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理工学部 ２年 

支援者の皆様へ 
入国禁止措置により、1 年間国外で授業を受け、3 月に入国することにな
った横浜国立大学の留学生です。隔離費用が高くて日本生活が最初から手
ごわいと思いましたが、皆さんの支援のおかげでうまく定着することがで
きました。本当にどうやって感謝の気持ちを表現すればいいのかわかりま
せんが、本当にありがとうございます。 

Graduate School of International Social Sciences（国際社会科学府） ２年 

It's really a kind treatment from all the supporters for YNU. Much appreciate 
for everthing！ 
 
（すべての寄附者からのとても親切なご厚意に大変感謝しています。） 

理工学部 ３年 

ご寄附ありがとうございます。支援金を頂いたら、経済的なストレスは少
し減られることが出来ます。そして、あまりバイトしなくてもいいですの
で、勉強時間も増やし、学業に集中することもできます。心から感謝を申
し上げます。 
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College of Engineering Science（理工学部） 博士３年 

I really appreciate financial assistance of accommodation fee from many 
supporters, which help me to  focus on my current research instead of 
considering the  financial problem to some extend. 
 
（入国時、自主隔離期間の宿泊費用の経済的支援をしてくださった多くの
寄附者に心から感謝しています。おかげさまで、経済的問題を気にするこ
となく、研究に集中することができています。） 

理工学部 ４年 

この度は支援していただき誠にありがとうございます。私は昨年より新型
コロナウイルスの影響を受け、飲食店のアルバイトのシフトにほとんど入
ることが出来なくなってしまいました。しかし卒業研究を進める為にも毎
日のように大学に通わなければならず、交通費や食費の出費に困っていま
した。この度頂く支援金を大学への交通費や勉学費用の為に使いたいと思
います。本当にありがとうございます。 

都市イノベーション学府 １年 

心から、感謝申し上げます。学業を選択して以来、コロナ禍という制限の
もとパートやアルバイトを積極的にできず、貯金を切り崩しながら、学費
や生活費を全て賄っていた為、この様に皆様の温かいご寄付のもと、支援
していただくことができ、大変嬉しく感謝の気持ちでいっぱいです。この
頂いた資金を、無駄にしないようにしっかりと勉学に励み、将来社会に出
たときには、恩返しができるように努力邁進していきたいと思います！本
当に、有難うございました‼ 
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理工学部 １年 

この度は支援のほどありがとうございました。学生時代における 10 万円
は社会人における 100 万円以上の価値があり、工学の分野を目指す者とし
て地震で設計した機構を実現するための機械部品の購入に充てさせてい
ただきたく思います。この重要な学習の時期に障る生活の支出を抑え、さ
らにお金のかかることにも挑戦できます。今回の支援を糧に邁進してまい
ります。 

教育学研究科 修士２年 

この度は緊急給付金に採用していただき、誠にありがとうございます。
頂いた緊急給付金は学費として大切に使います。この度、新型コロナウ
イルス感染拡大による影響を受けて、一年間を経って、ようやく、2021
年の 11 月に日本に戻りました。しかし、高額な航空券、待機したホテ
ル、家賃などのコストで経済的な余裕が無くなり、もともと用意した学
費は足りなくなってしまいました。コロナウイルス禍、アルバイトもで
きませんでした。お金の面でたくさん両親に頼みましたが、コロナウイ
ルスの影響を受けて困っていたところは多かったです。この難しい時期
に緊急給付金をいただいて、大変助かりました。心より感謝いたします！
これからはアルバイトをしながら修士論文に向けて勉強を集中したいで
す。これからも頑張ります。 

都市科学部 ３年 

コロナの影響で必要な生活費を稼げていなかったため、支援金を頂けたこ
と大変感謝しております。ありがとうございます。生活費を補うために使
わせていただきます。 
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理工学部 ３年 

今回の支給は非常に助かりました。自分も将来母校のために何かできるこ
とで恩返ししたいと思っております。 
改めてましてありがとうございました。 

理工学府 修士１年 

支援者の皆様のご寄付により、奨学金を受給させていただくことに大変感
謝申し上げます。 
このような厳しい情勢下において支援を頂くことは大変励みになり、大学
院生としてより一層研究活動に集中し、貢献していきたいと考えておりま
す。 

理工学府 修士１年 

私は大学院から国大にきました。コロナの影響で大学にもまだあまり行け
ていません。このような国大歴の浅い私の修学を支援してくださる皆様に
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した。更に勉
学に励み社会の役に立てる人間になれるように精進していこうと思いま
す。 
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理工学部 ３年 

コロナ禍で収入が減少し、生活に苦しむ期間が長かった為、今回の支援は
本当に助かりました。 
これからも勉学に励み、社会に貢献できるよう努力して参ります。 

教育学部 ２年 

いただいたお金のおかげで、バイトの負担を減らし、勉強の時間に充てる
ことができそうです。 
金額以上に、皆様のお気持ちに感謝します。 
本当にありがとうございました。 

環境情報学府 修士２年 

アルバイトシフトが大幅に減らされる中で、節約をしながら自転車操業の
ように生活していた中で、ご支援を頂けたことから経済的にはもちろん、
精神的に非常に助けられました。本当にありがとうございます。この御恩
を忘れることなく、将来、自分が寄付する側になりたいと強く感じました。 
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経営学部 １年 

支援者の皆様のご厚意に心より感謝申し上げます。私が受講した科目は
秋学期の授業が全面オンラインであったため、生活費を少しでも節約し
ようと地元（愛知県）に帰省していました。しかし、二拠点生活ではなか
なかバイトで安定した収入を得ることができず、非常に困っていました。
そんな時、この奨学金を頂き少し余裕が生まれました。今後、支援者の皆
様はじめ大学や社会に恩返しができるよう精進いたします。本当にあり
がとうございます。 

理工学部 ３年 

ご支援頂きありがとうございます。この支援金で参考書や TOEIC などの
試験費用に充填させていただきたいと思います。 

国際社会科学府 修士１年 

この度は、支援対象に採用していただき、ありがとうございました。コロ
ナのなかで、奨学金ももらえない状況、就活と研究に関する費用が心配で
したが、お陰で安心して研究と就活に専念することができるようになりま
した。ご期待を無駄にすることのないよう、横国大で残りの時間を貴重に
し、研究成果も出て、理想な就職先も決まるように努力いたします。ご支
援いただいているすべての方々に心から感謝いたします。 
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理工学部 ３年 

