
 

2019年度リユース PC寄贈活動レポート 

レイテ州タクロバン市パライソ村村役場、および同村マングローブ環境公園 

寄贈した PC は、現在パライソ村村役場とマングローブ環境公園の業務で使用していただいています。村役場では、

PC は住民票などの証明書類の作成、役場の会計記録や報告書の作成に役立ててもらっています。マングローブ環境公

園では、村役場同様に会計記録の入力や各機関に提出が必要な書類の作成、更に公園内の案内（例：メニュー）

の作成やプロジェクターを使用した会議の際に PC を活用していただいています。 

マングローブ環境公園のスタッフの方は、これまで PC を使った仕事をしたことがありませんでした。そのため、PC 寄贈に

より、PC のスキルを学ぶ良い機会にもなったようです。現時点では簡易なレベルでの活用にとどまっているようですが、これ

から PC を活用して事務作業を更に効率化させていきたいと考えられていらっしゃるようです。 

 

  

2019 年 6 月 PC 寄贈式 活用風景① マングローブ環境公園 

 

 

 

活用風景②村役場（証明書作成） 活用風景③会計書類の入力練習 

 

 



 

フィリピン大学レイテ校－医学生 

今回の PC 寄贈先である NPO 団体は、2010 年からこの島の健康問題を改善するための活動を行っています。その

取り組みのひとつに島出身の保健医療人材の養成があります。同島内での適切な医療サービスへのアクセス、それによる

島の健康長寿社会の実現に貢献することを目的として、具体的には医師、看護師、そして助産師の専門をもつ人材の

育成を支援されています。 

今回 PC を受け取った A.G.さんは、将来の医師を目指すカオハガン島の奨学生として、2011 年 7 月にレイテ島パロ

町（タクロバン市の隣町）にあるフィリピン大学に入学されました。この大学は、離島や過疎地での保健医療人材の育

成を目的に設立・運営されており、貧困地域から推薦された学生は学費が免除される制度になっています。また、階段

式プログラムという国内外でも有名な制度があり、学生は助産師⇒看護師⇒医師の順序で学業を進め、本人が希望

し、かつ必要な国家試験に合格することができれば次の課程に進むことができ、最終的には医師になることができる制度

です。A.G.さんは同大学で既に助産師、看護師の課程を修了し、それぞれの国家免許を取得することができました。ま

た、今年初めのセンター試験で良い結果を出し、9 月に同大学の医学部に入学することができました。 

今回当社より寄贈した PC は、A.G.さんの学業支援を目的に寄付されています。昨年のセンター試験の勉強、そして

現在の大学での講義受講（新型コロナウイルスの影響で全ての授業がオンラインとなっています）と、寄贈した PC により

彼女は順調に学業に励んでいただいているそうです。 

 

  

A.G.さん（26 歳）。8 人姉弟の長女。 活用風景：レポート作成 

 

＜ご利用いただいている方からのメッセージ＞ 

こんにちは。 

親愛なる御社の皆様に、私の達成したことと感謝の気持ちをお伝えしたくこのメッセージを書いています。今回寄贈

頂いた PC を受け取った A.G.と申します。この度、フィリピン大学の医学部に合格し、2020 年 9 月 14 日から学生

生活を始めました。大学は新型コロナウイルスの流行から新しい授業方法を取り入れているため、今回の PC ご寄付

にとても感謝しています。現在、大学の授業や試験は全てオンラインで行われているのですが、市内のインターネットカ

フェは閉店しています。そのため PC があることで、大変助かっています。困っている人々に救いの手を差し伸べる皆さん

の姿勢を素晴らしく思うとともに、その受益者の一人として、皆さんのご多幸をお祈り致します。 

 

 



 

（原文） 

Good day! 

I am writing today to share my accomplishment and extend my gratitude to your good office. This is 

A.G., one of the beneficiaries of your laptops that was distributed through Chiki san. 

Currently I was accepted as a Medical student in University of the Philippines-Manila School of Health 

Sciences and started our class last September 14,2020. Due to the pandemic we embrace innovative 

learning, thus I am grateful that I have a laptop to use. All our activities and exams were now online and 

its convenient for me especially that internet cafes are still close. 

