
1緊急学生支援金　受給学生から

感謝の声
所属キャンパス・学生 掲載日

　この度は、私達大学生のために多くのご寄附を賜りました事、心より厚く御礼申し上げま

す。これからの大学生活において、皆様のご期待に添えるような研究活動を行い、将来多くの

方々にとって役に立つ人間として、社会活動を行っていきます。改めまして、ご寄附を頂いた

皆様、ありがとうございます。

釧路校・２年 2020/7/6

　この度は、緊急学生支援金を給付して頂き、ありがとうございます。アルバイトの給料が減

少してしまい、生活に困っていましたが、この給付金で助かりました。感謝しています。病気

を患っていることもあり、治療代もかかるので、これを機に使わせて頂きたいと考えていま

す。ありがとうございました。

釧路校・３年 2020/7/6

　この度は、緊急学生支援金を給付していただきありがとうございました。コロナウイルスの

影響によってアルバイトができず、生活できるか不安になっていたので、このような給付金が

頂けて、大変感謝しています。この度は誠にありがとうございました。

函館校・４年 2020/7/6

　この度は、支援金を給付していただき、ありがとうございました。今回のコロナウイルスの

影響により、アルバイトによる収入が激減してしまいました。そのような中で今回の支援金を

いただけたことは、本当に感謝しています。こういったことが二度とないことを願っています

が、もし同じようなことがあった時、私も支援する側になれるようにこれからも勉強を頑張り

たいと思います。

岩見沢校・４年 2020/7/6

　この度は、緊急学生支援金を給付していただき、ありがとうございました。アルバイトが激

減し、生活が苦しく悩んでいましたが、支援金を頂き非常に助かりました。ありがとうござい

ました。頂いた支援金は、教員採用試験に向けての教材費や模試代として使用致しました。あ

りがとうございました。

札幌校・４年 2020/7/6

　この度は皆様の温かいお気持ち、多大なるご支援に心より感謝申し上げます。現在、教員採

用試験の勉強に励む私たちにとって、新型コロナウイルスは身体的障壁のみならず、精神的障

壁として立ち塞がっています。見通しの立たない教員採用試験と終わりの見えないコロナウイ

ルスの脅威により芽生えた不安に押し潰されそうになることも多々ありましたが、そのような

中で、皆様から寄附していただきました此度の支援金は、金銭的な支えとなるばかりでなく、

精神的にも大きな支えとなりました。多くの方々が私たちを応援してくださり、先行きの見え

ない未来へ続く道を明るく照らしてくださりました。そのご期待とご好意に答えるべく、より

良い社会の形成者、より良い教育者を志して、今後も勉学に努めて参ります。この度は誠にあ

りがとうございました。

旭川校・４年 2020/7/6

　緊急学生支援金として支援していただき、本当にありがとうございました。今年本学に入学

しましたが、新型コロナウイルスの影響によって、思い描いていた大学生活を送ることができ

ず、金銭的にも厳しい状況でした。私は４月から一人暮らしを始めたのですが、親に頼ること

もできなかったので、今回の支援は本当に助かりました。ありがとうございました。

旭川校・１年 2020/7/6

　この度の寄附、誠に感謝しております。３月からバイトがほぼゼロで、ひもじい生活を強い

られていました。そこで北海道教育大学の給付金が給付され、栄養価などにも配慮した食事が

できています。今回の給付金で、改めてたくさんの方々に支えられてると感じました。誠にあ

りがとうございました。

函館校・２年 2020/7/6

　私は自宅通学ですが、学費や交通費、光熱費を全額負担しており、経済的余裕はありませ

ん。今回のコロナ禍に際して、より生活が苦しくなると危惧しておりましたが、皆様のご支援

のおかげで大学での学びを続けられそうです。この度はありがとうございます。

釧路校・２年 2020/7/6

　この度は、緊急学生支援金を給付していただき、ありがとうございました。アルバイトが入

れなくなり困っていましたが、生活の目処がついて安心しました。本当にありがとうございま

した。

釧路校・３年 2020/7/6



2緊急学生支援金　受給学生から

感謝の声
所属キャンパス・学生 掲載日

　緊急学生支援金に寄附をしてくださった方、本当にありがとうございました。アルバイト先

