
奨学金を受けていない学生は、アルバイトの収入に関わらず一切支援を受けることができず、非常に困窮しておりましたので、
今回助かりました。国家試験の学習のための教材をこれで購入させていただきます。
私たちのために寄付を募っていただき、誠にありがとうございます。このような支援というのはとても心強いものです。勉学
に必要なものに使わせていただきます。
県外から来て、一人暮らしをしている中で、アルバイトの収入がなく、また親の収入も減った為、生活費がギリギリの状況の
中、このような支援をしてくださりとても感謝いたします。
本当にありがとうございます。
コロナで大変な状況の中、大学生のために寄付をしてくださりほんとにありがとうございます。実習が延期となり、バイトもで
きないため、生活費などに当てたいと思います。ほんとにありがとうございます。
このような支援を設けて頂きありがとうございます。
コロナのために困難があるのは皆様も同じであるにもかかわらず、このような寄付を行っていただき、大変感謝しております。
一人暮らし、実習を直前に控えた一学生として、このような行動のおかげで安心して学業を続けることができます。
学生生活に必要な資金として有効に活用し、自分が社会に出たときに還元できるように努力していきたいと思います。
とても助かります、お心遣い本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
アルバイトが感染症の影響で中止して補填があったものの元の収入よりは減ってしまったので今回の給付金があると助かりま
す。ありがとうございます。
このたびは、寄付をしていただきありがとうございます。
寄付していただいたものは学業の教科書代などに活用させていただき、今まで以上に勉学に励んでいこうと思っています。
このたびは私たち茨城県立医療大学の学生に対してこのような寄付を行ってくださりありがとうございます。私は実家で暮らし
ていますが、生活費などは自分で払っています。アルバイトが出来ないことで収入も減少しましたが、実家ということもあり
経済支援を受けることが困難な状況でした。今回このような支援を行ってくださったことで、私と同じような思いを抱えてい
た学生も多く助けられていると思います。このたびは本当にありがとうございました。
とても助かります。ありがとうございます。
支援して下さった皆様、本当にありがとうございました。無駄にしないよう、しっかりと大学生活に励みたいと思います。
今回、このような機会を設けて下さり誠にありがとうございます。
実習も思うようにできず、アルバイトもできない状況なため、非常に助かります。
これからも頑張っていこうと思います。
この度は、僕達学生の経済的支援に心暖かい協力をして下さり、誠にありがとうございます。

現在、身の回りでは混乱した社会や、慣れない学習環境、経済的な負担に苦しむ学生が少なくありません。その為精神的に追
い詰められる友達や、将来不安を口にする友達もいます。

今回の支援金は、今後の生活を過ごす上で、心身ともに健康でいられる為の心強い支援になります。
今回の支援を糧に、学生生活における学びに懸命に励んでいこうと思います。今回は、本当にありがとうございます。
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本学学生への支援にご協力いただき，ありがとうございました。



寄付へご協力してくださった皆さん、ありがとうございます。新型コロナウイルスの影響で、今年度は遠隔授業が主な授業形式
となり、それに伴う出費(プリンターやpc関連機器など)が増えていました。今回の給付金はそういった負担を軽減する形になる
ので、今在学している学生の助けに確実になっていると思います。寄付をしてくださった皆様も、同様にコロナウイルスによっ
て大変な状況に置かれているのに、このような御心遣いをしてくださった事には重ねて感謝を申し上げたいです。最後になりま
すが、世の中が暗い雰囲気に包まれている現状ですが、皆様がしてくださった御心遣いを忘れずに明るく振る舞えるような医療
今回、このような形で学生の支援を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で収入が減少し、生活費を賄う
ことが厳しいなかで支援をして頂くことは本当に心強いです。本当にありがとうございました。

この度は寄付をして頂き誠にありがとうございます。私はこのコロナの期間、両親が医療職ということもあり、出来るだけコロ
ナウイルスにかからないためにもバイトも行わず家で勉強に専念していました。そんな中パソコン、ネット環境の改善など様々
なことがあり経済的に厳しい状況でした。この給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す。
学校に登校しての授業ができなくなり、いきなり自宅での遠隔授業になったことで、自宅にて十分な環境下でオンラインによ
る講義が受けられるようインターネット環境を整える必要があり、支出が増えていました。そのためこのような支援金が受け
られることをとても有難く思います。急遽プロジェクトを始動していただき、ありがとうございます。
私たち学生のために寄付をしてくださりありがとうございました。ご協力頂いた厚意に深く感謝いたします。学費、生活費にあ
て、今後も学業に励みたいと思います。
この度は寄付をして頂きありがとうございます。大学には行けませんが、教材を買って勉学に励みたいと思います。
世間がコロナで大変な中、寄付ありがとうございます。
とても助かります。
これからも理学療法士を目指して精一杯精進致します。
この度はありがとうございます。
しっかり学業に精進して参ります。
このような皆さん全員が辛い思いをする緊急事態に寄付いただき、誠にありがとうございます。皆様から頂いたお金は学業に使
用させていただきます。本当にありがとうございます。
ご寄付ありがとうございます。
バイト代が激減してしまって困っていたのでとても助かります。
これからも、勉強に励ましていただきます。
ありがとうございます。感動しております。一人暮らしをするお金もなく、困窮しておりましたが、助かりました。家にプリン
ターがないのでプリンター代と、教科書代にしたいです。WiFiも新しいものが変えます。これでオンライン授業の環境を整え
始めることができます。実家暮らしでもお金は無いです、そのような潜在して困窮している学生を見つけ、手を差し伸べてくれ
新型コロナの影響によるバイトの収入の減少や遠隔授業のための環境整理のために多くのお金が必要となり、とても困ってい
たところこのようなお知らせがあり、応募させていただきました。これから、どのようになっていくか不安が多くある中でも
このような暖かい支援をいただけることに感謝しつつ、この感謝の気持ちを忘れることなく、医療人となってから精一杯恩返し
今回このような支援を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で生活にも多くの支障が出ていますが、皆様のお気持ちに感謝して、国家試験に向けて頑張りたいと思い
御協力ありがとうございます。生活に困っておりましたので、生活費に使わせて頂けたらと思います。
この度は寄付にご協力して頂き、誠にありがとうございます。
コロナ禍において、アルバイト収入の激減、親の収入源など学習以外の心配事が多い中、大変うれしく思います。
今回のご寄付を頂いた際には、教材費や遠隔授業に伴う通信費に充てさせて頂きたいと考えております。
より一層、学業に邁進したい所存でございます。
ありがとうございました。
有効に使わせていただきます。
お気遣い、お心遣い感謝致します。今後も医療者を志す者として精一杯勉学に励みたいと思います。
 苦しい状況の世の中であってもこのように学生を応援してくださる方々がいるということはとても幸せであると感じています。
本当にありがとうございます。 

 支援してくださった方々の為にも、今すべきこと、できることをしっかり考え、自分の目標に向かって学生生活を頑張っていき
アルバイトができない中で、たくさんの教材を購入しなくてはならないため、本当に有り難いです。
寄付を頂きありがとうございます。
この環境にあることに感謝し、勉学に励んでいきたいと思います。
今回の遠隔授業で必要な物品が増え、準備のために様々な物品を揃えるのにとても苦労しました。今回の支援があると聞いて
とても嬉しく感じると同時に医療大学の先輩方の凄さを感じました。今回、ご支援頂きました寄付を有効活用し、今後の勉強
に活かして行きたいと思っています。ご協力頂きました先輩方、本当にありがとうございました。



