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 就職者 

 高等学校卒業 卸売業 

学生時代はたくさんのご支援ありがとうございました。小学生で父を亡くし大変なこと、悲しい時もありま

したが皆様のご支援のおかげで、中学、高校と大好きなテニスを続けることができましたし、高校ではたくさ

ん勉強し、検定も取得することができました。 

現在は高校を卒業し地元の企業に就職しております。まだまだ覚えることはたくさんありますが、少しで

も地元の役に立てたらいいなと思っています。 

無事、学校を卒業し今の自分があるのは皆様のご支援のおかげです。本当にありがとうございました。

心から感謝いたします。ご恩を忘れずこれからも頑張っていきます。 

 

 高等学校卒業 運輸・郵便業 
 
いつもご支援ありがとうございます。 

 私は小学校からピアノを始め、ピアノを購入しました。高校３年生まで続け、発表会にもたくさ

ん出させていただきました。 

 中学校では吹奏楽部に所属し、フルートを購入しました。高校でも吹奏楽部に所属し、卒業した

今は、市民吹奏楽団に入団しました。中学の時に購入したフルートは今も大切に使っています。 

今までたくさんの支援を本当にありがとうございました。 

 

 高等学校卒業 製造業 
 
九年前に親を亡くし、心の面でたくさんの方々やいわての学び希望基金などに助けられてきました。その

おかげで今は社会人としての生活をがんばれています。これからは自分も今まで助けてもらった分、困って

いる人などの助けになれるように頑張っていきたいと思います。 

今までご支援ありがとうございました。 

 

 専門学校卒業 声優養成所 

私は声優になるという夢を叶えるために、いわての学び希望基金からの奨学金に助けてもらいました。

今年の４月から声優の事務所に所属することが決まり、有名な声優になるという夢に向かって日々邁進し

ております。私が声優の事務所に所属することができたのも、声優になるための勉強に集中することができ

たのも、いわての学び希望基金があったからだと思います。 

今度は私が困っている人に手を差し伸べることのできる立場になれるように、慢心せず日々研鑽してゆく

所存であります。いままで本当にありがとうございました。 

 

令和２年度 

いわての学び希望基金奨学金等受給者から寄附者へのメッセージ 
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 専門学校卒業 治療院 

私が、奨学金を意識し始めたのは、一人暮らしを始めてからです。今まで実家暮らしでお金の大切さが

良く分かっていませんでした。専門学校に入学し、自分の身の回りの物を買ったり、授業で必要な道具を買

い揃えたりと出費がかさむ機会が増えてきましたが、いわての学び希望基金の奨学金のおかげで、学校の

授業に集中して勉強することができました。本当に専門学校の３年間は特に感謝しています。 

入社した治療院はコロナの時期で中々仕事が割り振られませんが精一杯頑張っていき、社会貢献をし

ていきたいと思います。 

 

 

 

 専門学校卒業 社会福祉関係 

私は現在社会人となり、今年の４月から障がい者福祉施設で働いています。先輩方からのご指導のもと、

日々努力しています。 

小学校６年生の時に東日本大震災で被災し、父と祖父を失いました。小学校、中学校を卒業し、高校へ

入り、「福祉の仕事に就きたい」という夢ができました。「いわての学び希望基金」やその他様々なご支援の

おかげで専門学校に進学することができました。専門学校では、社会福祉科に入り、専門的に知識や技術

はもちろんのこと、たくさんの友達と出会う事ができ、３年間とても楽しく充実した学生生活を送ることができ

ました。また、夢を叶えることができ、本当に感謝の気持ちでいっぱいです。今の生活を送れていることに

感謝し、これからは、支援してくださった皆さんのようにたくさんの方々を支えていける人になりたいと思い

ます。本当にありがとうございました。 

 

 

 

