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平成28年度

椎木講堂の寄贈者である
椎木正和氏にちなみ
植樹されたシイノキ。
平成28年4月18日に植樹式が
行われました。

表紙の写真について
シイノキと平成28年度山川賞受賞者



共に学び後援していきたい

山川賞受賞者久保園遥さん（21世紀プログラム３年）による発表

山川賞受賞者ローン・
ジョシュアさん（21世紀
プログラム４年）による
発表

感謝の集いを
初めて開催

　平成29年3月28日（火）に九州大学久保千春総長

のご招待を受け、九大卒業生、寄附者14名と会議に参

加しました。伊都キャンパスの広い校内のご案内を

して頂き、さらに新しい校舎の説明があり、その後、現役

の教授、学生さんの研究発表等と懇談会があり、新設

される学部『共創学部』と『山川賞』の紹介と、山川賞

受賞者の発表がありました。今までの学部を超えた

新しいユニークな研究や勉強法に感心致しました。

　これら「新しいアイデア」を実現させるための『しく

み』を九大全体で考えられ、実行されている姿は21世紀

の時代に対応するための必要な大学のあり方を考え

る上で重要な事です。日本は世界一の少子高齢社会の

中、これからの大学の存在意義を深く考え、その上で

改革していくための新しい試みの一つと考えられます。

　今後もまだ多くの「改革」や新しい「しくみ」を考え

実行される事に対し、我々

卒業生も共に学び後援して

いきたいとの思いを深くし

ました。

　今回初めて開催した「感謝の集い」では、寄附者の

皆様から伊都キャンパスの環境整備に対するご意見や

山川賞受賞者に対する激励など、貴重なお言葉を多く

頂戴しました。平成28年度はこの感謝の集いのほか、

修学支援事業基金などの使途特定プロジェクトの

充実、九大通りもん・古本募金・九州大学カードなどの

新たな取り組みを行ったことにより、九州大学基金

創設以降最高の約1億8千万円の寄附をいただくこと

ができました。

　寄附者の皆様とともに九大を応援するためのネット

ワーク「九大会員」も約1万3千名となりました。継続的

に寄附していただける会員は平成28年度末で約500名

であり、今後は2倍の1,000名以上に増やしていきたい

と思っております。

　伊都キャンパスへの統合移転事業も

移転完了間近となり、九州大学は、この

未来型キャンパスを核として、教育・研究・

診療など多様な活動を推進し、常に未来

の課題に挑戦する大学であり続けま

す。皆様には、今後一層のご支援を賜り

ますよう、心よりお願い申し上げます。

　平成29年3月28日（火）に、初めて「感謝の集い」を開催しました。

この会は、本学への多大なるご寄附を賜りました寄附者の皆様に

直接謝意をお伝えし、また本学に対するご意見などを頂戴するため

に開催しました。

　当日は、九州大学基金および本学百周年記念事業にご寄附いただ

いた寄附者14名のご参加があり、伊都キャンパスの移転の最新状況を

ご覧いただいた後、懇談会・懇親会を行いました。懇談会では、山川賞

を受賞した学生の発表もあり、参加者の方から多くの激励をいただ

きました。

原 寛 様　（医学部 昭和38年卒業）

常に未来の課題に挑戦する大学
九州大学 総長　久保 千春

九大基金

九大基金
Topics

トピックス

平成28年度

ご参加いただい
た寄附者の声
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　経済的理由により修学が困難な学生を支援するため、新たに基金を設置し、寄附の募集をスタート