ご支援誠にありがとうございます。 
TOEIC などの英語外部検定試験に向けての勉強に必要な教材や受験費に
利用させていただきます。 

都市イノベーション学府 修士２年 

大学院という新たな環境に対して入学前から不安がありましたが，今般の
新型コロナウイルス感染症も重なり，一層不安が高まっていました。そん
な中，多くの方々のご支援を受け，勉学や研究にこれまで以上に勤しむこ
とができるようになりました。本当にありがとうございます。 

経営学部 １年 

この度はご支援いただきありがとうございました。このご支援のおかげで
より一層学業へ力を入れることができます。私も将来は困っている学生を
支援できるような人物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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都市科学部 ３年 

ご支援を賜り、ありがとうございます。皆様のご支援に応えるべく、体調
第一で学業に励みます。 

理工学部 ３年 

バイトがずっと休業で賄いもなく、自炊や学食で食費が足りないくらいに
な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。 

教育学部 ２年 

お世話になっております。この度は、緊急支援生活奨学金へ支援していた
だき、本当にありがとうございます。私はコロナ禍もあるのですが、家庭
の経済状況やバイト先でのマネージャーとの関係の問題もあり身体的に
も精神的にも厳しい状態でした。そんな中での今回の給付は、私の大学生
活を送る上で一時的であったとしても大変救いになるものです。私は様々
な方に支えられて生活できていることを決して忘れず、これからも邁進し
ていきます。 
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College of Urban Science（都市科学部） １年 

Dear donors who made this possible,I am writing this to express my 
sincere gratitude for making this special support possible through your 
generous donations. I was thrilled to learn of my selection for this and 
I am deeply appreciative of your support. It puts a bright smile on my 
face not only knowing that with this my financial burden was lighted by 
you, allowing me to focus more on my studies, but also being able to 
experience this great act of kindness and bond between people during 
rough times like these that burdens everyone. I hope one day I will be 
able to help students achieve their goals just as you have helped me. 
 
（支援者の皆様からの温かな御寄附のおかげで、この奨学金が支給さ
れますことに心から感謝いたします。私がこの奨学金をいただけるこ
とを知り、皆様方のご支援に感謝するとともに大変感激しました。こ
の奨学金のおかげで私の経済的な負担は軽くなり、勉強に集中するこ
とができます。また、このような誰もが大変な時に、皆様の多大な親
切と結束を感じることができて、とても笑顔になりました。皆様が私
をご支援くださったように、いつか今度は私が学生たちの目標達成の
支援ができるようになりたいと思います。） 

教育学研究科 修士２年 

ご支援いただいた皆様本当にありがとうございました。バイトに思うよう
に入ることができず、新学期になり教材費等がかかる中で、それでも生活
していかなければならない厳しい状況ではありましたが皆様のお力に大
変支えられました。これからも勉学に励み、自身の将来に向けて取り組ん
でまいります！ 
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理工学部 ２年 

本当にありがとうございました。勉学に励むことは大学生の仕事だと考え
ておりますが、大学生だからこそできる課外活動も頑張りたいと思ってい
ます。支援をしていただいて、また一つ自分の取り組んでることに対して
真摯に向き合い、全力で努力していきたいと思います。 

理工学部 ３年 

自分たちがいまだ経験したことのないようなパンデミック下にあって、思
い描いていた理想の大学生活を送れているとはまだまだ言い難く、健康面
でも経済面でも十分な支援の行き届いていない大学生一人暮らしは厳し
いものですが、支援奨学金のおかげで少し心にゆとりをもって学校に通え
ています。ありがとうございます。 

都市科学部 １年 

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。今
後、立派な社会人として自立できるよう、一層努力を行っていこうと思っ
ております。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。 
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理工学部 ３年 

バイト先が潰れてお金にかなり困っていたのですごく助かりました。本当
にありがとうございます。 

経営学部 ４年 

この度は、緊急学生支援寄附金のご支援、誠にありがとうございます。私
はコロナ禍でのアルバイト収入の減少、交換留学の中止に伴う追加的費用
の発生等によって経済的かつ精神的に困難な状況でした。そうした中で今
回のご支援を頂き、今後の進路に向けて自信と心の余裕を持って進むこと
ができそうです。支援者の皆様、心より感謝申し上げます。 

国際社会科学府 修士２年 

誠にありがとうございました。新たなコロナウイルスがあるので、私のア
ルバイト時間が短縮されています。「緊急学生支援寄附金」は本当に私の生
活に大きな助けをもたらしました。私は絶対に一生懸命頑張ります！ 



緊急学生支援寄附金 

12 

 

 

 

 

 

 

 

理工学府 修士１年 

ご支援ありがとうございました。僕は中国からの留学生です、1 年前日本
の文化と先端技術に興味ありますので、横浜国立大に来ました。運が悪か
ったかも、新しい生活を始めた前にコロナが発生しました、日本語の勉強
はうまく進まなかった、友達も少なかった。今はこの支援のおかげで自信
が増えます、今後もがんばって勉強して、前に進みます。 

都市科学部 ４年 

この度は奨学金を給付していただきありがとうございます。今年はコロナ
禍でバイトができなくなったことはもちろん、対面授業が始まったといい
つつも主流がリモートや 2 拠点になることは避けられず、自宅での作業の
充実を図ると出費が痛く、収入も少ない中では生活が心配でした。いただ
いたお金で自宅にプリンターや作業机、オンライン機器を揃えられて嬉し
く思います。ありがとうございました。 

理工学部 ３年 

私は大学院への飛び入学を考えていて時間的な余裕も少ない状況にあっ
たため、今回の支援金は非常に助かりました。より一層、勉学や研究に励
んでいこうと思います。 
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理工学部 ３年 

この度はご支援いただき、誠にありがとうございます。学年が上がって課
題も増えてアルバイトに入る時間が減ってしまったので金銭面がとても
苦しい状況になってしまいました。そういった理由で本当に救われまし
た。重ねて申し上げますが、ありがとうございます。 

理工学府 修士２年 

支援を頂けたおかげで、研究活動に専念することができます。度重なるご
支援ありがとうございます。研究頑張ります！ 

教育学部 ３年 

コロナの中ありがとうございました。 

国際社会科学府 ２年 

私は中国からの留学生ですが、在日留学生の苦労を理解し、支援金をいた
だいて本当にありがとうございます。これからも学業に励み、自分の役割
を果たしていきたいと思います。 
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理工学部 ４年 