 専門学校卒業 調理師 

いわての学び希望基金を通じてご支援をして下さった方々のお陰で、調理師免許を取得する為、専門 

学校へ進学することが出来ました。調理の専門的な知識だけでなく、仲間や先生とも出会うことが出来まし

た。 

私は、地元で復興の担い手として飲食事業をやりたいと思っています。また、調理師は料理を作って食

べて貰うだけの職業ではないと思っています。インターネットを使い、多くの人たちに調理師として料理の情

報を発信していくことや調理師という職業に興味を持ってもらい人手不足の問題を少しでも改善できるよう

に活動していきたいと思っています。 

今までご支援して下さった方々に感謝を忘れず、更なる高みに向かって頑張っていきたいです。今まで

お世話になりました。 
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 専門学校卒業 鍼灸師 

 
今年の３月に専門学校を卒業し、無事国家試験にも合格出来て、鍼灸師の資格を取得しました。３年間

勉強した成果を出せてとてもうれしいです。 

今、勤めている所は、機能訓練型デイサービスを行っております。鍼灸師も機能訓練士になれると聞き、

デイサービスやリハビリ等の施設で働いてみたく、そこでお世話になっています。職場の方々も親切に指導

をしてくださりとても助かっています。 

社会人になってまだ４ヶ月ですが、職場で活躍できるようこれからも精進していきます。今までありがとう

ございました。 

 

 

 ４年制大学卒業 教育・学習支援関係 

これまでたくさんのご支援をいただき、本当にありがとうございました。無事に学生生活を終え、４月から

新社会人として、埼玉県で働いています。職場の雰囲気には慣れてきたものの、まだまだ分からないことば

かりですが、充実した毎日を過ごしています。これからは、感謝の気持ちを忘れず、恩返しできるよう精進し

ていきます。本当にありがとうございました。 

 

 

 ４年制大学卒業 看護師 

今まで、「いわての学び希望基金」に寄附をしてくださった皆さん、本当にありがとうございました。 

私は今、大学を卒業し、慣れない環境の中、看護師１年目として毎日頑張っています。 

「いわての学び希望基金」と巡り会えたお陰で、大学ではかけがえのない友人ができ、たくさんの思い出

を作ることができました。また、アルバイトをしたり独り暮らしをしたりと、様々な経験を積むことができました。

これも全て「いわての学び希望基金」がなかったら出来なかったことです。本当に感謝しています。 

コロナウイルスで大変な世の中ですが、看護師として職務に従事することが社会貢献につながると思い

ます。寄附してくださった方々へ恩返しできるように、感謝の気持ちを忘れず、これからも頑張っていきたい

と思います。 

 

 

 ４年制大学卒業 サービス業 

いわての学び希望基金に寄附していただき、ありがとうございました。ご寄附していただいた皆様のお陰

で、高校、専門学校、大学に進学し、様々な経験ができました。 

この春に大学を卒業し、現在は東北で接客業をしています。少しずつ仕事に慣れ、責任感を持って仕事

に取り組んでいます。まだまだ分からないことも多いですが、失敗から学ぶことが沢山あります。今後は

様々な仕事を任せてもらえるように目の前の仕事を一生懸命頑張ります。 



 

 4 / 13 

 

 

 ４年制大学卒業 設計事務所勤務 

いわての学び希望基金に寄附された皆様、支援していただきありがとうございました。大学では自分の

やりたかったこと、学びたかったことが色々できました。よりよい大学生活を送ることができたのは、寄附し

て下さった皆様のおかげです。大学を卒業し現在は、設計事務所で働いています。大学で学んだことを活

かしこれからも頑張りたいです。社会人となり今度は、仕事や趣味など、より充実できるようにがんばってい

きます。今まで支援していただきありがとうございました。 

 

 

 ４年制大学卒業 小売業 

今まで、多大なるご支援を頂き、本当にありがとうございました。お陰様でこの春、無事社会人となり、夢

への一歩を踏み出すことができました。今までは支えてもらう側でしたが、今度は社会に還元できる女性に

なれるよう、頑張っていきます。大学には多くの学びがあります。これからも経済的理由で大学進学をあき

らめようとする学生を支えていただきたいですし、微力ですが私も協力していければと考えています。 

 

 