この度は我々学生のために寄付していただきありがとうございます。頂きましたお金は学習に役立てるために通信環境の整備や
周辺機器の購入にありがたく使わせていただきます。
この度は、寄付にご協力いただき大変ありがとうございます。私は、出身が茨城でないので土地勘もなく友達ができるか不安
な中、春に阿見にやってきました。結果としてこのような状況下で外には気軽に出かけられず、学科にどのような人達がいるの
かもよく分かっていません。親からの支援に限りがある中、最初はアルバイト自粛が言い渡され、経済的に苦しい思いもしま
した。ですから、このような支援が大変ありがたく感じます。今回の出来事を今後の学生生活の励みとし、学業に励んでいき
この度は寄付にご協力いただき、誠に感謝します。私自身、パソコンを持っていなかったこと、コロナの影響により5月、6月
のアルバイトの収入が大幅に減少してしまったことによって、支出も多く、収入も減っていたことがあり、困っていたので今回
の寄付によってとても金銭面で助かります。本当にありがとうございます。
今回はこのような支援をいただきありがとうございます。
このような大変な時期に支援していただきありがとうございます
新型コロナの影響で、アルバイトも今後なかなかできないと考えていたので、本当に助かります。この支援金を生活費にあて
たいと思います。
この度は、支援金の寄付にご協力頂き、ありがとうございます。
新型コロナウイルス感染症対策に伴い、本学でも遠隔授業が始まりました。私の家庭は収入が多くなく、現在奨学金を学費に
当てているのですが、遠隔授業の為の機器や教材が十分に揃っておらず支出が増えておりました。寄付して頂いた支援金は、今
多くの人が大変な状況のなか、茨城県立医療大学の学生へ寄付していただき感謝の気持ちでいっぱいです。
この度は本当にありがとうございました。
しっかり学業に勤しみたいと思います。ありがとうございます。
ほんとにありがとうございます
親の収入が大幅には減少してない、元々奨学金を借りていないなどだと、自分の収入が減っていても給付金が貰えないことがほ
とんどなのでとてもありがたいです。
もちろん、すごく困窮していて、色々なところから支援を受けてなんとか学生生活を送れているという方もいるとは思います。
ですが、少しの支援を受けることでとても助かるのでこのような支援があって受けられるとしたらとても嬉しいです。
このたびはご寄付いただきありがとうございました。私は新型コロナウイルスの影響によりバイトを始められず、親の収入も
減ってしまったため、生活がとても苦しい状態でした。そのため、このような形で支援が受けられることをとても嬉しく思い
ます。ご寄付いただいた方もきっと何かしらの形で新型コロナウイルスの影響を受けたのかと思います。新型コロナウイルスが
収束することを心から願っております。本当にありがとうございました。
大切に使わせて頂き来春助産師として頑張ります。
御協力いただいた皆様へ
このたびは私たち学生のためにこのような形で支援していただき誠にありがとうございます。現在でも終息のめどはたっていま
せんが、いつの日か、いつも通りの日常が帰ってくることを信じて、皆さまへの感謝を忘れずに、これからも学生としての本業
である勉学に励み、感染しないよう、させないように心がけていきたいと思います。今回は本当にありがとうございました。
このような社会が不安定な中、私達のために寄付に御協力していただきありがとうございます。このような時期に私は大学に入
学をし、一人暮らしを始めたもので、わからないことだらけにも関わらず相談したり、頼りにできる相手が身近におらず、不
安な毎日を過ごしていました。ですが、このようなプロジェクトを知り、身近にこんなにも優しい方々が沢山いるんだというこ
とを実感しました。私も将来は今回寄付に御協力してくださった方々のように困っている方に手を差し伸べられるような人にな
私たち学生のためにこのような寄付をしてくださってありがとうございます。
初めての県外、一人暮らしで心細いながらも大学生活に憧れを持ってこの大学に来ました。しかし授業がほとんどオンラインに
なってしまい、パソコンやプリンターなどといった予定外の出費が多く、家計簿と睨めっこする日々が続いてます。災難に見舞
われての大学生活スタートにはなりましたが、現在医療の最前線で働いていらっしゃる先輩方に追いつけるよう、そして将来、
自分たちが後輩たちの支援ができるよう、この支援金を大切に使いながら一生懸命勉強させていただきたいと思います。この
この度は、ご寄付していただき、ありがとうございます。
勉強のために使用したいとおもいます。
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。
私の家は母子家庭で、コロナの影響で休業しなければならない期間があり、母の収入が減りました。そんな中、遠隔授業に備
えて支出が増え、厳しい状況です。
寄付金をいただけた場合は、遠隔授業の準備費や教材費に充てたいと思っております。よろしくお願い致します。
新型コロナウィルスにより、アルバイトは減らされ、収入が減りました。しかし、医療教材はとても高く、学びを深めようと
思えば思うほど痛い出費となります。親の収入は変わったいないため、県立医療大学の新型コロナウィルスの援助は受けられ
ず、行き詰っていました。このような機会、誠に感謝いたします。支援金をいただけることを願っております。



この度は寄付にご協力頂き、ありがとうございます。親や私のアルバイトの収入が減少したが、パソコンなどの機器を購入する
ために支出が多く、困っていました。本当にありがとうございます。
この度は私たちのために支援をしていただきありがとうございます。寄付への感謝を胸に一層勉学に励んでいきたいです。
寄付してくださった方々も大変な中本当にありがとうございます。
今回はこのような支援にして頂き、誠にありがとうございます。いただいた支援のおかげで生活が楽になり、より一層勉学に励
この度はご寄付いただき、誠にありがとうございます。
依然として都心では新型コロナウイルスの感染が拡大しており、茨城県でも感染が確認され、アルバイトも不安定で不安な部分
が多いですが、こういった状況下での支援は学生にとって救済であり励みでもあります。
今回、皆様からいただいた寄付金に関してましては、生活費や教材費に活用させていただきます。
皆様のあたたかい御支援に深く感謝申し上げます。

寄付に御協力頂きありがとうございます。アルバイトの収入がコロナの影響で減少して不安な学生生活を送っていましたが、こ
の給付金を頂いたことで、学生の本分である学業に専念することができます。今回の寄付に感謝して、今後の学生生活を送って
いきたいと考えております。また、感謝の気持ちを持ち、作業療法士としての役割を果たせるよう努力して参ります。よろしく
この度はご支援ありがとうございます。アルバイトを中断して再開するにも踏み切れず困っていたので大変助かりました。
この度は、このような支援をして頂きありがとうございます。今回、遠隔授業になったことで、資料を各自印刷することがもの
すごく増え、遠隔授業に備えてのインク代が多く、どうしても印刷代だけでたくさんのお金を使ってしまっていたので、とても
助かりました。支援していただいたお金は、印刷代として大切に使わせていただき、さらに勉学に励んで参りたいとおもいま
す。新型コロナウイルスで大変な状況が続きますが、どうか体調にはお気をつけください。本当にありがとうございました。
今回支給していただけるお金は、遠隔授業の資料印刷に必要なインク代や印刷用紙代にあてたいと考えています。コロナの影響
で父の再就職活動が困難になり、今はバイト代や貯金を切り崩して生活費に当てています。バイトや貯金にも限界があるた
め、今回もし支給していただけたら、遠隔授業により急遽必要になったコピー機のインク代や紙代に当てられるのでとても助か
ります。私たち学生のために寄付してくれた方々には感謝の気持ちでいっぱいです。本当にありがとうございます。
この度は私たち学生に対して寄付をしていただき本当にありがとうございます。遠隔授業の開始に伴い、自宅での印刷代、イン
ク代など予期せぬ出費と、それに対する補助がなかったため、本当にありがたいです。今回の2万円を上手に使い、遠隔授業が
スムーズに受けられるようにやりくりしていきたいと考えています。そして、勉学に今よりも精進して行きたいと思います。ぜ
今回、御自身も大変な時期にも関わらず私達のために寄付に御協力頂きまして誠にありがとうございました。頂いたお金は大事
に使わせて頂きます。コロナ禍で遠隔授業になり、実技の練習ができず理解しづらいところも多く、改めて大学で授業を受け
られる有難みを強く感じました。少しずつ大学での演習も始まってきましたが、これからはこの気持ちを忘れずにより一層勉学
いただいた基金は生活費として使用し、残りの大学生活で勉学に集中して励みたいと思います。本当にありがとうございます。
この度は、寄付にご協力頂きありがとうございます。4月から一人暮らしを始めましたが、不便なことが多く困っていました。
アルバイトも安定した収入を得ることができない為、出来るだけ物を買わないように過ごしています。今回頂いた寄付金は、生
活のために大切に使わせて頂きます。本当にありがとうございます。
新型コロナウイルスの影響で生活に困っていたところを助けていただきありがとうございます！