が休業となり収入が減り、家庭の事情とも重なって、世帯の収入がほぼゼロになり不安でし

た。私は実家から通学しているので、政府から困窮学生に給付される支援金は対象外です。そ

んな中、寄附をしてくださった方がいるおかげで支援金が給付され、感謝の気持ちでいっぱい

です。ご支援の気持ちを受け止め、これから社会に貢献できる立派な教員になれるように精進

していきます。ありがとうございました。

札幌校・３年 2020/7/6

　この度は緊急学生支援金を給付していただき誠にありがとうございました。母１人子2人の

家族で、コロナの影響でアルバイトも出来なくなり、私は母から今まで仕送り等一切もらうこ

となく自分で生活費や水道光熱費、生活する上で必要なお金全て自分でアルバイトをし賄って

いました。母はとても優しく、時に厳しくありますが、私立に通う弟がいるため、私は仕送り

してとは言えず、ここは親孝行として、母に恩返しの気持ちで自分自身で頑張っていました。

そのため、頂いた支援金は稼ぎが少なくなり生活難になっていた私を救っていただきました。

本当にありがとうございました。

釧路校・３年 2020/7/6

　緊急学生支援金の給付、ありがとうございました。オンライン授業に使うＣＤ機器やプリン

ターを購入するのに使わせていただきました。良い教員になれるよう尽力します。
札幌校・１年 2020/7/6

　この度は緊急学生支援金を給付していただき、本当にありがとうございました。コロナウイ

ルス流行のためまともにアルバイトができず、また母子家庭のため親にも金銭面での負担をか

けたくないという思いで悩んでいたところ支援金を給付していただき、本当に感謝しておりま

す。いただいた支援金は学業ための費用として使わせていただきます。

釧路校・２年 2020/7/6

　この度は、緊急学生支援金を給付していただき、誠にありがとうございました。私は、両親

が離婚して経済的な面で生活していくのが難しいことに加えて今回のコロナウイルス関連のバ

イトの減少があり、部活動の継続をやめようと考えていたところ支援のお話がありとても助か

りました。これからも勉強もスポーツも続けていくことができました。ありがとうございまし

た。

岩見沢校・４年 2020/7/6

　この度は支援金を給付していただきありがとうございます。将来の目標である立派な教員に

なるために残りの学生生活勉学に励みたいと思います。
岩見沢校・４年 2020/7/6

　この度は、緊急学生支援金を給付していただきまして、誠にありがとうございます。教員採

用試験に追われる中、新型コロナウイルスの影響も相まって、通常よりも早くからアルバイト

を休まざるを得ない状態となっていました。そんな中での支援金給付は正しく希望でした。

コロナウイルスの猛威は今しばらく続くことが予想されるので、皆様から頂いた支援金を生活

費の一部として、無駄のないよう使用させていただきます。この度は誠にありがとうございま

した。

函館校・４年 2020/7/6

　この度は、緊急学生支援金を給付していただき、ありがとうございました。コロナウイルス

の影響もあり、まともにバイトも入ることができず、本当に困っていたところ支援金が給付さ

れ、大変感謝しております。頂いた支援金は、生活費として使用させていただきました。誠に

ありがとうございました。

釧路校・４年 2020/7/6

　この度は、緊急学生支援金を給付していただき、ありがとうございました。私はアルバイト

を掛け持ちしてなんとか生活費を稼いでいる状況でしたが、今回のコロナウイルスの影響によ

りアルバイトができなくなってしまい、生活を維持するのが危うくなっていました。そのよう

な中で、支援金を頂けたことは本当に有り難いことだと思っております。頂いた支援金は当面

の生活費に充てます。ご支援ありがとうございました。

函館校・３年 2020/7/6

　この度は、緊急学生支援金を給付して頂き、ありがとうございました。皆様のお心遣いに感

謝し、次は私が誰かの力になれますように、大学での学びを精一杯頑張ります。
岩見沢校・１年 2020/7/6



3緊急学生支援金　受給学生から

感謝の声
所属キャンパス・学生 掲載日

　この度は，緊急学生支援金を給付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、仕事が大幅に減ってしまい、先が見えない不安が募っていました。そんな状況下