 ６年制大学卒業 薬剤師 

いわての学び希望基金の奨学金を得ることで、夢である薬剤師になることができました。私が薬剤師を

目指すきっかけとなったのは、東日本大震災の際に服薬している方々が震災により薬を流失したり、病院

が流失し被災地へ薬が供給されなかったりで、服薬ができずに健康を保つことができなくなる様子を見て、

薬の重要性を認識したからです。地区唯一の病院が流失してしまったので、学校が臨時の病院となり、機

械や道具がない中、薬剤師が手作業で調剤をしていました。その姿を見て、服薬が必要な方は、薬がない

と健康を保つことができず、薬の必要性と薬剤師の役割の重要性を感じました。 

薬剤師になるには、高等学校を卒業後、大学で６年間修学をしなければなりません。薬科大学は、自宅

の近くにはないのでアパートでの生活になりました。６年間の生活費を親からの仕送りで賄うことは不可能

で、いわての学び希望基金の奨学金をいただくことで、安定した生活を送ること、安心して学ぶこともできま

した。このような良い環境の中で、勉学に集中することができ、順調に進級、卒業、国家試験合格すること

ができました。これは、いわての学び希望基金の寄附者の皆様のご理解とご支援のおかげだと感謝してお

ります。 

今後は、薬剤師として岩手県の地域医療のために尽力したいと思います。高齢者になれば慢性疾患な

どにより服薬が必要になりますし、メンタルヘルスの不調により服薬が必要な方も多くいます。また、現在

は医療機関での治療から在宅での治療に転換しており、薬剤師には在宅訪問や特殊な薬の調剤を行うこ

とが求められており、この役割を担いたいと思います。 

最後に、私の夢である薬剤師になることができたのは、いわての学び希望基金への寄付者の方々の篤

志によるものだと感謝しております。改めて、ご支援に対してお礼申し上げます。 
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 大学院卒業 営業 

私は、中学校の卒業式、その日の午後に、岩手県へ単身赴任中の父を東日本大震災で亡くしました。 

一家の大黒柱を突然失ってしまった母、私、妹の家族３人は「悲しみ」「災害への憤り」「不安」といった抱

えきれない負の気持ちに押し潰されてしまいそうになりながら日々を過ごすしかありませんでした。 

そんな状態にあった我々家族ではありましたが、現在、母は元気に働き、私は大学院を修了して就職、

妹もこの春から大学への進学を果たしました。当時の私たちが想像することができなかった「明るい未来」

に立つことができているのは皆様の温かいご支援があってのことです。「感謝」という言葉では言い表せな

いほど、心より感謝しております。 

皆様の温かいご支援は抱えきれない悲しみから私たちを守り、前を向かせてくれ、明るい未来へ私たち

家族を導いてくださいました。温かいご支援のもと、本年の春より社会人として社会に羽ばたくことのできた

私ですが、皆様のように社会に対して素晴らしい貢献をすることのできる人となり、皆様から賜りました多大

なるご恩に報いることができるよう精一杯精進していきます。 

最後になりましたが、２０１１年３月１１日から長きに渡って私を支えてくださりましたことを心より御礼申し

上げます。本当にありがとうございました。 

 

 

 大学院卒業 システムエンジニア 

支援者の皆様、いままで多くのご支援をいただきまして本当にありがとうございました。 

私は、皆様のご支援のもと、一年浪人したものの第一志望であった国立大学の物理学科に入学しました。

大学では人生を変えるような経験を非常に多く体験させていただき、これも支援者様のおかげだと思ってい

ます。私の大学生活に非常に大きな影響のあった合気道と研究についてお話しさせていただきます。 

まず合気道ですが、私は、高校まではインドア派の人間だったのですが、大学入試をきっかけにこれま

でと違うことを新たに始めたいと考え、合気道部に入部しました。武道という文化に触れ、自分の中の価値

観が大きく広がったと感じられました。合気道を通じて、多くの方と知り合う機会にも恵まれ、大学２年生の

時に、初段を頂き、大学院２年時に弐段を頂きました。社会人となった現在でも稽古を継続していて、一生

の趣味に出会えたと感じています。 

また、研究では、大学院の時に大きな成果を出すことができ、その結果を論文にまとめることができまし

た。大学院では、ソフトマターという分野の研究室に所属し、主に細胞膜の形状に関する研究をしていまし

た。物理の本流から外れた分野ということで、様々な苦労もありましたが「生物と物質の違いを探る」という

研究の目的に強く惹かれ、研究に取り組むことができました。私の研究内容は、研究室のこれまでの成果

を統合するようなもので、それだけに多くのことを先輩方から学ばせていただきました。研究を通じて、英語

論文の読解力やプレゼンテーション能力が非常に身についたと感じています。 

最後に、これからのキャリアについてですが、私は電機メーカーのグループ会社に就職しました。配属先

が東北支社ということで、現在は仙台で暮らしております。日本の地方社会をＩＴの面から支えられるシステ

ムエンジニアになることが地元に対する最大限の貢献になると考えております。 
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 大学院卒業 電気供給業 

