
 

 

 

 

 

 

 

医療従事者のみなさまへ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



医療従事者の皆様への感謝・応援メッセージ（原文まま） 

５月９日（土）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（４件） 

・数ヶ月もの間、コロナウイルスと戦ってくださり本当にありがとうございます。私の友人

にも数人の医療従事者がいて、大変な毎日をおくってることを聞いています。頭の下がる思

いです。あともう少しで終息すると信じて、あともう少しだけ私たちのかわりに、よろしく

お願いいたします。 

 

・新型ウイルスが猛威を奮う中、日々、県民の方々のための従事をありがとうございます。

私も周囲の人々と引き続き警戒を怠ることなく、業務に励んでいきたいと思っております。

脅威がいつ過ぎ去るかは分かりませんが、県民が手を取り合って危機を乗り越えて行けるよ

うに祈る次第です。 

 

・いつもお疲れ様です。ありがとうございます。日々誰よりも危険に晒されているにもかか

わらず、コロナになってはいけないプレッシャーと恐怖の中で激務をこなされていること、

心より尊敬いたします。先日、新型コロナウイルスではありませんが、40 度の発熱が続いた

際に、保健所の方、医療機関の方のお力をお借りしました。こんなご時世にお手間を増やし

てしまったのに、とても親切丁寧なご対応をいただき、感動しました。おかげさまで体調も

元に戻りました。本当にありがとうございました。無理をしないとなんとかならない局面も

多いかと思いますが、可能な限りご自身のこともご自愛なさってください。 

 

・大切な友人からの紹介でメッセージを書かせていただいています。新型コロナウィルスの

影響による外出自粛が続く中、当たり前の日々はもはや遠いものとなり、毎日がなんとなく

すぎていきます。私たちが知ることのできる情報は、「今日は○人感染者がでた」だの、「今

日は誰もいませんでした」だのといった数字ばかりです。しかし、その背景には医療従事者

の皆様の計り知れない努力があるのだろうと感じております。しかし、無知さ故、皆さまの

努力を本当の意味で理解し、感謝するには私の言葉はあまりにも無力です。 

私にはメッセージを書くことで、皆様の存在を自覚し、新型コロナウィルスの収束、皆さま

の休息の日々が 1日でも早く来るよう祈っています。少しでも皆様の心の支えになっていた

だけたらと思います。毎日、本当にありがとうございます。 

 

５月１０日（日）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（１５件） 

・自分の事より、患者さん第一の生活になってしまっている医療侍従者の方々に本当に心

が締め付けられます。受け付けの方も保健所の方も、直接患者さんに接する事はなくても

毎日大変な思いをされてる事と思います。福井は今感染者が出ていませんが検査がなくな

ってるわけではありません。私達になにができるのかもどかしくてたまりませんが、今、



出来る事は県民一人ひとりが、手洗いうがい消毒をする事。そして、気を緩めず、外出を

控え三密をしないのが一日も早く普通の生活に戻れる近道だと思います。医療に携わるた

くさんの方々、私は本当に感謝しています。私は医療行為はできませんが気持ちだけはい

つでも寄り添っています。本当にありがとうございます。少しでも早く普通の仕事に戻れ

てお休みももらえる事を願っています。 

 

・お世話になります。 

福井市日之出公民館並びに日之出地区社会福祉協議会一同は今般の新型コロナウイルス感

染拡大に対して感染拡大阻止の最前線でご尽力頂いている全ての医療関係従事者様に対し

て私たちにできる感謝・応援としてブルーライトアップ事業を実施しました。日之出地区

には県立病院があり、深夜まで点灯している病室の明かりを見るにつけ、そのご苦労を身

近に感じられる地区だけに地域住民の感謝・応援の思いは強いものがあります。 

厳しい勤務環境下での現状と推察する中で、どうか皆様ご自身のお体を大切にして医療従

事に専念頂きたく末筆ではございますが応援・感謝のメッセージとさせて頂きます。 

日之出地区社会福祉協議会 

会長 黒川義規 

副会長 吉川幸枝、室 千代乃、大西由紀 

E‐mail：mouri＠zivil.co.jp 

TEL：090－4326－0801（事務担当 毛利） 

 



・看護師さん感謝。ありがとう。 

この度の想像を絶するウイルスへの対応、心より感謝.感謝です。危険度 MAX の中、献身的

に看護して頂き有難うございました。第一次は過ぎてもまだまだ安心はできませんが、ご自

愛くださいね。福井を愛してる大阪在住   宮越(福井市出身) 

 

・毎日毎日大変なお仕事本当にお疲れ様です。そしてありがとうございます。いつ自分が感

染するか分からない日々の中、他の人達を助け支えて下さり感謝致します。ご自身の身体、

充分にお大事にして県民の為に今後も何卒お力を貸して下さい。 

医療、看護に携わる方々、本当にありがとうございます。何のお手伝いもできませんが、感

染しないよう生活する事でお許し下さい。これからも応援しております。 

 

・いつも最前線でウイルスと闘ってくださりありがとうございます。この闘いはいつまで続

くか先が見えませんが、県民も一丸となって闘いますので、皆様も一緒に乗り越えましょう。

これからもお体にご自愛下さい。 

 

・医師 看護師のみなさん。毎日コロナの方を支えていただきありがとうございます。私は

診療所で看護師をしております。私の周りには幸いコロナの患者さんはおられず、みなさん

の大変な毎日に申し訳無いです。どんな思いで毎日を送っておられるかと、少しずつ患者さ

んの退院されている方も増えて、みなさんの毎日の努力が伺えます! まだこれからいろい

ろなことあると思います。今回のこと私達のレベルの診療所などでできることなど、教えて

下さい。本当にありがとうございます。 

 

・これまでいろいろな病院にお世話になってきました。その中でも、県立病院には大きな御

恩があります。ふたりの孫は県立病院で生まれました。実家の母も、病気やけがを治してい

ただきました。新型コロナの患者さんに対応している皆さんは、感染の恐怖と戦っているの

ではないかと想像します。心身ともにすり減っているのではないかと思います。 

心配するだけで、なんにも  できません…どうか自分の体を大切にしてください。 

福井を守ってくださって、ありがとうございます m(_ _)m 

 

・看護師さん 本当に本当にありがとうございます。 

献身的な看護は 全ての患者に希望を与えて貰える大切な存在です。また･･･ドクターをはじ

めとする医療関係者の皆様病院に関係する全ての皆様本当に本当にありがとうございます。 

 

・いつも、福井医科大病院に、4週間おきぐらいで通院中です。今回のコロナ対応してい

ただいている医科大病院はじめ医療従事者様に対して、頭が上がらない程の苦労している

ことを承知しています。たまには、気分転換などして頂ければ幸いです。 

医療従事者様には、家族も居る事ですから、自分の身体を大切にしてください。 

 



・最前線で働いて下さりありがとうございます。医療従事者のみなさんのおかげで安心して

生活できます。体に気をつけてお仕事頑張ってください！ 

 

・武漢肺炎の患者の対応で普段の業務とは違う緊張感がある中で、福井県の感染者が増加し

ていないのは医療従事者の方々の尽力によるものだと思います。自分でできる範囲で感染予

防をしていくことが、武漢肺炎を抑え込むことにつながると信じて。 

 

・仕事に対する、強い責任感にこころから感謝いたします。どうぞ自分の体をご自愛くださ

い。 

 

・4月に出産をしました。福井では日々感染者が増えていく中で不安もありましたが、病院

での温かい声かけのおかげで安心して産むことができました。お医者さん看護師さんの方が

ウイルスにかからないように必死に私たち患者を守ってくれていることに本当に感謝の気

持ちでいっぱいです。 

医療従事者の方に厳しい視線や声もあるとニュースで見ました。信じられない思いです。ず

っと頑張ってくださってありがとうございます      早くおさまってゆっくりお休みできる日

が来ることを祈っています。私自身も気をつけて生活したいと思います！ 

 

・毎日、本当にお疲れ様です‼️うちの娘もただ今、看護学科にて勉強中。素敵な背中を見せ

てくださってありがとうございます。くれぐれも、心も体も大切になさってください。 

 

・最前線で闘う皆様には、心からの尊敬の念と感謝の気持ちでいっぱいです。自らできるこ

とは小さいけど、気持ちだけは大きく届けたいです。本当にありがとうございます!! 

                                      

５月１１日（月）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（４３件） 

・コロナに負けずに…眼に見えない敵に向かって闘うのは大変だと思います。感染拡大阻

止に向けて頑張って下さい。 

 

・皆様の貴い行いに、心より感謝申し上げます。 

 

・最前線で働いている､医療従事者のみなさん､ありがとうございます。心から感謝しま

す。体に気をつけて頑張ってください。 

 

・毎日新型コロナウイルスと最前線で闘って下さり、感謝の気持ちでいっぱいです。これ

からもどうかお体とお心にご自愛下さい。 

 

 



・コロナ対策 意思表示メッセージ「コロナに打ち勝つまで、外出を極少化します」 

衛生環境研究センター 小池 

 

・私たち県民の命と暮らしを守るため、昼夜関係なくお働きのすべての皆様に心から感謝申

し上げます。また、皆様のご家族にも深く感謝を申し上げます。私は一県民に過ぎず、報道

を通してのみ想像するくらいしかできませんが、この感染症が一日でも早く収束するために

「一人の人間として為すべきことを為す」の気持ちで頑張りたいと思います。 

  福井県里山里海湖研究所 里山里海湖相談員  川田克己 

 

・医療従事者の皆様、日々、献身的な医療・看護を行ってくださり誠にありがとうございま

す。新型コロナウイルスにより、今までにないほど過酷な環境に身を置かれていると思いま

す。そのような状況を思い浮かべますと、皆様には本当に感謝の言葉しか出てきません、本

当にありがとうございます。ですが、その献身により、皆様が体調を損なうことはあっては

なりません。 

皆様におかれましても、体調に気を配り、ご無理をなさらないようお気をつけくださります

ようお願い申し上げます。 

 

・皆様、毎日大変お疲れ様です。 そして  本当に心からありがとうございます。橋爪院長

のＴＶでの記者会見カッコよかったです。 

  『おに退治  懲らしめられて  新コロナ』   

 

・多くの人を助けようと毎日精一杯がんばてくれてありがとうございます。 

あなたたちが頑張ってくれてるからいまがあるんだとおもいます。コロナ差別やコロナで不

安だとおもいますが挫けずこれからも頑張ってください。医療従事者の皆様応援してます。

わたしもコロナなどならないようにこれからも頑張ります 

 

・毎日危険な中、私たちのために働いてくださりありがとうございます。手洗い、うがい

など自己管理に努め、立派な看護師になれるよう勉強に励みます。 

 

・自分の身を呈して、現場で戦ってくださり本当にありがとうございます。医療従事者の

方々のお陰で感染する方々も減り助かっています。 

 

・最前線で自分や大事な人に感染するかもしれない中、医療を提供して下さっているお陰

で、感染減少へとつなげ、日常が戻りつつあります。ありがとうございます。 

 

・日々、重い責任と感染の恐怖の中で、ストレスにさらされている中で、業務をこなして

いるお陰で終息に近づいています。ありがとうございます。 

 



・患者さんが世間からのプレッシャーがある中で、責任を投げ出さず、頑張っていらっし

ゃる先輩方を尊敬しています。 

 

・自分や周囲の安全を守りながら看護師として働くことはとても大変なことだと思いま

す。みなさんの働きがあるからこそ、多くの人が助けられています。本当にありがとうご

ざいます。今後も辛い日々が続くことかと思いますが、皆さんのご健闘をお祈りしていま

す。 

 

・強い責任感のもとで、日々県民の命を守ってくれていることに感謝致します。防護服が

不足している状況の中で奮闘して下さっているお陰で沢山の人が救われています。自分に

出来る感染対策をしっかり行っていきたいと思います。 

 

・色々なことを犠牲にして、患者さんのために毎日身を呈して頑張って下さっている皆様

のことを思うと涙が出ます。私たちも感染しないよう毎日気を張って生活していきます。

本当にありがとうございます。 

 

・日々感染の恐怖と戦いながら最前線で支えて下さっている医療従事者の方々、感謝して

もしきれません。本当にありがとう。 

 

・みんなの命を守るために、毎日頑張って下さり、本当にありがとうございます。感謝の

気持ちでいっぱいです。 

 

・医療従事者の方々のお陰で私たちの命は救われ守られていると思っています。本当にあ

りがとうございます。 

 

・医療従事者の皆様に守られているなと改めて実感しております。本当にありがとうござい

ます。 

 

・いつも私たちの健康を守って頂いてありがとうございます。お身体に気をつけて無理な

さらないで下さい。私たちも立派な看護師になれるよう尽力いたします。 

 

・感染のリスクがある中、毎日本当にお疲れ様です。私たちも感染させないよう努めま

す。 

 

・医療従事者の皆様、毎日危険な中、命がけで私たちを守って下さり本当にありがとうご

ざいます。私たちも今できる対策をしっかり行っていくよう努力します。応援していま

す。 

 



・いつも命がけで働いてくださりありがとうございます。私たちも感染予防に努めます。 

 

・命がけで私たちのためにお仕事を続けて下さって頂いてありがとうございます。応援し

ています。 

 

・コロナで大変な中、最前線で戦って頂きありがとうございます。大変だと思いますが、

みんなで力を合わせて乗り越えましょう。 

 

・最前線で医療や看護に取り組んで頂きありがとうございます。 

 

・とても大変な中で医療の現場を支えて頂きありがとうございます。 

 

・最前線の現場は大変だと思いますが、お身体に気をつけて頑張ってください。 

 

・毎日ご苦労様です。すごく大変だとは思いますが頑張って下さい。ありがとうございま

す。 

 

・新型コロナウイルスが大流行している中、治療、看護にあたって下さってありがとうご

ざいます。医療従事者のみなさんも体調に気をつけてこれからも頑張って下さい。私たち

も看護師になれるよう勉強頑張ります。 

 

・自分の生活を維持することも難しい状況の中、新型コロナウイルスへの医療、看護など

対応してい頂きありがとうございます。医療の現場は心身共に大変疲労していると思いま

すが、みなさんのおかげで日常の生活を送ることができています。私もそういった人々の

暮らしに寄り添えるような看護師になれるよう精進していきたいです。 

 

・日本の医療のために日々看護して下さって本当にありがとうございます。 

 

・新型コロナウイルスという未知のウイルスと向き合い、患者さんに対し看護提供して下

さり本当にありがとうございます。病院の今の状況はニュースを通してでしか把握できて

いませんが、実習を通して私たちが思っている以上に過酷な状況があると感じています。

本当にありがとうございます。 

 

・新型コロナウイルスという目に見えない敵と日々戦ってくださっている医療従事者のみ

なさまに患者の気持ちでいっぱいです。本当にありがとうございます。一日でも早く終息

することを願っています。 

 

 



・大変な状況の中で頑張っているみなさんにお礼を申し上げます。一日も早い収束を祈っ

ています。どうか無理をなさらずご自愛ください。 

 

・最前線でコロナウイルスと戦ってくれて有難うございます。これからも頑張ってくださ

い。 

 

・新型コロナウイルスが大流行し自身にも危険がある中、感染対策、献身的なケアをして

いただきありがとうございます。私たちも一人一人感染対策を行い頑張っていこうと思い

ます。 

 

・新型コロナウイルスはとても危険ですが、その中休業もされず医療や看護を献身的にし

て頂いてありがとうございます。 

 

・毎日コロナウイルスに立ち向かって下さりありがとうございます。私も毎日しっかり学

習に取り組みみなさんのような看護師になれるよう頑張ります。 

・日々新型コロナウイルスと戦って下さりありがとうございます。自分の身を守りつつ、

患者さんのケアをして頂いている姿勢を胸に私たちも感染対策をしながら頑張りたいと思

います。 

 

・昨日、福井新聞にて「医療に励む方々へのメッセージ募集」の記事を拝見させていただ

きました。 

本当に今医療に従事している方々は日々奮戦苦労されていて、私共は頭の下がる思いで、

医療従事者の方々への感謝の気持ちで一杯です。 

募集の条件とは症状ずれているかもしれませんが、わたくし会社を定年退職後 POP－UP

（飛び出す絵本）の作成を趣味としており、昨日の記事を見て私の趣味をいかせないかと

考え、以下のものを作ってみました。 

ただ、紙では感謝を表現する「拍手の音」が出ないものですから、この POP－UPを使った

動画も作っておきました。 

CD の方には拍手の音と音楽が挿入されていますので、PO－UPに添付していただけたらあり

がたいです。なお、挿入された音楽は YOUTUBEからのもので、「著作権フリー 甘茶の音楽

工房 故郷」を使用しているので、著作権上問題無きものです。 

また、表題は東大寺の多聞天像を参考としたもので、これも問題なきものです。 

以上よろしくお願い申し上げます。 

私の親戚で、介護施設に勤めている看護師の女性の方がいるのですが、「施設でコロナをう

つしたら大変」といって、いつも行っている人の出入りの多いスーパーは避けて出来るだ

け人の少ない小さな店舗で買物をしている話を聞くと、なんか申し訳ない気持ちで一杯に

なります。早くこの時期を終わらせたいものです。県の皆様方も本当にご苦労さまです。                          

（福井市在住）中井 英男 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・医療従事者の皆様方、そして、その御家族の方々。 

