
１、ジーナ

みなさん、今日は。私はジーナです。１６歳、ハイスクールの３年生です。

私はダーマンとままりんのワーキングスチューデントです。私は将来小学校の先生に

なりたいと思っています。

みなさんがシキホール島の子どもたちを支援してくれると聞きました。

ありがとうございます。島にはたくさんの子が靴がなかったりカバンがなかったり制

服の黒いズボンがなかったりして学校に行けない子がいます。その子たちを支援して

くれるとうれしいです。

1, Gina
Hello Everyone! I am Gina, 16 years old and a 3rd year high school.
I am a working student of Dagman and Mamarine. My dream to be a teacher of elementary
school someday.
I heard that you will support children of Siquijor Island and I am so thankful of that. There are
many children who cannot go to school because they cannot school uniform like shoes , bags,
skirt and black pants. I'm so happy if you can support us.

２、みなさん、今日は。私はカレンです。１８歳、私もハイスクールの３年生です。

私もダーマンとママリンのワーキングスチューデントです。毎日ヴィラマーマリンで

働きながら学校に通っています。小学校の先生になりたいという夢を持っています。

島の子は筆箱（ペンシルケース）をほとんど持っていません。あってもペンシルケ

ースには鉛筆が１本しかないのがほとんどです。鉛筆やボールペン、ノートなどあっ

たら島の子は助かります。

2. Hello Everyone! I am Karen, 18 years of age, a third year high school.
I am also a working student of Dagman and Mamarine. I go to school while working at Villa
Marmarine every day. I have a big dream to be an elementary school teacher too.
Most of the children in the island don’t have school supplies like pencil case, pen, paper and
notebook. Very few have pencil case but only one pencil inside. If you can support pencils, ball
pens and notebooks, we are very much happy.

３、みなさん、今日は。私はレンジリーンです。２１歳、私もハイスクールの３年生で

す。

私は家庭の都合で４年間 学校を休んでいました。今、またがんばって学校に通って

います。私は将来観光関係の仕事につきたいと思っています。



私たちは島の子どもたちを１人でも多く上の学校に行けるようにと「モリンガ」を

育ててお茶にして販売しています。みなさんが日本のみなさんに声をかけてくださり、

このモリンガが日本でもっと売れたら島の子が助かります。

3, Hello Everyone! I am Renjilyn, 21 years old, a 3rd year high school student. I was not able to
go to school last 4 years due to financial problem in our family. Now that I have a chance since
I am one of the working student of Dagman and Marmarine, I will do my very best to achieve
my dream. I'd like to get a tourism course someday. Right now we are planting "Moringa
trees" in the island and processed the leaves to make it into a tea, If we can sell this Moringa
Tea in Japan we can help many children to send to school for a higher level of education. So
please we are so happy if you can help this project in Japan.