寄付をしていただいた皆様、日頃より温かく見守っていただき、誠にありがとうございました。お陰様で 

２０２０年４月より、社会人として踏み出すことができました。心より感謝いたします。 

震災直後はすぐに働いて家族を支えようと考えていた自分が、ここまで勉学に励むことができたのも、皆

様の支え、この「いわての学び希望基金」があったからだと思っています。自分が学びたいことに一生懸命

に取り組んだ学生生活を活かしこれからも感謝を忘れずに生きていきたいと思います。 

皆様の支えがあったからこそ、今の自分があります。これからは社会人として少しずつ恩返ししていける

ように、岩手に貢献できるように精一杯取り組んでいきます。本当にありがとうございました。 

 

 

 大学院卒業 製造業 

２０１１年３月１１日、忘れもしない東日本大震災を経験し、大きな不安を抱えていました。その中で、様々

な方からのご支援をいただき、今日まで学びの機会を失うこともなく精進することができました。言葉だけで

は伝えきれないほどの感謝をしております。いままで大変お世話になりました。 

今年から社会人となり、まだまだ覚えることだらけで忙しい毎日を送っていますが、自分が受けたご支援

の存在を忘れることなく、しっかりと胸に刻んでこれからの一日一日を大切に歩んでいこうと考えています。 

皆様の寄付により大変救われました。重ね重ねになりますが、大変お世話になり、また、心の支えとなっ

ていました。長い間、ご支援ありがとうございました。 
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 高等学校 ３年生  

 

最初に奨学金を寄付してくださっている皆様へ感謝の気持ちを伝えたいと思います。ありがとうございま

す。 

「いわての学び希望基金」の制度にはとても助けられております。皆様のおかげで私は勉学に励むこと

ができていると感じております。私は父と祖母を亡くし、「母子家庭」となりましたが、奨学金のおかげで「私

立高校」で学ぶことができています。将来を見据えた資格取得の学びができ、肩身が狭い思いもせず、毎

日充実した生活を送っております。 

卒業まで、あせらず一歩ずつ自分のペースで目標に向かって生きていこうと思います。 また、自分の進

むべき道がみつかり、成人した時には私も皆様のような寄付できる大人になりたいと思います。 

最後に本当にありがとうございます。 

 

 

 

 

いつもご支援をいただきありがとうございます。 

僕は今、高等部の３年生です。僕の趣味は絵を描くこと、書道、植物の世話、風景を見ることです。特に

植物の世話については、松ぼっくりから種を取り、松を育てています。今後、就職に向けて頑張ります。これ

からも見守っていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。 

 

 

 

 

  「いわての学び希望基金」を通じてたくさんのご支援ありがとうございます。皆様の支援のおかげで、充

実した学校生活を送ることができています。本当に感謝しています。 

私は宮城県の４年制の専門学校に進学を考えています。専門学校に行って、理学療法士になるという夢

を叶えるために勉強を頑張りたいです。大好きだった部活動も６月で引退しましたが、これから先、色々な

ことがあった時には、部活で学んだことを活かしていきたいと思います。 

いつか、理学療法士という夢を叶えて、ご支援していただいた方に恩返しできるような大人になりたいで

す。また、支援してくれた方への感謝を忘れずに日々行動していきます。 

まずは第一志望の専門学校に合格できるように、日々の積み重ねを大切にし、良い報告ができるように

頑張ります。 

たくさんの支援本当に感謝でいっぱいです。ありがとうございます。 
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私たちのために寄付していただき、本当にありがとうございます。 

私は現在高校３年生で、進学に向けて勉学に励んでいます。私は将来、事務関係の仕事に就きたいと

考えています。部活動は引退しましたが、高校２年の夏にインターハイに出場したり、２度にわたって、県大

会で上位入賞を果たしたり３年間頑張ることができました。これからは夏休みに入って、課外も沢山あるの

で、受験生として精一杯努力して、第一志望校合格のために、１日１日を大切にして、頑張りたいと思いま

す。本当にありがとうございました。 

 

