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美濃部 信 様 2021/12/17 ぶどうの木募金 キリスト教学校である福岡女学院の発展をお祈りしています。

匿名 様 2021/12/12 ぶどうの木募金 明るい未来に向かって、ともに手を携えていけたらと思っています。

高田 志保 様 2021/9/12 新型コロナ

女学院看護大学での豊かな学びが、今すごく現場で生きていると感じています。コロナ禍でみんなが大変なときですが、ひとりひとりがで

きることを考え、行動していけば、希望が見えてくると信じています。　学生の皆さん、共に頑張っていきましょう。すこしでもお力になれた

らと思います。

匿名 様 2021/9/7 新型コロナ 生徒の皆様が豊かな時間を過ごせますようお祈り申し上げます。

匿名 様 2021/9/3 ぶどうの木募金 皆さんが素敵な学生生活を送れますようお祈りしております。

伊藤 和子 様 2021/7/5 ぶどうの木募金 懐かしいです。キリスト教を基盤とした教育及び人格形成を望みます。

薬師寺 美佳 様 2021/6/1 新型コロナ 微力ながら娘がお世話になった大学の在校生の方が学ぶ事の手助けになればと思います。

匿名 様 2021/4/28 中学・高校のために 施設や設備を充実させ、女学院の教育や魅力を維持、改善しつつ中学高校をさらに盛り上げていってほしいです。

匿名 様 2021/1/2 ぶどうの木募金 ８年間通った懐かしい母校を陰ながら応援します。

高田 志保 様 2020/12/30 新型コロナ
コロナの状況で大変な中、最前線で、国民の命を守るために働く医療従事者、看護学生さんに少しでもお力になれたらと思っていま

す。ひとりひとりにできることを、行っていきましょう。

堀口 政隆 様 2020/12/26 看護大学3号館 大変お世話になりました。これからも更なるご繁栄を祈ります。

匿名 様 2020/12/24 新型コロナ 少しですが、お役立てください

匿名 様 2020/12/24 新型コロナ いつも応援しています

石川 尚子 様 2020/10/31 ぶどうの木募金 いつも卒業生のことを覚えていただき、祈っていただき励まされ感謝しています。わずかですがお役にたてたらうれしいです。
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北 展子 様 2020/9/26 新型コロナ 生徒・学生たち、先生方を応援しています。コロナに負けず頑張ってください！

匿名 様 2020/8/19 新型コロナ 些少ですが皆様のお役に立てますように。

藤田 大亮 様 2020/8/3 新型コロナ 少ない金額ですが、少しでもお役に立てれば幸いです。

横田 純子 様 2020/8/3 新型コロナ できる時にできる事を！僅かですが、一人でも多くの未来ある在校生の学びの場が守られますようにと願いを込めて贈ります。

匿名 様 2020/7/12 ぶどうの木募金 お世話になった大切な母校、その母校に関係ある方々へ少しでもお役に立てれば幸いです。

匿名 様 2020/7/10 新型コロナ 女学院で豊かな教育を受けてここまでやってきました。コロナ危機で勉学の危機にある後輩のためにお役立ていただければ幸いです。

谷口 初美 様 2020/6/30 新型コロナ この寄付金が清められ学生の豊かな修学のために用いられます様に

長谷川 雅子 様 2020/6/27 新型コロナ
小郡キャンパスで学んだ一人です。あの頃過ごした四年間の思い出は、20年経っても色褪せることなく心に刻まれています。少しでも

力になれますように。

匿名 様 2020/6/22 新型コロナ 色々と大変な時期ではありますが、卒業生として在校生の皆様の為に微力ながら少しでもお役に立てれば幸いです。

匿名 様 2020/6/19 新型コロナ
看護大学で育てていただいて、看護師として働き始めて9年目になります。女学院では先生方をはじめ沢山の方に支えていただきまし

た。実習では後輩が頑張る姿を見ながら、私もいつも支えられてます。微力ながらも支援になれば嬉しいです。

匿名 様 2020/6/19 新型コロナ 良き伝統を保ちつつ、新しい時代を頑張ってください！微額ですが、応援しています。

北 展子 様 2020/6/19 新型コロナ 大切な母校なので、少しでも支援できればと思いました。皆さんがんばってください。

匿名 様 2020/6/17 新型コロナ 同じ女学院卒業の友人に、この支援について教えてもらいました。微力ながら、お役に立てればと思います。

匿名 様 2020/6/16 新型コロナ 女学院の皆様と世界人類が平和でありますように

丸橋 由起子 様 2020/6/16 新型コロナ 中学・高校生の援助に使用を希望いたします
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薬師寺 美佳 様 2020/6/15 新型コロナ 学生が安心して学べる環境の整備、心のケアをお願いします。

