。 

・いつもお世話になっております。今回支援して頂きありがとうございます。このお金をき

ちんと使わせて頂きます。ありがとうございました。 

・この度の寄付ありがとうございました。頂いた寄付金は後期の講義で使う教材や来年の受

験しようと考えている公務員試験の勉強用教材などを購入するのに使わせて頂きます。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。コロナ禍で厳しい中、とても助かりました。 

・大変苦しい状況下での支援は大変ありがたかったです。 

・私達学生のためにご支援を頂きありがとうございます。ご支援してくださる方々の気持ち

に感謝し、毎日の学びを大切にしていきたいと思っています。 

厳しい時に、ご支援してくださってありがとうございます。おかげさまで、より安定的に勉

学に専念することができるようになりました。立派な社会人に成長し、日本と韓国を結ぶ橋

場として活躍することで、恩返したいです！ 

・この度はご支援いただきまして、誠にありがとうございます。ご支援を決して無駄にせぬ

よう、また学生にこのような支援をしてくださる意義を汲み取り、しっかりと教材費や食費

の足しにさせていただきたいと考えています。重ねてお礼申し上げます。 

・なかなか厳しい状況の中、このように寄付をしてくださり、非常に助かります。大切に使

わせていただきます。 

・状況が改善せず不安定な中でバイト等も思うようにいかず不安定ななかで凄く助けにな

りました。ありがとうございます。 

・ありがとうございます。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した。 

・僕たちにために支援して下さっとことを感謝します。 

・この度はご支援いただき、誠にありがとうございました。これからの学業のために有意義

に使わせていただきます。 

・コロナで大変な中ご支援いただき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症対策としてご寄付頂き、誠に有難うございます。現在

私は、来年から受験可能となる二級土木施工管理技士の資格取得に向け学習を進めていま

す。そのため、資格取得のための参考書や問題集に充てさせて頂きたいと考えております。

大変なご時世の中、このような形で支援して頂けることに感謝致します。ありがとうござい

ます。 

ありがとうございました。ここに書面にてご返事し，感謝の気持ちを述べさせていただきま

す！ 

・今回、新型コロナウィルス感染症の影響に対する経済的支援をいただきまして、誠にあり



がとうございます。いただいた寄付は大切に使わせていただきます。また、皆様の期待を裏

切らぬよう、これからもより一層学業に励んで参りたいと思います。 

・この度ご寄付をして下さった皆様、本当にありがとうございました。 

・"新型コロナウィルス感染症により、アルバイトの収入が減り、日々節約しながら生活を

続けている今、大学生協ペリペイドカード 1 万円の支給を受けられた事は私にとってとて

も大きな事であり感謝しております。今回は、支援本当にありがとうございました。 