 

 

いわての学び希望基金に寄附していただき本当にありがとうございます。 

私はみなさんからいろいろ寄附していただいたおかげで、不自由なく勉強に取り組むことができ

ました。私は今、進路達成のために一生懸命がんばっているところです。 

これからもよろしくおねがいします。 

 

 

 

 ご支援していただいたみなさん、本当にありがとうございます。 

 私は、小学３年生の時に被災しました。押し寄せてくる津波や、がれきしかなくなった町のこと

をいまでもよく覚えています。慣れない避難生活の中で、全国の方々からいただいたたくさんの支

援物資はとてもありがたいものでした。ランドセルと一緒に学習道具をすべて失った私にとって、

文房具の支援物資は特にうれしいものでした。 

 私は震災で母を亡くし、当時のショックは相当なものでした。しかし、全国の皆さんのおかげで

今は元気でいつも通りの生活ができています。本当にありがとうございます。 

 私は大学でラグビーをやりたいと考えています。プレーをする際には、全国の多くの人々から応

援されているという自覚と責任を持ち、強い気持ちで頑張っていきます。 

 

 

 

「いわての学び希望基金」に寄付していただき、ありがとうございます。 

卒業後、私は進学することを考えています。入学できたら挑戦したいことは留学です。私は英語

を完璧に話せるようになりたいと思っています。多文化との交流も深めたいと思っているからです。

そのため、英文法を覚えたり、英単語を覚えたりすることに力を入れています。また、体を動かす

ことや鍛えることが好きなので、運動部に入りたいと考えています。まだ行きたい大学は確定して

いませんが、充実した生活を送り、楽しく４年間を過ごしたいと思います。そして、たくさんのこ

とにチャレンジし、将来に夢と希望を持っていけるようにしたいです。 

この基金に寄付していただき、本当にありがとうございます。有効活用できるようにしていきた

いです。 
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寄付者の皆さん、ご支援ありがとうございます。 

私は今年高校３年生になりました。大学入学共通テストまであと２００日もなく、今は勉強に一生懸命取り

組んでいます。最近はコロナウイルスの影響もあって部活の大会や学園祭などの大きな行事がなくなって

しまいました。特に部活動は春の大会のために冬に体力を落とさないよう一生懸命練習に励んでいたので、

正直とても残念です。東日本大震災で、父と家、愛犬を失ってしまいました。どうしようもなくなった僕たちが、

今もお金のことを気にすることなく、楽しく学校生活を送れているのは、寄付してくださった皆さんのおかげ

です。感謝してもしきれないくらいです。本当にありがとうございます。 

私は今、東北にある大学の農学部を志望しています。亡き父が好きだった自然をこの手で守っていきた

いと考えたからです。そして将来的には自然保護官になりたいと考えています。その志望に向けて一生懸

命頑張りますので、皆さん応援をよろしくお願いいたします。 

 

 

 

私は東日本大震災によって家族を３人亡くしました。もしかすると、進学の路を断たれていたかもしれま

せん。 震災は私の人生を大きく変えました。震災は町もコミュニティも、家族でさえも奪って行きました。そ

して、その代わりに多くのものを置いていきました。その中から私は野球や防災や、新たな友人を拾い上げ

ました。諸活動に取り組んでいくうちに、進学への意欲が出てきました。それが、「大学野球」です。幼いころ

から取り組み続けたものをこれからの人生でも極めて行きたいという、純粋な意欲が発現しました。 

その意欲を学び希望基金が後押ししてくれます。心の底から感謝しております。本当に有難うございま

す。 

 いろいろな経験をしていく内に、存外、震災に支えられていたということに気が付きました。私のアイデン

ティティーは、きっとそこに依存しているのだろうと思います。だからこそ、この経験から得た学びを大事にし

ていきたいです。 

 この度は多くの方々のご支援、本当に有難うございました。 

 

 

 