で賜った支援金は、生活費を賄うだけでなく、安心までも与えてくださいました、学生支援事

業に携わって下さった方々に心より感謝申し上げます。本当にありがとうございました。

札幌校・岩見沢校

大学院２年
2020/7/6

　この度は、緊急学生支援金を給付していただき、誠にありがとうございました。一人暮らし

で、学費と生活費はアルバイトで賄っていました。新型コロナウイルスのため、収入が急にな

くなって、生活も苦しくなりました。頂いた支援金は、当面の生活費の一部として使用させて

いただきました。ご支援に大変感謝しております。ありがとうございました。

旭川校・大学院１年 2020/7/6

　父が急逝して、母も持病の悪化などの影響を受け、思うように働くことが出来ない状況での

コロナ被害。アルバイトと奨学金を受けることにより、修学が可能になっていた状況でのアル

バイト収入ゼロ。生活がとても苦し くなってしまいました。ご支援頂いた、卒業生の皆様、

保護者の皆様、大学関係者の皆様に心から感謝いたします。

釧路校・４年 2020/7/6

　この度は、緊急学生支援金を給付していただきありがとうございました。私は４年目のた

め、実習等のためにお金を貯めたい時期にコロナの関係で大変厳しい状態になりました。ま

た、教員採用試験もあり、非常に困る状態でした。自宅から通っているため、学校に行く手段

にもお金がかかる状態でした。この給付金のおかげで、生活を維持することができています。

ありがとうございます。

釧路校・４年 2020/7/6

　この度は、緊急学生支援金を給付していただきありがとうございました。私は4年目のた

め、実習等のためにお金を貯めたい時期にコロナの関係で大変厳しい状態になりました。ま

た、教員採用試験もあり、非常に困る状態でした。自宅から通っているため、学校に行く手段

にもお金がかかる状態でした。この給付金のおかげで、生活を維持することができています。

ありがとうございます。

釧路校・４年 2020/7/6

　この度は、緊急学生支援金を寄附していただき、ありがとうございました。今回の新型コロ

ナウイルスの影響によってアルバイトでの収入が減り、生活費のために他のアルバイトを探し

ていましたが見つからず、不安な日々を過ごしておりました。そんな中、こちらの制度を知

り、気持ちが救われ、勉学に励むことができました。今回頂いた支援金は、私たち学生を思っ

てくださる方々からの寄附で成り立っていると伺いました。ご支援に大変感謝しております。

来年度には、私の小さい頃からの夢である、教員になります。次は私が子どもたちの夢を後押

ししてあげられる、手助けしてあげられる存在になれるよう、日々精進いたします。ありがと

うございました。

旭川校・４年 2020/7/6

　このたびは、学生支援金を給付していただきありがとうございました。コロナウィルスで生

活の苦しくなった状況の中、給付金のおかげで少し安心して勉学に取り組むことができていま

す。誠にありがとうございました。

岩見沢校・２年 2020/7/6

　この度は、緊急学生支援金を給付していただき、ありがとうございました。COVID-19の影

響でアルバイト先が見つからず悩んでいた時に今回の支援金のお話を聞いて、申請させていた

だきました。大変感謝しております。また、今回頂いた支援金は、学生を支援したいと思って

くださった、たくさんの方々からの寄附で成り立っていると伺いました。重ねてお礼申し上げ

ます。ありがとうございました。

札幌校・１年 2020/7/6

　アルバイトに就きたくても怖くて就けずにいた日々に支援金を頂戴しました。大切に使い、

いつか自分なりの形で恩返し出来ればと思っています。支援いただいた皆様ありがとうござい

ました。

函館校・２年 2020/7/6



4緊急学生支援金　受給学生から

感謝の声
所属キャンパス・学生 掲載日

　今回は、寄附をして頂き、本当にありがとうございました。頂いたお金は大切に、大切に使

わせていただきます。将来教師になって、社会貢献という形で恩返し出来ればと思います。
釧路校・２年 2020/7/6

　この度の緊急学生支援金給付、誠に感謝申し上げます。私は一人暮らしをしており、生活費

はアルバイトで賄っていました。新型コロナウイルスの影響でアルバイト収入が激減し生活に