本当にありがとうございます。 

環境情報学府 修士２年 

この度は緊急学生支援金の奨学生に採用いただき、誠にありがとうござい
ます。このような苦境の中でも支援いただくことができ、非常に助かりま
した。大学院修了に向けてさらに邁進したいと思います。 

経済学部 ４年 

アルバイトができなくなり、就職活動・卒業研究に専念する事が難しくな
りかけていたところでこの奨学金をいただけて本当に感謝しています。あ
りがとうございます。 

経営学部 ４年 

ご支援ありがとうございます。4 年生で就活もありアルバイトを増やすの
も難しい状況だったため大変助かります。大切に使わせていただきます。 
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教育学部 ４年 

この度、新型コロナウイルスの影響により、支援者の方々も生活が大変な
中、支援してくださったこと、感謝しております。アルバイトが出来ず、
生活に余裕がなかった私ですが、今回の支援金に関して、生活に余裕が生
まれ、教員採用試験にもますます励めます。教員採用試験にも受かり、社
会に出てから恩返しをしたいと共に、今度は私が支援できるよう頑張りた
いと思います。ありがとうございました。 

教育学部 ４年 

支援金を寄付していただいたことはもちろん、皆様からの温かいメッセー
ジにとても元気づけられました。必ず生活の役に立てます。本当にありが
とうございました。 

経営学部 ４年 

この度は、奨学金にご協力くださりありがとうございました。非常に困窮
していた中だったのでとてもありがたいです。今後とも学業に励み、いつ
かみなさんに恩返しできるように頑張ります。 
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国際社会科学府 修士２年 

寄付していただいた皆様本当にありがとうございました。非常に助かりま
す。自分が勉強できる環境を作っていただきありがとうございます。精一
杯学問に励みたいと思います。 

理工学部 ４年 

コロナでバイトの出勤日が激減していたので非常に助かりました。ありが
とうございました。 

理工学府 ２年 

感染症対策を徹底した中での就職活動・研究活動、またはアルバイト時間
の減少は心身ともに非常に厳しいものですが、皆さんのご支援のおかげで
生活と心に少し余裕が生まれました。社会に出た際には一人の横国 OB と
して貢献する側に回れるよう精進いたします。ありがとうございました。 
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理工学府 博士１年 

この度は学生支援のための寄附をしていただき、ありがとうございます。
博士課程後期という身で生活費の捻出に苦労し、アルバイトも十分に行え
ていない中で、奨学金をいただけることには本当に感謝しています。支援
していただいた方々の想いを感じながら、自分の研究で成果を上げるとい
う形で皆様に恩返しできるように、日々努力していきたいと思います。繰
り返しになりますが、この度は本当にありがとうございました。 

理工学府 ２年 

この度は、我々学生を支援していただきありがとうございます。現在、ア
ルバイトで得られる金額も普段の半分程度となっており、今回頂いた支援
金は生活費に充てさせていただこうと考えております。皆様から頂いた支
援金を大切に使わせていただき、社会に大きな恩恵を与えるような研究成
果を挙げるため、日々の研究に取り組みます。この度は、ご支援いただき
ありがとうございました。 

理工学部 ４年 

卒業生や保護者、地域の皆様のご支援心から感謝しております。このご支
援に心から感謝して、これからの勉学に励みたいと思います。 
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教育学部 ４年 

昨年度に引き続き、ご支援誠にありがとうございます。最終学年で忙しく
なかなかアルバイトの時間が取れない中で、最後まで卒業を諦めずに過ご
せそうです。重ねて御礼申し上げます。 

理工学部 ４年 

支援者の方々のおかげさまで、多くの学生が学業や研究に勤しむことがで
きます。皆様に感謝の意を持ちながら、大学で有意義な時間を過ごし、そ
れを還元できるよう努力して参ります。ありがとうございました。 

都市科学部 ４年 

私たちのために多くのご支援ありがとうございます。一人暮らしで心細く
不安が多い中、このようなご支援をいただけることで生活だけでなく心の
支えになります。心から感謝しています。 
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経営学部 ３年 

コロナに加えて就活などでアルバイトも満足にできていない状況でしたの
で大変助かりました。 

教育学研究科 修士１年 

ご支援いただき、心から感謝を申し上げております。留学生として、皆様
から家族のような親しみを感じました。今後、自分の力ができる限り、他
の人も助けようと思います。 

教育学部 ３年 

支援者の方々に感謝しております。支援金のおかげで、勉強に当てられる
時間が増え、バイトだけでなく課題などに熱量を注げることができていま
す。本当にありがとうございました。 

教育学研究科 修士１年 

この度、「緊急学生支援金」に採用していただき、誠にありがとうございま
した。私は「できるだけ多くの人を幸せにする」ということを人生のゴー
ルとしています。私は、実際に行動し、社会で活躍する人材になることを
目指します。よろしくお願いいたします。 
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理工学府 修士２年 

コロナ禍で誰もが苦しい中、緊急学生支援寄付金に寄付いただいた皆様に
感謝申し上げます。ありがとうございます。私は、大学のＴＡの収入と奨
学金で生計を立てていました。数か月におよぶ大学の閉鎖により、一時は
収入が０になることもあり、貯金を切り崩し、食費を抑えて生活をしてい
ました。ＴＡ再開までの一番苦しい期間を、支援金により乗り越えること
ができました。本当にありがとうございました。 

国際社会科学府 ３年 

この度はご支援いただき誠にありがとうございます。ご支援いただいた皆
様のおかげで今の自分が研究に励むことができていることをしっかりと
理解し、自身の成長のためにこの奨学金を使用させていただきます。本当
にありがとうございました。 

理工学部 ３年 

ご支援いただき誠にありがとうございます。この苦しい状況を糧に、多大
な温かいご期待に応えるべく、より一層精進いたします。 



緊急学生支援寄附金 

21 

 

 

 

 

 

都市イノベーション学府 博士１年 

今年は私にとって辛いです。研究が忙しくて、アルバイトも探しにくいで
す。博士課程を続けるということは、あまりにも軽率で無邪気すぎるので
はないかと疑っているところ、緊急学生支援寄附金をいただきます。私の
苦境は完全に解決されていませんが、見知らぬ人からの無私な助けが私に
希望をくれました。すべての問題は解決される、生活はますます良くなる
と思います。支援者様、誠にありがとうございました。 

Graduate School of Engineering Science （理工学府） ３年 

My lifelong dream of completing my Ph.D. during the corona outbreak 
is moving forward, thanks to generous educational scholarships like 
yours. Since I have been selected as one of the recipients of the YNU E-
SSUP Life Support Scholarship, my dream is becoming a reality at 
Yokohama National University. The 50,000YEN award allows me to 
earn skills that will serve the research community following graduation. 
Thank you personally for your generosity: Without scholarship patrons 
willing to support, less privileged students such as myself would be 
unable to compute their degree program during these difficult 
moments. 
 