 この度は「いわての学び希望基金」を通じてご支援していただき、誠にありがとうございます。

見ず知らずの私達に進路のための支援金を寄付してくださった皆様には感謝してもしきれません。 

 私は将来、一流の自動車整備士になり、世界でも通用する技術を身に付け、これからの自動車業

界を盛り上げていくことが目標です。そのためにも専門学校に進学し知識を身に付ける必要があり

ます。しかし学費が高く経済的な面で不安がありましたが、皆様からの寄附のおかげで安心して学

校に通う事ができます。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。皆様のよう

な方々がいてくれたからこそ私は進学を決断することができました。 

 専門学校を卒業後、整備士として自分の技術に自信が持てるようになり独り立ちすることができ

たら皆様の生活の中でも関わりのある自動車を通して是非恩返しをさせてください。皆様からいた

だいた恩は絶対に忘れません。本当にありがとうございました。 
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 ご支援ありがとうございます。 

 高校に入学してから、ラグビー部に所属し、道具をそろえたり、遠征に行ったりする時などに活

用させていただきました。他にも生活費などに使う事ができているのでとても感謝しています。 

 卒業後は就職したいと考えています。就職では清掃業につきたいと思っているので、お客様を喜

ばせるように頑張りたいと思います。本当にありがとうございます。 

 

 

 

 

 「いわての学び希望基金」を通じて、ご支援してくださっている方々に本当に感謝しております。 

 高校では、部活動でキャプテンとして、東北大会出場を目標に取り組み出場することができまし

たし、仲間と声を出し合い、最後まであきらめずにやりきることができました。 

 私は今、部活動を引退し、大学進学に向けて日々勉強に励んでいます。大学では、より深い学び

ができるように、つらく不安なことを乗り越えて、これからもあきらめずに努力していきます。 

 震災から９年が経ち、１０年を迎えますが、今、勉強など充実した生活を送ることができている

のは、「いわての学び希望基金」を通じたたくさんのご支援、支えがあるからです。支援者の方々に

少しでも恩返しができるよう、今後も勉学に励み、そして社会に貢献できるようになります。 

 

 

 

 

 この度は、奨学金を寄付していただき、誠にありがとうございました。皆様からの温かい支援の

おかげで不自由なく生活することができています。小学校から中学校、現在高校３年生として、将

来の自分を思い描きながら、毎日たくさんの友達に囲まれて、とても楽しい日々を送っています。

中学校、高校では自分の好きなスポーツを見つけることができ、とても充実した部活動人生を送る

ことができました。その中でも、高校２年生の冬に東北選抜大会へ出場することができたことは、

私の良い思い出であり、宝物です。最後の大会は、コロナウイルスによって中止になってしまいま

したが、約６年間、自分の好きな部活動を続けてこられたのは、沢山の方々のおかげだと感じてい

ます。本当に感謝してもしきれません。 

 高校卒業後は、小学校の頃から憧れている介護福祉士になるために専門学校への進学を考えてい

ます。その進路実現へ向けて精一杯頑張っていきたいと思います。そして、今までお世話になった

方々への感謝の気持ちを忘れず、たくさんの人の役に立ち、たくさんの人を笑顔にできるような介

護福祉士になりたいです。 

 最後になりますが、私がここまで頑張ってこられたのは「いわての学び希望基金」へ寄付をして

くださった皆様、家族、学校の先生方などのおかげです。本当にありがとうございます。将来立派

な介護福祉士になります。 
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 この度は、いわての学び希望基金に寄付していただきありがとうございました。 

 私は今、大学進学に向けて毎日必死に勉強をしています。大学に入ったら勉強面では授業にしっ

かり取り組み、テストなどでいい点を取れるようにしていきたいです。また仕事に必要な資格の取

得にも力を入れていきたいと思っています。生活面では、サークルに入ってたくさん友達をつくっ

たり、上京して一人暮らしをしたりすると思うので、規則正しい生活を心がけて、充実した大学生

活を送れるようにしていきたいです。 

 これからも必死に勉強して、第一志望の大学に合格できるように頑張りたいです。 

 

 

 

 