私は、大学三年かつ丁度サークルの本来の引退時期と被っていて比較的コロナウイルスによる日常生活への影響が少ない生徒で
あると思います。そのため今回の給付金もダメ元で申し込んでみました。私や友人は、兄弟が中学や高校の最高学年であるため
「コロナで大変だな」といっても、身内を含む周りの人に「もっとつらい人がいるんだからつべこべいうな」と怒られ、半分
納得もしていたためにそれ以上不安を言うのはやめてオンライン授業と課題に勤しんでいる毎日でした。しかし、今回の給付金
が大学の同窓会や後援会・一般の方の寄付金からなっていることを知って、自分だってつらいのに誰かに給付金を下さる心温
かい人がいることに感動して、この文章を書いています。正直、大学生は今回支援は期待できない、むしろ支援するべき立場で
あると思い込んでいたため、このプロジェクトにとても驚きました。今回私は感動した旨のメッセージを寄付してくださった
方々へ送りたいだけです。自分は立場的にも恵まれている方ですし、給付金は本当に生活に困っている方の方へと行き届けば
今回､寄付にご協力していただいた皆様､本当にありがとうございます。皆様が寄付してくれたおかげで、今後も学業と生活を両
立することができます。これからも学業に励み、皆様のように誰かの力になれる医療従事者になります。本当にありがとうご
ざいます。コロナの影響でまだまだ不安定な世の中ですが､身体にお気をつけてお過ごしください。
寄付していただいたことに、大変感謝しております。更に学業に専念し、自己研鑽致します。
コロナウイルスが流行し、とても大変な時期である中で私たち学生に寄付をしていただきありがとうございます。寄付金がいた
だけた際は、より良い学習環境を整え、さらに自分の成長に努めていくために使用していきます。この度は、ありがとうござい
この度、学生のためにご寄付をいただきありがとうございます。私は、4年生で実習や就職活動を控えており感染対策としてア
ルバイトを中断していました。金銭的に厳しい状況でしたので大変ありがたいです。みなさんのご支援を胸に将来に向けて今
新型コロナウイルスの影響で、アルバイトが2月後半から減少し、収入が減りました。
親にお金を少しお金を借りて、学費の支払いなどを行っていた所存です。この度はありがとうございます。学費、勉学に励むた
めに有効に使用いたします。
皆さん大変な状況の中このような支援をしていただき本当にありがとうございます。
この支援でこれまで以上に勉学に励み、立派な医療人になることで恩返しができればと思います。
このたびはコロナという未曾有の災禍の中私達学生のために寄付を募ってくださり、大変ありがとうございます。
この度はこのような形でご協力していただきありがとうございます。今回のコロナウイルスの影響により、多くの方の生活が変
わってしまっている中、寄付していただき大変感謝しております。私達もアルバイトの減少や授業形態の変更に日々悪戦苦闘し
ながら取り組んでおります。いつこの状況から抜け出すことができるかわかりませんが、自分のことだけでなく周りのことも考
えて生活して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。
この度は皆様の寄付によってこのような支援を受けることが出来て本当にありがたく思います。これからも遠隔授業等今まで
とは違う環境ですが、より一層勉学に励みたいと思います。
今回はこのようなプロジェクトを立ち上げ、実行してくださり本当にありがとうございます。いただいた給付金で学費をまかな
いしっかりこれからも勉学に励んでいきたいとおもいます。
このような支援金を立ち上げていただきありがとうございます。現在はオンラインなどで完全な授業を受けられているわけでも
なく、大変困惑している状況であります。支援金によって、これからの学生生活に役立てられることや、アルバイト代を生活費
に当てていた分など立て替えられることができます。ありがとうございます。
アルバイトでの収入が減少し、遠隔授業での費用や教科書の代金を支払うのが厳しい状態でありました。
そんななか、御協力いただきありがとうございます。
この度は私たちのためにこのような寄付をしていただき、心から感謝申し上げます。コロナ禍で、皆様も不自由な生活を強いら
れている中、私たち学生のために支援をしてくださったのは私たちが立派な医療人になれるよう願ってくださっているからだと
思います。このご恩は、いつかきっと作業療法士になって皆様に還元できるよう、今は日々の勉強に努めたいと思います。そ
して、この寄付金は学習環境をよりよく整えられるよう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。
この度はご寄付感謝致します。現時点で私は支援金をいただけるのかは、まだわかりませんが、もしいただけたなら思う存分
実習等で学べると思います。実習が中止になったり、本来学べるはずのカリキュラム通りにはなっていませんが、少しでも臨床
にでて学べることが、とても嬉しいです。実習の準備物や実習中の費用にあてたいと思います。本当にありがとうございまし
この度は我々学生のために皆様の大切な金銭を寄付してくださり誠にありがとうございます。皆様もこのような状況で、決して
金銭的に余裕があるわけではないと思います。それでも我々のために寄付してくださるのは、我々がより良い環境で学び、将来
県民のために活躍することを願ってくれているからだと思います。皆様のご期待に沿えるよう、精一杯頑張ります。そして、感
謝の意をもって、大切に使わせていただきます。ありがとうございます。
このような温かいご支援を頂ける事にとても感謝いたします。今後の自分の将来に向けて、一生懸命に努力したいと思ってお
新型コロナウイルスの影響でアルバイトの収入が減り、今まで通りのような学校生活が遅れず不安が募る中、このように支えて
くださることが学校生活を送る糧になります。本当にありがとうございます。教科書や参考書を購入し、理学療法士になって
地域の方々のお役に立てるよう、勉学に励んでまいりたいと思います。
学生のために寄付をしていただきありがとうございます。コロナウイルスの状況下で大変だとは思いますが、頑張ってくださ



就職を控える中でコロナ感染を避けるためバイトも思うようにできず金銭面での不安がありました。その中での寄付に感謝い
たします。不安が多い毎日ですが、来年からの臨床に向けて勉学に励んで参ります。
コロナの感染が拡大しつつある大変な状況の中、寄付をしていただき、ありがとうございます。コロナの影響で学費にあててい
たアルバイトの収入が減ってしまったためこの給付金に応募させていただきました。いただいた給付を学費の支払いにあて、
さらに勉強をして地域の方から信頼されるような、地域社会に貢献できるような理学療法士になりたいと思います。
学生のために力をお貸しいただきありがとうございます。
このたびは学生経済支援をしていただき、心から感謝しお礼申し上げます。このようなあたたかいご支援は大変心強く、励みに
なります。1日も早い事態の終息を願いながら、大切に活用させて頂き、引き続き真摯に勉学に取り組んでいきます。看護師と
して安心、安全な医療を社会にお届けすることで、皆様のご恩に報いることをお誓い申し上げます。このたびは、誠にありがと
自分のために寄付にご協力して頂きありがとうございます。頂いたものを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、経済的な面で少しの不安なところがありましたが、頑張っていきたいと思います。この御恩を忘れずに、学業に集中
していきたいと思います。本当にありがとうございます。
一人暮らしの学生にとってとても心強いです。ありがとうございます。
このたびはこのような学生支援金という形で私たち大学生に手を差し伸べてくれてありがとうございます。バイトの収入が減少
して生活に困っていたため本当に助かります。ありがとうございます。
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。
この度は寄付をしていただき、ありがとうございます。現在も自粛中でありますが、アパートにいるだけでも生活費や食費など
の出費が重なり、少し辛い思いをしました。でも、今回皆さんからいただいた寄付金を有効に使わせていただいて頑張りたい
 今回コロナで多くの方が困っている中、このような支援をしていただき大変ありがとうございます。感染防止やバイト先の経
営状況などにより以前のように働くことも出来ず、収入が減少しているためこのような支援は本当にありがたいです。感謝を忘
れずに、いつか自分が何かで還元出来るよう頑張っていきたいと思います。
弟も高校生であるため、出費も増え、コロナによって母の仕事が減りました。皆さんのご支援を受けてこの状況の中で働ける
看護師になれるように頑張ります。ありがとうございます。
今回は、私たち学生のために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す。今回コロナウイルスによって
様々な問題が生じ、生活スタイルも以前と全く変わり困っていたところで、このような支援はとても嬉しいです。ありがとう
みなさんも大変な状況であるとは思いますが、そのような中、私たち学生のために寄付にご協力いただき本当にありがとうご
ざいます。みなさんが支えてくださっていることに感謝し、これからも勉学に励み続けていきたいと思います。
寄付にご協力いただきありがとうございます。これからも一生懸命勉学に励み、コロナと戦っていらっしゃる医療関係者のよ
うに将来働いていきたいと思います。
多くの方が生活に困っている中、私たち学生のために寄付を募っていただきありがとうございます。皆様からの寄付を生活費等
に使わせていただき、より勉学に励みたいと思います。
この度は茨城県立医療大学の学生のためにIPUHS支援基金プロジェクトにご協力くださりありがとうございます。
私は現在、一人暮らしをしていますがコロナウィルスの影響でアルバイトの収入が大幅に減少し、家賃の支払いなどが厳しく
なったこともありました。
文部科学省の緊急給付金に応募する資格はなく、困っていたところ今回このような機会を頂き本当に感謝しています。
私たち学生は、たくさんの方の支援のもとで教育を受けることができていると改めて感じました。今後も感謝の気持ちを忘れ
ずに勉強に励んでいきたいです。
この度は本当にありがとうございました。
私たち、医療大の生徒のために、寄付をしていただき、本当にありがとうございます。コロナウイルスや現状に負けずに、将来
を見据えて、大切に使わせていただきます。
この度はご寄付ありがとうございます。大学生活を楽しみにしていたところ、新型コロナウイルスの影響で遠隔授業となってし
まい少し落ち込んでおりました。しかし、今回ご寄付をいただいたことで多くの方々に応援されていることを実感しました。こ
れからはより一層学習に力を入れたいと思います。いつか地域の役に立てる医療従事者になれるよう精進したいと思います。
パソコン等の購入の足しにさせていただきます。
大切に使わせていただきます。ありがとうございます。
困っていたのでとても助かりました。ありがとうございます！！
この度は、寄付をしていただき、ありがとうございます。
この、機会を通じて、より一層勉学に励んでいきたい考えております。
誠にありがとうございました。
コロナで日本中が大変な時期に私たち学生に寄付していただき、本当にありがとうございます。収束の目処も立たない今アルバ
イトも今後どうなって行くのか不安な状況です。寄付していただいた分、将来作業療法士になった際、恩返しできるよう精一杯