Your dedication to help those in need are commendable and as a recipient of your kindness I wish you 

all the best. Keep in mind that I will take good care of this laptop and make my best of it. 

 

Regards,  A.G. 

 

セブ州ラプラプ市 カオハガン島 奨学生 

セブ島沖合にあるカオハガン島は、面積が約 5 万平米（東京ドームと同じサイズ）、約 700 人の島民が住む小さな

島です。島の住民は漁業と観光客向けの土産物販売を主な生計手段としており、平均世帯収入は月 9,000 円ほど

です。 

今回寄贈した PC のうち 2 台は、この島の奨学生のみなさんに使っていただく目的でカオハガン島に寄贈していただきま

した。カオハガン島では、教育分野の支援として島民を対象にした奨学金制度を設けており、決して多くはありませんが、

島民の何人かがこの制度を利用して高校や大学に進学しています。 

2 台の PC は島の奨学生のみなさんに貸し出すという形で、2019 年 11 月にセブの大学に通う J.E.さん下写真左）

と V.M.さん（下写真右）の 2 名に貸与されました。V.M.さんはこの PC を使って無事に卒業論文を書き上げ、今年の

8 月に大学を卒業することができたそうです。彼の PC は、現在大学で教育学を学ぶ別の奨学生に貸与され、活用され

ています。 

  

左：J.E.さん 右：V.M.さん  

 

＜ご利用いただいている方からのメッセージ＞ 

こんにちは。AMA コンピューター・ラーニング・センター大学の経営学部人材育成管理課 3 年に在籍する J.E.と申し

ます。 

この度は、ラップトップ PC を使わせて頂きありがとうございます。PC のおかげで勉強やアサイメントへの対応がとても楽



 

になることから、今回PCを貸与して頂けたときはとても嬉しかったです。皆様の寛大なご支援に心から感謝しています。 

 大学は自分の人生で最高の時間です。大学の学位なしでは、今日のグローバル経済の中で競争していくことは不

可能だと思います。大学は自分の人生の目標を達成するためにとても大切です。そのため、PC を支援してくださり、私

の夢を実現させるための後押しをしてくださる方々がいる自分がいかに恵まれ、そして幸せであるかと思い、感謝の気持

ちでいっぱいです。私はとても幸運な学生の一人だと思います。この PC の支援が、私にどれだけ意味のあることかをお

伝えしきれません。このご厚意は一生忘れませんし、勉強に一生懸命励むことをお約束します。どうかお身体にはお気

を付けください。  

 

（原文） 

Good day! I am J.E., the third-year college taking up Bachelor of Science in Business Administration 

Major in Human Resources Development Management at AMA Computer Learning Center University.  

I would like to say thank you for letting me use the laptop. Ⅰ was pleased when I received it because 

I can study and make my school works easier. I would love to express my gratitude for your generous 

help. 

 

College is the best time of my life. It is virtually impossible to compete in today’s global economy without 

college degree. College is important for me that it is the only way to achieve my goals in my life. I am 

so thankful and blessed because there is someone who lets me use the laptop and makes my dream 

possible. Because of that, I am sure that I am one of the luckiest students. You have no idea how much 

this has helped me. 

 

I will be forever grateful for this and I guarantee that I will study hard. Thank you and keep safe! 

 

Yours Truly, J.E. 

 