困窮していた最中に、寄附者の皆様方よりご支援を賜り、なんとか、生活を送ることができて

います。この大変貴重なご支援は、今後の生活費に充てさせていただきます。本当にありがと

うございました。

函館校・４年 2020/7/6

　この度は、緊急学生支援金を給付していただきありがとうございました。アルバイトの収入

が激減し生活に困っていたところ支援金が給付され、なんとか生活を送ることができ、大変感

謝しております。頂いた支援金は生活費として使用させていただきました。誠にありがとうご

ざいました。

旭川校・４年 2020/7/6

　この度は、学生支援金を給付していただき、本当にありがとうございます。公共料金代や部

費、就活でたくさんのお金を必要としていた中でアルバイトが減り、本当に困っていました。

今回の支援金には本当に感謝しています。大切に使わせていただきます。

函館校・４年 2020/7/6

　今は感謝の気持ちを持ってこの感謝のメッセージを書いています。新型コロナウイルスの影

響により、通学とアルバイトへの影響はとても深いです。経済的に余裕がない私費留学生の一

人として、この援助金で生活費がもっとゆとりになって、本当に助かりました。日本という国

の暖かさを感じています。この温もりが私の力になります。派手な言葉は使えませんが、社会

に価値のある人間になるために、もっと学業に努力しようと思っています。それは今の私がで

きることです。そして、日本と中国だけでなく、全世界の人々の平安のために祈ります。最

後、この感謝の気持ちを伝えるチャンスをいただき、重ねて御礼申し上げます。

札幌校・岩見沢校

大学院１年
2020/7/6

　この度は緊急学生支援金を給付していただきありがとうございました。アルバイトもなし

に、勉強をしなければならないところ、助けていただき、大変感謝しております。より一層、

部活、勉強に励むことができます。誠にありがとうございました。

旭川校・２年 2020/7/6

　この度は、緊急学生支援金を給付していただき、ありがとうございました。アルバイトの給

料が減少していたときに、支援金が給付され、非常に感謝しております。生活費の一部として

使用させていただいています。誠にありがとうございました。

釧路校・３年 2020/7/6

　この度は、緊急学生支援金を給付していただきありがとうございました。アルバイトの収入

が激減し生活に困っていたところ支援金が給付され、なんとか生活を送ることができ、大変感

謝しております。頂いた支援金は生活費として使用させていただきました。誠にありがとうご

ざいました。

旭川校・４年 2020/7/6

　この度は、緊急学生支援金を給付していただき、ありがとうございます。新型コロナウイル

スの影響により、アルバイトができずに生活費をどうやって工面していくか悩んでいたとこ

ろ、このような支援金がある事を知り、心から安心ができました。給付して頂いた支援金は、

生活費として使用します。誠にありがとうございます。

釧路校・１年 2020/7/6

　先行きが不安で、またアルバイトによる収入がなくなってしまっていた中、皆様のお陰で支

援金を頂くことができました。経済面、精神面ともに大きな支えとなりました。今回頂戴した

支援金は、オンライン授業の受講にあたり必要な設備の費用に充てさせて頂きます。皆様から

のメッセージもありがたく拝読しました。この困難をともに乗り越えましょう。そして今回の

経験も生かし、将来の子どもたちによりよい教育を提供できるよう勉学に励みます。本当にあ

りがとうございます。

札幌校・１年 2020/7/6



5緊急学生支援金　受給学生から

感謝の声
所属キャンパス・学生 掲載日

　私は一人暮らしで、学費や家賃などは奨学金から、その他の生活費はアルバイトで賄ってい

ました。新型コロナウイルスの影響により、アルバイトをやめざるを得ない状況になり、この

ままでは自主退学をしなければならなくなりそうでした。今回頂いた支援金は、北海道教育大

学の学生を思ってくださる方々からの寄付で成り立っていると伺いました。ご支援にただただ

感謝しております。本当にありがとうございました。

函館校・大学院１年 2020/7/15

　今回の新型コロナウイルスの影響で、生活費としていたアルバイトができなくなり、これか