寄付に御協力していただきありがとうございます。いま、アルバイトをしているのですが、新型コロナウイルスの影響もあり、
なかなかアルバイトに行けず、収入が減ってしまったため応募しました。自分の家族も裕福ではないので、自分の生活費は稼
ぎこともあり、応募しました。少しでも親に迷惑をかけたくはないのでお願いします。この寄付金が承諾されましたら、学校や
今回はこのような貴重な支援を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様々な悪い影響が起きていて、経
済的な面で学習しづらい環境になっています。給付金は非常に大事な助けになります。もしもらえるとしたら大切に使わせてい
ただき、より一層勉学に励みたいと思っています。本当に貴重な支援ありがとうございます。
今回のような寄付の御協力、本当にありがとうございます。コロナ禍でアルバイトの収入が減少し、食費や授業料の支払いが大
変になってきていたため、支援金はとてもありがたいです。今後看護師として、社会の役に立てる存在になりたいです。ありが
皆さん大変な状況の中、学生のためにこのような支援をしていただきありがとうございます。
遠隔授業に伴って、自分自身で用意しなければいけないものが増えたり、家にずっといるために電気代が増えたり、一人暮らし
が始まってすぐに様々なトラブルがあり、精神的にもつかれていました。そんな中で、学校外の方々や、県外の方からもたくさ
んの支援をいただき、とても感謝しています。私もこれから医療従事者を目指すものとして、恩返しできるように勉学に励みた
いと思います。私たち生徒のことを考えてくださってありがとうございます。
新型コロナウイルスの影響で、思い描いた学校生活を送ることができず、人と人との交流も制限され、つらく、寂しい思いを
していましたが、こういった寄付をしてくださる方々の優しい想いに触れることができ、とてもうれしい気持ちでいっぱいで
す。今までも勉学には励んでいましたが、将来、医療従事者となって、皆様のお役に立てるよう、より一層勉学に精進したい
今回は学生のためにこのような支援をしていただきありがとうございます。
今回は寄付をしていただきありがとうございました。私は新型コロナウイルスの影響でアルバイトに採用してもらえず、親から
のお小遣いでやりくりしていました。そのため大学生になるに当たっての必要なモノが満足に買えないことがあったため今回の
支援はとても助かります。改めまして、ありがとうございました。
この度は私たち学生のためにこのようなプロジェクトを企画してくださりありがとうございます。コロナウイルス感染の影響に
より、遠隔授業体制のため思うようには友だちが作れず少し不安な生活を送っています。また、最近一人暮らしを始めので新
しい生活にまだまだ慣れず、アルバイトの収入もないので親の仕送りのみで生活しております。少しでも早く自立して親に迷惑
をかけないようにしたいので、今回の給付金はとても助けになります。
この度は現在のコロナ禍で皆様も大変である中私たちのために寄付をしていただき、感謝の気持ちでいっぱいです。ご支援いた
だいた方々には常日頃から大変お世話になっており、皆様のご支援のおかげで私たちが勉学などに打ち込むことができている
ことを今一度痛感しております。今回のご支援を力に、なお一層精進していきたいと思います。最後に日頃の感謝も含め、今回
のご支援本当にありがとうございました。大切に使わせていただきたいと思います。
この度は学生支援給付金に関し、多大なるご寄付をしてくださったこと、心より感謝申し上げます。
私は、春から新しいアルバイトをしようと試みていたのですが、新型コロナウイルスの影響によりなかなか雇っている所があり
ませんでした。そのため、現在も親の仕送りのみで生活をしています。
皆様からのご厚意は、生活費や教科書の購入、3,4年次に行われる実習のための貯金など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。
茨城県立医療大学後援会や教員親睦会教員藝游会，職員親睦会むつみ会や一般の方々、この度は私たちのために多大なる寄付
をしてくださりありがとうございます。コロナ禍において私たち学生の生活は非日常とかし、先生方も共に慣れない授業体制を
余儀なくされています。オンラインになったことで日々に出費も増え、深刻度は人それぞれですが皆一様に困っていました。皆
様の心温かいご支援は私たちの学業習得の支えとしてあまりに心強く、ありがたい物であることは筆舌に尽くし難いです。繰
この度は、学生支援給付金の寄付を行なってくださりありがとうございました。新型コロナウイルス流行の影響で、アルバイト
の時間も短くなり、親の収入も少なくなったことで、経済的に苦しい状況にいました。私だけでなく、国民全員が厳しい生活
を送っている中、このような寄付をして頂き、大変感謝しています。給付されたお金は、教材費や学費に充てたいと考えていま
学費も変わらず、バイトもなくなり、生活費がきつくなってきていたのでとても助かります。ありがとうございます。
ありがとうございます。
寄付、誠にありがとうございます。バイトの収入が減少し、また、学生給付の対象に自分が当てはまらなかったため、非常に
困っておりました。今回、給付いただいたお金は、食費などの生活費に当てようと考えております。大切に使わせていただきま
す。
結構カツカツな生活をしていたので、大変感謝しております。
この度は寄付にご協力いただき、本当にありがとうございます。新型コロナウイルスの影響でアルバイトに思うように入れなっ
たことに加え、機材を揃えるための支出があったため、今回の給付は本当に助かります。このお金は学費の支払いの足しにさ
せていただきます。本当にありがとうございました。
寄付にご協力いただきありがとうございます。まだ一人暮らしを始めて1か月くらいで慣れないことも不安なこともたくさんあ
りますが、今回支給していただいた給付金を一人暮らしに有効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



この度は学生の為に基金を募っていただき誠にありがとうございます。
コロナウイルスの感染拡大で影響を受けているのは学生だけに留まらず、同窓会である皆さまもその影響を受けていると思わ
れます。そのような状況下にもかかわらず、この支援基金プロジェクトによって学生のために基金を募っていただいたこと、
心より感謝いたします。
同窓会の皆さまのご協力が学生にとって大きな支えとなり、とても助けられています。私からは何も恩返しが出来ないのが心
苦しいですが、コロナウイルスが1日でも早く収束されるよう学生として自粛生活を徹底し、日々勉学に努めていきたいと考え
この度はご寄付いただきありがとうございます。コロナ感染拡大に伴って授業形式も変わり、それに伴う出費も重なり大変
困っていました。頂いた寄付金はこれからの勉学に役立てていきたいと思います。本当にありがとうございます。
この度は在学生に向けて給付金の検討と実施をしていただき、ありがとうございます。これからも安全に配慮しながら、勉学に
ご寄付してくださった皆様、本当にありがとうございます。この社会情勢で皆様も大変な状況の中であるのにも関わらず、この
ようなあたたかい支援をしていただけることに本当に感謝しております。このような状況の中ではありますが、今回の支援金
で、今できることをしっかりと行ない、更に勉学に励み、立派な医療従事者になれるよう頑張ります。
寄付へのご協力ありがとうございます。授業が遠隔授業になったり、生活の様式が変わったりして、今までとは異なる生活に、
当初は不安もありましたが、現在は自宅で授業を受けながら、実習や試験に備えています。実習も今までと同じように実施で
きるかわからない状態ですが、行けることを願って、夏休みなどを使い、実技的な部分でも技術を身に付けていきたいと思っ
ています。頂いた寄付金は、これからの実習などで使用する教材などに使いたいと思っています。ありがとうございます。
このたびはご寄付をしていただきまして大変ありがとうございます。わたしだけでなく、自分のアルバイト収入で学費や生活費
を賄っている学生にとって大変助かると思います。今回のように大変な時にご協力をしていただけたこと、忘れずにいたいと思
国試の対策に向けて寄付金は大切に使わせていただきます。ありがとうございます！
この度は、寄付にご協力いただき、本当にありがとうございました。皆様の寄付のおかげで、2万円という大変高額な金額を受
け取ることのできる学生が沢山います。現在、新型コロナの影響で、僕もバイトができず、収入がほぼない状況です。その中
でこのようなプロジェクトは本当に助かります。頂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。この支援にご協力頂いた恩を忘れずに、将来医療者を目指す一人として、必ず恩返しができるように、更に学業に専念しようと
決心しました。

コロナの影響でバイトに思うように入れなかったり、大学からのバイト自粛要請があってからは1∼2ヶ月バイトをしていなかっ
たため、仕送りだけで生活していました。しかし、遠隔授業に伴い、授業資料の印刷代、プリンターのインク代、通信料など出
費がかなり増えました。その結果、食費や光熱費をけずって、毎日カツカツの生活をしていました。給付金は生活費に当てよう
と思っています。
寄付ありがとうございます。みなさんがしてくれたことを今後の苦しい時に後輩たちにしていきたいです。本当にありがとうご
この状況の中でアルバイトがなくなり、新しいアルバイトを探す形となりました。アルバイトは見つかったのですが元々のアル
バイトの時給よりも200円ほど低くなってしまったため、全体的に給料が落ちてしまいました。授業料等も自分で払っていたの
ですがアルバイトの給料が下がってしまったため親に頼ってしまっています。遠隔授業に伴ってインク代、紙代も思ったよりも
多くかかってしまうため、給付金が頂けるのはとても嬉しく思います。ありがとうございます。医療従事者になるために勉強
新型コロナウイルスによって困窮しているのは私たち学生だけでないとは思います。しかし、この度は私たち学生を対象とした
支援を考え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、より良い医療者になれるよう努めます。誠にありがと
この度は私たちのようなコロナによって生活が苦しくなってまった学生達のために寄付をしていただきありがとうございます。
コロナの影響で寄付していただいた皆様の収入にも影響があることと思われますがそのうえで寄付をしていただき、本当に感謝
しかないです。
コロナを乗り越え、立派な医療人となり今回の御恩を社会に還元して行けるよう精進していきます。
まずこのような支援を頂けることに驚きました。不安な日々の中、学生である私たちにまで心を砕いて下さり、本当にありが
とうございます。感謝申し上げます。
大変な状況の中、私達の為に寄付してくださり感謝しても仕切れません。本当にありがとうございました。