しました。平成29年度から、毎年30名の学生に返済不要の給付型奨学金（月額3万円）制度が始まり

ます。この基金への寄附は、税額控除の対象寄附金となり、従来からの所得控除とどちらかを選択でき

ます。

　継続寄附もしくは単回１万円以上の寄附者を対象とした九大

会員制度を実施しています。

　平成28年度は九大会員向け特典が拡大しました。天天、イト

リー・イト（伊都キャンパス）、ビアンモール（病院キャンパス）と

いった学内施設の特典や、博多座、レストランひらまつ博多など

の学外の特典が加わりましたのでぜひご利用ください。

詳細は本報告書14ページをご覧ください。

　明月堂との初のコラボレーション商品「九大通りもん」

を発売しました。学位記授与式と入学式限定で販売し、

１箱につき50円が九州大学基金に寄附されました。

　12ヶ月の九州大学の風景を楽しめるオリジナル

カレンダーを作成しました。このカレンダーは入学

キャンペーンとして、期間内に一定額以上のご寄附

をいただいた方にプレゼントしました。

　皆様から提供いただいた書籍等を社会に還元させるとともに、集まった

寄附金を、奨学金、海外留学支援、国際会議参加支援、若手教職員支援などに

活用する古本募金が始まりました。読み終わった本やDVDなどがあれば、

ぜひご協力ください。

　卒業生・教職員・元教職員・大学を支援いただく方等

にお持ちいただけるクレジットカード、「九州大学カー

ド」を始めました。

　九州大学カードをご利用になると利用額の一定割

合が九州大学基金に寄附され、学生・教職員の支援に

活かされます。

　ゴールドカード、クラシックカードの2種類があります。

九大基金
Topics

トピックス

平成28年度

修学支援事業基金始まる オリジナルカレンダー プレゼントキャンペーン実施

博多座など九大会員特典充実

古本募金始まる

九州大学カード（クレジットカード）入会募集開始

寄附付商品 『九大通りもん』の発売

※控除対象となる寄附金額は、所得の40％が上限となります。
※税額控除における減税額は、所得税額の25％が上限となります。

税額控除（年収500万円、所得税率10％の方が1万円寄附した場合の例）

税額控除では、所得税額から寄附金額の一定割合を直接控除します。

税額控除における減税額 （10,000円－2,000円）×40％ ＝ 3,200円
控除率寄附額

所得控除における減税額 （10,000円－2,000円）×10％ ＝ 　800円
（税率、所得に応じて変動）寄附額

■ 詳しくはWEBをご覧ください
https://www.smbc-card.com/nyukai/af f iliate/kyudai-card/index.jsp