長い長い新型コロナウイルスとの戦いの中で大変な御努力 

を本当にありがとうございます。 

書面にすると軽くなってしまいますが、ただ々感謝の気持ち 

しかございません。 

皆様の御陣力の下、おかげ様で現在私の家族、そして勤め先の 

社員は皆無事に日々あたり前の暮らしをおくる事ができています。 

これからは、段階に応じて色々解除の方向に行きますが、 

今までの皆様方の御努力が無にならない様、今まで以上に気を 

ゆるめずに私達のできる対策は続けてまいります。 

本当にありがとうございます。そして、お体を御慈愛下さい。 

 この千羽鶴は４月の初めに医療従事者の方々への感謝と患者さんの快復を願って折りあ

げました。でも、どうお渡しすればいいか分からずに１ヶ月以上経ってしまいました。 

 今回、この機会がある事を新聞で見てお渡しできればと思い、お礼申し上げます。乱筆

乱文お許しください。 

 

５月１２日（火）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（２４件） 

・医療従事者の方々は新型コロナウイルスに直に直面して本当に大変でしょうけど、そのお

かげで私たちは暮らしていけるので、感謝しています。体に気をつけてください。 

 

・日々、新型コロナウイルス感染症の患者の方々に現場で尽くしておられる医療従事者様。

いつも、当たり前のように医療機関にかかっていましたが、今回ほど感謝を感じずにはいら

れません。本当に、本当に、ありがとうございます！ 

 



・この大変な状況の中、皆様に心より感謝申し上げますとともに心より御礼申し上げます。 

５月１２日の正午にお寺の有志で 感謝の気持ちを込めて一斉に鐘を鳴らせていただきま

す。どうぞお体ご自愛下さいますようお祈り申し上げます。 

法華宗（本門流）北陸教区宗務所 

・コロナウイルスの医療などにおきましてご尽力されている皆様 

私には想像もできないほど大変な現場の状況であるのではないかと思います。そんな状況で、

命を守るお仕事にご尽力いただきまして、心より御礼申し上げます。私たちが追い詰められ

ず毎日の生活を送れているのは、皆様のおかげだと強く感じております。 

心身ともに厳しい労働環境であると思いますが、少しでもご自愛ください。 

日々、皆様に感謝しながら、早くこの大変な困難が乗り越えられることを祈っております。 

 

・本日新聞で医療従事者の方達に感謝と応援のメッセージ募集を見ました。 

今、私達がこうして生活出来ているのは皆様が頑張って働いてくださっているからで感謝感

謝です。自分の家族や自身が感染したらと緊張の連続の上に防護服の着脱・感染防止にと仕

事量はさらに増しているのでじょうね。ほんの少しでもいい気の休まる時間が持てることを

祈っています。感謝を伝えたい人々は沢山いらっしゃると思います。だから大きな声で「あ

りがとうございます」お仕事お疲れ様です。今自分に出来ること（自粛、感染予防の手洗い・

マスク ets）で頑張ります。 

 

・医療用ガウンやマスクをつけ厚いなか、一生懸命に患者さんのためにひげそり、清拭、マ

ッサージなどナイチンゲールの看護の心を忘れてない。すばらしい！ 

本当にお疲れ様です！家族の方にも感謝申し上げます。Stay home 

5/9 の新聞（１）をみて涙が出るくらい嬉しかったです。 

元看護師６０代より 

 

・医療従事者のみなさんへ。 

コロナという恐ろしい病気が流行し、 

毎日が不安との戦い・・・ 

私達以上に恐怖＆不安と紙一重の現場・・・ 

私達ができる事は小さく微力かもしれないけれど 

みんなの心が一つになればきっときっといつもの 

日常が１日でも早く訪れると信じてます！！ 

いつか、いつの日か必ずみんなが心の底から 

笑い合える日が来ますように・・・ 

感謝・幸福・希望 いつもありがとう。 

 

 

 



・県内医療機関に御勤めの方々へ 

緊張の中で連日御仕事をなさっている皆様ありがとうございます。 

私の知人にも新型コロナの拠点病院に勤務している人、医療サポートの必要な子供達を預か

る仕事をしている人が居ます。 

私も県の休業要請で自宅に居る事が多くなった日々に、日頃から折鶴や塗り絵の趣味の１つ

だった物を届けに行った時、通常の入口を１つに絞り、検温・氏名明記・訪問の目的等をチ

ェックされる・・・厳戒態勢に身震いを覚えました。 

ある程度創造はしていたものの・・・連日こうした緊張状態の中で仕事をしているのだ！と

思っただけで泣ける思いでした。 

届けた千羽鶴・・・普通は羽根は閉じた型で連をなす物の様ですが、私は全て羽根を広げて

連を重ねました。１羽１羽が羽根を広げて今の状況から飛び立ってほしい と言う思いです。 

世間では見知らぬウイルスへの恐怖心から偏見がうまれ、患者さんは元より、医療関係で働

く方、我々の日常を守る為に働く人々にまで誹謗中傷の言葉が飛び交う・・・と言う情け無

い事態に心が痛みます。 

日本は地震や台風等自然災害の多い国。 

今までも助け合い、繋がり、絆を築いてきた国民だと思います。 

人が当たり前だと思う裏側には感謝する心 ありがとうございます と言う思いがあるは

ずです。 

心が疲弊していては、国も疲弊していくでしょう。 

最前線で闘って下さる多くの方々に心より感謝申し上げます。自らの健康にも留意して御仕

事されますよう願っております。 

 

趣味で作った塗り絵、春の桜も五月の空に舞う鯉幟も目に出来なかったかも知れない皆様に

不動明王が守って下さることを願って同封します。 

2020.5.11  良玄 恵子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



・この大変な中、みんなの命を守るために戦って頂いてありがとうございます。 

自分が感染する危険性のある中全力で対応をして頂いている姿はとても素敵で、素直にかっ

こいいなと思いました。 

僕も少しでも医療従事者の皆様に協力できるよう感染予防は全力でします。 

 

・医療に関わって下さっているたくさんの皆様へ。 

「ありがとうございます」では伝えることができないほど感謝でいっぱいです。 

このコロナの自粛期間中、福井県内でも感染者が 1人出たときは驚きましたし、他人事では

ないなとすごい、実感し、身近に感じました。私は嶺南地域に住んでいますが、若狭町で 1

人出たときは本当に焦りました。しかし、それ以上の感染拡大はなく、福井県内でも感染者

0 人が続いています。まだ、気を抜くことはできませんが、ここまで感染を拡大させること

なく抑えることが出来ているのは、医療関係で働いて下さっている皆様がいてくださるから

です。心から感謝でいっぱいです。これからも、お体だけは第一に医療関係に携わってくだ

さい。本当にありがとうございます。 

若狭高校 ２年６組 柴田希美 

 

・医療従事者の皆さんコロナが流行っているなか、最前線で頑張ってくれてありがとうござ

います。これからもがんばって下さい！ 

 

・新型コロナウイルスに感染してしまうリスクが高いのに、入院患者さんの治療をしてくだ

さりありがとうございます！ 

私は将来看護師になりたいと昔から思ってます。新型コロナの感染が拡大し仕事がとても大

変そうで正直看護師になりたいって思う気持ちが遠のいてしまいました。しかし、医療従事

者の皆様が頑張っている姿をニュースなどで見かけ、より強く看護師になりたいと思うこと

ができました！絶対に看護師になります！ 

これからも頑張ってください！！ 

若狭高校 2年 3組速水美紗希 

 

・毎日不安なのに医療現場に向かい、自分の危険をかえりみず仕事をしてくださり、本当に

ありがとうございます 普段と変わらない生活ができるのも皆さんのおかげです これから

も頑張ってください。 

 

・いつも危険と隣り合わせのなか、助けを求めている｢誰か｣のために働いてくださっている

おかげで、感染は最小限に抑えられ、私たちは病気にかかることなく、毎日勉強することが

できています。ありがとうございます。 

私たち高校生にできることは、今はお家にいることだと思います。この期間に、お家で勉強

をして、努力を重ねて、いつか自分も｢誰か｣を救える人になりたいです。この思いが強くな

ったのも、日々のニュースの中で流れる病院の映像での皆様の素晴らしい姿を見たからです。



｢誰か｣を助けるだけでなく私の夢への背中も押してくださいました。ほんとうに、溢れんば

かりの感謝でいっぱいです。 

ほんとうに、ほんとうにありがとうございます。 

｢誰か｣のために戦ってくださっている看護師の皆様、医師の皆様が健康であることをささや

かではありますが、願っております。 

 

・いつも現場で、命がけの戦いをして頂きありがとうございます。皆さまのおかげで退院し

て仕事に復帰される方がいます。有難い事です。感染には十分気をつけて、これからも頑張

って下さい。 

 

・福井県の医療従事者の皆様 

毎日、福井県民の健康と安心を守るため、新型コロナウイルスと闘っておられる皆様に、心

からの敬意と感謝を申し上げます。 

私の叔父も遠い場所で医療関係の仕事をしていますが、正直、身内である私は毎日心配でた

まりません。 

そんな中、勇敢に 1 人でも多くの命を救うため闘っておられる皆様には、頭が下がります。  

皆様のおかげで、感染拡大が少しずつ収まり、私たちの毎日抱えていた不安が和らいでいま

す。本当に感謝しかありません。 

学生の私たちが直接的にお手伝いできることは少なく、直接感謝を伝えることも難しい状況

ですが、少しでも力になりたいという気持ちはとても強いです。 

私たちも感染拡大防止に少しでも貢献できるよう、私たちに出来ることを見つけて、精一杯

取り組みます。 

一日も早くいつもの生活に戻れることを祈っています。どうか、皆様もご自分の体を大切に

してください。        

仁愛女子高等学校 1年 河野早希 

 

・只々、感謝 “本当にありがとうございます”の一言でしかありません。私達がこうして

安全に過ごせるのも、支えて下さっている皆様のお蔭です。決してご無理をなさらずに、皆

様も周囲の方々に支えられています。いつもと変わらぬ日々が、一日でも早く訪れますよう

に。心からのエールを、送ります。 

 

・非常事態宣言が出される前から、家族に肺と腎臓疾患を持つ老人が居るので、衛生面は勿

論のこと対人との接触や外出も気をつけていました。普段の生活様式が変わり、気を張り続

ける事もなかなかエネルギーの要るもので、長期戦となってからは徐々に警戒も緩みつつあ

るように感じるこの頃です。 

この最中医療の現場の方々やそのご家族には何時うつってもおかしくない状況で、何時終わ

りを告げるか出口が見えない長い緊張の中過ごしておられる。頭の下がる思いでいっぱいで

す。 



患者を恨まず、ただ助けたいと願う気持ちと、使命感を高く持ち続ける医療従事者の方々を、

心から誇りに思います。本当に感謝しております。毎日心から手を合わせ皆様の無事を祈る

ばかりです。 

そして笑顔で頑張って良かったと振り返る日々が一日でも早く来ることを願っています‼️ 

 

・長期間にわたる新型コロナウイルス対応お疲れ様でございます。 

多くの方が快復なされご家族のもとに戻られておりますが、これはひとえに皆様のおかげで

ございます。誠にありがとうございます。私個人も皆様にご迷惑をおかけしないよう努めて

まいりますので、今後とも、本県の医療行政にお力添えいただきますようお願いいたします。 

 

・頑張ってくださっている皆さんのおかげで、大切で安全な毎日を送れます。 

どんな言葉にしても足りないくらいありがとうと感謝の気持ちでいっぱいです。 

 

・お疲れ様です。 

今世間が大変な状況にある中、何とかここまで踏ん張ってこられているのは、医療従事者の

方々の奮闘があったからだと思います。ありがとうございます！ 

大変さは、私たちの想像を軽く超えてしまうものだと思います。 

少しでも医療従事者の方々の負担を減らせるように私達も、「StayHome」を心がけて行きま

す。なので、もうひと踏ん張り頑張ってください！ 

 

・ご家庭があり、待っているご家族がいる中、大変な状況に力を尽くされているこ

と本当にありがとうございます。 

 

・皆様の踏ん張りで、今日も安心して生活ができております。本当にお疲れ様です。 

 

・医療にかかわる全ての皆さん、本当にありがとう、頑張れ～。 

 

 

 

５月１３日（水）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（２４件） 

・この大変な時期に、毎日のお仕事本当におつかれさまです。そして、ありがとうございま

す。テレビやインターネットで医療従事者の方々のニュースをたびたび見かけます。とても

かっこよく、毎度感銘を受けます。私たちは皆様に助けられています。本当に感謝の気持ち

でいっぱいです。どうかお体には気を付けてください。 

私も、いち早くこの状況が落ち着くよう、自粛、手洗いうがいなどの対策に努めます。心か

ら応援しています！ 

 



・新型コロナウイルスというとても恐ろしい病気が流行る中でとても危険な中、患者様を治

療していただき、働いてくださり本当にありがとうございます。感謝しても仕切れないほど

のことだと思います。医療従事者の皆様には、これまで以上にお体に気をつけて過ごしてほ

しいです。私は、こんな世の中は一刻も早く過ぎ去って平和で幸せな世の中がくるのを望ん

でいます。そんな世の中にするために、そして医療従事者の方々のためにも、私は外出する

のをやめて自粛をしています。そして手洗いうがい、換気、こまめな水分補給を心がけて行

い、これからもこれらのことを頑張ろうと思うし、新型コロナウイルスがおさまるまで続け

ようと思います。いつも本当にありがとうございます。 

 

・今、世の中がコロナウイルスの感染拡大により大変な事態となっている中で、不安と緊張

を抱えながら病院でお仕事を頑張ってくれて本当にありがとうございます。あと少し、頑張

ってください！応援しています。 

私はみなさんに代わって助けることはできないけれど、自分にできること続けていきます。 

このような状況ですが、早く元どおりの生活が戻ってくることを願っています。みんなで乗

り越えましょう！ 

中川こう 

 

・毎日危険なコロナウイルスと戦ってくださり、ありがとうございます。皆様が毎日感染し

てしまった方々へのケアを一生懸命しているから、退院できる人が増えているのだと思いま

す。これからも頑張ってください。 

 

・医療関係の方々、いつも私たちのために寝る間も惜しんで働いてくださってありがとうご

ざいます          私たちができることは、3密を出来るだけ避け、これ以上感染が拡大しないよう

にすることだと思います。医療関係の方々が少しでも楽になれるように日本が一体となって

頑張りましょう！ 

 

・こんばんは！ 

この度はコロナウイルスによる大変な状況の中で、医療従事者として最前線で頑張って頂き

ありがとうございます。私は嶺南在住の高校生です。嶺南地域では現在、1人の感染が分か

っています。おそらく多忙な日々を送っておられると思いますが、私たち学生も不要不急の

外出を控え、手洗い等できることから頑張って行きますので、どうかこれからも頑張って下

さい。 

5月 12日  若狭高校  山田陽夏 

 

・どんな時でも私たちのために、働いて下さりありがとうございます。いつでも支えてもら

っているということを忘れてはならないなと思いました。これからもよろしくお願いしいた

します。 

 



・いつも私たちのために危険と隣り合わせのなか、戦っていただき本当にありがとうござい

ます。私たちは医療従事者の方々に頼ってばかりですが、まずは自分が感染しないようにし

っかりと自粛をすることで医療従事者の方の助けになればと思っています。なかなか休むの

は難しいかもしれませんが、どうか皆さんもお体に気をつけて下さい。 

県内高校生 

 

・医療従事者の皆様、心から感謝し尊敬しています！私達は、毎日、手洗いマスクをし、感

染者にならない努力をしています。どうぞ、心折ることなく、家族以外の県民もみんなが応

援していることを思い、頑張って下さい！これは個人的な思いですが、地方の中各病院の統

廃合みたいなことが、以前から言われていますが、少ない人口の福井が平和で充実して暮ら

せるのは、病院が頑張ってくれてるからだと思います！県立病院を筆頭に、県民にとって大

事なものは、これからも残し継続させて下さい！ 

 

・医療従事者様、自分の命と引き換えに私たちの命を守ってくださりありがとうございます。 

皆様には家族が待っているという方も大勢いると思います。ニュースではある医者が自殺し

てしまったり、医療従事者ということで批判を受けたりした方がいらっしゃいました。どう

か皆様の身体、心を大切にしてください。患者を治すことだけが重要ではないと思います。

｢もうダメだ｣と思った時の最優先事項は"自分の体"だと私は考えます。 

最近の福井県は感染者が 0という状況ですが、今だからこそ気を引き締めて感染予防をした

いと思います。 

家族のため、自分のため、知らない誰かのため、これからの世界のため、一緒に戦いましょ

う。 

 

・すごく大変な状態ですが、私たちのためにいつもありがとうございます。感染を少しでも

抑えるためにできることをこれからもしていきたいです。 

 