感染症により初めて遠隔授業というものが取り入れられ、それに伴う支出が増えたため、このように支援金の給付が行われる
ことは、とても学生の助けになります。今後もこのような状況が続くかもしれませんが、より一層学業に励みたいと思いま
藝游會の皆様、茨城県立医療大学後援会の皆様、教員親睦会教員藝游会の皆様、職員親睦会むつみ会の皆様、その他の皆様の
御協力に大変感謝しています。今回のつなげよう！IPUHS支援基金プロジェクト」は、学生にとって大きな支援となることと思
います。今後も勉学に励めるよう役立てていきたいと考えています。新型コロナウイルスの影響で大変な状況が続いています
この度は、このような支援をしていただき誠にありがとうございます。ここ4ヶ月ほどコロナウイルス感染症の影響でアルバイ
トが出来ず、また緊急事態宣言解除後も病院実習があったため感染予防の点からアルバイトをすることができない状況にあり
ました。一人暮らしということもあり、このような支援をしていただけることは大変嬉しく思います。この支援金は、生活費
や学業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した。
本当にありがとうございます。学校での学びが難しい中ですが、自分なりに充実した学習ができるように生かしていきます。
この状況の中で、寄付に御協力いただきありがとうございます。
オンラインでの授業やアルバイトが実施できない状況であり、経済面での不安があったので、とても感謝しています。
支援しただいたことを忘れずに、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。
収入が減って生活が苦しいので、とても大きな助けになります。寄付へのご協力ありがとうございました。
ご寄付へのご協力ありがとうございます。このような状況下でお金の支給がいただけることにとても感謝しています。
新型コロナウイルス感染の影響による経済的負担を軽減するための支援として、藝游會様が主体となった，茨城県立医療大学後
援会や教員親睦会教員藝游会，職員親睦会むつみ会や一般の方の皆さまから温かいご支援としてご寄付をいただき、心から感
謝しお礼申し上げます。この新型コロナウイルス感染拡大の影響でアルバイト先ではしばらくの営業休止、その後も営業時間短
縮が続いており、食費等の生活費は自分で支払っている身としては、このままの状況がいつまで続くのかと不安でした。この
度、そのような学生を対象として沢山の方からご支援を頂けるということでとても嬉しく感じました。この状況はまだまだ続
この度は、茨城県立医療大学の学生に給付金を寄付していただきありがとうございます。私は、パソコンを購入したことももち
ろんですが、プリンターを持っていないため、毎回の授業で、1枚印刷するのに20円もかかるコンビニのプリンターで授業資料
を印刷しなければならないのが、「塵も積もれば山となる」というように徐々にお金を削られていることに困っていました。お
金がかかるからと、授業資料をプリントせずに全て手書きで書くことも多々ありましたが、給付金をいただけたらその負担が
この度は、学生支援のためにご寄付いただき、本当にありがとうございます。日本全国が大変な情勢の中、このような支援を
受ける機会があることに感謝します。いただいたお金を大切に、作業療法士になるための自分の生活や学業に充て、より一層
支援基金プロジェクトにご協力いただいた皆様、大変ありがとうございます。新型コロナウイルスの影響でアルバイトの収入が
ほとんどなくなっただけでなく、３年後期の実習でアルバイトが思うようにできず、収入がほとんどない状況が半年近く続い
ていました。このような状況の中での現金の給付は金銭的な余裕だけでなく、精神的な余裕にもつながります。今回頂いた支
給金は、学業に使わせていただきます。卒業後も、地域の皆様の役に立てるような看護師を目指し頑張ります。この度は本当
このたびは私達学生のために、貴重な支援をありがとうございます。今は遠隔授業が続いていて、それに伴う学業への不安や
その他大学の仲間との交流の機会が減るなどの変化がありますが、今回頂いた寄付金を有効に活用させていただき前向きに勉
学に励みたいと思います。これから先、より良い医療を提供出来るような医療人になる為に精進してまいります。このたびは
この度はこのような機会を作って頂きありがとうございます。コロナウイルスの影響で数カ月間アルバイトがほとんどなくなっ
てしまったため、とてもありがたいです。大切に使わせて頂きます。また、寄付して頂いた方々の期待に添えるよう勉学に励
もうと思います。たくさんの方々のご厚意に感謝しております。ありがとうございます。
この度は私たち学生のために支援をしていただきありがとうございました。新型コロナウイルスの影響で思うように学校に通え
ないなど、大変なこともありますが、支援をしていただいたからには、コロナに負けずにさらに一生懸命勉強に励んでいきたい
と思います。本当にありがとうございました。
我々学生の為にご寄付をしてくださりありがとうございます。おかげで安心して学業に集中できます。

インク代やプリンター代など費用がかかったので、とても助かりました。



茨城県立医療大学同窓会をはじめとする関係者の皆様、この度は県立医療大学学生に対して経済的支援をしていただき、誠にあ
りがとうございます。現在は新型コロナウイルスの影響で緊急事態宣言が出されるなど、厳しい状況下ではありますが、皆様方
の支援や先生方の手厚いサポートの元、オンラインなどの方法を取ることで自分たちの学習を継続することができています。
ここでの学びを基に、自分も将来の患者様や医療大学の学生に対して、医療従事者として尽力していきたいと思います。ありが
この度は寄付にご協力いただきありがとうございます。私は現在３年生ですが、今後の実習に向けてアルバイトでお金を貯めて
いました。しかし、新型コロナウイルスの影響でアルバイトの収入が減少し、実習に向けた貯金を行うことが困難になってしま
いました。この寄付金を生活費にまわすことで実習に向けて貯金することができます。今回の寄付金は、今後の学習・実習に
大いに活用させていただ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。
今回はこのような支援基金を設立していただき、ありがとうございます。私は新型コロナウイルスの影響で、アルバイトを始め
るタイミングが予定より遅れてしまい、今月は思っていたような収入を得ることが出来ませんでした。そのため応募させていた
だきました。寄付にご協力いただいた皆様には本当に感謝いたします。
寄付していただきありがとうございます。これからの実習や就職先で、医療大として恥じないよう頑張りたいと思います。
この度はこのようなプロジェクトを立ち上げてくださりありがとうございます。
新型コロナウイルスの影響で、通常授業が受けられない状態であり、自分の学びにも影響が出ている状況です。私自身、1ヶ月
半の間、アルバイトが全くない状態であり、遠隔授業が始まった際の費用もかかりお金に困っていました。親からの支援もあ
りましたが、今回、同窓会の方々のお力があり、1人2万円という額の支給に大変感謝しています。このようなプロジェクトを
立ち上げてくださった同窓会の方々の後に続き、自分も信頼される医療従事者になりたいと思います。
コロナウイルスにより生活に影響が出ている中、寄付をして頂きありがとうございます。学生も授業などの生活に影響がありま
すが、私たちに出来ることを精一杯したいと思います。
この度はこのような支援をを行っていただきありがとうございます。このような支援を受けることで、勉強の質も上がります
し、これからもより一層勉強に力を入れることができます。将来に向けての学習であるため、これから皆様の役に立つため
に、頑張っていこうと思います。改めて、この度は本当にありがとうございました。
オンライン授業だと自分の家のプリンターを使って資料を印刷する必要があり、インク代と紙代がかかっていましたので、申
請が通りましたら主にそちらに使いたいと思っています。
お忙しい中私たちのために寄付してくださいましてありがとうございました。
ありがとうございます！
家族全員の収入が減り、これからの生活について悩んでいたので、とてもありがたいです。寄付していただいた方の気持ちを無
駄にせず、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。今回はこのような寄付金を用意して下さり本当にありがとうございます。私はアルバイト代が減り、生活費など親へ負担をかけ
てしまっていたので、このようや支援は私にとってとても助かります。この支援に感謝し、さらに一層勉学に励んでいきたい
とおもいます