九州大学カード検　索

■ 詳しくはWEBをご覧ください
http://www.furuhon-bokin.jp/kyushu-u/

九州大学古本募金検　索

スマートフォン
からはこちら

スマートフォン
からはこちら
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※WHO:世界保健機関

　歯学部での6年間で達成したい第一の目標に「WHOでのインターンシップ」がありました。そして私

は、夢にまでみたWHOのオフィスに通いインターンとしてPrevention of Noncommunicable 

DiseasesのOral Health Programmeにて約7週間仕事をしました。 アフリカの歯科教育に関する

論文の評価や、歯科のデータバンクの修正などに関わりました。

　インターンは100人程度いますが（学生が夏休みとなる7～9月は300人程度になるとのこと）日本

人は私一人のみ。英語圏の欧米からのインターンが大部

分を占めており、日中韓合わせても5人に及びません。

国連機関での邦人職員数が極端に少ないとの指摘があ

る中で、ポストを獲得し勤務されている邦人職員の方々

に多くお話を聞きキャリア形成のアドバイスを頂きました。

　将来、国際機関もしくはNGOなどの草の根で働くかは

わかりませんが、国際保健に関する仕事に携わっていこ

うと強く思って日々を送っております。無給のインターン

シップを物価の高いジュネーブで行えたのも、山川賞に

よる経済的支援によるものだと思っています。感謝の気

持ちを忘れず、残りの日々も研鑽を積んでいきたいです。
国連ヨーロッパ本部にて

イギリス・ガースタングでお世話になったフェアトレード活動団体の方と
（右が本人）

［ 山川健次郎初代総長の名を冠した賞 ］

６年間の集大成 WHO※ での挑戦

　昨年４月、私の地元である熊本県が大地震の被害に遭いました。実家は半壊状態。当時、フランスで

1年間の交換留学中の私は、留学を中断することも考えましたが、家族の「留学中にしかできない経験

を大切にしてほしい」という思いでフランスに残り、留学先からできることを考えました。

　フランスでは、義援金とメッセージの募集、イギリスではオリジナルデザインの缶バッジを作成・

販売し、得られた利益を全て義援金として熊本に送るプロジェクトに取り組みました。結果的に

約30万円という、私個人で支援できる金額よりはるかに大きいお金を集めることができました。

また、このプロジェクトでは震災支援だけでなく、「オタク文化」と「フェアトレード」という自分が

今までやってきたことを組み合わせ、生み出すことができたという大きな自信にもなりました。

　帰国後、単位自体は足りているものの、卒業を１年遅らせることにしました。留学する中で、自分

の知識や実力の不足を痛感し、しっかり身に

つけて研究をしたいという思いに至ったためで

すが、地震のこともあり、経済的に厳しい環境に

なっています。しかし、休学することなく大学に

通うことができているのは3年間の山川賞あっ

てのものと非常に感謝しています。残す一年を

全力で、自分の将来へ向けてどんどん力を付け

ていきたいと考えています。

留学先で取り組んだ熊本支援
佐藤 素安
21世紀プログラム
平成26年度 受賞

原田 有理子
歯学部

平成25年度 受賞

山川賞
次 代 を 担 う 若 者 を 育 て る
次 代 を 担 う 若 者 を 育 て る

28年度

山川賞
受賞者

　九州大学教育憲章が指向する、人間性、社会性、国際性、専門性に対して優れた志を持ち、学業成績が優秀な学部

学生を選考し、次代を担う若者を育てることを目的としています。

　受賞者には学業を助成する奨励金として年間100万円が学部卒業年度まで給付されます。受賞した学生は自らの

独創的な研究や海外渡航等を積極的に行い、将来、社会の様々な分野で指導的な役割を果たし広く世界で活躍すること

を目指し、日々活動に取り組んでいます。 

　平成24年度の創設から5年目となった平成28年度の山川賞は、すべての学部から計43名の申請があり、審査の

結果、2年次生7名、3年次生4名の計11名が受賞しました。

九州大学基金活動報告書 | 支援助成
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学 生 の 国 際 性 を 育 て る