（コロナ禍の中ですが、皆様からの寄附金のおかげで、YNU E-SSUP
生活支援奨学金をいただき、私の博士号を取得するという夢は横浜国
立大学でかなえることができそうです。今回いただいた 50,000 円で、
卒業後も研究を続けることができます。皆様のような支援者がいなけ
れば、私のような他に支えてくれる者が居ない学生は、この厳しい状
況の中で学生生活を続けることは困難です。本当にありがとうござい
ます。） 
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国際社会科学府 １年 

本当にありがとうございました。生活費について本当に困っています。助
かりました。 

経済学部 ３年 

ご支援ありがとうございます。 
頂いたお金に感謝しつつ、これからも学問に邁進してまいります。 

環境情報学府 修士２年 

地方から来ていること、今年が就活だったこともありかなり経済的に困窮
していました。支援金をいただいたお陰で生活費に少しゆとりができそう
です。修了までのやりくりに活用させていただきます。ありがとうござい
ました。 

教育学研究科 修士２年 

この度、「緊急学生支援寄附金」をいただき、誠にありがとうございます。
「努」めて研究に「力」を入れていきます。精進してまいります。誠にあ
りがとうございました。 
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理工学部 ２年 

今年から親が定年を迎え、年金受給になったのでお金が足りない状況でし
たので助かりました。ありがとうございます！ 

教育学研究科 修士２年 

ご支援いただき誠にありがとうございます。このあたたかい気持ちをこめ
たお金を、つつしんで大切に使わせて頂きたいと思います。ふたたび本当
にありがとうございました。 

環境情報学府 ３年 

この時世で、ご支援をいただけたこと心より感謝申し上げます。いっそう
勉学に励み、社会に還元できるように邁進して参ります。 

環境情報学府 修士１年 

支援者の私への援助に感謝しています！今年はこのような難しい年に助け
られて本当に感謝しています。私は引き続き学業で努力して、将来社会に
役立つ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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国際社会科学府 ２年 

支援奨学金を頂いて、ありがとうございます。助かります！卒業前にコロ
ナのせいで生活が困りますので学問をやめて帰国しようかと思っていま
したが、力を入れてまた学問に万全を期します。どうもありがとうござい
ます。 

都市イノベーション学府 修士１年 

本当にありがとうございました！！すごく貴重な支援金で、助かります！
感謝の意を持ちつつ、今後も引き続き頑張りたいと思います！！ 

環境情報学府 １年 

この度は、緊急学生支援寄附金のご支援誠にありがとうございました。４
月から続くコロナウイルスの影響で、学内での授業や研究ができず、イン
ターンシップの急遽中止など様々な影響がありました。私の自宅は大通
りに面しており、自宅からオンラインで研究発表をする際に道路の騒音
がマイクに入るためあまり良い環境ではありませんでした。この度いた
だいたご支援は、オンラインでの研究発表や就職活動に向けての防音カ
ーテンの設置や通信費のために利用させていただきたいと思います。い
ただいたご支援を有意義に活かし、学術雑誌への投稿論文の掲載や学会
発表を目標に向けて努力したいと思います。本当にありがとうございま
した。 
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経営学部 ４年 

この度はご寄付を頂き誠にありがとうございました。大変ありがたく思っ
ています。ご寄付くださった方のご厚意に報いるために勉学により注力し
努力していきたいと思います。また社会に出た際にきちんと還元できるよ
うに精進して参ります。 

教育学研究科 修士１年 

ご支援いただき誠にありがとうございます。沢山の方々に応援されている
ことを感謝しか言えません。そして、将来のある日に、私も大学を応援す
る側になることを決めました。ありがとうございました！ 

教育学研究科 修士２年 

支援者の皆様、心から感謝しております。皆様は厳しい状況で、寄付金を
いただいて、感動します。友達の中、コロナのせいで、精神状況が崩れて
しまう人もいるが、私もよく落ち込んでいたが、異国で皆様に愛されてい
るのは、なんて幸せでしょう。中国のことわざがいうように、「この世に人
情味があり、愛もある」。皆様の愛を持ち、ちゃんと生きていくと思いま
す。いつか皆様のように自分の力を捧げるように努力します。 
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都市科学部 １年 

私たちの学習に応援して本当にありがとうございます。私はこれからぜひ
一生懸命に勉強して、知識を学んで、将来に社会に貢献をします。感謝し
ています。 

教育学研究科 修士２年 

支援者の皆様、今年の厳しい状況の中で寄附してくださって、本当にあり
がとうございます！すごく助かります！ 

都市科学部 ３年 

今回支援していただいてありがとうございます。授業に専念するとともに
ありがたい気持ちを持っていることで将来自分なりの力で学校及び社会
に感謝を表したいと思います。 
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環境情報学府 １年 

バイトによる収入が激減している中で、パソコンがほとんど動かない状態
となり困っていたのですが、これで買い替えることができます。非常に助
かりました。おかげさまで、授業・研究・就活すべてに集中することがで
きます。ありがとうございました。 

理工学部 ３年 

支援金のおかけで、金銭的なストレスがなくなり、学業に集中できるので、
ホントに感謝しています。ご恩を返せるように精進していきます。 

理工学部 ４年 

大変感謝いたします。 

経済学部 ２年 

緊急事態宣言によって、アルバイト先の休業、休業補償の対象外、そして、
今なおシフトの数が少ないために経済的に厳しい状況が続き、貯金を切り
崩してきました。大切に使います。ご支援ありがとうございました。 
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都市科学部 ２年 