アルバイトもできず生活費を稼ぐことができなかったのでとても助かります。ありがとうございます。
このようなご時世にも関わらず、学生のために寄付をしてくださり、誠にありがとうございます。
今回世の中がこのような状況のなか経済状況が厳しい人が多い大学生に寄付していただきとても感謝しております。
この度は、私たち学生のために寄付をしていただき、ありがとうございます。
大学での学びのため、必ず有意義に活用させていただきます。
そして、卒業後、医療従事者として地域に貢献するという形で皆様に恩返しをしていきます。
今回はご寄付ありがどうございます。大変な毎日ですが、なんとか頑張っていきたいです。ありがとうございます。
この度は私達在学生のためにご寄付をいただきありがとうございます。初めてのオンライン上での授業ということで初めは戸
惑いが大きかったですが、今は少しずつ慣れてオンラインでの授業でもより多くのことを学べるようにという先生方のご配慮の
元日々勉学に励んでいます。
先輩方からご寄付いただいた支援金を有意義に使わせていただき、私たちには応援してくださっているたくさんの先輩方がいる
この度はご支援くださりありがとうございました。アルバイトを自粛したり、オンライン授業になり友達にも会えなかったりと
不安な日々を過ごしていましたが、このような支援がありとてもうれしく感じました。
 この度は，本学に過分なご寄付を賜りまして，誠にありがとうございます。新型コロナウイルスの感染拡大が続くなか，皆様
方の温かいご支援に深く感謝申し上げます。日々勉学に励み，将来立派な診療放射線技師として社会に貢献できるよう，ご厚志
を使わせて頂く所存です。依然として緊張状態が続いておりますが，皆様もどうかご自愛ください。略儀ではございますが，書



寄付をいただき大変ありがとうございます。
大学でしっかりと学びを積み、将来人のために働けるような人材へとなりたいと思います。
本当にありがとうございます。
この度はご寄付をいただく機会を設けてくださりありがとうございます。もしこの給付金をいただくことが出来たら、自分の
生活がいい方向に変わるので、とても嬉しいです。
よろしくお願いします。
今回、このような形で私たち学生を支援していただきありがとうございます。なかなか先の見えない生活におおきな不安を感じ
ていますが、支援してくださる方々に感謝して精一杯生きていきたいと思います。また、自分も将来、困っている人を助けてい
けるようになります。この度はありがとうございました。
お世話になっております。感染症の流行により社会は大きく変化し、もちろん経済的な打撃もあることと思います。このよう
な状況下にも関わらず、寄付というかたちで私たち学生を支援してくださるということを知り、感謝の気持ちでいっぱいです。
私は卒業後、地元で就職したいと考えております。皆様の温かいお気持ちに応えられるよう、茨城県の地域医療に貢献できる
医療人を目指し学業に励みたいと思います。今回は本当にありがとうございます。
苦しい状況の中、寄付をしていただき本当にありがとうございます。この寄付金の2万円は簡単には稼ぐことが出来ない貴重な
お金なので感謝の気持を持って使わせて頂きたいと思います。本当に感謝の気持でいっぱいです。ありがとうございます。
ご寄付いただきありがとうございます。
親の仕事が3月から5月までなくなってしまい、収入が減少してしまいました。家のローンや生活もあるので、少しでも私たち子
どもにかけるお金が少なくなってくれれば嬉しいです。
遠隔授業とはいえ、授業のためのパソコンの準備、資料の印刷に使うインクや紙の購入、お昼ご飯代など、思ったより出費が
多く、今のアルバイト代では賄いきれず困っていました。実家暮らしのわたしにも頼りにできる給付金があることにとても安
私たち学生のために寄付に御協力いただきありがとうございます。受け取ったお金は生活費として有効に活用させていただきま
今回このような形で私たちを支援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しまい生活する程度しか収入
が入らなくなってしまいました。皆さんも生活で何かと不便な思いを感じていらっしゃると思います。それでも私たちのため
に、支援をして頂きありがとうございました。今後さらに学業に励み、日々精進していきたいと思います。
IPUHS支援基金プロジェクトを立ち上げてくださった方、また、協力してくださった全ての方に感謝します。ありがとうござい
ます。私事ですが、今までの給付金は条件を満たしておらず応募することができませんでしたが、3人兄弟でコロナの影響もあ
り、親の仕送りに頼ることができなくなり、さらに遠隔授業に備えての支出が増えてしまいました。この支援は金銭面での条
件がなく、私でも応募することができました。本当にありがとうございます。貰った給付金を家賃や生活費、後期から始まる授
この度は、茨城県立医療大学在学生のために、つなげよう！IPUHS支援基金プロジェクトにご協力いただきまして本当にありが
とうございます。皆様のご協力がなかったら、私は、このような支援を受けることができなかったと思います。学生生活を送
るために一人暮らしをしていますが、日々の状況に対していつも不安な気持ちでいっぱいになります。そんな最中、支援基金プ
ロジェクトを立ち上げていただき、たくさんの方に支えられていることを実感いたしました。心より感謝申し上げます。
 この度は私たち学生のために寄付をしていただいて誠にありがとうございます。大学生活がコロナウイルスの出現により今ま
でにない形で始まったことに不安を感じる毎日でありました。この状況下でのアルバイト等による収入が今まで通りには見込
めないことも不安の要素の一つであったので、今回支援して頂けることになり本当にうれしく思います。皆様にしていただいた
学生のために寄付していただいた親切心がとても嬉しいです☺�
新型コロナウイルスの影響で皆様も大変な中で、学生のためにこのような基金を募って頂き、また、寄付して頂き、ありがとう
ございます。
この基金のおかげで、1人でも多くの学生が、新型コロナウイルスで先が不安で、経済的な不安を抱えたりどうなってしまうん
だろうかとなるなかでも、前向きになり、前へ進んでいこうという気持ちになれると思います。本当にとても支えになりま
今回は私たち学生のために寄付をしていただきありがとうございます。アルバイトが出来なくなり収入が減少して、食費や生活
費に困っていたとろだったので、今回のご協力に本当に感謝しています。今後恩返しが出来るよう、学業に励んでいきたいと思
今回は私達のためにご寄付いただきありがとうございます。コロナの影響で今までとは全く違った生活になってしまっています
が、それに負けずがんばって対応していきたいと思います。
慣れない大学生活で困っている際に、このような支援をいただきありがとうございます。皆さまからの支援をいただきこれか
らの大学生活を頑張っていきたいと思います。



私のバイト代で賄える部分にも限界を感じていたので今回こういった形で支援をして頂けることに本当に感謝しています。あり
この度は、私達学生のために寄付金を募ってくださりありがとうございます。
私事ではありますが、家庭の問題とコロナが重なり、将来に対する不安を抱えていましたが、これからも負けじと学業に励
み、夢であった保健師となれるよう精進してまいります。
皆様も新型コロナウイルスによる影響を受け、大変な思いをされたかと思いますが、その中で本学の学生のことを想って行動
を起こしてくれたことに感謝すると共に、皆様の日常が1日でも早く元に戻ることを祈っております。
この度は私たち学生のためにIPUHS支援基金プロジェクトという形で経済支援を頂き、ありがとうございます。これまでの生
活、アルバイトができなくなり、臨床実習に向けて経済的な不安が募る一方でした。この度のご支援、本当に感謝しておりま
す。藝游會、茨城県立医療大学後援会や教員親睦会教員藝游会，職員親睦会むつみ会や一般の皆様方への感謝の気持ちを忘れ
今回は大変な状況の中、このようなプロジェクトを計画して頂きありがとうございました。家が遠いため学校のパソコンを使う
ことができず、遠隔授業のためにパソコンを購入しなければならなかったので、金銭面でもとても助かりました。このような
お心遣いはこの困難を乗り越えていくための励みになり、自分にできることをもう一度見つめ直す機会にもなりました。本当
このような世の中の状況で、だれもが苦しいときに、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。いただい
た援助金を大切に、学力の向上のために邁進してまいります。
ご寄付をいただきました方々には、心から感謝申し上げます。感染予防の為にアルバイトを自粛し、経済悪化により親の給料
も減額となっていて、生活費の捻出に困っていたので、とても助かります。いただいた給付金は、生活費や学業の為に使用
し、より一層勉学に励んでいきたいと考えております。本当にありがとうございます。
この度はコロナウイルスの影響により、私たちのみでなく、皆様も厳しい状況の中、暖かいご支援ありがとうございます。
この度、つなげよう！IPUHS支援基金プロジェクトにご助力くださった茨城県立医療大学後援会の皆様、教員親睦会教員藝游
会の皆様、職員親睦会むつみ会の皆様、そして一般の皆様、全ての方に感謝申し上げます。頂いた支援金は今後の評価実習のた
めに活かし、これまで以上に身を引きしめて勉学に励み、患者さんの生きがいを手助けできるような立派な療法士になりたい
と思います。最後にはなりますが、プロジェクトに携わる全ての皆様に重ねて感謝申し上げます。ありがとうございました。
この度はご支援頂き誠にありがとうございました。大規模な感染症の流行の中でもこのようなご支援のおかげで学業を続けて
いけることに、心より感謝申し上げます。より一層勉学に励み、茨城の医療を発展させていく医療人になれるよう務めてまい
 この度、私たちのための支援給付金として寄付していただきありがとうございます。
 私は、今回のコロナの影響でアルバイトのシフトがほとんど入れず、生活費を払うことのみで精一杯になり、今まで貯めて
いたお金もほとんどなくなってしまいました。しかし、今回の学生給付金のお知らせを知り、生活費の足しになるという思い
とともに感謝の思いが込み上げてきました。
今回、本学学生の支援として寄付にご協力していただきありがとうございます。皆さまも大変な状況な中での支援を大変ありが
たく思います。今後も現在のような状況は続くと思われますが、将来少しでも力になれるよう、支援してくださった方々の思い
を受け、学習に励んでいきたいと思います。皆さまも感染症に注意し、どうかご自愛下さい。
この度は学生支援給付金への寄付にご協力いただきありがとうございました。
コロナウィルスの関係でアルバイトの収入がない月が続いた一方、遠隔授業開始に伴いパソコンの購入、Wi-Fiの見直しのため
の費用が重なったため、今回のような制度が適用されほっとしています。
このような事態の中ですが、後期からの実習に向け勉学に励みたいと思っております。
学生支援のため寄付をしていただきありがとうございました。今後も勉学に励み、本校の名に恥じぬよう学生生活を送っていき
今回、コロナウイルスの影響で生活が苦しくなった学生に対して、寄付のご協力本当にありがとうございます。コロナウイルス
によって、生活様式が大きく変わりましたが、有意義な学校生活にできるよう、感謝の気持ちを忘れずに勉強に励んでいきたい
支援して頂いた皆様、ありがとうございます。遠隔授業に伴い出費が増えたり、アルバイトが思うようにできない状況でしたの
で、とても助かりました。より良い学習に役立てるために、支援金を大切に使わせて頂きます。
この度は、ご寄付をいただきましてありがとうございます。私達、学生のために大変ありがたい支援をしていただき心より感謝
いたします。オンライン授業になったことで、自宅の環境の整備や参考書などを購入する機会が増えましたので、今後の学習
のために活かしていきたいと思っています。今回の温かいご支援がこれからの励みになりました。ご寄付を大切に活用して、学
私たちのために寄付をして頂き本当にありがとうございます。