学 生 の 国 際 性 を 育 て る

［ 海外留学渡航支援 ］

　学生が、海外の大学等で学ぶことにより、語学力・コ

ミュニケーション能力・プレゼンテーション能力・行動

力を磨き、異文化に対する理解と国際感覚の醸成を図

り、グローバルに活躍できる人材として社会に貢献で

きるようになることを目的とし、渡航費を支援します。

平成28年度は、ヨーロッパ・アメリカ・アジアなどへ

留学する32名へ支援を行いました。

［ 学生の国際会議等参加支援 ］

　学生が、国際会議等において研究発表するための

機会を増やすことにより国際感覚の醸成を図ることを

目的とし、国際会議等に論文を提出し、研究成果を

発表するための渡航費等を支援します。平成28年度は

口頭・ポスター発表を行う93名へ支援を行いました。

　10ヶ月間、毎日様々な形で英語に触れることができたのは留学ならではの経験でした。授業、論文の

読解、他の学生とのディスカッション、日常会話と多方面で英語を使い続けたことで、自分の語学スキル

が向上し、帰国後うけた英語能力試験でも数字で実感しました。専攻の政治学の面でも多くの収穫が

ありました。前期は宗教・民族と政治について、後期はシンガポール国内政治(史)の授業を履修しました。

授業に加えて人々の暮らしを直に感じる機会に恵まれ、単なる文字上の議論にとどまらない問題として

捉えることができました。以前より興味があった

多宗教・多民族国家の統治について、実際にこの目で

見た経験を踏まえ、今後の研究につなげていきたいと

考えています。

　シンガポールに来ていた他の友人達は皆、自費で

航空券を調達しており、いかに私が恵まれているか

を実感しました。将来的には自分も未来の留学生の

ために寄附しようと考えています。支援していただき

本当にありがとうございました。

　自国の文化や歴史を知り、自分の考え方を国際社

会で主張できる論理的思考力、積極的姿勢や発信で

きる語学力を兼ね備える学生の国際性を育てるため

の支援助成事業として、九州大学基金では右記の

２つの支援を行っています。

未来の留学生のために寄附したい

　国際宇宙航行会議（IAC）は、国際宇宙航行連盟（IAF）により開催される、宇宙工学や宇宙科学など

の宇宙に関連する分野最大の国際会議です。

　国内で開催される会議に比べ格段に規模が大きく、また口頭発表の採択率も50％程度と低い

ことが特徴です。そのため、口頭発表の質は高く、また発表内容も革新的なものばかりでした。

　私は、得られた研究成果を本国際会議において英語で発表し、同分野の研究者とのディスカッション

や異分野の研究者との交流を通して、研究に対する新たな知見を得ました。また、同分野で活躍する

同世代の研究者の発表を直接聞くことで、研究に対する熱意がより一層高まりました。

　世界中の研究者と英語でコミュ

ニケーションをとるなかで、英語力

をさらに向上させ、もっと深く高度

なディスカッションをできるように

なりたいと改めて感じました。本学

会参加で得られた成果は、自身の

研究の質を次のステップへ進める

大きな糧になったと実感しています。

次のステップへの大きな糧に

秋山 祐貴
工学府博士後期課程１年（採択時）

下薗 輝
法学部４年（採択時）

海外
派遣

シンガポール国立大学に留学

第67回国際宇宙航行会議に参加（メキシコ）

07 08

九州大学基金活動報告書 | 支援助成



　サークル等の活動を活性化するため施設整備
等を支援しています。平成28年度は、大学公認
サークル８団体に支援を行いました。

　若手職員の個々の能力の向上を図り、これからの大学を支える人材の育成に資することを目的として
います。平成28年度は以下の２つの研修を実施するにあたり、九州大学基金から支援を行いました。

　院生・学生自らが若者らしい感性に基づくユニークな研究・調査プロジェクトを
企画・計画し、自らが実践することで創造性発揮の喜びを知る機会を提供しています。
平成28年度は、九大ジビエプロジェクトや、次世代風力開発プロジェクトなど8件のプロ
ジェクトを採択しました。