・医療従事者の方々、私たちを支えてくださってありがとうございます。今世界がコロナで

大変な状態で 1番大変なのは医療従事者の方々だと思っています。事の重大さに気づいてい

ない人達は平然と外出したり、密閉空間に行ったりしていて、そういうことを聞くと私は本

当に心が痛くなります。今は行きたいところがあっても我慢してみんなのために自粛するべ

きだと思っています。 

私たちにできることは自粛をする事しか出来ないけど、これからも私は病院にお世話になら

ないようにしていこうと思います！これからも頑張ってください！ 

 

・最前線で危険を顧みず頑張ってくださりありがとうございます。私たちは家にいるなど自

分にできることをして感染しないということをこれからも続けます。医療従事者の方々が頑

張ってくださるおかげで私たちも頑張ることができます。まだまだ先が見えず、大変な状況

ではありますが、これからも頑張ってください！ 



・コロナウイルスがまだある中、私たちのために仕事をしてくださりありがとうございます。

いつも私たちの支えになってくださりありがとうございます。どうかお体だけは気をつけて

ください。これからも応援しています！ 

 

・毎日大変な思いをしながら世の中のために頑張っていただきありがとうございます。いつ

収束するかわかりませんが、あなた方の支えがあるので安心でします。頑張ってください。 

 

・世界各国で今コロナウイルスが大流行しており危険な状態が続いております。そして今、

医療従事者の皆様は、PDS 検査や消毒、感染拡大防止に努められており私たちは健康に過ご

すことができています。本当に感謝しかありません。 

私たち学生や一般の人たちにできることは、手洗いうがいなどの簡単なことしか出来ません

がそれで医療従事者さんの手助けになると思っています。共にコロナ禍を乗り越えましょう。 

本当にありがとうございます。 

 

・新型コロナの最前線で働く医療従事者の皆様、いつもありがとうございます。私も手洗い

うがい、密を避ける、外出を最小限にするなど、出来る限りのことをさせて頂きます。(県

職員の新型コロナ対策に関わる皆様もどうか無理のないように。) 

 

・いつもありがとうございます。毎日働いてくださっているお医者様、看護師様のおかげで

福井は医療崩壊を防いでると言っても過言ではないと思います。今が 1番辛い時期だと思い

ますが、頑張ってください。私も今日から高校生活が始まります（登校日）私は看護師にな

りたいので、そのための勉強を頑張っていきます。 

本当にありがとうございます。そして、頑張ってください          

仁愛女子高等学校 1年 女子 

 

・新型コロナウイルスの影響で大変な中、ありがとうございます。 

 

・毎日危険と隣り合わせの中、多くの方々の命を救ってくださってありがとうございます。

私たちも学業頑張るので、お体に気をつけて頑張ってください。 

 

・とても忙しく大変だと思いますが、お身体に気をつけて頑張って下さい。応援しています。 

 

・大変な状況の中で患者さんのために働いておられる医療従事者の方々に感謝しています。

お体に気をつけてお仕事頑張ってください！ 

 

・医療従事者のみなさん。コロナウイルス感染拡大の中、最先端に立って働いてくださりあ

りがとございます。私達も国試に向けて今の時間を有意義に使い、頑張ります！ 

 



・医療従事者の皆様、いつも私たちのために新型コロナウイルス感染症対策の最前線で懸命

に戦ってくださり本当にありがとうございます。自分自身が感染してしまうかもしれないと

いう緊張感の中で、使命感を持って医療に従事してくださる皆様には感謝しかありません。 

必ず終息する日が来ます。これからもどうかお体には気をつけて頑張ってください。 

 

 

５月１４日（木）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（６６件） 

・今年高校 3年生になった者です。今、自分にできることは外出を自粛することしかないの

で、医療に従事し、一生懸命働いていらっしゃる方々には、尊敬と感謝です。毎日お疲れ様

です。そして、心の底からありがとうございます。どうか、お身体にはご自愛ください。応

援しています。 

 

・今、世界全体が新型コロナウイルスの影響で混乱している中、日本は緊急事態宣言が出さ

れ私たち学生は学校が長期の休校になり、店も休業しているところがたくさんあるにも関わ

らず、医療関係者の方々は毎日コロナウイルスの対応に追われ、大変だと思います。私は、

いつ緊急事態宣言が解除されて前のように平和な日本に戻るか分からないので、不安になり

ますが、はやく学校が始まって友達や先生と会えるのを楽しみにステイホームしています！

医療関係者の皆様、とても大変だと思いますが、頑張ってください！ 

2020年 5月 13日若狭高校 佐々木彩結花 

 

・大変な状況でのお仕事、お疲れ様です。 感謝しかありません。医療関係者の頑張りをメ

ディアで拝見するたびに、感謝で涙が溢れます。私は感染を広げないように努力していきた

いと思います。 

 

・こんにちは。私は助産師志望の高校三年生です。 

「看護週間」ということで、このようなメッセージを送ることのできる場を設けていただき

ありがとうございます。 

 院内感染のリスクがある中で戦っている皆様は私たちにとって希望の光です。SNS を見て

いる中で、家族に会えない方や医療従事者だからという理由で誹謗中傷を受けることがあっ

たりなど、コロナウイルスの影響で辛い思いをしている方々がいることを知りました。そん

な状況の中でも命を救うために戦っている皆様のことを心から尊敬しています。 

 私もいつか助産師になって誰かの力になれるような存在になりたいです。そのために今は

自宅で日々の学習に取り組んでいきます。 

 福井県のコロナウイルスの感染者は徐々に減っていますが、そのためか不要不急の外出を

している方が増えてきているそうです。まだまだ気を抜いてはいけない状況だなと感じてお

ります。これからも医療従事者の皆様のことを応援しています。どうか、お体に気をつけて

ください。 



・医療従事者の皆さん、毎日お仕事ご苦労様です。コロナで色々な事が不便になったり、状

況が変わったりして大変なことが多いと思います。ニュースを見ると、医療従事者の方々へ

の誹謗中傷が沢山あるというのをよく耳にします。患者さんに 1番尽くしているのは医療従

事者の方々なのに、なんでそんなことを言うのだろうと心が痛くなります。そんな中、医療

従事者の方々に感謝をしている人は沢山いるということを忘れて欲しくないと私は思いま

す。コロナの患者数は日に日に減少しています。また、回復した人も多く、入院患者も少な

くなっていると思います。これは医療従事者の方々の懸命な治療のおかげです。ありがとう

ございます。少しでも早く普段の日常が取り戻せるように、気を緩ませず、予防をしながら

生活していきたいと思います。これからも大変なことがあると思いますが、頑張ってくださ

い。応援しています！！ 

福井県立若狭高等学校 2年 猿橋ヒイナ 

 

・医療従事者の皆さんは肉体的にも精神的にも辛い中戦ってくださってることと思います。 

自分は皆さんのような資格がなく力にはなりません。しかし自分が少しでも力になれるよう

に今最もできることである"stay home"を十分に意識して生活したいと思います！ 

皆さんの負担を少しでも軽くできるように、そして感染がこれ以上拡散しないようにするた

めにも福井県そして日本が一致団結して頑張りましょう！ 

本当に毎日ありがとうございます。乗り越えましょう！ 

 

・大変な状況の中、命を守るために懸命に働いてくださり、ありがとうございます。まだ大

変な状況が続いていると思いますが、頑張ってください！ 

 

・コロナウイルスに命懸けで立ち向かい、努力してくださっている医療従事者の方々、本当

にありがとうございます。医療従事者の方々の努力で多くの命が救われていることに心から

感謝しています。今はとても大変な時だと思いますが、頑張ってください！ 

 

・看護学生です。医療従事者を目指す者として、医療の最前線で闘う皆様を誇りに思います。 

私も、患者様のために一生懸命医療を提供し続ける皆様をお手本とし、来年から看護師とし

て医療に貢献したいと思います。心身ともに大変な時期が続きますが、お身体に気をつけて

これからも頑張ってください！応援しています( ˶˙ᵕ˙˶ ) 

 

・いつも人々のために医療、介護に取り組んで下さっている医療従事者の皆さまには本当に

感謝しています。今コロナウイルスで病院は大変だと思います。どうかお体に気をつけてお

過ごしください。 

 

・世界が大きく変化しているなか、最前線で動いて私たちを守ってくださっている医療従事

者の方々には感謝の気持ちでいっぱいです。応援しています。どうかお体に気をつけてお過

ごしください。 



・医療従事者の方は最前線で働かれ、このご時世一番必要となっておられます。医療従事者

のおかげでコロナの収束も目の前まできており私たち学生も応援しております。医療の現場

は、想像もできないぐらい大変だと聞きますが体調に気をつけて下さい。 

 

・この新型コロナウイルス感染症対策の中、最前線で闘っていて本当に感謝と尊敬しかあり

ません。移ってしまうかもしれない恐怖や不安の中、患者さんのために最善を尽くして頑張

っている医療従事者の方々は本当にとてもかっこいいです。 

私は学生なので何か大きなことはできませんが、感染を抑えたり予防することはできます。

医療の中で闘っているのに、他の周りが頑張らなくちゃ抑えられるものも抑えられません。

自分の出来ることを精一杯頑張ります。このメッセージで少しでも元気になれることを願っ

ています。本当に本当にありがとうございます。 

若狭高校 2年 4組 福島綾乃 

 

・医療従事者の方々、コロナウイルスのせいで家族と生活できなかったり、自分の命をかけ

て患者さんたちの治療のために頑張ってくださってありがとうございましす！大変だと思

いますが、この状況が落ち着くまで頑張ってください！応援しています！ 

 

・看護師を目指している高校生です。 

私が今、安心して生活出来ているのは未知のウイルスであってもそうでなくても、日々危険

と隣り合わせの中、目の前の命を救うために懸命に従事して下さっている医療従事者の方々

がいらっしゃるからです。医療従事者の皆様、本当に本当にありがとうございます。また、

今回の事態を受け、未知のウイルスで、身体的にも精神的にも限界の中、日々懸命に目の前

の命を救うために従事して下さっている医療従事者の方々の姿を見て、私はより一層、看護

師になりたいと思いました。今の私には、医療従事者の皆様に感謝を伝えることぐらいでお

力になるようなことは出来ませんが、数年後には、皆さんのような勇敢で献身的な医療従事

者になれるように今、私が取り組むべき勉強に励みたいと思っています。どうか差別や偏見

がなくなり、皆様が健康でおられますように。 

 

・日々、大変なお仕事を続けられていることに感謝申し上げます。健康に注意してください。 

 

・医療従事者の方々、日々最前線に立ちコロナと戦ってくださりありがとうございます。 

コロナに移る可能性もある中一生懸命に働いてくださっているおかげで多くの患者さんを

助けておられることはとてもすごいことだと思います。 

それは、誰にもできることではないと思うのでとても尊敬しています。コロナが終息してき

ているのも医療従事者の方々のおかげです。本当にありがとうございます。 

まだまだ、医療従事者の方々を必要とする人や他にも大変なこともあると思いますが頑張っ

てください。陰ながら応援しています。 

若狭高校 海洋科学科 生徒 



・この大変な事態を第一線で食い止めてくれている皆様に感謝しています。 

皆様の為にできることといえば、感染を拡大させないように注意することと、コロナウイル

ス以外での風邪やケガなどで病院にお世話になり、仕事を増やさないようにすることだと思

い、日々の生活をいつも以上に注意して過ごしています。 

私たちの不安や恐怖よりも数段大きな不安と恐怖にさらされながらも、頑張ってくださって

いる医療従事者の皆様。本当にありがとうございます。 

 

・医療従事者の皆様、新型コロナウイルスでより一層大変な中、毎日お勤めご苦労様です。 

お身体に気をつけて頑張ってください＾＾ 

 

・コロナウイルスと戦っていらっしゃる皆さん。本当にありがとございます。 

毎日危険と隣り合わせの中、私たちの命をまもってくださる医療従事者を心から尊敬してい

ます。  

私たちにできることは手洗いやマスク着用、そして外出自粛をすることです。これらが医療

従事者の助けになればと思います  

今は大変辛い時期かと思いますが、私たちはコロナウイルスが早く終息することを願ってい

ます。 

 

・現在、新型コロナウイルスにより厳しい状況が続いています。そんな中新型コロナウイル

ス感染の危険と常に隣り合わせの皆さんにとても感謝の気持ちでいっぱいです。世界でみた

ら日本の感染者数はとても抑えられていることがわかります。これは皆さんが感染してしま

った患者さんから他の人に広めないように徹底して医療従事に努めてくださっているから

です。本当にありがとうございます。 

これからも厳しい状況が続くことが予想されますが、感染の危険が特にある皆さんは気を付

けてください。そして私たちも 1日でもはやく新型コロナウイルスが終息するために今自分

ができることをして協力していきます。 

令和２年５月１４日  若狭高校   北村聖樹 

 

・誰も経験したことのない状況にいる中、毎日 最善を尽くしてくださりありがとうござい

ます。 

医療に携わっている以上、厳しく 苦しい中で働き、生活されていると思います。しかし、

医療従事者のみなさんがいなかったら、我々は何もできません。医療従事者の負担を減らす

ためにも、私は自らの外出を自粛するなどをして、少しでも協力できればと思います。もう

少し苦しい日々は続くと思いますが、必ず乗り越えることができます。頑張ってください、

応援しています。 

若狭高校 北村琉輝 

 

 



・日々のお仕事、本当にありがとうございます。。 

ウイルス感染の最前線で感染リスクと闘いながら、一生懸命に献身的な医療看護をされ、本

当にありがたく思っています。想像できないような過酷な現場や日常で、つらい思いもされ

ておられるかかと思います。少しでも励みになれば幸いです。本当にありがとうございます。 

竹内 雅則 

 

・この度のコロナ対応への、医療従事者様､ご苦労さまです。また、ありがとうございます

        自分は、福井医科大病院に 4 週間おきに、通院していて、お世話になっています。いつ

も感謝しています。コロナが、早く終息する事を願い､医療従事者様には、平穏な医療体制

に戻る事を願っています。 

くれぐれも医療従事者様には、身近な家族や大事な人々がいらっしゃる事なので、心身とも

気をつけてくださいませ。福井医科大病院を初め他病院の、医療従事者様への応援しており

ます。 

 

・たくさんのコロナ感染者がいる今、自分もコロナにかかるかもしれない危険な状況の中で、

コロナ対策の最前線で、治療をしてくださってありがとうございます。 

医療従事者さん達のおかげで、私達は元気に暮らすことができます。まだまだ油断できない

ので、医療従事者さん達への負担を減らせるように、自粛を続けて、コロナ感染者を出さな

いようにしたいと思います。私は応援することしかできませんが、これから何が起こるかも

分からないし、すごく大変だと思いますが、頑張ってください！！ 

県内高校生 

 

・過酷な環境の中、日々、私たちのために懸命に診療にあたっていただき、ありがとうござ

います。感染の第１波がほぼ収束しているのは、皆様のこれまでの献身的な取組みによるも

のだと思います。皆様の強い使命感に敬意を表します。これからも福井県の医療を支えてく

ださい。 

 

・大変な状況の中、懸命に私達を支えてくださりありがとうございます。ご自身の不安も抱

えていらっしゃると思います。いつかこの状況を乗り越えられる日を心から願っています。 

 

・皆さんの姿にどれほどの方が励まされ勇気づけられていることでしょう。感謝の気持ちで

いっぱいです。ありがとうございます。 

 

・コロナの感染対策のために毎日戦ってくれている皆さん！本当にありがとうございま

す！        ✨皆さんが頑張ってくれているおかげで、県内の感染者の確認もなくなってきまし

た！こうして、コロナに気をつけながら、でも、少しずつ元の生活に戻ることが出来そうな

日々を送れていることにとても嬉しく思っています！！     皆さんが頑張ってくれたおかげ

で回復に向かっている今だからこそ、気を緩めずに頑張っていきたいです！！！ 



私たちが思っている何倍も大変だと思いますが、皆さんの力が私たちを助けてくれています

    これからも体調に気をつけて、お仕事を頑張ってください！    ✨ 

みんなのためにいつもありがとうございます       

一緒にあと少し乗り越えましょう！！      

内藤実玖 

 

・大変な時期にお仕事お疲れ様です。 

私たち一人一人も感染しないようにしっかりとできることをして予防していきます。いつも

命を救って下さりありがとうございます。医療従事者の方々には頭が上がらないほど尊敬し

ております。 

 

・医療従事者の皆様、新型コロナウイルス感染症対策を最前線で献身的に医療・看護に取り

組んでくださりありがとうございます。以前、コロナウイルス関連記事で１人の看護師の方

が「防護服を着るときは、つらくて涙が出る。精神が壊れているかもしれない」「私たちの

命の保証は誰がしてくれるのか」と訴えている記事を拝見しました。その訴えを見たとき現

在の医療現場は私が思う以上に過酷な状態であることを感じました。しかし、そんな中でも

その看護師の方は「唯一の原動力は、回復していく患者の姿を見ることだ」と発言していて、

過酷な状況であっても回復していく患者の姿を見ることが唯一の原動力だと答えている看

護師の方がいることにとても感動しました。コロナウイルス感染者の方たちを看護するにあ

たって不安や恐怖など様々な思いがあると思いますが、コロナ治療薬の承認やコロナ患者数

の減少など明るい未来が少しずつ見えているため、この調子で頑張っていってください。私

も三つの密を避けることや手洗いうがい、外出自粛など今自分ができることを精一杯やって

いこうと思います。 

 