この度は寄付していただきありがとうございます。一人暮らしの人に対してはいろいろ給付がありましたが、そうではないわた
しにとっても、コロナの影響はありました。例えば遠隔授業で使用するパソコンや、授業の印刷に使う紙とインクなどです。
パソコンは特になくても問題がない大学なので親のものを使っていました。しかし、遠隔が始まってから壊れてしまったので
す。その為新しいパソコンを買うのにお金がかかりました。また、今まで大学でレジュメが配られていたのですが、遠隔では
自分の家でコピーすることになり、かなりのインクと紙が使われました。インクはかなり高いのです。そのためもし支援金が
皆さん大変な状況だと思いますが、寄付をいただいてとても感謝をしております。ありがとうございます。
寄付をいただいたお金は、遠隔授業のためにパソコンを購入したお金に当てさせてもらおうと思います。これから、皆さんに
恩返しができるよう頑張ります。
大変な時期ですが、心遣いに感謝致します。
コロナウイルスの流行で生活が色々変わりましたが、寄付していただいたお金でより一層勉強に励みたいと思います。
一人暮らしで、感染を家族などに広めてしまう可能性を考えると実家にも帰ることが出来ず親もなかなか頼ることの出来ない現
状で支援をいただけるのは本当にありがたいですし気持ち的にも少しだけ前向きになることができます。本当にありがとうご
今回の新型コロナウイルスの影響が思っていた以上に長い期間続いていることで、アルバイトの日数が以前よりも減ってしまっ
たため学生支援金はとても助かります。ありがとうございます。
新型コロナウイルスの状況下で寄付していただいて私たちに寄付していただき、本当にありがとうございます。この寄付金を受
け取った暁には今後の医療に関わるものとして、たくさんの書物から様々なことを学び、勉学に励んでいこうと考えておりま
コロナの影響で両親ともに収入が減少していまったことに加えて、遠隔授業での授業資料の印刷やパソコン関係の出費がありま
した。給付金や支援などの情報もありましたが、条件が当てはまらないということもあり今までは支援をうけることができま
せんでした。ですが、今回このようなプロジェクトの条件に当てはまることができ嬉しいです。寄付をしていただいた方々、あ
このご時世なので不安なことや不満なことがたくさんあります。実際自分も収入が減り支出が増えているという現状です。も
ちろん学生だけでなく誰もがそのように思っているなかで、我々学生のためにこのような寄付に協力していただき、とても感謝
しています。自分も将来このように貢献出来るよう頑張ります。本当にありがとうございます。
今回の新型コロナ感染症に伴う、アルバイト先の休業による収入減少や両親の収入の減少、遠隔授業に伴うインターネット設
備の用意などの費用による出費を理由に今回の支援基金に申請をさせていただきました。
現在は学生という自分の力ではなにもできない立場であることを歯痒く思っております。しかし、この経験を将来の職に生か
していければと考えております。何卒よろしくお願い致します。
ありがとうございます。大切に使わせてもらいます。
このたびはご寄付いただき誠にありがとうございます。
アルバイトの収集が減り、食費を節約したり、貯金を崩して生活していましたが、奨学金などの補助は受けてないので、文部科
学省の支援は受けられず、少し窮屈な生活をしています。そのため、このようにご支援いただけるのは本当に嬉しく思います。
改めて感謝申し上げます。生活費、また、国家試験対策の問題集購入に使わせていただきたいと思います。ありがとうございま
今回このような支援をしていただき誠にありがとうございます。正直、遠隔授業を行うに伴い、PCなどの設備設置にかなりの
支出が出てしまいました。この支援を有効に活用したいと思います。
この度は、コロナウイルスの影響で医療業界が大変な状況の中、IPUHS支援基金プロジェクトに協力していただき誠にありがと
うございます。皆様のご支援を有効に活用し、これからも勉学に励みたいと思っております。皆様のご健康と御多幸をお祈り
寄付して頂き深く感謝申し上げます。コロナの影響で満足な実習ができませんでした。少しでも多くの事を勉強するための文献
や参考書に充てる所存です。
この度は寄付をしていただき心から感謝申し上げます。アルバイトをしていましたが、このご時世ですからシフトが減り、収入
も大幅に減少してしまいました。安定的な経済力がない大学生にとってはこのような支援はとてもありがたいものです。自身も
これから先、困っている人を助けられるような行いをしていきたいと思います。
こんにちは。出身が県外で、4.5月はそちらに帰って授業を受けていました。今は学校の図書館の利用やアルバイトのため茨城
に戻り授業を受けていますが、やはり元々の生活に比べ金銭面での苦労が増えたように感じます。寄付金は生活費や今後に備
えた教科書、参考書へ活用したいと思っております。どうぞよろしくお願い致します。
この度は私たちに寄付をしてくださり、本当にありがとうございます。コロナウイルスの感染拡大がまだまだ続き、油断ができ
ない状況です。私たちも早く大学に登校したいと思っていますが、今はまだStayHomeをして、家で授業を受けています。みな
さんも、感染しないように十分気をつけて、一緒に乗り越えましょう！みなさんから頂いた寄付金は、一人暮らしの際の生活
費や、教科書や参考書を購入する際に、大切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した。
今回は、支援金の寄付にご協力いただきましてありがとうございます。支援していただいた方々もコロナによって、経済面など
不安な状況であるにもかかわらず、ご協力いただけたことを誠に感謝しております。コロナの影響を受けましてアルバイトの収
入も減り、経済的に困窮しておりました。今回寄付して頂いた支援金を有効に活用し、今後より勉学に励み、社会に貢献できる
ような人材を目指していくことができるように努力したいと思います。



この度、皆様からの温かいご支援を頂きました。ご寄付を賜り、本当にありがとうございます。頂いたお金は引き続き大学生
活を送るために、大切に使わせていただきます。
今回のコロナウイルスにより、多くの医療従事者が前線で戦っておられます。私も医療従事者を目指す身として、引き続き予防
に努めながら、学業に励んで行きたいと思います。
この度は本当にありがとうございました。
この度は、支援基金プロジェクトへご協力いただき、本当にありがとうございます。いただいた寄付金は学費や学業の費用に使
用させていただきます。おかげで勉強を頑張ることができます。ありがとうございます。
この度は、新型コロナウイルスの感染拡大の影響で経済が停滞している状況下で、私たち学生のために心温かい寄付を実施して
頂いたこと、心より感謝申し上げます。頂いたご恩は、地域医療のさらなる発展という形でいつかお返しすることができるよう
に、教材費などとして活用させて頂きたく思います。
このような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で、普段とは違う学校生活を送ることになっ
ている状況ですが、しっかり勉強して知識を身につけたいと思います。医療従事者の方は感染のリスクがありながらも働いて
いますが、私もそういった状況でも活躍できる医療従事者を目指して頑張ります。
本当にありがとうございます。
寄付に御協力頂きましてありがとうございます。今、世の中は大変な状況で思い通りの生活ができておらず、学校に通うことも
できていません。しかし、寄付に御協力してくださった皆様のおかげで、少しでも生活しやすくなると思いますし、親への負担
も軽くなると思います。まだ、この状況は改善しないかもしれませんが、皆様への感謝を忘れずに、この状況で出来ることを精
私たち学生に対してご支援いただきありがとうございます。
私の場合、今回のコロナの影響により、親のボーナスが大きく減少してしまいました。そのため、参考書や問題集の購入を控
えたり、生活費を減らす努力をしたりして生活をしております。今回いただく支援金は、その参考書等の購入や生活費の一部に
当てさせていただきます。自宅で勉学に励み、1人前の医療人となって多くの人の役に立てるように頑張ります。
重ねてとなりますが、この度はご支援ありがとうございます。