らの生活をどうすればいいのかとても悩んでいました。その中で緊急学生支援金を給付してい

ただき、大変感謝しております。大切に生活費として使わせていただき、これからの勉学によ

り一層精進していきます。誠にありがとうございました。

札幌校・４年 2020/7/15

　緊急学生支援金受け取りました。新型コロナで経済が正常に動かず私のバイト先でも自粛制

限が掛かり収入がなくなり困っていました。寄附していただいたおかげで安心して生活ができ

ています。本当にありがとうございます。

札幌校・１年 2020/7/15

　この度は、緊急学生支援金を給付していただき、ありがとうございました。皆さんのおかげ

で大学での学びを継続することができます。私もいつか学生を支援してあげられるよう頑張り

ます。

函館校・３年 2020/7/15

　緊急学生支援金を給付していただき、ありがとうございました。私は一人暮らしで、奨学金

やアルバイトで生計を立てていました。コロナウイルスの影響で、アルバイトもできず困って

いたところ、支援金が給付され、大変感謝しております。より一層勉学に励んでいきたいと思

います。この度は誠にありがとうございました。

岩見沢校・３年 2020/7/15

　新型コロナウイルスの影響で支援してくださった方も少なからず影響があったと思います。

そんな中での学生への温かいご支援を有難うございます。
函館校・４年 2020/7/15

　この度は緊急学生支援金を給付していただき、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、アルバイトができなくなり、苦しい立場に追いこまれます。支援金が給

付され、大変感謝しております。ご支援して頂いた方々への感謝の気持ちを忘れずにより一層

勉学に励んでいきます。この度は誠にありがとうございました。

札幌校・大学院２年 2020/7/15

　この度は、緊急学生支援金を寄付していただき、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影響により、アルバイト収入が０になり、奨学金だけでの生活では苦し

く、この先不安しかありませんでした。しかし、支援金の給付により、不安が和らぎ、安心し

て勉学に励むことができます。ありがとうございました。

函館校・２年 2020/7/15

　この度は、緊急給付金にご協力いただきありがとうございました。今回のウイルスの影響で

アルバイトに行けず非常に困窮していたので本当に助かりました。ありがとうございました。

これで当分の間は生きられます。皆さんも健康には気を付けてください。今回は本当にありが

とうございました。

釧路校・４年 2020/7/15

　今回は、支援金を給付して頂き、ありがとうございました。私はアルバイト収入で生活費を

まかなっていたのですが、突然アルバイトがなくなってしまい、どうしようかと困っていたと

ころ、給付金を頂けたおかげで、なんとか現在まで生活できています。みなさんの温かい支援

のおかげで助けられました、本当にありがとうございました。

函館校・４年 2020/7/15

　この度は、緊急学生支援金を給付していただき、ありがとうございました。コロナウイルス

により、働いていたバイト先が閉店することになってしまい、生活費を稼ぐためのバイト代を

得ることができなくなってしまいました。これからどうやって生活していけばいいのかを考

え、それでもどうすればよいのか分からない中で、今回支援金を頂けることになり、とても救

われました。感謝しかございません。生活費として使用させていただきました。ありがとうご

ざいました。

岩見沢校・３年 2020/7/15

　この度は、給付型緊急学生支援金という形で私たち北海道教育大学生を支援していただきあ

りがとうございました。このような社会の混乱の中、皆様方の温かい心遣いが大きな支えとな

りました。このご恩に報いるべく、感謝の念を胸に抱き日々精進して参ります。本当にありが

とうございました。

釧路校・１年 2020/7/15
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　この度は、緊急支援金をご寄付頂き誠にありがとうございます。私の学生生活のうえでも大