・「未知のウイルスに立ち向かう」ハリウッド映画の中だけだと思っていました。そんな状

況で、患者さんと向き合い、そして、現場に立ち続けてありがとうございます。映画で言う

ところの、ヒーロー・ヒロインは、あなた方のことを言うのでしょう。 

私には、自粛生活をすることしかできませんが、退院者数が増えていく記事を見るたびに、 

福井県の医療従事者の実力の高さを感じ、福井県で住んでいることに誇りを覚えました。 

新型コロナが収束しても、生活は続きます。現時点で十分にがんばっています。だから、あ

なた自身のこともケアしてほしいです。大丈夫です、あなたの味方はたくさんいます。 

 

・みなさま医療関係者の方々の命を削っての行動を思うと、感謝とともに前を向く力が湧い

てきます。あたりまえの日々を、家族との笑顔の時間を、そして、かけがいのない命を守り

つづけていただいていること忘れません。本当にありがとうございます。無理を承知でお願

いですが、どうか自分自身のお身体も守ってあげてくださいね。お願いします。 

 

 



・最前線で活動しておられる医療従事者の皆様には、本当に頭の下がる思いでいっぱいです。

一日も早い収束を願っております。ありがとうございます…なんて簡単な言葉では足りませ

んが でもやっぱり「ありがとうございます」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・我が家では、暮れからお正月、そして、三学期が始まるまで、親子でインフルエンザに罹

り大変でした。嫁さんは自分の事もあり、皆が大変でしたが、何とか無事でした。 

 ところが二月末には、私がインフルエンザに罹り三月まで休んでしまいましたが、ここで

も嫁さんが細かいところまで看病してくれ大した事もなく無事でしたが、私にとって初めて

の事でしたから、本当に助かりました。 

 そして、ホっとする間もなく今度は、これまでに見た事も聞いたこともない新型コロナウ

イルスに世界中が振り廻されることになったので一日一日が大変でした。毎日一日中テレビ

は報道にあけくれています。我が家では主人と私が高齢になっていますから、嫁さんは細か

いところまで心配ってくれますので、大した事もなく皆が無事でした。 

 日本中の病院という病院でも上を下への大騒ぎ、人事ではありません。何か手助を と思

いましても、何のお手伝いも出来ません。 

 せめてもと思い嫁さんと二人マスクを作ろうと、やって見ましたが、簡単ではありません、

短くなったり、ゆるんだり、その内友達が作ってくれたり、皆の力は大きいなァと思いまし

た。 

 お医者さん、看護師さん、御家族の方々はどんなに大変だろうと思うばかりです。 

 どうか、皆様方御無事で飛び超えて下さいます様、北陸の小さな町で祈っております。 

 

・福井県を支えて下さり、本当にありがとうございます。私は、現在敦賀高校で教員をして

います。生徒達が今までにも看護師を目指して巣立っていきました。教え子には連絡を取り、

少しでも励みになればと思い“顔晴れ”とエールを送っています。ベテランの看護師さんも

そうだと思いますが、不安や恐怖と闘いながら医療現場を支えて下さっていると思います。

特に、若く経験の浅い看護師さんを応援しています。数年かかるかもしれませんが、この危

機を乗り越えられたら、とても頼もしく、働きがいを感じる看護師生活が送れると思います。

若い時の辛い経験は必ず３０、４０代と歳を重ねていくと財産になります。 



皆さんは福井の人財です。エールをこれからも送りながら私自身も教員に生徒に熱を入れて

いこうと思います。 

顔晴って下さい。毎日毎日本当にありがとうございます。 

敦賀高校 教諭 吉長 珠輝 

 

・若狭高校３年２組 「大変な状況の中、ありがとうございます。」（３０名） 

・休養している人々が多い中、いつも患者さんのために働いて下さって本当にありがとう

ございます。本当にお疲れ様です。早くコロナウイルスが収束して皆様の負担が減るこ

とを願っています。 

・大変な中働いてくださりありがとうございます。疲労がたまっていることと思いますが

これからもがんばってください。 

・医療従事者のみなさまのおかげで多くの命が救われていることを理解しています。多忙

を極めていることかと思われますが、お体に気を付けて・・・応援しています！ 

・毎日お仕事お疲れ様です。精神的にも身体的にも大変だと思います。あまり無理をなさ

らず、程々にがんばってください。 

・医療従事者の方々、日々ありがとうございます。コロナウイルスについては私たちは未

知ですが、日々の体調を支えてくれている皆さんのおかげで生活が成り立っています。

私の想像できないような体験をされているかと思いますが、私たちも全力で努力するの

でがんばって下さい。 

・医療従事者のみなさん、このような状況の中でも、私たちの健康のために働いてくださ

り、とても感謝しています。自分が健康に過ごせていたり、登校できる日が増えてきた

りしているのも皆さんのおかげです。無理せず、がんばってください。 

・医療従事者の方々は、我々の想像を超える程忙しい日々を送っておられるかと思います。

本当に、ありがとうございます。応援することしかできませんが、どうか自身の体調を

崩さないように気をつけて下さい。 

・コロナで世界中が大変な中、働いてくださりありがとうございます。感謝しかありませ

ん。収束することを願うばかりですが応援しています。 

・新型コロナで大変な中頑張っていただきありがとうございます。一番危険な状況ではあ

りますが、健康に気を付けて頑張ってください。 

・若狭高校在学の高校３年生です。直接見たことはありませんが、SNS やニュースなどで

日々コロナと闘っている皆さんを知っています。寝る間も惜しんで働いてくださり、本

当にありがとうございます。皆さんのおかげで、自分は元気に勉強することができてい

ます。すごく大変だと思いますが、僕も予防を頑張るので、一緒にのりこえましょう。 

・お仕事ご苦労さまです。こんな非常事態でも僕たちが安心して生活でき、勉強に専念で

きているのは医療従事者の皆さんが体を張って日本を守ってくださっているからだと

思います。本当に感謝しています。ご自身の体を一番に大切にして事態が収束するまで

もう少しの間頑張ってください。 

 



・ニュースで医療に携わっている方々の日々、懸命に働いて下さっている様子を知り、と

てもありがたく感じています。大変ではあると思いますがご自身の健康に気をつけてく

ださい。 

・大変な中で、命懸けで私たちの生活を支えてくださって本当にありがとうございます。

私も勉強という形ではありますががんばっているので、少しでも全員で戦っているとい

うことを感じてくれたら有難いです。 

・まずはお礼から、この前はありがとうございました。３月の下旬に自分自身が一泊入院

していろいろお世話になりました。初めての入院で不安なことも多かったですが、やさ

しくしてもらい、安心して治療できました。今後もがんばってください！ 

・たくさんの人々がコロナから逃げている中で解決のために戦ってくれてありがとうご

ざいます。 

・自分のこと、家族のことなど不安なことや心配なことも多いと思いますが、私達のため

に働いてくださり、ありがとうございます。いつまで、このような状況が続くのか分か

りませんが、これからもよろしくお願いします。 

・毎日コロナに感染する危険がある中でのお仕事、お疲れ様です。そして、ありがとうご

ざいます。医療従事者の方々から見たら私達患者は見知らぬ他人なのに様々な治療をし

て下さり、感謝いてもし尽せません。SNS 上でもよく医療従事者の方々の悲痛な叫びを

目にし、心を痛めています。どうか無理のなさらないように・・・医療従事者の方々は

全員国民名誉賞です！！無理のないよう頑張って下さい。 

・この期間中とんでもなくありがた職業なんだなと痛感しました。大変であることはもち

ろん分かっていますが、これからも人々を救い続けて下さい。 

・いつも私たちのために一生懸命はたらいてくださって本当にありがとうございま

す！！！！私たちも予防につとめます！！！ 

・お疲れ様です。私たちは、連日のニュースでしか医療現場の実体を知ることができませ

んし本当にその情報で正しいのか知ることできませんが、病院の方々のおかげで今の生

活が保てているということはわかります。本当にありがとうございます。 

・いつも私達のために働いて下さってありがとうございます。予測のできない日々ですが、

私達も予防に努めます。 

・世界的に大変な状況の中、いつも一生懸命に働いてくださって本当にありがとうござい

ます。私も自分にできることを精一杯やって、世の中が良い方向へ向えるように協力し

ていきたいと思います。 

・コロナウイルスで大変な状況の中、いつも頑張って下さりありがとうございます。きび

しい状況ではありますが、いっしょに乗り越えていきましょう。 

・皆さんがいるから、今の日本が成り立っています。本当にありがとうございます。僕も

医師になりたいので、医療従事者の皆さんは憧れです。言われない差別を受けることも

あるかもしれないけど、それ以上に皆さんに感謝している人がたくさんいることを忘れ

ずに、頑張って下さい。 

 



・このような大変な状況の中、私達の健康を守るために日々働いてくださり、本当にあり

がとうございます。小浜市がこうして安全でいられるのもそういった努力の証だと思い

ます。自分の健康にも十分に気を付けて、これからもお願いします。 

・色々大変なことがありますが私達のために命懸けで働いてくださりありがとうござい

ます。これ以上感染者を出さないためにも私たち自身が自覚を持って行動しようと思い

ます。応援メッセージを書くことぐらいしか私にはできませんが、少しでも力になれた

らなと思います。この危機が一刻も収束することを願っています。 

・いつも本当にありがとうございます。不安な状況の中で懸命に働く皆さんは、本当にか

っこいいです。今は＃Stay Homeして家の中から応援しています。 

・今までも辛く、がんばっていらっしゃってすごいと思います。これからもがんばって下

さい。今まで僕たちの家が平穏にいられたのは皆さんのお陰です。ありがとうございま

す。 

・私たちのためにありがとうございます。みなさんががんばってくださっているおかげで、

今、私たちは安心して生活することができています。本当にありがとうございます！！  

小浜市 Ｉ.Ｎ 

・私たちの健康は皆様の多大な尽力によって保たれていると思います。私の母も看護師で

毎日大変そうです。まだまだ大変な状況が続くと思いますが、頑張ってください。毎日

ありがとうございます。 

若狭高校３年２組より 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



５月１５日（金）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（１５９件） 

・いつ感染してもおかしくない状況で医療に携わってくださり、ありがとうございます。 

今は少しずつおさまって来ていますが、これからも安全にお仕事頑張ってください。 

応援してます。( ´∀｀) 

 

・福井高校衛生看護科の生徒です。 

現在新型コロナウイルスが流行中の中、医療従事者が生命の危機と隣り合わせで活躍される

場をメディアで沢山拝見してます。中には、医療従事者を批判するという人もいると聞きま

すが私はこの機会で看護の大切や医療従事者の必要性をとても感じます。 

私はそんな場面を画面で拝見して、いつか私もこんな時こそたくさんの命を救えるかっこい

い医療従事者になりたく、夢を叶えられるよう日々勉学に一生懸命取り組みたいと思いま

す！一緒に頑張りましょう!!     

 

・医療の現場で働いている皆さま、本当にありがとうございます。感謝していますし尊敬し

ています。これは今の状況だからだけでなく、いつも思っていることです。私たちは、感染

が広がらないよう注意を払い、考えて行動する努力をします。そして私も看護補助者として

病院で働いているので、意識を高く持ち健康管理に気をつけて働きます。 

 

 

・このコロナの中、毎日毎日ありがとうございます。 

私の母も医療従事者で毎日大変そうで、医療従事者のみなさんには本当に感謝しきれません。 

みなさんの苦労を少しでも減らせれるようにしっかり自粛や手洗いうがい、マスクをしっか

りと心がけます。本当に毎日毎日ありがとうございます。 

 

・仕事とは言え、命懸けで毎日頑張られてると思います。本当に頭が下がります   ありがと

うございます。これからもお身体に気を付けて、頑張ってください。 

本当にありがとうございます     

 

・いつもお世話になっております。突然のご連絡失礼いたします。日夜コロナウイルスと戦

ってくださる医療従事者の皆様にはとても感謝しております。 

 私は現在、看護師になるために勉強しています。メディアから、医療従事者の皆様は普段

の命を預かる責任の重い仕事に加えて、さらにコロナウイルスで自分の身の危険が迫る第一

線で戦っていらっしゃると拝見しました。 確実な治療法が確立しない中、コロナウイルス

と戦うのはきっと私が想像している以上に身体的、精神的、社会的にプレッシャー下に置か

れているとお察しします。 現在、県内のコロナウイルス感染者は減少し感染者はここ２週

間確認されておりません。これは医療従事者の皆様の努力のお陰です。本当にありがとうご

ざいます。これからもお身体に気をつけてお仕事頑張ってください。 



・ありがとうございます。これからも頑張ってください。応援してます。 

 

・コロナウイルスの治療の最前線で戦い、患者のため他者のために頑張っているみなさん。

感染の危険の恐怖もあるでしょうが、目の前の患者さんを救うためだけに頑張っているので

しょう。私たちができることは、少しでも医療の現場に負荷をかけないよう自身が感染しな

いことです。 

自身ができることを厳守し、はやく医療者の方々に日常が戻ることを祈っています。いま、

看護師であったことをこんなに誇りに思うことはありません。ありがとうございます。  

一日も早く、みなさんが家族と穏やかな日々をすごせますように。 

福井工業大学附属福井高等学校 衛生看護科 科長 薮腰 ます美 

 

・医療従事者の皆さん、新型コロナウイルスの危険が近くにあるなか毎日一生懸命働いてく

ださり、本当にありがとうございます。今、私にできることは外出自粛をして家にいること

だけですが、早くコロナウイルスが終息するためにも不必要な外出を控えてこれからも過ご

していきたいと思います。毎日本当にありがとうございます。これからも頑張ってください。 

 

・新型コロナウイルスが流行しており、とても危険な中、沢山の人の治療をして頂きありが

とうございます。まだまだ大変ではございますが、私達も常に気をつけて日々を送って行こ

うと思います。 

 

・新型コロナウイルスの感染拡大で不安が募るなか、私たちや、国や、地域を守るため、最

前線で働いてくださってありがとうございます。このために、無理をして、負担もかかって

いることと思います。この現状と向き合いながら、命がけで働いている皆様がこれ以上負担

に感じないよう、自分自身も、呼びかけ、手洗い、うがい、換気をしたり、マスクを作った

りしています。皆様は、とてもかっこよく、私たちも勇気がもらえます。この苦しい状況の

中、真っすぐ向き合い、戦ってくださっている皆様のように私もそうなりたいと思うように

なりました。私も、人を支え人を守れる人になりたいです。だから、皆様は、私のあこがれ

であり、尊敬します。なにかと頼ってしまっていますが、心から応援しています。皆様は私

たちのヒーローです。 

 

・拝啓 医療従事者の方々 

昨年、新型コロナウイルスが中国で発症し、今日では世界中で感染した方が数百万人以上に

まで増加し、亡くなった方もたくさんいます。そんな中、このような状況で、最前線で活躍

されており、支えてくれており、本当にありがたい限りでございます。あなた方の力が無く

ては、私たちは生きていくことさえ難しくなってきた中、みなさまの負担を少しでも減らす

ことができれば良いのですが、なかなか難しい現在です。しかし、今、私たちができるコロ

ナウイルスの予防をして、少しでも医療従事者の方々への支えになれたらと思います。コロ

ナウイルスの収束まで、まだ時間がかかると思いますが、この新しい世界を共に乗り越えら



れたらと思います。危機的状況の中、ご自身のお身体も、私たちのために削りきざんで手助

けしてくれて、貢献してくれて、ありがとうございます。心から感謝を申し上げます。 

敬具 

 

・生徒たちの絵手紙を送付します。拙い作品ではありますが、よろしくお願いします。 

福井至民（しみん）中学校 担当者 孝久 昭代 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ご自身の感染や、ご家族への 2次感染の不安の中、治療に全力を注いで下さっている事に

感謝致します。 

皆様のおかげで、たくさんの命が救われています。今は、すごく大変な時だと思いますが、

皆様の命も大切です。私は、学生なのでできることは少ないですが、基本的な対策を徹底し

たいと思います。微力ながら応援しております。 

 

・このような厳しい状況の中、リスクを背負って最前線で戦ってくださっているみなさまに

は本当に感謝の気持ちでいっぱいです。感染者はおさまってきてはおりますが、気を抜かず、

またコロナと戦ってくださっている方への感謝の気持ちを忘れず自分自身が責任を持って

行動して行きたいと思います。そして１日でも早くこの非日常な日々が終息することを願っ

ております。 

 



・ＳＴＡＹ ＨＯＭＥで手作りマスク 

 医療従事者のみなさん、本当にありがとう！ 

わたしたちも応援しています。 

（さとりゅう＆はなりゅう） 

 

 

 

 

・ありがとう！！感謝の気持ちでつるつるいっぱい！ 

「ＳＴＡＹ ＨＯＭＥ」で応援してます！ 

 