上杉 恭子 様 2020/6/12 新型コロナ 新型コロナにまけないよう一緒に頑張りましょう

匿名 様 2020/6/7 新型コロナ 応援しています。

匿名 様 2020/6/7 新型コロナ みんなの小さな力が大きな力となって少しでもお役に立てれたらうれしいです。

石井 裕子 様 2020/6/4 新型コロナ 卒業して約10年になりました。初めて寄付をします。先輩として、わずかながら社会貢献をさせてもらいました。

匿名 様 2020/6/4 新型コロナ 心ばかりの協力金です。益々のご発展をお祈りします

廣瀬 恭子 様 2020/6/3 新型コロナ
私は転勤により、やむを得ず、転校しました。福岡女学院は大切な大切な思い出の学校です。せっかく入学されたのに、やむを得ず…

という思いをなさる方がいらっしゃらないよう、願っております。僅かで申し訳ないようですが、お受け取りくださいませ。

匿名 様 2020/6/2 新型コロナ 心ばかりですが、後輩の皆様の勉学の機会がコロナウィルスによって失われることのないよう、お役立て頂ければ幸いです。

鳥越 瑞香 様 2020/6/1 新型コロナ 大好きな母校です。微力ですが、生活が苦しい生徒さんの為にお使い頂ければ幸いです。

牧野 かおり 様 2020/6/1 新型コロナ
新型コロナウィルスにより、学生の学ぶ機会を失う事は、本人にとっても、日本社会や未来にとっても、大変な損失です。福岡女学院

は、大切な宝物をしっかり育ててください。

吉村 友香 様 2020/6/1 新型コロナ
微力ながらお力になりたく、募金させていただきます。卒業生として、大人として、この困難な状況を支え守っていく社会にしていきたいで

す。

匿名 様 2020/6/1 新型コロナ 懐かしいです

日高 美紀 様 2020/5/31 新型コロナ みんなが健やかに幸せに学院生活を全うしていただけますよう末席からお祈りしております。
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岡部 悠伽 様 2020/5/31 新型コロナ

私は、2014年に卒業し、現在旅行会社に勤務しておりますが、旅行ができない今般、業界的に非常に厳しい状況となっております。

短大時代、楽しかった旅程管理の海外研修も今年は無いのだろうな…と思うと、非常に残念な気持ちです。海外は留学をしたかった

生徒さんもたくさんいらっしゃると思います。その方たちのモチベーションをどうもっていくか。。色々と課題が山積みかと存じますが、いつも陰

ながら応援しております！！今回大変小さな額で恐縮ではありますが、少しでもお役に立てれば幸いです。

匿名 様 2020/5/31 新型コロナ 困窮する留学生がいましたら、その支援にお役立て頂ければ幸いです。

大石 紀子 様 2020/5/31 新型コロナ すこしですが、学生さんの役に立てたら、嬉しくおもいます。どうぞ、頑張ってください。

佐々野 諸延 様 2020/5/31 新型コロナ 大変な環境ですが、学生のため尽力されて下さい。

勝 麻絵 様 2020/5/31 新型コロナ 大変な時期かと思いますが、先生方もご自愛下さい。

福嶋 ちえこ 様 2020/5/31 新型コロナ 卒業生が自分の子女を是非通わせたいと思える学院であって欲しいものです。

匿名 様 2020/5/31 新型コロナ 少しではありますが、お役に立てればと思います。

江口 晶子 様 2020/5/30 新型コロナ 今後の活躍を期待しております。

加島 信子 様 2020/5/30 新型コロナ
こんなに大変な時期に、学業をまっとうさせる為に努力している学生、先生方に敬意と応援の気持ちをわずかばかりですが、表現いたし

ます。

匿名 様 2020/5/30 新型コロナ 学生・生徒の皆さん、健康に留意して学んでください。お祈りしています。

堀口 政隆 様 2020/5/30 新型コロナ 娘がお世話になりました。感謝しております。このたびは大変な状況下と思いますが、頑張ってください。応援しております。

中村 奈穂 様 2020/5/30 新型コロナ 卒業生として微力ながら応援させていただきます

匿名 様 2020/5/29 新型コロナ 色々な意味で困難な時代ですが、女学院にはこの波を乗り切って欲しいと願っております。

匿名 様 2019/10/15 ぶどうの木募金 生徒さん達が皆幸せな学校生活がおくれますようにと願っております
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匿名 様 2019/9/25 その他（中高のために） 平素より娘が大変お世話になり、感謝しております。女学院の益々の発展を心よりお祈りいたします。

匿名 様 2019/9/5 向山寮 在学中は、部活の合宿で向山寮に宿泊しました。少額で申し訳ないですが、向山寮の為に使ってください。

北 展子 様 2019/9/3 ぶどうの木募金 これからもずっと応援しています。

長野 恭子 様 2019/6/14 向山寮　 ひとりでも多くの在学生が、学びの多い豊かな時間を送れますように。微小ですがお役に立てば幸いです。卒業生より感謝を込めて。