 ＩＯＴエンジニアになること。これは私がどうしても叶えたい夢であり、将来の自分の姿です。 

 私は幼い時、祖父が基板をいじり、物を直している姿を見て電気の事に興味を持ちました。その

ことをきっかけに大学ではハードウェア、ソフトウェア、プログラミングを学び、現在ＩＯＴの課

題であるセキュリティシステムを安全にし、人が安心かつ簡単にインターネットとつながることが

できるようにしたいと思いました。また第一志望である東京の大学で電気電子工学を学ぶために特

に数学、英語、物理に力を入れてがんばっています。 

 最後になりましたが、私がこのように将来の夢を持つことが出来ているのは、いわての学び希望

基金のおかげであり、すごく感謝しています。これからも感謝の気持ちを胸に、努力を積み重ね、

第一志望に合格できるようにがんばっていきたいと思います。 

 

 

 

 

 奨学金を寄付して下さり、本当にありがとうございます。お陰様で高校に入学して、授業を受け、

勉強をし、行事や部活動に参加することが出来ています。大切な友達もできて、楽しく充実した学

校生活を日々送っています。楽しい思い出も沢山出来ました。学校での何気ない日常が大好きです。

３年間学校に毎日行くことが出来たことが何より本当に幸せです。この忘れられない学校生活を送

ることができたのは寄付者の皆様のおかげです。本当にありがとうございます。 

 将来は歯科衛生士の仕事に就きたいと思っています。そのために、高校卒業後は専門学校に進学

を考えています。志望している専門学校は歴史があり、３年制の導入をした非常に情熱がある学校

です。国家資格を取って就職したら、患者さんに寄り添った、社会のため、人のために働く歯科衛

生士になりたいです。そのために今後も将来に向けて勉強を頑張ろうと思います。 
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「いわての学び希望基金」に寄付をしてくださった皆さん、ご支援ありがとうございます。ご支援のおかげ

で、今、何も不自由なことなく生活できています。本当にありがとうございます。 

私は去年、ご支援のおかげで、留学に行くことが出来ました。そこで英語を日常的に使って会話し、だん

だん余裕が出てきたころ、同じ国にほかの国から来ている人にも興味を持つようになり、英語以外の言語も

勉強したいと思うようになりました。大学へは他の言語を学びに行こうと思っています。将来の夢はまだ決

まっていませんが、大学で学ぶことを活用できるような仕事につきたいなと思っています。私は、外国人とコ

ミュニケーションをとっていくことが好きなので、外国人とかかわる仕事をしたいと思っています。大学でも勉

強を頑張っていきます。 

「いわての学び希望基金」に寄付をしてくださった皆さん、今は新型コロナウイルスもあり、大変な状況で

すが、お身体に気をつけて健康で生活されることを願っています。最後に、ご支援本当にありがとうござい

ます。 

 

 

 

「いわての学び希望基金」に寄附して下さっている方々には、感謝しています。自分がいま好きなことを

できているのも、自分の目標に向かって一直線に進めるのも、様々な支援を皆様がしてくれているおかげ

です。 

私は将来、児童養護施設の職員になりたいと思っています。子どもの気持ちに寄り添えるような児童指

導員になってたくさんの子供を笑顔にしたいです。そのために大学に行って子どもについて学びたいと考え

ています。 

大学受験への不安はたくさんありますが、将来の夢を叶えるために精一杯頑張りたいと思います。 

 

 

 

 

いわての学び希望基金に寄付して下さった方々には、本当に感謝しています。 

中学校の時からバスケットボールを続けており高校３年生で引退しました。道具を揃えたり、遠征に参加

したり、今まで不自由なく活動できました。 

卒業後は就職したいと考えています。就職できたら、地元の役に立つ仕事ができるように頑張りたいと思

います。 

たくさんのご支援、本当にありがとうございます。 
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「いわての学び希望基金」へ寄付をして下さり本当にありがとうございます。教科書を買うことが出来たり、

今の学校生活が送れたりしているのは、皆さんのおかげです。 

私は将来、皆さんにしていただいたように寄付をしたいと考えています。 

ご支援ありがとうございます。  

 

 

 

「いわての学び希望基金」に寄付して頂き、ありがとうございました。 

部活動で遠征に行き技術を磨いたり、３年間楽しく学校に通学できたりしたのはみなさんのご支援のお

かげです。 

私は将来、美容師になりたいと思っているので、卒業後は専門学校に進学しようと考えています。支援し

てくださった方々に感謝の気持ちを忘れず、これからも将来の目標に向かって頑張りたいと思います。 

本当にありがとうございました。 

 

 

 

  

 