 

 

 

 

 

・医療従事者のみなさまへ・・・ 

 感謝！私たちも一緒に戦います！！ 

コロナに負けるもんか～っ！！ 

 

 

 

 

・北陸中学校より（９２名より） 

 ・命がけで人々の命を救ってくれる医療関係者の方々に私は感謝の言葉でいっぱいです。

これからも、コロナに感染してしまった人々を助けてください。健康を第一にしてがん

ばってください。（竹山百音） 

 ・ありがとうございます。コロナに負けないでください。本当に感謝。（谷口桃花） 

 ・いつもありがとうございます。新型コロナウイルスに負けないようにがんばって下さい。

自分もコロナウイルスに負けないようにがんばっていきます。応援しています！！（玉

翔夢） 

 ・コロナが問題となっている今、仕事おつかれ様です。そしてありがとうございます。こ

れからもよろしくお願いします。（田中朔光） 

 ・毎日とても苦労をしていると思いますが、コロナに負けずにがんばってください。私は

みなさまを応えんすることしかできませんがこのコロナをいっしょにのりこえましょ

う。がんばれ～（谷口） 

 ・今、コロナで大変ですがコロナに負けずにがんばって下さい！いつもありがとうござい

ます。（堀奨太） 



 ・この急がしい中毎日のようにはたらいてくれてありがとうございます。おかげでＰＣＲ

けんさなどができています。これからもたいへんな日々が続くと思うけどコロナウイル

スにまけずにがんばってください。 

 ・今新型コロナウイルスで忙しい中患者さんのために毎日一生懸命働いているのはとても

すごいことだと思います。これからも新型コロナウイルスに限らず、がんばって下さい。

応援しています！（竹田愛実） 

 ・医療関係の方々、いつもありがとうございます。医療関係の方々のおかげで、かぜをひ

いたときや、苦しいときに楽になれます。今は新型コロナウイルスで忙しくて、大変だ

と思いますが、がんばってください。私も外出をさけて、新型コロナウイルスに感染し

ないようにします。家で応援しています！！（山下栞） 

 ・今、新型コロナウイルスで、本当に大変な時期だと思います。医りょう現場を支えてく

れているみなさんに、心から感謝します。これからもいそがしいと思いますが、がんば

ってください。（高川唯音） 

 ・いつもありがとうございます！！新型コロナウイルスがおさまるように、ずっと働いて

下さっていて、とても感謝しています！私は将来医学の研究者になりたいです！がんば

ります！（鈴木心温） 

 ・いつも、いっしょうけんめい働いていてすごいと思います。１人でも多く助けるために

行動しているのが伝わってきます。ずっとマスクなどをつけていて、辛いのではないか

と思います。こんなじょうきょうになると思っていないので、すごく大変な思いをして

いると思います。コロナウイルスに負けず、がんばってください！（笹部旬那） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ・いつもありがとうございます。大変な仕事だと思うけど、がんばってください。（松原

莉佳） 

 ・新型コロナウイルスが流行る中、一番危険な仕事だと思います。そんな危険な仕事を一

日じゅうしてくれて、感謝しかないです。もしかしたら自分もウイルスにかかるかもし

れないというのに看者さんを看病してくれてありがとうございます。これからも頑張っ

てください。（西出暁） 

 ・コロナと戦かっている方、いつもありがとうございます。頑張ってください。（吉村美

結心） 

 ・新型コロナウイルスが流行している中、最前線でがんばってくださっている医療従事者

のみなさん、ありがとうございます。これからも体にきをつけてがんばってください。

（竹内俊輔） 

 ・私達のために夜遅くまで働いたりなどしていただき、本当にありがとうございます。私

もコロナウイルスにかからないように気をつけようと思います。これからも大変なとき

があると思いますががんばってください。 

 ・ぼくはテレビでコロナの脅威について聞いていると、医療従事者の皆さんがコロナと闘

っている姿を見てすごいなと思いました。少しでも楽になれる様、ぼくも感染予防に全

力で協力します。（吉岡泰雅） 

 ・コロナの治療に専念してくださり、ありがとうございます。大変だと思いますが、これ

からもがんばってください。応援しています！！（柳村和奏） 

 ・新型コロナウイルスからたくさんの人を救ってくださってありがとうございます。これ

からも新型コロナウイルスに負けないようがんばってください！（野阪茉央） 

 ・大変な仕事だと思いますが、これからもがんばってください。コロナウイルスにかから

ないための、自分たちができる最低限の、手洗い、うがいをしっかりしようと思いまし

た。（熊川椋太） 

 ・コロナウイルスの治療のために、いろんなことを頑張ってくださりありがとうございま

す。これからまだ大変になると思いますが、頑張ってください。これからも応援してい

ます。（山下優月） 

 ・新型コロナウイルスから多くの人々を救って下さり、ありがとうございます。コロナウ

イルス終束のためにこれからもがんばって下さい。応えんしています。（野邊円華） 

 ・大変な仕事だけどがんばってください。感染が拡大しないように予防をしっかりしたい

です。（宮本遼仙） 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・今は、新型ウイルスにより危険な状況です。医療関係者の方々は自分の健康状態をよく

確認をして、新型ウイルスの件さだけでなく、他の病気の人を治すよう検査に取り組ん

でもらいたいです。（３年） 

 ・毎日おつかれ様です。１人でも多くの命を助けようとしているのが伝わります。コロナ

に負けずに頑張ってください。応援しています。（山本羽仁衣） 

 ・新型コロナウイルスの拡大により各地に不安が広がる中で毎日感染のリスクを背負い職

場に出向き混乱している社会を支えて安心をあたえてくれて私はとてもありがたく思

っています。医療関係の皆さまも健康に気をつけてこれからもがんばって下さい。（中

尾花音） 

 ・毎日、感染者のために病院で働いてくださってありがとうございます。風評被害で大変

かと思いますが、僕たちも手洗い・うがいを徹底し、外に出る時もマスクを付けるなど

対策をしますので、頑張ってください。（植松知広） 

 ・今までありがとうございました。これからもがんばって下さい。（村上正龍） 

 ・いつもかん者を治療することでたくさんの人々を救っているのはすばらしい事です。こ

れからもその手で多くの人を救うことをがんばってください。（坪川太郎） 

 ・コロナが流行してマスクが不足している中、いつも危険な環境の中でたくさんの人を守

ってくださりありがとうございます。これ以上に感染者が増えていないのは医療関係者

のみなさまのおかげです。本当にありがとうございます。体に気をつけてコロナにまけ

ないでがんばってください。（岸上望音） 



 ・コロナウイルスで大変な中で命がけで私たちを守ってくださってありがとうございます。

普段から沢山の人たちを救われていて、とてもすごいなと思いました。死と隣り合わせ

の条項で毎日患者さんと接していて、大変な日々だろうけれどがんばって下さい。（開

発彩生） 

 ・日本ではコロナウイルスが少しは落ちついてきましたが、それでもまだもういを奮って

います。つねにその危険と隣り合わせで医療に関わるすべての方が大変だと思います。

しかし、コロナの終息には重要な鍵となっていきます。みなさんがんばってください。 

 ・新型コロナウイルスが広がっている間、毎日学校へ通い感染している人たちを助けてい

てありがたく思っています。医療関係の方がたいるおかげで救っています。これからも

お体に気をつけてください。（池田麻巳呂） 

 ・感染者に対して、自分や家族、他の人にもうつってしまうかもしてないのに治療をして

下さってありがとうございます。医療従事者の方々のおかげで、退院できた人たちもい

て、風評被害がある中でも接してくださり、感謝しています。これからもがんばって下

さい。（稲津圭菜惠） 

 ・感染拡大を防ぐために、日々仕事をしてくださってありがとうございます。医療関係者

のみなさまのおかげで私たちは今、新型コロナウイルスに感染せずに生活することがで

きています。大変な状況だとは思いますが、がんばってください。（吉田遥） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ・コロナウイルスにいつかかってもおかしくない状況でいつも仕事をしていて大変かもし

れませんが、僕たちも感染予防もしっかりするのでこれからもがんばってください。い

つもありがとうございます。大変な仕事かもしれませんが、がんばってください。（矢部

宗輝） 

 ・コロナはとても怖いですがぼくらも気をつけますのでこれからもがんばってください。

コロナのおそろしさが分かりました。（河中葉竜） 

 ・今、大変な時期に、私達のために働いてくださり、ありがとうございます。コロナが減

っているのも、あなた達のおかげです。これからもコロナと戦かってください。頑張っ

て下さい。よろしくお願いします。（岡田順加） 

 ・私たちのために、大変な状況の中でも毎日コロナと戦ってくださってありがとうござい

ます！応援しています。頑張ってください！尊敬しています！！（塚谷葉月） 

 ・コロナウイルスから、たくさんの人を助けてくださりありがとうございました。これか

らもがんばってください！！自分の体をたいせつにがんばってください！！（梅﨑） 

 ・とても多くの命を助けてくれてありがとうございます。コロナにかかるかもしれないの

に、がんばっていてすごいと思います。がんばってください。（西愛瑠） 

 ・いつも自分がＣＯＶＩＤ-19に感染する恐怖感に耐えながら、医療関係の仕事に精一杯

務めてくださっていてありがとうございます。みなさま、頑張りによって沢山の感染者

が救われていることでしょう。これからも頑張ってください。（小林陵亜） 

 ・差別や偏見に負けず、現在コロナウイルスで大変な日本を支えてくださっている医療従

事者の皆様へこのメッセージを書いている時も必死に働らき患者さん達を救ってくだ

さりありがとうございます。かぎりある資源の中様々な病状の患者さんと向きあい、救

う皆様は今の日本を支えてくれて、ありがとうございます。（藤田尚子） 

 ・たくさんの人々を支えていただきありがとうございます。支えてくださっているおかげ

でたくさんの人が救われていると思います。私たちは感染を拡大しないように努力をし

ようと改めて思いました。これからも頑張ってください。応援しています。（日置好乃） 

 ・今の時期コロナウイルスで世の中大変で医療関係者の人も大変だと思います。体を壊さ

ないようにがんばって下さい。（宇都宮圭祐） 

 ・私たちが今生きていられているのも医療関係の皆様が、よりいっそ、関わって下さって

いるからです。私たちは医療関係者の皆様をとても心から感謝しているし、誇りに思っ

ています。これからも、健康に気を配り、一生懸命がんばって下さい！応援してます！

ありがとうございます！（矢代万智） 

 ・新型コロナウイルスの影響で毎日お忙しいと思います。お医者さんや看護師さんのおか

げで新型コロナウイルスの感染を抑止して、私たちの身の周りの人も守ってくれて本当

にありがとうございます。これからも医療関係者の方々に迷惑をかけないように手洗い

うがい消毒をちゃんとしようと思います。（木瀬雪月） 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・いつも私たちのために新型コロナウイルスと戦って下さりありがとうございます。医療

関係者のみなさんも新型コロナウイルスにかかるおそれがあるのに患者さんのために

お仕事して下さりありがとうございます。医療関係者のみなさんのおかげで私も私の家

族も新型コロナウイルスにかからず過ごせています。これからも、お体に気を付けて下

さい。（小林歩乃佳） 

 ・コロナの影響で、自分にリスクがあるにも関わらず、一人でもはやく退院できるように、

努力してくださり本当にありがとうございます。コロナ０人の今を持続できるよう私た

ちもがんばります！！（山田華蓮） 

 ・現在辛い環境下にありますが、治療する側、受ける側、両方とも応援しています。医療

従事者の方々、今最も忙しい状況でありますが改めて感謝を伝えたいと思います。（小

越） 

 ・今年はとても大変だと思います。だけどこの福井の人たち、いろいろな人のために命を

はっていると思います。本当にありがとうございます。これからも大変かもしれません

が本当にがんばってください。（寺見優希） 

 ・医療現場の最前線に立ち、自分の身の危険もあるのに患者の治療をしたり、感染拡大を

少しでも阻止しようとがんばってくださっていることには感謝しかありません。普段の

仕事をこなすだけでもつかれるのに、今はそれの２倍、３倍、それ以上の負担があると

思います。世間からの理不尽な批判に負けずがんばってください。（中山いぶき） 



 ・いつも色々なことをしてくださり、ありがとうございます。これからもがんばってくだ

さい。（巨橋龍昇） 

 ・コロナウイルスに立ち向かうため、最前線で闘っていらっしゃる皆さんに感謝申し上げ

ます。また、お体に気を付けて下さい。（高橋一颯） 

 ・いつコロナウイルスになってもおかしくない中コロナウイルスにかからないようにして

くれている人、ありがとうございます。コロナウイルスになる人が少なくなってきたの

は、医療関係の人たちのおかげです。私もコロナウイルスにかからないようにするので、

医療関係の方たちもかからないようにしてください。（向坂薫） 

 ・今、このコロナで大変だと思います。最近はコロナの事で新聞も書かれています。これ

からも大変だと思いますがコロナにうつらないようにしてがんばってください。（宮城

芽依） 

 ・いつもいっしょうけんめい働いて、たくさんの人の病気を治してくださりありがとうご

ざいます。今はたいへんな時期だけどこれからもがんばってください。（平野琉梨） 

 ・コロナという大変な中、私たち人々のために、ありがとうございます。コロナに関わる

お仕事だと思いますが、これからもがんばって下さい。（畑心々奈） 

 ・今コロナウイルスで大変だと思いますが、がんばってくださり、ありがとうございます。

ウイルスという見えない敵がいても、安心して私達が暮らすことができるのは、医療従

事者の方々のおかげです。本当にありがとうございます。（白間未音） 

 



 ・いつもありがとうございます！！みなさんのおかげで、たくさんの方々が安心して過ご

すことができると思います。これからお体に気をつけてがんばってください。よろしく

おねがいします。（岸田雪乃） 

 ・いつもありがとうございます。みなさまのおかげで助われた命はごまんとあります。今

回の新型コロナウイルスもそうです。自分も感染するリスクがある中、休みも少ない中

がんばってくださりありがとうございます。そして、たいしょのしかたも分からないな

かいろいろな方法をためしここまでかいふくすることや命を助けたのはすごいです。本

当にありがとうございます。がんばってください。おうえんしています。（河辺華凛） 

 ・人々のために、がんばっていただきありがとうございます。これから、私は医者になり

たいと思います。だからみなさまのようにたくさんの命を救う人になれるように、努力

しています。みなさまも、自分の体調を気を付け、がんばってください！！（小松楓果） 

 ・命を守ってくれてありがとう（斎藤彩乃） 

 ・医療関係の方々、ブラックジャックのように正しいメスで、医療に取り組んでくださ 

い。（川上悠輝） 

 ・新型コロナウイルス感染症の最前線に立ち、治療をしたりしている皆さん、有難うござ

います。未だ、ウイルスの拡大はおさまっていません。これからまだとても大変な時期

ではありますが頑張ってください。（野宗妃莉） 

 ・私たちのために、大変な中働いてくださりありがとうございます。これからも感染しな

いようにがんばるので医療従事者の皆さんもがんばってください。（中西夏輝） 

 ・医療関係の人たちへいつもコロナウイルスの患者の人の治療をしてくれてありがとうご

ざいます。これからも頑張ってください。（宮越仁康） 

 ・毎日、大変な時が多いと思いますが、これからもがんばってください。まだ、新型コロ

ナウイルス感染者が出た後から日数がたっているけれど大変なことがたくさんあると

思います。あまり自分たちはよく考えずに暮らしているけれど今回でありがたく思いま

した。がんばって下さい。（川本愛心） 

 ・コロナウイルスでとてもたいへんだと思います。日本のみなさまを守るために命を張っ

て日々がんばっている医療従事者様をとてもそんけいしています。本当にありがとうご

ざいます。これからもがんばってください。（吉村姫衣奈） 

 ・毎日、自分も感染する可能性がある中で、私達や新型コロナウイルスの感染者の方を守

ってくれてありがとうございます。大変なことだと思いますが、これからもよろしくお

願いします。がんばってください。（松田花） 

 ・コロナで大変な中僕たちのためにがんばってくださってありがとうございます。僕たち

もできる限りの予防をしますのでお体に気をつけてがんばってください。（吉田輝琉） 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・感染防止のためいろいろと大変ですが、これからも人の命を守るためにがんばってくだ