寄付金をありがとうございました。おかげでバイトを増やす必要もなく、
睡眠時間を確保して、今までのように学業に集中することができます。 

理工学府 修士１年 

この度は多くの方から、ご支援していただきありがとうございます。今回
支援していただいた支援金を生活費に割り当て、就職活動・研究で納得の
いくように活動する支えにしていきたいです。 

教育学部 ３年 

ご支援いただきまして誠に感謝しております。支えていただけるからこそ
学べているという自覚をもち勉強に励んで参りたいと思います。学びがで
きる環境に居させていただいてる感謝を持ちながら頑張っていきたいと
思います。再度になりますが、ご支援いただきましてありがとうございま
した。 
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環境情報学府 修士１年 

寄付金に多大な感謝の意をお伝えします。私はコロナウィルス感染拡大に
よりバイト先でパワハラを受けました。売り上げの下落は私たちの責任で
はないのに、「男はいらない」とバイトを全てカットされ、間接的にクビ
にされてしまいました。その後、新しくバイトを探しましたが、なかなか
見つからない現状です。さらに私の本業は大学院生です。勉強にお金は必
要といえど限界があります。その中でいただけた寄付金はとても励みにな
ります。今後、若き成長の時間を大切にし、少しでも日本の社会に貢献で
きるように精進いたします。 

国際社会科学府 修士１年 

この度は、ご支援ありがとうございます。私は、バイト先がコロナによっ
て休業の末、閉店となりました。一時期は貯金でやりくりしましたが、先
が見えない中での不安な生活でした。今回奨学金をいただけて、前向きに
勉学に励むことができると思います。本当にありがとうございました。 

理工学府 修士１年 

ご寄附をくださった支援者の皆様、今回頂いた奨学金で学費を支払うこと
ができそうです。大変感謝しております。今回頂いた恩を返せるように精
一杯勉学に励みたいです。 
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理工学府 修士１年 

ご支援ありがとうございます。パソコンが故障し、授業やゼミ、更には就
活に不自由な状態でした。ご支援のおかげで、それらの問題が解消しまし
た。本当にありがとうございました。 

理工学部 ３年 

アルバイトでの短縮営業、人頭数削減により十分に働けず困っておりまし
た。本当にありがとうございます。 

教育学部 １年 

５万円は凄く助かります！ありがとうございます！ 

理工学府 修士２年 

この度は、奨学金のご支援を頂きまして、誠にありがとうございます。私
は現在、大学院にて研究活動を行っています。今年は新型コロナウイルス
の影響でアルバイトを続けることができなくなり、学費を支払うのも困難
となってしまいました。しかし、今回の奨学金のご支援のおかげで、学業
や研究に専念することができます。立派な研究成果を残して卒業できるよ
う、今後も一層の努力を行ってまいります。 
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都市科学部 ２年 

ご寄附いただき、ありがとうございます。頂いたご支援を糧に、環境の大
きく変わったオンライン授業を頑張る所存です。 

教育学研究科 修士２年 

今回、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。ア
ルバイトも満足に出来ず、先行きも不安な中、心も折れそうでした。皆様
の支援のお陰で少しずつ元気と勇気が湧いてきました。自分も将来、次の
世代が困っているときには自然と手を差し伸べられるようになっていき
たいと思います。前を向き、進んで行くためのお力添え、本当に感謝に堪
えません。ありがとうございました。 

経営学部 ４年 

収入が減少して、非常に困っていたので、とても助かりました。学びに役
立てていきます。本当にありがとうございます。 

経営学部 ３年 

給付金のおかげで、生活を繋げることができます。アルバイトもできない
状況ですので、非常に助かりました。ありがとうございます。 
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教育学部 ３年 

コロナ下で皆様方も大変な状況の中、私たち学生のために支援をしていた
だいて本当に感謝しております。勉学に励み、無駄のないように使わせて
いただきます。 

理工学部 ４年 

現在量子情報の研究をしております４年のものです。現在自分の研究室と
他の研究室との論文や、NICT という情報機構の人材育成プログラムを受
けており、アルバイト等に時間を取りづらい身として、このような支援が
あることに大変感謝しております。 

環境情報学府 修士２年 

支援していただきありがとうございました。支援していただいたおかげで
勉学に集中することができます。ありがとうございました。 
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理工学府 ２年 

今回は奨学生として採用していただき、ありがとうございます。生活に困
っていたので、とても助かりました。いつか支援者の皆様に恩返しができ
るように、今できることを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。 

国際社会科学府 １年 

この度は世界的に厳しい中、皆様からの温かいご支援とお言葉を頂きあり
がとうございます。皆様からのメッセージ、一つ一つ丁寧に拝見させて頂
きました。経済的に困窮し不安に押しつぶされそうな毎日でしたが、皆様
からのご支援により不安が軽減され、日々の研究活動に集中出来そうで
す。改めて御礼申し上げます。 

経済学部 ３年 

金銭的にはもちろん、時間的にもとても助かりました。これから本格化す
る就職活動に向けて、頑張りたいと思います。ありがとうございました。 
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教育学部 ３年 

支援者の皆様、この度はご寄付頂きありがとうございました。コロナの影
響でバイトがなくなり、親からの仕送りも８割減っていて本当に苦しい状
況だったので、奨学金を頂けて大変ありがたいです。一刻も早くもっと家
賃の安いところに引っ越したかったのですが、退去費や引越し代、新規契
約時の手数料、敷金礼金などを捻出できそうになく諦めていました。です
が、奨学金を頂けたおかげで引っ越すことができそうです。これで生活に
少し余裕ができるかなと思います。この度は本当にありがとうございまし
た。 

理工学部 ２年 

本当にありがとうございます。感謝してもしきれないほどの恩を肌で感じ
ています。 

教育学部 １年 

この度は、ご寄付の方ありがとうございました。コロナウイルスの為、ア
ルバイトの収入がなかったところ、このような支援をしていただき、誠に
感謝しています。支援いただいた寄付金の方は、家賃や生活費にあて、大
切に使わせていただきます。 
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経営学部 ４年 

新型コロナウイルスで予期せぬ事態、皆様も大変な中ご支援ありがとうご
ざいます。生活費や学費として大切に使わせていただきます。ますます寒
くなっていきますが、どうぞお身体ご自愛くださいませ。 