PC を貸与頂ける学生として選ばれたと聞いた時は本当に嬉しかったです。私の学業への皆さんの寛大なご支援に

感謝を申し上げたくこの手紙を書いています。 

私は、幼いころから自分の家族がおかれている厳しい状況を理解していました。経済的にとても困窮していたので

す。私の両親はカオハガン島のビーチで魚介類やお土産売っています。この仕事で得た収入で日々の食費や生活費

をなんとか賄って生活をしています。このような両親の経済状況から、自分が高校や大学を卒業し、将来エンジニアに

なる夢を叶えることは無理だろうと考えていました。特に、自分の PC を持つことは金銭的に大きな問題でした。ですが、

皆様からの寛大なご支援のおかげで、私や両親の負担が大きく軽減されました。皆様のご支援のおかげで、お金のこと

を心配せずに自分の勉強や研究、その他の学校活動に集中することができ、その結果、無事に大学を卒業することが

できました。 

ラップトップ PC のおかげで課題や研究を自由に、そして容易に行うことができました。卒業論文の執筆では PC が本

当に役に立ち、共同執筆する他の学生と作業をすることができました。ラップトップ PC だったおかげで、PC を学校に持

ち込み、その場で論文の修正作業をすることもできました。また、PC は自分のエンジニアとしての生活にも大変有用で

した。これにより、立体研究を学ぶことができました。立体研究というのは、立体モデリングとコンピューター支援設計プロ

グラムのことです。このアプリケーションはエンジニアを目指すものには大切で、PC があったおかげで、私はこのアプリケーシ

ョンへの理解を深めることができました。PC を寄贈して頂いた皆様に心から感謝するとともに、それによってもたらされた



 

全ての良いことを一生大切にしたいと思います。 

私はセブ技術大学の理学部機械工学科を無事に卒業することができました。振り返ってみると、ここまで来るのは

決して簡単ではありませんでした。カオハガン島で育った私にとって、セブ市にあるこの大学は見知らぬ環境でした。大

学初日、大学までの道に迷い、泣きそうになったことを今でも覚えています。学校の寮ではホームシックになり、とても孤

独で寂しくなりました。何度も諦めたいと思ったこともありました。例えば、卒論の提案がとおらなかった時、重要な試験

で成績が悪かった時、眠れない夜が続いた時など-です。けれど、支援してくれた方々をがっかりさせたくない気持ちか

ら、どんな困難にも立ち向かいました。 

大学を無事に修了することができ、支援して下さった皆さまにはどのような言葉で感謝を申し上げればよいか分かり

ません。皆さまの支援なしではここまでくることはできませんでした。私、そして他の奨学生への皆様のご支援に大変感

謝いたします。今後も他の子どもたちが私のように夢をかなえられるようご支援頂けることができれば大変嬉しいです。 

 

（原文） 

I was happy to learn that I was one of the recipients of the laptop. I am writing this letter as a sign of my 

sincere appreciation to your generosity and support to my education.  

 

I was still young, but I understand how difficult our family situation is that time. Financially, we are 

struggling. Both of my parents are seafood and souvenir vendors at Caohagan Beach. Their income is 

only enough for our daily food and expenses. Because of my family's financial status that time, it even 

came to my mind that finishing high school and college would not be possible and that my dream to 

become an engineer someday will not come true. Especially, getting my own computer was one of the 

huge financially problem for us. However, because of your generosity, the burden placed on me and my 

parents to finish my college education were reduced. Because of your support, I was able to graduate 

from the school without worrying on my financial expenses and I was able to focus on my studies, 

researches, and other school activities.  

 

The laptop allowed me to do my activities and researches freely and easily. During my thesis writing, 

the laptop was beneficial to me and I was able to work with my thesis mates. I could bring laptop in 

school and used it in revising our thesis manuscript. The laptop also plays a significant role in my 

engineering life as it allows me to learn and practice solid works. Solid works is a solid modelling and 

computer aided design program. This application is important for aspiring engineers, hence, with the 

laptop provided, it helps me enhance my solid works skills. I am humbled and grateful to the donator of 

the laptop and I will forever treasure all the good it has brought to me. 

 

I completed my college education this year at Cebu Technological University- Main Campus with the 

course of Bachelor of Science in Mechanical Engineering. As I look back, my journey was not easy. I 

grew up in the Caohagan Island and Cebu City, where CTU-MC is located, is like an unfamiliar place to 

me. I remember that very first day of school were I lost my way to school and I felt like crying. I was also 

homesick in my boarding house and I feel so alone and lonely. There were always times that I felt like 

giving up. There were many moments of Thesis Proposal rejections, low scores in major exams, and 

sleepless nights, but because I didn't want to disappoint you, I always choose to fight despite all the 



 

challenges I had to face.  

 

Now, that I completed my higher education, words are not enough to express my sincere appreciation 

and gratefulness for everything you have done to me and my education. I do not think I would be able 

to make it if there were not your generous support. Thank you so much for your investment in me and 

my other scholar.  

 

I wish you'd never stop supporting other children so that they can also reach their dreams like how I 

reached mine.  

 

Sincerey, V.M.  

 