さい。（野波葵） 

 ・コロナウイルスに立ち向かい、病気を治していただきありがとうございます。コロナの

中仕事してくださりありがとうございます。（小玉幸乃実） 

 ・これからもコロナウイルスに感染する方が増えていくと思いますががんばってください。

（荻原ちひろ） 

 ・最先線で仕事をしてくださってありがとうございます。これからも頑張ってください。

今はだんだんしゅうそくしているけれど冬にもまたコロナがはやるそうなので自分た

ちも気をつけようと思いました。（前田璃空） 

 ・いつも皆のために戦ってくれてありがとうございます！こんな大変な時期なのに、私た

ち県民のために働いてくれて感謝の気持ちでいっぱいです。これからもがんばって下さ

い！（坪川藍） 

 ・毎日私達のために働いてくださりありがとうございます。みなさんのおかげで生活が安

心です。これからも頑張って下さい。（宮地桜花） 

 ・僕のいとこが医療関係の仕事で働いています。いとこが「防護服も２時間が限界」「大

変だ！」というようなことを聞いています。テレビでも見ましたが、本当に大変そうで

すね！そんな中最前線で戦ってくれて、本当にありがとうございます。がんばってくだ

さい！！（酒井公太） 



 ・このコロナウイルスで社会が大変なことになっている中、患者のかたを世話するという

大変な仕事をぼくらのためにしてくださって、ありがとうございます。僕達には感謝し

かできませんが、みなさん、がんばってください。（松井博彰） 

 ・いつもありがとうございます。私が健康でいられるのは医りょう関係者のおかげです。

これからもがんばってください。（冨沢翔太） 

 ・このコロナウイルスの大変な中で感染する可能性があってもこの危機をすくうためには

たらいてくださってありがとうございます。医療の方が感染してしまったらもうおしま

いなので本当に気をつけてください。（今尾一統） 

 ・新型コロナウイルスで病院が混乱している中、ウイルスが広がらないように病院で頑張

ってくださり、ありがとうございました。私も、自分が感染者にならないように予防し

ますので、これからも頑張ってください！！（西澤奈留） 

 ・コロナウイルスで大変な状況になっていますがあきらめずにがんばってください！！

（伊部愛唯） 

 

 

 

 

 

 



 ・コロナが広まっている今、自分がかかるかもしれないという不安をかかえながらも患者

さんを助けるために、日々お仕事をしてくださって本当にありがとうございます。あと

少しだと思うので、これからもお体に気をつけて、がんばってください！（川上美心） 

 ・いつも私たちのために助けてくださってありがとうございます。今新型コロナウイルス

と戦ってくださって、とても感謝しています。私も感染しないよう３密をさけて気をつ

けたいです。これからもがんばってください。（亀井愛美） 

 ・いっしょに笑いましょう（紫陀聞） 

 ・感せんしょうのきょうふと戦いながらも、かんじゃさんの命を救ってくださってありが

とうございます。少しずつおさまってきている感せんしょうですが、気をぬかず、手洗

いうがいを行います。（石川陽月） 

 ・いろんな病気の人がたくさんいますが、その人たちのために仕事をしている事が病気の

人も元気な人もみんなすごいとおもっているはずです。これからもがんばってください。

（山本漣） 

 ・ぼくがステイホームしている間、最前線でコロナとたたかってくれて、感謝の言葉しか

ありません。（藤嶋大樹） 

 ・コロナウイルスのえいきょうで、お仕事が急がしくなっていると思いますが、何事にも

くじけずがんばってください。医療従事者の方々ががんばっている姿を見て、がんばれ

ている人もいると思います。これからもがんばってください。（江島汐音） 

 ・今は、新型コロナウイルスのえいきょうで大変だと思います。いつもありがとうござい

ます。（土居拓永） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



・お仕事お疲れ様です。危険な状況の中で、自分の時間を削ってでも患者さんのために働く

みなさんを尊敬します。本当にありがとうございます。みなさんが体を休める時間が少し

でも増え、患者さんが回復して元気になることを私も願っています。お身体を大切になさ

ってください。 

 

・我々の命と健康を守るため、懸命に働く医療従事者の方々に心から感謝します。 

福井市民より 

 

・医療従事者の方々、毎日お疲れ様です。大変な中ありがとうございます。 

毎日ニュースを見て、私も看護師を目指して、現場で多くの患者さんの心に寄り添える看護

がしたいと思いました。テレビを見てると、自分も勉強を頑張っていち早く看護師になろう

と思えます。 

これから感染の拡大がどうなるかは分かりませんが、無理せず頑張ってください。自分も今

頑張っている医療従事者の方々のようになれるよう頑張ります。 

 

・いつもありがとうございます。医療従事者の方々のためにも外出を控えます。 

 

・危険と恐怖で隣り合わせの中、毎日頑張ってくださって本当にありがとうございます。感

謝でいっぱいです。どうかお身体にお気を付けください。私も感染予防を続けていきます。 

 

・コロナで自分の時間がなく休みもないため大変だと思いますが頑張ってください！医療

関係のニュースを見ると本当に大変なんだなと実感させられます。少なくとも私は毎日戦っ

てくださり、感謝を持つとともにありがたいことだなと思ってます！ご自身の体調には十分

気をつけてください！ 

 

・現在世の中がこのような状況で、医療従事者の方々が大変苦労されているということをよ

くニュースで見ます。現実は自分の想像以上に厳しいもので大変驚きました。私たち学生は

ずっと家で自粛しているのにも関わらず、家にも帰れないほどに忙しくされている医療従事

者の方々に対して、ほんとうに頭が上がらないほどです。ありがとうございます。しかしだ

んだん感染者も少なくなり先の光も見えてきたと思います。ですので医療従事者の方々もと

ても大変な状況ではありますが頑張っていただきたいと思います。この大きな壁を乗り越え

るために国民一丸となって、頑張りましょう！！ 

5月 15 日   福井県立若狭高校 2年   山田健太 

 

・医療従事者の皆さんいつもお疲れ様です。そして、毎日ありがとうございます。 

僕は野球部に所属しています。今コロナの影響により、大好きな野球が出来ず、大好きな友

達とも会えない状態が続いています。とても寂しいし、辛いです。でも、このことから【当

たり前】の大切さを学ぶ事が出来ました。 



これからも、しっかりと三密を守り、自粛をしっかりしていきたいと思います。今は厳しい

状況かもしれません、ですが、いつか終わりが来ます。その日を願い乗り越えていきましょ

う。一刻も早いコロナの終息を願っています。 

 

・毎日国民のためにありがとうございます。心から感謝申し上げます。若狭高校３年４組が

書いたメッセージです。（２８名） 

 ・コロナにかかる危険性が高いにもかかわらず、毎日大変な仕事をしてくださってありが

とうございます。（東大聖） 

 ・新型コロナウイルスの影響で大変な中、国民の為に働いてくださりありがとうございま

す！医療従事者のおかげで、毎日健康で過ごせています。これからも多くの人が助かる

ことを願っています。（東美月） 

 ・院内感染のリスクや恐怖、患者の増加で医療機関として機能していないぐらい大変な所

もあると思います。我々は医療従事者のおかげで日々平和な暮らしが続けられています。

この時期とても大変かと思いますが、みんなで乗り越えていきましょう。（池田達哉） 

 ・自分たちにも危険性があるのにも関わらず日本のために日々努力してくれている人がい

ることがうれしくおもいます！（板屋寿稀斗） 

 ・危険な仕事を私たちのために行ってくださってありがとうございます。自分飲みを危険

に晒しながらコロナウイルスと最前線で戦ってくださって感謝しています。ニュースで

も医療現場の仕事の大変さや危険というものを多く見て、自分も将来看護につきたいと

思っているので見習って頑張りたいと思いました。（井上桃花） 

 ・医療従事者の皆さん今はとても大変な時期だと思いますが少しでも感染拡大を減らせる

ように頑張ってください。私もできるだけ不要不急の外出は控えようと思います。私に

できることはそれくらいかも知れませんがどうか頑張ってください。（臼井悠人） 

 ・いつもありがとうございます！（内方慶） 

 ・この期間、ストレスが溜まったり、疲れることが多かったり、辛いことも多々あると思

いますが、弱音を吐かず取り組む姿は私たちの心に響き、勇気やコロナに負けず頑張ろ

う、乗り切ろうという前向きな気持ちになっています！（浦谷隆勢） 

 ・世界中の人々のために、仕事をしていただきありがとうございます。新型コロナウイル

スが拡散されていますが、早くワクチンが出来ることを心から願っております。頑張っ

てください！！（大澤ジョンセル） 

 ・今の現状はテレビで見ている中で本当に大変な状況だと思います。1番コロナにかかる

危険性があるのに最前線で頑張って下さりありがとうございます。今までよりも労働時

間が増えたりしていることもあり体への負担がすごいと思います。なので休める時にし

っかり体を休めて国民全員で協力してコロナ収束に向け頑張りましょう！（岡本和記） 

  

 

 

 



・毎日ありがとうございます。私たちが生きているのも医療従事者の方々のおかげです。

院内感染というリスクもありながら毎日身を粉にして医療に携わって下さりありがと

うございます。このご時世、余裕のない人ばかりで対応に疲労するとは思いますが、医

療従事者の方々はもっと自信をもって、胸を張っていいと思いますので、これからも頑

張ってください。（河合千花） 

 ・現在、新型コロナウイルスの影響でとても大変だと思います。感染拡大を防ぐために私

もさまざまな対策をしています。頑張って乗り越えましょう。（川島那水） 

 ・コロナウイルスにたずさわってくださっている医療従事者の皆様、感染リスクを背負い

ながら日々治療を続けてくださり本当にありがとうございます。マスクや、エプロンな

ど防護具の数が限られて感染リスクの非常に高い状態だとニュースをとうして知りま

した。世間は自粛の中皆様は日本のために全力区尽くしてくださっていると考えると私

も何かできるのではないかと日々考えていますが、いい案も思いつかずなかなかうまく

行かないのが現状です。しかし、皆様の助けになるのは、自粛するということだと思い

ます。この自粛という簡単なことを続けることで感染者数を減らすことにつながり、さ

らには医療従事者の皆様の負担を減らすことに繋がると私は考えます。私は日本の死亡

者数が少ないのは医療従事者の皆様の頑張りだと思います。ほんとに感謝してもしきれ

ません。引き続き油断できない状況が続くと思います。感染者数が減ってきた今だから

こそしかり予防を続けて行きます。引き続き最前線でのがんばり、直接は何もできませ

んが応援しています。頑張ってください。私たちも感染しないよう気を引き締めてこれ

からも生活していきます。（川渕蓮） 

・感染リスクと向き合いながら働いている医療従事者の皆さん本当にありがとうござい

ます。心から感謝しております。少しでも早く終息することを願っていますので、これ

からも頑張って下さい。（木村夏菜） 

 ・現在コロナが流行り病院に入院する患者が増えていて、治療する医者、看護師さんは大

変で、コロナにかかってしまう危険性がある中、一生懸命取り組んで下さってありがと

うございます。（齋藤恵） 

 ・私は、テレビで医療従事者の方々の働く姿をみました。ウイルスととても近いところで

働いているので家族にも会えない。とても心ぼそいだろうと思いました。でもそんな中

でみんなをウイルスから守ろうと必死に頑張っているお姿をみてとてもすごいと思い

ました。これからもお体に気おつけて頑張ってください。（笹島里玖） 

 ・SNSで幼い子を育てる看護師の母が、今子供と別々に住んでいて会えない状況だという

書き込みを見た時とても心が痛かったです。私たち学生は家で大人しく自粛をしている

けれどその間も医療従事者の方々はコロナウイルスに感染してしまうかもしれないリ

スクを背負ってたたかわれています。そんな方々に感謝の気持ちを忘れてはいけないし、

皆んなにはそれぞれ最善の行動をとり少しでもあなた方、医療従事者の苦労が減るよう

行動したいです。頑張ってください。（重田陽咲） 

  

 



・コロナウイルスが流行る中、私たちのために一生懸命働いてくださりありがとうござい

ます。感謝してもしきれません。コロナウイルスができるだけはやく終息することを願

っています。（清水杏於） 

 ・いつも私たちのために危険な場所で活動していただきありがとうございます。自分たち

も出来る限りの予防、対策をしたいと思います。見えない敵と戦うのは簡単なことでは

ないと思います。どうかお体に気をつけてください。（下島大輝） 

 ・この大変な状況の中、1日も休まず私たちのために全力で立ち向かってくださり、本当

にありがとうございます。みなさんのおかげで日本の未来が守られています！みなさん

の努力が無駄にならないように私たちも手洗いうがいを徹底し、感染しないようにして

いきたいと思います！共に頑張りましょう！（髙田翼） 

 ・こんな状況の中日本のために働いてくださってありがとうございます。この状況はもう

少しの頑張りで乗り越えられると思うので皆んなであと少し頑張りましょう！（田中惟

斗） 

 ・たくさんの人の命のために毎日働いてくださりありがとうございます。医療従事者の

方々には感謝の気持ちでいっぱいです。コロナにかからないように自分の身体を第一に

してください。応援してます。（出口千尋） 

 ・今コロナウイルスが流行っている中、患者さんの看護などお疲れ様です。幼いころから

お世話になっているのでこの機会で感謝を伝えれて良かったです。コロナウイルスの影

響で仕事が忙しくなっているかと思いますが、お体の方に気を付けて頑張ってください。

（沼田蒼生） 

 ・「コロナ」はだれがかかってもおかしくない病気で常に感染と隣り合わせの状況の医療

従事者の人にはこれからも負けずに頑張って欲しいと思います。自分の地域はコロナの

感染者は出ていないけどこれから出てくる可能性があるので医療従事者に迷惑をかけ

ないためにも自分達が感染しない努力をしていくべきだと思いました。（日比野聖） 

 ・感染リスクと隣り合わせの中、最前線でウイルスと戦ってくださり、本当に感謝の気持

ちでいっぱいです。私達は、できることは最大限に行い、感染予防に努めていきます。

少しでも早くコロナウイルスが収束することを願うばかりです。（細川愛生） 

 ・コロナウイルスの中懸命に医療に携わってくださり本当にありがとうございます。コロ

ナ感染が目立つ中で本当に医療従事者の方たちの力が大きく感じます。僕は実際に目に

した訳ではありませんが、ニュースや新聞を見て大変さがとても伝わってきます。その

分自分は絶対にかかってはいけないと感じ、家におり自粛することを意識しています。

現在本当に大変だと思いますが頑張ってください。そして本当にありがとうございます。

自分たちの今できることを意識して過ごしていきます。（前田良孝） 

 ・いつも、感染と隣り合わせの仕事をしていただきありがとうございます。福井県では最

近になってコロナは落ち着いてきましたが油断は禁物な状態です。そんな中でも先頭に

たって治療や看護をしてくれる医療従事者の方々がいなければ終息には向かっていか

ないと思います。本当にありがとうございます。ニュースなどを見ていると医療従事者

の方々への偏見がすごく世間の風当たりが強いと感じます。私はそのような事は思いま



せん。医療従事者の方々が前線に立ってくれなければコロナは無くなることがないから

です。本当に危険な状況の中ありがとうございます。（水上徳希） 

 ・終わりの見えない厳しい日々の中、力を尽くして下さり、ありがとうございます。日々

コロナウイルスと戦ってくださっている医療従事者の方々には申し訳ない気持ちと感

謝の気持ちでいっぱいです。どうかお身体には気を付けてください。明るい未来が待っ

ていますように。（山川莉弥） 

 

・拝啓 軽暑の候、緊急事態宣言も解除となり、少し光が見えるようになりましたが、医療

従事者の方は今も懸命に働いて下さっていると存じます。今コロナという未曾有の事態の中、

我々県民のために必死に働いて下さり有難うございます。 

 自分の知り合いは未だコロナにはかかっていません。しかし、コロナにかかった方の知り

合いの知り合いの知り合いの…と繋いでいくと自分やその周りの人に繋がると思います。そ

う思うとコロナは既に身近なものだと考えざるを得ません。そして、その繋がりの先におら

れるコロナ感染者の方の治療にあたり、感染を食い止めて下さっている医療従事者の方には

深く感謝申し上げます。 

 自分自身にはこの大きな事態を変える力はなく、自分の非力さを痛感するだけです。です

が、StayHomeを行動指針に生活し、周りの人々に訴える、という人大抵のことをこれからも

続けていこうと思います。 

 最後になりましたが、医療従事者の方や県民の命が脅かされることなく健康に過ごされる

未来を願い、医療従事者の方への感謝文・応援文とさせて頂きます。             敬具 

県立若狭高校 2-8 森口 航大 

 

・日々私たちのために命をかけて働いてくださりありがとうございます。医療従事者の方々

のおかげで私たちは健康に安心して暮らせています。コロナウイルスをきっかけに現場で戦

う人がいること、裏で頑張っている人がいること、を学びました。命を守ってくださりあり

がとうございます。 

 

・医療従事者の方々お疲れ様です。私は学生で今は常に家の中で過ごしているけど、医療従

事者の方々は以前より緊張感のある場で、私たちには思いもしないようなことが起きていて

大変だと思います。 

 

関係の無い人にありがとうございますと言われてもあまり嬉しく無いかもしれませんが、前

線で戦ってくださって感謝しています。ありがとうございます。 

 

・毎日コロナウイルス終息の為に頑張ってくれてありがとうございます。 

最近は感染患者数が 0つづきになり、落ち着いてきたように見えていますが、医療の現場は

まだ大変だと思います。自分もかかるかもしれないのに、人のために働いていて、すごいと

思いました。どうか皆様お体に気をつけてください。応援しています。 



・大変な状況の中、日々コロナウイルスと戦ってくださっている医療従事者の皆様、本当に

ありがとうございます。医療従事者の皆様、お体を大切になさって下さい。 

医療従事者の皆様、いつも私たちの健康を考えて下さりありがとうございます。 

コロナ騒動により、大変な日々をお過ごしかと思います。私も自粛自粛で最近は少ししんど

いですが、医療従事者の方々の辛さを考えると計り知れません。  

最近は、少しずつコロナも収まってきています。それは、間違いなく医療現場で頑張ってく

ださっている方々の力あってこそだと思います。どうかこれからも、お体に気をつけてがん

ばってください。 

 