経営学部 ３年 

春に引き続き皆様のご支援を受けられることとなりました。オンライン授
業では普段必要となる書籍以外にも個人専用のコンピューター、プリンタ
ーやヘッドセットなどが必要となります。皆様のご支援のおかげで、E-
SSUPのコンピューター貸与のおかげで必要な資材を揃えることができま
した。大変感謝しております。誠にありがとうございます。 

経営学部 ３年 

春学期のアルバイト減少が秋学期の生活にまで影響を及ぼしつつあったた
め、大変助かりました。 
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都市イノベーション学府 修士１年 

私は今、修士１年ということもあり、大学院の講義・研究活動に加えて、
就職活動にも本格的に取り組んでいます。しかし今年はコロナウイルスの
影響で２月頃からアルバイトのシフト・収入が激減し、２ヶ月間あったは
ずの夏休みは９月の１ヶ月間のみとなったことで、十分な貯金もできてい
ないまま、就職活動の早期選考・本選考を迎えようとしており、不安を感
じていました。支援者の皆様は、私を含め、多くの学生の精神的・経済的
支えになっています。この度のご支援に心より感謝申し上げます。 

理工学部 ４年 

奨学金をご支援頂き、ありがとうございます。今回頂いた奨学金は研究の
ための参考書代に使用します。購入した参考書を使用し、研究の成果に繋
げることをご約束致します。コロナウイルスの影響で困っている学生は自
分を含めたくさんおります。ぜひこのような奨学金給付を次回も行ってい
ただけると大変幸いです。 

都市科学部 ３年 

この度は誠にありがとうございます。親に負担をかけることなく、いただ
いたお金をもとに、しっかりと勉学に励んでいこうと思います。いつか自
分自身が今受けた御礼を次世代にもつなげられるよう、頑張ります。 
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経済学部 ３年 

コロナウイルスによる影響でアルバイトが減ってしまい、このままでは生
活費、学費が払えず、修学を続けていくのが難しい状態でした。その中、
就活もオンラインで始まっていく中、思うようにアルバイトもできず、行
動が制限されていました。しかし、今回の給付を受けることで、修学を継
続できます。本当に感謝しております。これから、更に勉学に励んでいく
所存です。 

理工学部 ４年 

コロナ禍で学費等の支払いに不安がある中、このような形で支援していた
だき心より感謝申し上げます。 

理工学府 修士２年 

この度は、我々学生のためにご支援いただき誠にありがとうございまし
た。修士２年として、修士論文執筆のための研究を進めなければならない
中、感染症の流行で実験が円滑に進められず、加えてアルバイト等にも影
響が出ておりました。皆様にご支援いただいたことで研究を進める時間を
多くとることができ、残り少ない学生生活をより充実したものにできると
考えております。ありがとうございました。 
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教育学部 ３年 

コロナ禍で父の仕事が不安定になり、私自身もアルバイトにあまり入れず
困っていました。温かいご支援、本当にありがとうございます。 

経営学部 ２年 

この度は私たち横浜国立大学の学生に対してこのような寄付をして下さ
り誠にありがとうございます。皆様からいただいたサポートを無駄にしな
いためにも、今一度気持ちを引き締めて勉学に励みたく思います。 

教育学研究科 修士２年 

この度はご支援頂きましてありがとうございました。金銭的不安はずっ
と、特にコロナ下においてあります。しかし皆さまのご厚意が力になりま
す。 
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経済学部 ４年 

今回で私は２回目の支援をいただくことになりました。ご寄付いただいた
皆様方には本当に感謝しております。皆様も同じ状況下にいるのにも関わ
らず、ご支援いただけているこの環境と恩恵に感謝し、大切に必要生活資
金として充てます。 

理工学府 修士１年 

個人的な事情と現在の情勢の影響下においても、自分が真に向かいたい道
を進むことができるのは皆様の支援があるからであると深く感謝いたし
ます。皆様から頂いた支援をもとに、次の世代に還していけるような技術
者へと成長いたします。 

環境情報学府 修士２年 

ご支援いただき誠に感謝申し上げます。ご支援いただいた分、より一層研
究に専念し、社会に貢献できる人材になるべく精進いたします。 
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教育学部 ２年 

この支援金を有意義な学業生活へと繋げていきたいと考えております。具
体的には生活に少しばかり余裕が生まれるためそこを教員になるために
必要な学習のための時間に当てられたらと考えております。ありがとうご
ざいました。 

経済学部 ３年 

支援してくださった方、本当にありがとうございます！ 

理工学部 ２年 

本当に困っていたので嬉しいです。ありがとうございます。 

都市科学部 ３年 

本当にありがとうございます。食費分だけだとしても本当にありがたいで
す。 
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国際社会科学府 ３年 

資金面で不安があり、学業を優先するかバイトを優先するか悩んでいた矢
先に今回の支援が決まり、結果、学業の方を採る事ができました。今回寄
付をしてくださった皆様に非常に感謝しております。 

理工学部 ４年 

コロナによって就職活動がうまく進まず、一方で生活費は必要となる状況
の中、支援のおかげで進路に向けて全力で取り組むことができました。企
業からも無事内定を頂くことができ、本当に感謝をしています。ありがと
うございました。 

経済学部 ４年 

ありがとうございます。就活の移動にもお金が必要で困っていたので助か
りました！ありがとうございました！！ 
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理工学部 ２年 

ご支援いただき誠にありがとうございます。これからも勉学に励み有意義
な大学生活を送りたいと思います。 

教育学研究科 修士２年 

寄付の総額を見ましたが、こんなにもこの大学が沢山の方々に応援されて
いるのだと実感することができました。私も、卒業したら大学を応援する
側になりたいです。ありがとうございました。 

理工学府 修士１年 

アルバイトによる収入が大幅に減っているにも関わらず、学生緊急支援金
を頂けず、先行きが不安でした。しかしその代わりに寄付金は頂けて、な
んとか助かりました。ありがとうございます。 
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経営学部 １年 

支援してくださった方々、本当にありがとうございます。とても助かりま
す。 

経営学部 ２年 

コロナウイルスの影響により、現在はバイトに入ることができず、ただ家
に引きこもっている状況が続いております。そんななかで、このようなご
支援をいただくことが決まり、気持ちが少し軽くなりました。オンライン
での課題やレポートというのはなかなか大変で、家にずっといると気持ち
の切り替えも大変で、苦しい状況ですが、このように支援していただいて、
その気持ちに応えようと、頑張れると思います。本当にありがとうござい
ました。 