このように、多くの人が大変な状況の中で、私たちに寄付してくださって本当にありがたく思っています。寄付していただいた
のは、しっかり勉学に励めるように学費に使おうと思っています。ご厚意を無駄にしないためにも、これまで以上に勉強を頑
張りたいと思っています。そして、いつか寄付に協力していただいた方々に恩返しできるようになりたいです。今回は、寄付し
この度は、私たち学生のために寄付に御協力頂きありがとうございます。
今回の新型コロナウイルスの蔓延によって、アルバイトの自粛による収入の減少と遠隔講義に備え、ヘッドホン・Webカメラ
等の機器を備えるのに支出が増えてしまいました。
今回の寄付金は、これらの補填に当て、より有意義な学生生活を送りたいと思っています。
今回の寄付金に御協力頂いた皆様には感謝の思い出いっぱいです。本当にありがとうございました。

今回は寄付にご協力いただき誠にありがとうございます。
現在コロナの影響でオンライン授業となっているのですが、PCの調子が悪く困っていたので支援していただけるととても助か
ります。
コロナの影響で大変な状況にいるにも関わらず支援していただいたことへの感謝を忘れずに、今後同じような支援が必要な状況
このようなプロジェクトを立ち上げてくださった方々、ご協力してくださった方々、関わってくださった方々、本当にありがと
うございます。コロナウイルスの影響で、大変なのは皆同じである状況の中、学生のためにご寄付いただき本当に感謝していま
す。
大学生活が数ヶ月前に思い描いていた物とはかけ離れてしまい、苦しい時もありますが、理学療法士になって人を支えるとい
コロナウイルスの影響でアルバイトを積極的に行えず、十分な収入を得ていなかったため、今回の学生支援給付金を申請させて
いただきました。いただいた給付金は教科書や教材などを購入するために使用させていただこうと思います。今まで以上に勉
学に励みたいとおもいます。寄付にご協力していただき、ありがとうございました。
新型コロナの影響で、バイトの出勤が減り、また、家が自営業のため、親の収入も減り、教科書代や、食費に割くお金が少な
くなりました。そういうことに費やしたいと思います。ご支援お願いします。
アルバイト代が減給したため、学業に関して給付金を使わせていただきます。
感染リスクを減らすためにアルバイトのシフトを減らし、収入がだいぶ少なくなっていたので、このような支援はとても有難
いです。協力して下さった方々に感謝致します。



この世の中、世界中のみんなが苦しい中私たちのためにご協力いただきありがとうございます。私の家庭は弟と妹もいて、妹
は高校生ながら一人暮らししていて親からの仕送りは少なく、奨学金とバイトの給料で生活費をやりくりしています。また、遠
隔授業に伴いコピーのインクを既に2回買い替えたりなど何かとお金がかかって苦労していました。だからこのような取組みは
今回このようなコロナ禍の中、寄付にご協力いただきありがとうございます。多くの人がコロナの影響で金銭的に苦しんでいる
中、支援を受けるかどうか悩みましたが、私の家も父の仕事が減ってしまいましたので申し込ませていただきました。私も就
職しお金を稼げるようになりましたら、このような活動に参加できる社会人になりたいと思います。今回いただける寄付金は
生活費にあてさせていただきます。皆様のご厚意が無駄になりませんように、国家試験に向けさらに邁進していきたいと思いま
このようなご支援をしていただきありがとうございます。大変時期ではありますが、前向きにがんばります。
寄付していただき、ありがとうございます。コロナで遠隔授業になり、友人と相談したり先生に質問に行くことが困難な中、学
習を進めなくてはならず、不自由に感じています。何をするにもパソコンや携帯上でのやりとりになり、通信料がかかるのに
加え、zoomでの環境を整えるために電気をつけたり充電するので電気代もかかっています。
学生生活最後の1年でこのようなことになってしまい、今後国試勉強をしていくにも、不安に思っています。
感謝申し上げます。
ご寄付をいただきありがとうございます。収入がなくなったにもかかわらず、文部科学省の給付金の対象外になってしまい、
とても困っていました。学業に使わせていただきたいと思います。
今回のコロナの影響で生活が厳しくなっている学生のためにこのような給付金を用意していただきありがとうございます。この
お金を生かしてしっかりとこの厳しい状況の中でも勉強を頑張っていこうと思います。
新型コロナウイルス感染者で皆様大変な中、ご寄付いただき、感謝申し上げます。親の収入が少し減少し、また、感染予防と
拡大防止のため、アルバイトが禁止され、自分の収入が減ってしまいました。実家暮らしで学費と生活費以外の支出は、自分の
アルバイトの収入で賄っています。4年生は国試対策の教材や模試等国家試験に関わる費用の出費が多く、支出が収入を上回る
月が続き、今後の不安もありました。世帯収入で見ると給付金受給の対象にはならないため、このような形で支援していただ
暖かい支援有難うございます。頂いた支援金を学業に役立て、作業療法士として社会に恩返しさせて頂きます
今回このような機会をいただきありがとうございます。国家試験対策の教材を購入したいと思います。
このような状況の中で就職活動や国家試験を迎えることに不安はありますが、前向きに自分の将来のために頑張っていきたい
と思います。

遠隔授業に備えての支出が増え、食費などの生活費が少し足りなくなっていました。この給付金は食費に使用したいと思いま
す。とても嬉しいです。ありがとうございます。
このような状況下での支援、誠に感謝いたします。
ご支援ありがとうございます。ご支援いただいた分、地域に貢献できる人間になれるよう日々の学習に取り組んで参ります。
今回は学生のために学生支援給付金のご協力を頂き、ありがとうございます。新型コロナウイルス感染拡大により、アルバイト
を出来ない期間があり、普段通りの収入が得られなかったり、親の仕事にも影響が出たりしたため、今回の募集をとても有り
難く感じています。他の学生においても同じ状況の方も多いと思いますので、学生全体としても、とても大きな支援だと感じ
今回はこのようなプロジェクトで学生の支援をしてくださることがとても嬉しいです。アルバイトの制限や、オンライン授業に
向けての出費など大変厳しい状況ではありますが、支え合って生きていこうという皆様の想いに触れ、とても救われました。
支援をしてくださることに感謝し、より一層勉学に励み、社会貢献をしていかなければならないなと強く思います。本当にあり
寄付にご協力いただき、ありがとうございます。新型コロナウイルスの影響でアルバイトの収入が減ってしまい、支出に困って
いました。また、遠隔授業による機器への費用や、資料の印刷に伴うインク代や用紙代といったこれまでになかった多額の出
費があります。支援をいただけることは大変助かります。このような状況ではありますが、自分の目的を見失わずにより一層
私たち学生のために寄付頂き、ありがとうございます。コロナウイルスの影響で、なかなか思うように生活や学習ができない状
況ではありますが、寄付頂いた支援金を活かして、これからも学びを深めるために頑張っていきたいと思います。
この度はつなげよう！IPUHS支援基金プロジェクトに協力していただきまして厚くお礼申し上げます。コロナ禍による自粛や新
しい生活様式への移行により経済的負担が増えたのは学生のみならず、今回支援して頂いた皆様も同じであると思います。そ
んな中、ご寄付金をいただきまして、深く感謝いたしております。改めて、これからも勉学や課外活動に力を注いでいく所存で
ございます。どうぞ、今後もお力添えのほどよろしくお願いいたします。
寄付をして頂き本当にありがとうございます。お心遣いに感謝しより一層勉強に励んでいきます。
現在、バイトもできずに収入が全くない状況であるなか、4年生ということもあり、国試用の教材や試験費用などがかかり、か
つかつな状況であったためこのような支援をしてくださることはとてもありがたいです。
ありがとうございます。

一人暮らしの大学生活でバイトが制限され、生活に困っていましたので給付金の支給大変感謝します。新型コロナウイルの影
響でいつもの生活と変わってしまい、誰しも多かれ少なかれ苦しんでいると思いますが、そんな中寄付にご協力頂いた方々に
は本当に感謝の持ちでいっぱいです。私も含め多くの学生の生活の助けとなると思います。