・医療従業者のみなさん、毎日お勤めご苦労様です。 

新型コロナウイルスが拡大して、多くの人が感染し、命を落とす人が増えているのを聞いた

時、ウイルスの恐ろしさを知りました。そんな状況の中でも、必死に働く医療従業者のみな

さん、不安や心配もある中、患者さんのために寄り添っていることに、尊敬と感謝の気持ち

でいっぱいです。コロナウイルスが落ちついてもまだ安心は出来ない状況なので、感染しな

いためにも自分たちが出来る対策を続けていきたいと思います。 

毎日たくさんの仕事があって大変ですが、ゆっくり休める日は体を休ませて、体調にも気を

つけてください！医療従業者のみなさんいつも本当にありがとうございます。これからも頑

張ってください！ 

自分も将来そんな人を救う仕事に就きたいと思っているので目標に向かって頑張ります！ 

 

・医療従事者の皆さん本当にありがとうございます。自分自身がコロナにかかる危険性があ

る中で働いていることをとても尊敬します。本当に感謝でしかないです。ありがとうござい

ます。今までもこれからも大変だと思いますが、頑張って下さい。 

 

・新型コロナウイルスの感染が拡大している中、最前線で闘ってくださりありがとうござい

ます。医療従事者の方々は誰よりも感染の危険がある職業だと思います。そしてコロナと闘

ってくださる看護師・医師の皆さんがいなかったらもっと感染が拡大していたと思います。

医療従事者の方々は私たちよりもコロナへの恐怖があると思うし、どんなに感染が拡大して

も休業ができない職業だと思います。そんな医療従事者の方々には感謝しかありません。そ

して改めて看護師・医師の方々はすばらしい職業だなと思いました。本当にありがとうござ

います。大変な状況だと思いますが、これからも応援しています。頑張ってください！ 

 

・日々新型コロナへの対応に尽力されていらっしゃる医療従事者の皆様、お疲れ様です。 

皆様の日々の御苦労察するに余りあります。それを思うと本当に頭の下がる思いです。 

皆様の御活躍に深謝申し上げます。これからも陰ながら皆様の御健勝をお祈り申し上げます。 

 

 

 



・いつもいつも大変な状況の中お仕事お疲れ様です。私たちは今看護を学んでいる過程で自

粛することや、手洗い、うがいしかできませんが実際に今働いている医療従事者の方をとて

も尊敬しています。感染することへの恐怖もあるなか、患者さんのことを想い人々の助けに

なっている皆さんは輝いていてわたしもそんな看護師になりたいです。 

私も自粛中や、学校でもたくさん勉強してはやく患者さんや人々の助けになるよう頑張りま

す！！ 

温かい食べ物やお風呂にゆっくり浸かって短い時間でもたくさん睡眠をとって疲れをとっ

てお身体にお気をつけください！応援しています。 

 

５月１６日（土）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（６５件） 

・自分が目指している医療従事者の方達が自分自身も感染してしまう可能性が高いのに最

前線で戦っていることを考えるとすごいなと思っています。 

日本の皆さんが、医療従事者の方達を頼りにしており改めて医療の現場の大変さを感じてい

ると思います。それと同時に感謝もしています。 

自分自身も看護師という職種にさらに誇りを持ちました。 

自分ができることと言ったら自粛、家族への手洗いの呼びかけなど数少ないですが、それを

することによって感染者を減らせると思い行なっていきます。 

医療従事者の方達、自分の体にも気をつけながら頑張ってください！！！ 

応援しています！ 

 

・私たちの郷土には、幕末期に笠原白翁という天然痘撲滅のため、命をかけて立ち上がった

医師がいました。当時は未知で恐ろしい感染症に対して、誹謗中傷などありながらも、多く

の医師や関係者の助けを得て、日本に天然痘ワクチンを広げてたくさんの人を守りました。 

皆さんのしている事は、偉大な先人たちと変わらない歴史に残る立派な行為です。 

私たちはもちろん、きっと日本中の偉大な先人たちも見守っていると思います。 

 

・福井市在住、４０代女性です。知人より企画をお聞きし、メッセージを送らせていただき

ます。 

日々不安と恐怖と闘いながら、私たちの命を守るために献身的に頑張っていただいている医

療従事者のみなさま、本当にありがとうございます。 

コロナとの戦いが続く中、私も自粛を続けるなど、自分のできることをしていきたいと思い

ます。 

みんなが笑顔で過ごす未来のために一緒にがんばりましょう！！ 

 

・自分の身の危険がありながらも沢山の人を救っていることをとても尊敬しています。これ

からも大変ですが頑張ってください。 

 



・今の時期コロナウイルスなどで大変だと思いますが頑張ってください。 

 

・自分達と医療従事者の方を守るために、手洗いうがいを心がけています。大変だとは思い

ますが頑張ってください！ 

 

・毎日大変だと思いますが頑張って下さい。心から応援しています 

 

・今世界でコロナウイルスの感染者が増える中で薬や患者さんの対応で身体を疲れさせて

るはずです。医療関係者に少しでも役立てるように私は必要な時以外の外出や人との接触を

避けるために日頃意識して生活しています。とても大変だと思いますが、頑張ってくださ

い！応援してます！ 

 

・医療従事者の皆さんこれからも頑張ってください 

 

・みなさんの努力が報われますよう、私たちも私たちが出来ることを頑張ってやります。な

ので、心も体も折れないようまた罹患されないよう祈っています。 

 

・いつもご苦労さまです。コロナで大変な時期になってしまってさぞおつかれでしょうが貴

方様方のおかげで助かっている命があります。季節の変わり目ですので体調を崩す人が多く

なり、より大変になると思いますがこれからも頑張ってほしいですが、無理しないでくださ

いね。これからもみなさんを応援しています。 

 

・医療従事者の皆様のおかげで日々の生活が成り立っています。危機的状況の中大変だと思

いますが頑張ってください！自分も応援しています！ 

 

・苦しんでる人を助ける為に頑張って欲しいと思います。 

 

・今コロナで大変だと思います。私は自分から感染が拡大しないよう家にいることしかでき

ないのですが医療従事者の方々頑張ってください。 

 

・自粛しながらも日常生活が遅れているのは皆さんのおかげです。ありがとうございます。

感謝の気持ちでいっぱいです。 

 

・大変な状況の中でのお仕事お疲れ様です。皆様の支援のおかげで多くの人々が救われてい

ます。本当にありがとうございます。 

 

 

 



・コロナ渦の吹き荒れる大変な中を日々最前線で奮闘してくださりありがとうございます。

私たちには想像もつかないほど現場は過酷だと思いますが、どうか束の間でも休息をとって

いただき、ご自愛ください。 

 

・いつもお疲れさまです。自分たちのお身体にもお気を付けてください。 

 

・医療関係の皆さん、このような状況にも関わらず仕事に取り組まれていることにとても感

謝です。私たち学生はあまり何も出来ないですが、最低でも自粛は徹底するようにしていま

す。今出来ることを精一杯します。これからも頑張って下さい！ 

 

・今コロナウイルスで世界が混乱しているなかで医療従事者の方々がコロナウイルスに感

染してしまったかたの治療をしていただいてとても感謝しています。 

 

・今年 3月から日本の東京に入ってきたコロナウィルスは、全国各地に広がり、福井にも来

て福井市、鯖江市、越前市などいろんな市町村に広がりました。その中でも福井は、人口密

度に対してのコロナウィルス患者が全国で東京に次いで 2位という、衝撃的な結果が出され

ました。そんな中でも福井の医療従事者の方たちは、コロナウィルス患者の方たちが多くて

も真剣に対応し、心身、精神的にも大変だったと思います。福井県を救ってくれて、ありが

とうございます。 

  

・コロナウイルスが大変時で、感染のリスクもある中人々のために検査や治療していただき

ありがとうございます。自分達も感染者にならないように、手洗いうがいやマスクの着用な

どを徹底し、1 日でも早くコロナウイルスが終息してするように心がけます。 

大変な中ですが頑張ってください。 

 

・私はこれまで病気にかかったら医療を受けられることを当たり前だと思っていました。で

も、当たり前なんかじゃないことに今になって改めて強く感じています。当たり前に感じて

いたことに恥ずかしいなとも思います。新型コロナウイルスが 1 秒でも早く収束するため

に、自粛や健康管理を引き続き行うことで、医療従事者の方たちのささやかなお力になれる

よう努めます。 

 

・大変な状況の中自分の命も大切なのに、私たちの為に頑張ってくれてありがとうございま

す。これからも大変な状況が続くと思いますが、自分の体を大切にしながら頑張ってくださ

い！！私たちも、出来る限り感染予防をします。 

 

・この新型コロナの影響で感染者が出て、大変だと思います。今は、増えたりしていません。

医療従事者の皆さんのおかげです。ありがとうございます。これからも頑張ってください。 

 



・くれぐれもお体に気をつけて頑張ってください。 

 

・コロナで大変ですけど頑張ってください！ 

 

・コロナウイルスが流行っている中で、感染のリスクがあるのに頑張って働いてくださって

ありがとうございます。 

 

・今、大変な時期だと思います。この大変な時期に負けず仕事を頑張っていただきありがと

うございます。まだ大変な時期が続くと思いますが頑張ってください。私も陰ながら応援し

ています。 

 

・大変でしょうが、頑張って下さい 

 

・この大変な騒動の中、1 つでも多くの命を救おうとしてくださる皆さんには本当に感謝し

ています。自分の命も危うい状況でも人の為に行動している偉業に改めて敬服いたしました。

私も自分なりにできることをして少しでも感染を防げるようがんばりたいと思います。頑張

ってください、応援してます。 

 

・自分の命をかけて日々みんなの命を救ってくれてほんとに感謝しています。ありがとうご

ざいます。貴方達のおかげで私達は安全に暮らせています。私達が大切な人と暮らせている

ようにいつか皆様にも大切な人とゆっくり過ごせる日が来ることを祈っています。 

 

・感染のリスクを伴う中、医療従事者の皆様、本当にありがとうございます。くれぐれもお

体にお気をつけてください。 

 

・今、世界が不安な状況の中、みんなのためにたくさん研究をしてくださってありがとうご

ざいます。この先、コロナが続くかもしれませんが、この状況を変えてヒーローになってく

ださい。応援してます 

 

・患者やその家族にとりまして、最も頼りになる「医療従事者の皆さん」。皆さまの一言で、

皆様の笑顔でどれだけ安らぎと安心を得ていることか。ご自分（の感情や思いなど）を表に

出さずに、患者一人ひとりに懸命に医療に携わってくださるお姿には、感謝しかありません。 

県民のためにとの強い使命感と責任感を持ち、いざという時や場の最前線で立ち向かってい

ただいている医療従事者の皆様に、今こそ声をあげて言います、 

「ありがとうございます～『ОＮＥ ＴＥＡＭ ＦＵＫＵＩ』の主役は皆さん方です～」 

 

 

 



・コロナが大流行しているなか、日々医療に従事されていることに感謝しています。皆さん

のおかげで自分たちは、安心して生活することができています。本当にありがとうございま

す。たいへんだと思いますが、これからも頑張ってください。 

 

・いつも医療の最先端で、自分が感染するかもしれない恐怖に負けずに働いてくださり、あ

りがとうございます。医療従事者の家族の方には、危険な所に、大切な人を送り出してくだ 

さり、ありがとうございます。 

コロナウィルスはおさまりつつあるので、もう少し頑張ってください。 

若狭高校 海洋科学科 2-3 藤田咲希  

 

・看護師さんはもちろん、医療従事者の皆様私たちの日常を守ってくださりありがとうござ

います。 

いままでも、家族や自身の入院などを通じて医療に携わる多くの方々に感謝の気持ちを抱い

ていました。しかし、この緊急事態で初めて気付いた事があります。それは感染症患者に向

かいあう時、一番危険なのは、医師よりも看護師だということ。 

今あらためて「看護師は看護のエキスパート」だと実感しその厳しく、難しく、尊いお仕事

に向かわれる皆様に尊敬と感謝の気持ちを送ります。 

そして、今回の事態を受けて敢えて現場から離れた医療従事者特に看護師さんも少なからず

いらっしゃると思います。そんな皆様にも伝えたい。 

その決断をどうか悔やまず、そして恥じないでください。 

人には、人それぞれ守らなければならないものがあります。感染症の危険を誰よりも知る貴

方だからこそ、選ばずにはいられなかった「回避」の選択。決断までには想像を絶する思い

煩う日々があったかと思います。けれど、そんな状態に貴方を追い詰めてしまったのは 他

でもない、貴方に安全な医療環境を用意できなかった私たち社会の問題なのです。 

無事生き抜いたその先で、いつか再び安全が保障された医療現場に戻っていただける日がく

るのなら、そのお気持ちが続いているならもうそれだけで充分です。 

医療従事者の犠牲の上に、私たちは立ちたいとは思いません。無理はしないでください…と

いう言葉が届かない貴方にこの場を借りて、深い感謝とお礼をお伝えします。ありがとうご

ざいます。 

医療に従事される皆様の存在があってこそ自分たちの生活が保たれています。その感謝の気

持ちはこの闘いの終焉にもお伝えしたい。 

ともに終息を喜びあえる日を信じて。 

 

・医療従事者の皆様いつもありがとうございます。毎日ニュースや新聞で医療従事者の方達

の声を拝見しています。現在私は看護学生として、必死に勉強に励んでいます。実際に看護

の現場に立ち、力になれるように努力していきます。私の憧れである看護師の皆様、応援し

ています！ 

 



・コロナの影響で医療従事者の方々は本当に大変だと思うし、でも 1人でも多くの命を救う

ために頑張ってるニュースなど見てほんとにすごいと思います。 

今緊急事態宣言が多くの件で解除されててすこし元の生活に戻れている気がします。でも油

断は禁物なので今まで通り手洗いうがいやマスク、密を防ぎ 1日でも早く前みたいに普通に

暮らせるようになりたいです。 

とても大変な状況で働いてる医療従事者の方々には感謝の気持ちでいっぱいです！！ 

 

・新型コロナウイルス流行で、常に最前線で戦ってくださりありがとうございます。まだ大

変ではございますが、私たちが感染しないように気をつけていきたいと思っています。そし

て、医療関係者の皆さんへの感謝を忘れずに、日々を送っていこうと思います。 

 

・今世界中が新型コロナウイルスが流行っています。その中で一番今大変なのは医療従事者

の方々だと思います。1日でも平和な日常を戻せるように頑張ってください。 

 

・いつも、私たちの健康のために日々働いてくださりありがとうございます。また、今回は

新型コロナウイルス感染症という未知の病気が世界中で流行し、まだ原因も治療も十分に確

立されておらず、国民全員が密を避けて自宅で過ごすことが多くなった中、最前線で危険を

顧みず懸命に治療をしてくださり本当にありがとうございます。この感染症を早く収束する

ために、私たちも自分の出来ることをしっかりしていきたいと思います。医療従事者の皆様

もご自身を大切にして、頑張ってください。 

 

・医療関係者の皆さんありがとうございます       

今回の騒動に僕たち高校生もはじめてのことで驚きましたが、1番大変だったのは皆さんだ

と思います。 

現在福井県ではコロナの感染者数が 2週間増えていません。それも皆様のおかげが大きいと

思います。また第二波が来るかもしれませんが、僕たちも充分気をつけて学校生活を過ごし

ていきたいと思います。これからも頑張ってください応援しています。 

 

・こんにちは。私は若狭高校の生徒です。 

皆様はコロナウイルスに対して第一線で働いていてすごいと思います。自身の感染リスクも

ある中で、1人でも感染者を救おうと感染を抑えようと対策を重ねて毎日を過ごしている皆

様には尊敬しています。 

今、感染者を減らしてきているのは皆様の活躍のおかげです。本当にありがとうございます。 

 

・大変な状況の中、1人でも多くの患者様を助けようと必死に働いてくださっている医療従

事者の皆様。本当にありがとうございます。はじめての事態で、混乱している人も多くいる

と思いますが、医療従事者の皆様が勇気と希望を与えてくださるおかげで、安心して暮らせ

ています。今は緊急事態宣言も徐々に解除されてきていますが、私たちも気を緩めず自粛す



ることを心がけます。まだまだコロナウイルスで苦しんでいる患者様はたくさんいると思い

ます。くれぐれも医療従事者の皆様もお体にお気をつけながら、頑張ってください。心から

感謝申し上げます。 

 