教育学部 ４年 

バイトも減り、生活費はでていく一方、このお金はありがたいです。 

理工学部 ３年 

本当にありがとうございます。金銭に執着せず、学業に励むことができま
す。支援者の皆様もお体にお気をつけください。 
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経営学部 ３年 

卒業生や保護者、地域の皆様など、私たち学生のためにこの度寄付をして
くださった全ての方々、本当にありがとうございます。私は今回の新型コ
ロナウイルスの拡大によりアルバイト先が無期限営業停止となり、バイト
を探すも雇い手が見つからず、4 月からの 4 ヶ月間無収入に近い生活でし
た。皆様のおかげで、生活だけでなく心にもゆとりが生まれます。本当に
ありがとうございました。 

経営学部 ２年 

アルバイト先の飲食店が休業となり 3 ヶ月ほど収入がない状態でしたの
で、今回の給付金を頂くことになり大変ありがたく存じます。 

理工学部 ４年 

この度はご支援をしていただき、誠にありがとうございます。現在でもア
ルバイトはほぼできない状況ですが、頂いたお金と空いた時間を有効利用
して読書、勉強に励んでいきたいと思います。改めて、皆様のご親切に心
よりお礼を申し上げます。 
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経営学部 ４年 

就職活動、パソコンの故障やバイトの中止などが重なり、困っていたので
すが、今回の寄付による給付金で非常に助かりました。心よりお礼申し上
げます。 

教育学部 ４年 

今回はこのような形で支援をしていただき、本当にありがとうございま
す！自分には教員になりたいという昔からの夢があるため、いただいたお
金は自分の教師としてのスキルアップのための勉強をすることに使わせ
ていただきます！今回の支援が無駄にならないよう、精進していきます。
ありがとうございました！ 

経営学部 ２年 

本当に助かりました。ありがとうございます。 

経営学部 ４年 

私たちのことをいつも気にかけてくださってありがとうございます。他大
学に比べて圧倒的に一人暮らしの学生が多い横国は、給付金によって生活
が楽になる学生がたくさんいると思います。 
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理工学府 ２年 

この度はご支援いただきありがとうございました。今回のコロナの影響で
私はアルバイトを再開することができず、生活に困窮していました。また、
両親ともに仕事柄コロナの影響で収入が減少し、支援を求めることが難し
い状態でした。そんな中で、国からの支援に漏れてしまい、今後の生活に
不安を抱いていました。しかし、今回寄附をしてくださった皆様のおかげ
で、生活への不安が消え、研究に専念することができます。ありがとうご
ざいます。 

理工学部 ４年 

緊急学生支援寄附金によるご支援ありがとうございます。私はコロナの影
響でアルバイトが出来ない状況だったので、非常に助かります。お金の心
配がありましたが、この支援金のおかげでより研究に専念することができ
ます。本当にありがとうございました。 

経営学部 ３年 

支援者の皆様、この度は支援金を寄付して下さり誠にありがとうございま
す。コロナによってバイトのシフトが減ったことにより収入が減り学生生
活が厳しく個人として借入を行う予定でした。本当にこの支援は有難いで
す。 
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経済学部 ４年 

学生支援緊急給付金の選考から外れてしまい、平均約 8～9 万円ほどいた
だいていたバイト代もコロナ前と比べてシフト削減により圧倒的に少な
く、特に先月分は働きはじめた約 2 年間のうちもっとも低い約 1 万円まで
落ち込んでいて非常に先行きも不安でしたがおかげさまで生活の足しに
することができて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、そして大切につかわせていただきます。 

理工学府 修士１年 

このような苦しい情勢の中、支援を本学にしていただきまして誠にありが
とうございます。先が見えない不安と、バイトができないことにより日々
奨学金から生活費を出す苦念により、かなり精神的に参っていましたが、
このような支援を受けることで経済的な安心だけでなく、助けてくれる人
がいるのだという安心も感じれました。この御恩を果たすためにも、決し
て快適な環境ではございませんが、日々努力を続け、本学に貢献できるよ
うな成果を出せるように努めます。本当にありがとうございました。 

理工学府 修士１年 

寄付していただいた皆様本当にありがとうございました。私は、コロナウ
イルスの影響によりもともと行っていたアルバイトを失い、生活費のやり
くりをこれまでの貯金から行っていました。学費以外の支援を親から受け
るつもりはなく、研究活動に支障を与えることなく生活を続けていくため
には奨学金が必要な状況でした。このたびは本学の先輩方である皆様から
支援を頂けることになり、心から感謝しております。今後も学業、研究活
動に励んでいきたいと思います。 
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教育学部 １年 

実家に帰っているが横浜の自宅の家賃は払い続けアルバイトもろくにで
きない中、この奨学金は私にとっても家族にとってもとても大きなもので
す。寄付してくださった皆様には、心から感謝しています。本当にありが
とうございます。 

教育学部 ３年 

アルバイトによる収入がなくなった中でも自分の卒業制作に向けた作品
作りに必要な物質など支出は以前と変わらず、本当に困っていました。こ
のいただいた給付金を有意義に活用していきたいと思います。本当にあり
がとうございます。 

理工学部 １年 

自分が勉強できる環境を作っていただきありがとうございます。精一杯学
問に励みたいと思います。 
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都市イノベーション学府 ２年 

親元を離れており、先が見えない学生生活で、学業の面でも日常生活の面
でも日々不安があります。一方で私たち学生へ心配し支援していただく
方々もおり、とても心強く感じております。様々な人の支えがあることを
改めて実感しております。ありがとうございます。 

経済学部 ３年 

バイトが思うようにできず、生活費がやや苦しい状況で、このような支援
を行っていただき本当に感謝しております。私はアメフト部に所属してい
るので、主に食費に支援金を回し、秋シーズンに向けていい準備をしよう
と思っております。本当にありがとうございます。 

理工学部 ２年 

本当に感謝しています。 

理工学部 ３年 

バイトが全く入れず給料が 5 月分翌月振り込みで 6 月 6000 円でした。本
当に助かりました。生活費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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都市科学部 ２年 

家族や自身が飲食業に従事しているため、家計の収入減により切り詰めた
生活を送っておりました。大学図書館への交通費や秋学期の教材、資格試
験受験費用に充てたいと思っています。この度はご支援を賜り、誠にあり
がとうございました。 