きな支えとなります。また、このありがたみを胸にきざみながら、毎日の勉強に励みたいと存

じます。卒業後、社会に出て皆さまとどこかでお会いできること、一緒に働けることを楽しみ

にしております。また、この度支援していただいた私が卒業後は社会人として後輩学生が困っ

ているときに支援出来るようになるという自覚を持ち、先輩方のように社会の役に立てるよう

努力したいと思います。学生として在学中はなにかとお世話になるかと存じますが、今後と

も、ご指導、ご鞭撻のほど どうぞよろしくお願い申し上げます。本当にありがとうございま

した。

函館校・２年 2020/7/15

　居酒屋で勤めているということもあり、緊急事態宣言時は本当に収入の見通しがつかず今後

の生活に不安を抱いていました。今回の支援金は寄付から集まったお金と聞いています。ご支

援本当に有難うございます。

釧路校・３年 2020/7/15

　このたびは、緊急学生支援金の受給に際し、皆様からのお心のこもった寄附金を賜りまし

て、心から御礼を申し上げます。このたびの新型コロナウイルス感染症の影響による、アルバ

イト等の継続の困難により、経済的にも厳しい状況にはありましたが、皆様からの温かいご支

援を力にして、これからの学生生活を励んで参ります。末筆ながら、皆様のますますのご健康

を心からお祈り申し上げ、御礼の言葉に代えさせて頂きます。令和2年吉日

釧路校・大学院１年 2020/7/15

　緊急学生支援金を給付していただき、本当にありがとうございました。アルバイト等による

収入も減少して困っていた中で、こうした支援金により、家賃や生活費などの一部に使用して

生活を送ることが出来そうです。こうして支援頂いた方々に感謝を込めて、今後も学生生活を

過ごしていくとともに就職することで恩返しを少しでもしていけたらと思います。 改めて、

誠にありがとうございました。

釧路校・４年 2020/7/15

　新型コロナウイルスの影響で生活が一変し、アルバイトもできない中で、この支援金の給付

は本当に生活の支えになりました。皆様も新型コロナウイルスの影響で、大変であるにも関わ

らず、寄附をしてくださりありがとうございました。これからも一生懸命勉学に励み、社会に

貢献できる人間になりたいと思います。本当にありがとうございました。

札幌校・３年 2020/7/27

　この度は皆様も大変な状況であるにも関わらず、私達に対するお心遣いありがとうございま

す。これからも一層勉学に励み、将来大学で学んだことを社会に活かしていきたいと思ってお

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。

岩見沢校・４年 2020/7/27

　私は今年から入学し、現在一人暮らしをしています。また、一人親のため仕送りなしで生活

しているのですが、アルバイト先も休業になり学校を辞め私も働いた方がいいのではないかと

も悩みましたが、温かい支援のおかげでこれからも頑張ろうと思いました。本当に温かいご支

援、ありがとうございました。

函館校・１年 2020/9/3

　この度は、緊急学生支援金を給付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

スの影響で卒業計画が崩れてしまい大変な思いをしておりますが、そんな中、支援金の給付に

よってまた新しく自分のやりたいことに挑戦することが出来るようになりました。自分の理想

の教員像に近づけるようにこれからも日々精進しながら大学生活を過ごしていきたいです。あ

りがとうございました。

札幌校・３年 2020/9/3
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　この度は、支援金を給付していただき、ありがとうございました。新型コロナウィルスの影

響でバイトの回数も激減し、生活費が減少しておりました。皆様のご厚意、大変感謝しており

ます。入学後、大学には一度も通えていませんが、これからの大学生活が充実したものになる

よう一生懸命頑張ります。ご支援ありがとうございました。

岩見沢校・１年 2020/9/3