・医療従事者の皆さんありがとうございます！！ 

現在新型コロナウイルスが流行し、医療機関で働いている皆さんはとても大変な思いをされ

ていると思います。おつかれ様です。そしてありがとうございます。私達は自分の感染を防

ぐことと応援することしかできませんが皆さんのご無事を願っています！頑張ってく下さ

い！！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・今、世界中を震撼させている新型コロナウイルス。 

各病院の先生方、看護師の皆様、医療関係の方々、及びそのご家族の人達は毎日を不安や恐

怖感と闘いながら、私達を守っていてくださいます。心から敬意を表し、感謝せずにはいら

れません。本当にありがとうございます。 

一日も早くこの事態が終息する事、医療従事者の皆様がご無事である事、これ以上見えない

敵の感染がない事を祈ります。 

そして自身が危機感を持ち、周りを思いやりながら今を乗り越えていきたいです。 

世界中の人々が医療従事者の皆様に感謝し、ご無事を祈っていますから… 

ありがとうございます。 

福井市 Ｔより 

 



・自分がコロナに感染するかもしれない状況で最前線で闘ってくださる皆さまを本当に誇

りに思います。皆さまのおかげでたくさんの命が救われています。今の僕にはこういった応

援メッセージなどを送ることしかできません。この応援メッセージで少しでも元気が与えら

れたなら、とても嬉しく思います。どうか、お身体を壊さずに業務にあたってください。応

援しております！ 

 

・私達がこうして安全な場所で自粛できているのも、医療従事者の方々が毎日コロナウイル

スと闘い、感染の拡大を防いでくださっているおかげです。ほんとうにありがとうございま

す。 

 

・私は買い物に出掛けるだけでもコロナが怖いです。コロナの患者さんに係わる医療従事者

の皆様本当にありがとうございます。 皆様の負担を減らす事が私にできる事だと思って手

洗いと 3密をさける様に心掛けます。 

 

・お仕事お疲れ様です。 

私たちのために命がけで闘ってくださりありがとうございます。医療従事者の方々のおかげ

で少しずつ日常が戻りつつあります。ですが、油断せず、これ以上皆様の負担を増やさぬよ

う家で過ごしていきます。差別などあるかもしれませんが、私は心から皆様のことを尊敬し

ております。皆様がゆっくり休める日が一日でも早く戻ることを心から願っております。本

当にありがとうございます。 

 

・いつもありがとうございます。新型コロナウイルスに感染するかもしれない中で、私たち

の命を守るために日々尽力を尽くしてくださって感謝と尊敬の気持ちでいっぱいです。そん

な皆さまに対するいわれのない偏見をテレビで聞いていると胸が苦しくなります。私たちに

できることは少ないかもしれませんが、これ以上感染者が増えてしまわないように毎日気を

つけて生活します。この危機を乗り越えられるように頑張りましょう。 

5月 16日 大和望未 

 

・診察をすることで、自分自身もコロナウイルスにかかってしまう可能性もあるのに、日本

のみんなのためにたくさんの対処をしてくださって、ありがとうございます！！ 

私の住んでいる福井県は、緊急事態宣言が解除されました。だから、6月からはちゃんと学

校に行けるようになりました。それは、コロナウイルスに対して懸命に対応してくれた皆様

のおかげだと思います！本当にありがとうございます！！ 

これからも頑張ってください          ✨ 

若狭高校 2年 伊藤陽南 

 

 

・福井県内の医療従事者の皆様。この大変な状況の中で最前線で闘っていただきありがとう



ございます。精神的に大変な部分が多いと思いますが、早く終息することを願って応援して

います。 

 

・医療に関わってくださっているたくさんの皆様へ。 

僕ふくめたくさんの人が皆様への感謝でいっぱいです。コロナの自粛期間中、福井県で 1人

目の感染者が出たときは驚いてすごく身近に感じました。医療に関わっている人が 1番コロ

ナに近いのにも関わらず人々の中には医療関係者に向かって罵声を浴びせている人もいま

す。医療関係者があってこそ今があるのにそれはとてもひどいことだと僕は思います。心か

ら感謝でいっぱいです。これからも頑張ってください。本当にありがとうございます。 

 

・医療物品が不足してるなか、自分自身が感染する可能性が大きいなか働いてくれてありが

とうごさいます！！！先輩方を見習いたいです！ 

 

・医療従事者の皆さんありがとうございます！！コロナウイルスが流行っており今の時期

お忙しいと思いますがお身体に気をつけて頑張ってください！！！ 

 

・私は、若狭高校の生徒です。コロナウイルスの影響ですごく大変だと思いますが、体調に

気をつけて頑張ってください。応援してます。 

 

・いつもお仕事お疲れ様です！いつコロナウイルスにかかってもおかしくない中患者さん

の命を助けるために一生懸命仕事をしていて尊敬します。 

私も将来看護関係の仕事に就きたいと思っているので人の役に立てるように頑張ります！ 

 

・コロナウイルスで大変な世の中、もしかしたら感染してしまうという危険がありながらも

看護や治療をされている医療従事者の方々に感謝しています。とても大変だと思いますが、

頑張ってください    ✨応援しています！ 

 

・いつも感染の危険があるなか働いていただきありがとうございます。僕の母も医療従事者

なので、その大変さがひしひしと伝わってきます。だんだんと感染拡大が収まってきている

ので、もう少しだけ頑張ってください！ 

 

・医療従事者の皆さまへ 

こんにちは。毎日毎日緊張の中、長時間戦い続けてくださりありがとうございます。本当に、

お疲れさまです。 

私事にはなりますが、私は高校生で、今も自宅で過ごさせていただいています。こんなこと

をお伝えするのは本当に失礼かもしれませんが、私は休校中の課題ばかりに追われて辛かっ

た時期があり、その頃は私だって家で過ごす時間を好きなことをして過ごしたいと、わがま

まなことを考えておりました。しかし、あるきっかけから、考え方が変わりました。ある方



が、このようなことをおっしゃっていました。 

「今、多くの人が自分の身を削り、一つでも多くの命を救おうと尽力しています。しかし、

ニュースを見ても対応への批判ばかり…こんな時こそ頑張ってくれている人たちの存在に

感謝し、その人たちが損をしない言動が大切なのではと思います。"こんなに頑張っている

人がいるなら、私もこれくらいやろう"みんながそんな気持ちになれたら必ず乗り越えられ

る気がします。」 

これを聴いて私は本当に申し訳ない気持ちになりました。今この瞬間も、自分の身や自分の

家族が危険な状態に置かれるのも承知で、自分のこと、家族のことよりも、たった今搬送さ

れてきた、目の前にいる会ったことのない人に、自分に与えられたほとんどの時間を費やし

ている人がいること。忘れてはいけないことでした。 

そして私は気づかされました。私は今、どこへも外出することなく、これ以上ないくらい安

全な在宅生活を送っていて、与えられた時間を自分のためにも家族のためにも他の人のため

にも、何のためにも使えるのです。これ以上ないくらいありがたいことです。 

私は、単に自由に使える時間があるから嬉しいということではなく、医療従事者の皆さまの

日々の頑張りがなくては回らない今の社会、そして私たち県民の生活があることを感じ、医

療従事者の皆さまのご健闘に、本当に感謝しています。 

私は医療従事者の皆さまの本当の悩みや苦しみをちゃんと知らないので、寄り添うような言

葉はかけられないかもしれません。 

しかし、皆さまが見えないところで戦ってくださっていることで、命を救われた方はもちろ

ん、生きる元気をもらう方や、感染防止に対する意識を高く持てる方や、人生において大切

なことを学ばされた方、そして心から尊敬し感謝している方は、たくさんおられると思いま

す。私もその 1人です。いつも本当にありがとうございます。 

日々私たちを救ってくださる皆さまが、このような県民からのメッセージを通して、少しで

も救われることを願っています。どうか、お体にお気をつけて。長文失礼いたしました。 

若狭高等学校 2年 飛永萌衣 

 

・はじめまして。この混乱する世界の最前線で見えない敵と闘ってくださる皆様は私達にと

ってヒーローです。私にはこの状況が一刻も早く収束することを祈ることしかできませんが、

良い方向に向かっていると信じ楽しい日常が戻ってくることを心から祈っております。 

危険と隣り合わせの状況の中でもう十分すぎるほど頑張ってくださっている皆様に頑張っ

てくださいなどと軽々しくは言えませんが、どうかご自愛ください。 

 

・医療現場の最前線で働いてくださっている皆様はもちろん、診療所やドラッグストアやス

ーパー等の店員さん、保健所や県職員の皆様も体力を削りながら働いてくださっていると思

うと本当に感謝の言葉しかありません。私達のために本当に、本当にありがとうございます。 

一刻もはやくこの事態が終息することを願って、陰ながら応援しております。どうかお体だ

けには気をつけて。 

 



５月１７日（日）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（２件） 

・いつも感染の危険があるなか、働いていただきありがとうございます。僕の母も医療従事

者なのでその大変さがひしひしと伝わってきます。 

感染拡大が徐々に収まってきていると思うので、もう少しだけ頑張ってください！応援して

ます！   

若狭高校 2-8 原田勇志郎 

 

・福井県の感染状況は落ち着いてきているとはいえ、今後の第 2波、第 3波を考えると気が

抜けない状況が続きますね。ご自身の安全も究極のところにある状況で闘ってくださってい

る皆様に感謝です。そして、一緒に戦う術として手洗いやうがい、普及不要の外出への慎重

さは忘れずに生活したいと思います。 

県内高等学校 教諭 大橋夕紀 

 

５月１８日（月）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（１１件） 

・医療従事者の皆様 

待っている家族の方もきっとおられることでしょう。 

それでも、会わずに毎日現場へ行き、戦っている方々へ心より感謝いたします。全国民があ

なたたちを応援しています。無理なことかもしれませんが、コロナが終息したら、ゆっくり

休んで下さい。 

これ以上コロナ感染者が増えないことを祈っております。 

そして、どうかご自分のお体大切にして下さい。 

若狭高校２年 古谷 夕夏 

 

・医療従事者の方々へ 

毎日、危険ととなりあわせの中本当に本当にありがとうございます。こんな文字では表せな

い程たくさんの感謝でいっぱいです。 

みなさんは、きっとねる間もごはん食べる間も、まして、御家族とのコミュニケーションも

なかなかとれない中患者のためにがんばってくれています。 

みなさんは家族の誇り！！そして子供達からは自まんのパパとママ！！ 

どうぞ大変な中ですが、御自身の体と、心をいたわりつつも、毎日をよろしくお願い致しま

す。私達も、みなさんに、迷惑かけないよう、不要不急の外出はひかえていきます。まだま

だ大切ですし。 

フレーッ！フレーッ！いつも本当に本当にありがとうございます！ 

松下 笑佳（５２才） 

 

 



・今、世界中でコロナウイルスが流行っています。最近になって、少し落ち着いてきたよう

に思います。 

私は、医療従事者の方に感謝の気持ちを伝える機会が出来たことをとてもうれしく思ってい

ます。新聞やテレビで医療従事者の方が大変な思いをしながら一生懸命働いている姿を何度

も見ました。 

自分がコロナにかかるかもしれないという不安や恐怖と闘いながらも患者さんの命と真剣

に向き合う姿を見て感動しました。私は将来看護師になりたいので、もっと夢に向かってが

んばろうと思ったし、もっと自分の命もみんなの命も大切にできる人になりたいと思いまし

た。本当に医療従事者の方には感謝の気持ちでいっぱいです。これからも頑張ってください。 

上野 美景 

 

・医療従事者の方々へ 

私は小さい時、病院で見た、誰でも笑顔で患者さんから頼りにされている看護師に憧れを持

ち、今、看護師を目指して勉強中です。 

勉強も実習もすごく大変で落ち込みそうになることもあるけれど、ニュースや新聞で、コロ

ナと戦っている医療従事者を見るたびに、すごく尊敬するし、私も頑張ろうと思います。 

これからもコロナに負けずに頑張って下さい！！ 

私もみなさんと一緒に働ける日がくるよう勉強を頑張っていきたいと思います。 

菊池 琴海 

 

・杉本県知事様、県庁職員の皆様、保健所関係の皆様、医療関係に従事されておられる皆様 

誠に有り難うございます。本当に有り難うございます。心から感謝申し上げます。 

皆々様におかれましては、私たち県民一人おひとりのことを想い、ご尽力下さっておられる

お陰様で私たちは完全に救われています。皆様に心から感謝の気持ちでいっぱいでございま

す。本当に有り難うございます。 

この度の新型コロナウイルス感染につきましては全世界におきまして本当に想像を絶する

ものでございます。 

世界中で苦しまれた方々にどのようにお見舞いを申し上げてよいやら言葉が見つかりませ

ん。 

日本におきましても、また福井県におきましても医療関係に従事して下さっておられる方々

におかれましては、全身全霊でもってお仕事をしておられることにとても言葉では表わすこ

との出来ない程の感謝と畏敬の念で胸がいっぱいでございます。本当に有り難うございます。 

皆様お一人おひとりにおかれましては、そこでの診療・看病・管理など毎日毎日どんなにか

緊張感、不安感、また自分のご家庭のこと本当にいろいろな状況の中でお仕事にお勤めのこ

とと思います。 

またこれは、今日が無事だったから明日も大丈夫ということでもありませんから苦しいです。

その大変なご心情を表現できませんことをどうかお許し下さい。 

粗末な体験でございますが、自分の人生上の難問において、これはこのままいったら恐くて



たまらないと感じられることを、「よし、頑張る。どう進んでいったら、どのようにとらえ

たら本当に救われる（自分が）（皆が）ことになるのか。」を考えて真っすぐ自分を信じて進

みました。そして今日に至っております。 

こんなこと、文字だけで何のお役にも立ちませんがどうか自分の本心を信じて突き抜けてい

って下さればと、勝手に考えています。 

しかしながら、目に見えない、何一つ確実なことのわからないウイルスさんとの闘いですか

ら自分達を信ずるしかないのかなと思います。 

この感染病については、近寄れば感染するしかし近寄らなければ看病もできないし、助けて

さし上げることも出来ないという、なんともかんともいいようのないもですから仕方ありま

せん。 

私は、信ずることが出来ます。 

皆々様が頑張っておられるお一人おひとりの足元からその人にしか味わえない充実感と喜

びが生まれてくるのではと思っています。 

本当にこれまでのご苦労と共にこれからのお仕事に心から感謝させていただきます。 

どうぞこれからもくれぐれもお気をつけられて時に応じてお休みをとっていただいてそう

か丁度よくお仕事が出来ます様にと心よりお祈りしております。 

また皆々様のところへ温かいご支援と必要な医療品などいっぱい届きます様にもお祈りさ

せていただきます。 

そして皆々様におかれましては、皆々様方にしか味わえない充実感と人生のお喜びが生まれ

てきますことと強く強く信じております。 

余分なことでございますが、私は毎日楽しみに日刊県民福井の最終面の運勢欄を見ています。

そして日々元気づけています。 

2019.11.14 人間は苦があるから救われる。覚悟した者が苦から楽へと変わる。 

2019.11.14 看病は第一の福徳である。病人を見舞い、看病して凶運去る。 

2019.12.17 先生は世にたくさん居るが、究極の先生が自分自身である。 

2020. 5. 7 本当に苦い経験は、あとになって光輝く宝となる。 

長々と誠に申し訳ございません。わかりにくく、くどくどとすみません。テレビでこの手紙

のことを知り、せめて一生に一度勇気を出して出させていただこうと一気に思いつくまま書

いてきました。 

最後まで読んで下さって本当に有り難うございました。心からお礼を申し上げます。 

大野市に住む七十三歳の高齢者です。日々お護りいただいて感謝しています。 

山口 明美 

 

 

 

 

 

 



・福井県医りょう従事者の皆様へ 

新型コロナウイルスの最前線で戦ってくださっている 

医師看護師の皆様ありがとうございます。 

あたりまえの生活が一変し、外出自しゅく、 

３密をさけると言うせい限のある生活になってしまい、 

とてもおどろきました。この春から中学生となる私は 

入学式の延期や休校でまだ１度も制服で学校に 

行けていませんが、このように家にいることが自分のため、 

家族のためそして医りょう従事者の方々を困らせないこと 

につながるのかなと思っています。初めての事だらけの 

コロナウイルス。制限のある生活の中不安の日々の毎日を 

過ごしている中、私たち福井県民のため・終息のため・ 

また自由な生活に戻るため危険ととなり合わせなのに 

本当にありがとうございます。またみなさんが一刻も早く 

幸せな生活に戻れますように。 

頑張って下さい。応援しています。 

 

 

・己書 福うさぎ道場 加藤 ちさ子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・感染症対策の最前線で働いておられる皆様、本当にありがとうございます。いつか収束す

る日が来ると信じ、ともに頑張りましょう！！ 

 

・不安いっぱいの中、疲労困憊の毎日のことと思います。本当に皆様のおかげで守られてい

く命・生活は数知れません。ありがとうございます。夜明けは必ず来ると信じ頑張りましょ

う！！ 



・厳しい環境、激務、感染リスクの不安の中で頑張ってくださるおかげで、多くの命が守ら

れていることに本当に感謝の気持ちでいっぱいです。 

皆様もどうかお体に気をつけてください。 

 

・今、コロナウイルスで大変な中、一生懸命働いてくれてありがとうございます。大変な状

況はこれからも続くと思うけれど、頑張ってください。応援しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