都市科学部 ３年 

バイトの収入も減り、これからの生活に不安を感じていたのですが、国か
らの支援もいただけないと分かり、非常にショックを受けていました。し
かしながら、今回このような支援をして頂けるということで本当に嬉しい
です。大切に使わせて頂きたいと思います。本当にありがとうございます。 

理工学府 １年 

この度は支援して頂き誠にありがとうございます。新型コロナウイルス感
染防止のために、4 月から始まる予定だったアルバイトができず、今も働
く見通しが立っていません。私は、アルバイト代によって学費の一部を負
担しています。そんな中での支援は大変助かりますし、改めて学業に精を
出そうと身の引き締まる思いです。 
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経済学部 ３年 

アルバイトがなくなり困っていたのでとてもありがたいです！自分も困っ
ている人々に支援の手を差し伸べられる立派な社会人になれるよう頑張り
ます！！ 

理工学部 ４年 

本当にありがとうございます。これからも勉学に勤しみ、また次の世代へ
とこの恩を引き継いでいきたいと思います。 

経済学部 ３年 

この度は支援していただき本当にありがとうございます。この支援金をも
とに大学でのさらなる学びにつなげて、社会に出た時今度は自分が人々を
助ける立場として活動したいと思います。 

理工学部 ３年 

アルバイトも短縮営業が余儀なくされ、思うような収入が得られないなか、
皆さまの寄付のおかげでご支援頂けたこと大変ありがたく思っておりま
す。 
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都市科学部 ３年 

この度は、ご支援いただき誠にありがとうございます。コロナウイルスの
影響は、一人暮らしの方だけでなく、実家暮らしの方にも広く影響し、政
府の学生支援金は、一人暮らしの方の支援がメインとなっていたため、実
家暮らしの身としては大変困っていました。そんな中、この度の YNU E-
SSUP でご支援いただいたおかげで、これからさらに勉学に集中すること
ができ、感謝の言葉でいっぱいです。改めまして、誠にありがとうござい
ました。 

理工学部 ３年 

この度はご支援ありがとうございます。このような大変な時期であって
も、大学での学びを継続できることに、とてもありがたく思います。今回
のご恩を忘れず、これからより一層学業に励んでいこうと思いました。本
当にありがとうございました。 

経営学部 ２年 

ご支援いただき心から感謝申し上げます。今後の学びに活かせるよう努め
ます。 

国際社会科学府 博士３年 

苦学生には本当に助かりました。ありがとうございます！ 
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理工学部 ４年 

この度は寄付金により支援していただき、ありがとうございました。コロ
ナによる収入の減少により、日々の生活にも不安を感じる毎日で、学業に
も身が入らない状況であったため、今回の寄付金による支援につきまして
大変感謝しています。今後もよりいっそう学業に専念していきたいと思い
ます。 

経営学部 １年 

ご支援ありがとうございます。皆様のご協力のもと新型コロナウイルスの
状況下で学業を続けることができる環境に感謝して生活していきます。 

経済学部 ４年 

卒業生の先輩方、保護者の方々、ならびに地域の皆様、このコロナの時期
で皆様同じく大変な思いをしてる中でご支援頂き誠にありがとうござい
ます。大切に当支援を生活のために使わさせていただきます。 
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理工学部 ４年 

本当にバイトができなくて困っていた中、このような慈悲深い皆様のおか
げで救われたことを心に刻みます。助け合うという素晴らしさについて教
えていただきました。このたびは本当にありがとうございます。 

経営学部 １年 

この度は支援していただき、ありがとうございます。私は、大学生となっ
た今年からアルバイトをする予定でしたが、近所でコロナ感染者が発生
し、むやみに外に出れなくなってしまいました。アルバイトによって得ら
れるはずであった収入がなくなってしまったので、少しでも支援していた
だきたいと思っていました。この度このように支援していただけるという
ことで、感謝の気持ちでいっぱいです。自粛期間中ではありますが、講義
等から様々なことを吸収していこうと思います。ありがとうございまし
た。 

理工学部 ４年 

この度はご支援いただきありがとうございます。アルバイトもこういった
状況でなかなかできない中、非常に助かります。 
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経営学部 ２年 

この度はご支援本当にありがとうございます。収入が減る一方で支出は変
わらない状況が続き大変困っていました。今回のご支援、本当に助かりま
す。改めて御礼申し上げます。 

理工学部 ４年 

生活が困窮している中、10 万円の選考に落ちてしまい学びのモチベーショ
ンも下がっていました。しかし、今回半分の 5 万円の給付が行われるとい
うことで本当に助かります。支援ありがとうございます。 

都市科学部 ４年 

この度は我々学生にご支援くださり、誠にありがとうございました。大学
院入学に際し、多くの出費があった反面、アルバイト等の減少により十分
な収入が見込めず不安を感じておりました。しかし今回の寄附金により経
済的な安心感はもちろんのこと、それ以上に支援者様の暖かさを感じずに
はいられませんでした。本当にありがとうございました。 
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理工学部 ４年 

学費を支払うのが大変であったので非常に助かりました。本当にありがと
うございます。 

経済学部 ４年 

この度はご支援いただき誠にありがとうございます。わずかでもいいので
支援金をいただきたいと思っていたところ、これほどの額を支援していた
だけるとは思っていませんでした。大変ありがたく思います。毎日家で自
粛し、アルバイトもままならない状況ですが、どうにか乗り越えていきま
す。ありがとうございました。 

理工学部 ２年 

この度は、支援者様のご支援により、苦しい生活状況が改善されます。ご
支援ありがとうございます。オンライン授業が続く中、アルバイトをする
時間がなかったりと、思うように収入を得られていませんでした。今後は、
支援者様のご期待を裏切らないよう、勉学に励むとともに、大学生活をよ
り充実した実りのあるものにする為に努力をします。誠にありがとうござ
いました。 
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経済学部 ２年 

バイトによる収入が減っていて、生活が困窮している中で、今回このよう
な支援をして頂き本当に感謝してもしきれないほどです。ありがとうござ
います。 

理工学部 ２年 

国からの給付金を諦めていたところで頂いた話でしたのでとても嬉しいで
す。寄付をしてくださった多くの方々本当にありがとうございます。感謝
感謝感謝です！！ 