山岳部

▶ 職員海外研修 （アテネオ・デ・マニラ大学）

『 課外活動支援 』

『 チャレンジ＆クリエイション（C＆C） 』

男声合唱団
コールアカデミー

　平成28年9月には現役部員

8名と九州大学山岳部のOB

により組織される山岳会との合同登山隊によりネ

パールの中部ヒマラヤにあるランタンヒマール山群

のナヤカンガ峰(5,844m)の登頂に成功しました。

山岳部の活動は常に危険と隣り合わせであり安全

が最優先です。リスクを減らすためには技術の向上

は当然ですが、その場に適した装備を正しく使うと

いうことも挙げられます。万が一、装備に不備があっ

た場合には重大な事故となる可能性もあります。今

回ご支援いただいた新しい物品により安全面で大

きな安心感を得ることができ、以前から使用してい

たものと比べ格段に重さは軽く、防水性は高く

なったため快適度合いが増し、より質の高い山行

や幕営を行えるようになりました。海外、国内に

関わらず多くの実績はこれらの支援によりあげるこ

とができました。

　今後も部員一同懸命に努力を重ね、部の発展に尽

します。今後ともよろしくお願いします。

C&C2016総長賞（最優秀賞）

九大ジビエプロジェクト
　私たちはイノシシ等の鳥獣捕獲について「有害鳥

獣を駆除する」のではなく、生態環における捕食者、

即ち「自然の一員としての捕獲と共生」を理念に、

九州大学・産・官・地域と連携し持続可能モデルの

構築に取り組んでいます。

　捕獲された鳥獣を精肉や加工品として出荷する

ほか、革やブラシ、雑貨、ペットフードなど、かつての

マタギの様に「恵まれた貴重な資源である生を余す

ことなく頂く」在り方を目指し、現代の生業として

再構築するために平成28年11月に（株）糸島ジビエ

研究所を設立しました。

　現在の鳥獣対策は、正確な生息数の把握や捕獲

数のコントロールができないながら駆除主軸の政策

がとられており、局所的な激減なども懸念されて

います。九州大学との共同研究を礎とする当事業

は、その使命として、随所での技術向上と資源管理

まで見据えた新しいモデルを実現し、このモデルを

横展開していくことで、各地の問題解決と良好な共

生関係の創造に貢献していきたいと考えています。

　ハーモニーディレクターの購入を支援いただきま

した。以前はキーボードを使用していたのですが、長

年の使用により老朽化がひどく音が出ない鍵盤が

あったりしたため、日々の練習にも支障をきたして

いました。

　コールアカデミーの目指す男声合唱というのは

従来の堅苦しい雰囲気に包まれたコンクールを

目標とするものではなく、合唱を通じより優れた

人間形成、コンサートを通じての地域の人々との

交流であり、その為にshowとしてのエンターテイ

メント性を追求したものでありますが、ハーモニー

ディレクターの導入に伴い、より正しい音をとる

ことができるようになったため、わが団の演奏は

ただ楽しむだけではなく芸術性を伴った一段と深み

のあるものへと昇華されました。

　コールアカデミーは今年で創立６３年を迎えます。

偉大なる先達の良き伝統に倣いながら、よりよい

演奏へ挑戦し続ける団体でありたいと考えています。

　海外における英語訓練の機会を提供するとともに、

協定校の実務の現場を実地に体験し、また担当者と交

流することにより、大学職員として必要な実践的な英

語能力の向上と業務遂行に資する国際感覚と企画能

力の基となる想像力を養成することを目的としていま

す。（２名参加）

▶ 職員高度化海外研修 （シドニー大学）
　国際化を通じた大学改革が求められている中、組織

課題解決を自主的に進めるマインドを持つ職員が求め

られています。本研修では、外国語運用能力、業務の専

門性の向上を中心とした従来の実務研修とは異なり、

職員のマインドセットを改革し、将来的により高度な実

務能力を持つ職員を育成することを目的としています。

（４名参加）

学生の活動支援

若手事務・技術職員の能力開発教職員への支援

代表 西村 直人 （21世紀プログラム４年（採択時））

課外活動など
学生の創造と
挑戦を支える

九州大学基金活動報告書 | 支援助成
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　九州大学基金では、平成23年に33億円規模の基金を創設し、寄附を募り、

平成24年度から学生・教職員に対し、年間約１億円の支援助成事業を実施しています。

　九州大学では、企業や個人の方から、毎年30億

円近くを学術研究や教育の充実のためにご寄附

いただいています。

　その中の１つ、「九州大学基金」は平成23年に、

百周年記念事業の一環として創設されました。

九州大学基金
平成28年度の概要

平成28年度は、
総額約1億８千万円の
寄附を頂戴しました。

一般寄附 1,082件

1,477件

2,559件

16,212,530円

163,318,995円

179,531,525円

使途特定寄附

寄附総額

使途特定寄附の詳細は、15ページを参照

0

5,000

10,000

15,000

20,000
(万円)

0

500

1,000

1,500

2,000
(件)

H25

14,660

4,945
728

276127

511 1,044 794 1,621

296

404

1,082

669

1,478

16,332

H26 H27 H28

6,196

● 寄附の件数・金額の推移（一般と使途特定）

● 九州大学基金収入 ● 九州大学基金支出

● 平成28年度
　 寄附者属性

● 九大基金寄附額累計と年度末保有額 ● 支援助成額及び支援助成件数

前年に比べ、件数・
金額とも2.5倍以上の
ご寄附をいただき
ました

一般寄附（金額）

使途特定寄附（金額）

教職員等支援 学生支援

寄附金（九大基金除く） 九大基金

使途特定寄附（件数）

年度末保有額

一般寄附（件数）

一般寄附
1,621万円
8％

運営資金
783万円
4％

支援助成事業
7,386万円
37％その他使途特定寄附金

10,725万円
53％

使途特定
プロジェクト
1,163万円
6％

使途特定プロジェクト
5,442万円
28％

日本ジョナサン・チョイ
文化館建設資金
6,988万円
36％

稲盛フロンティア
研究センター支援
3,500万円
18％

ロバート・ファン
同窓会基金
351万円　2％

吉田育英会
50万円

運用利益
1,355万円
7％

193,086,271円 219,407,263円

H25

H25

H24創設時 H26

H26

H27

H27

H28

H28

卒業生
5,025万円
28％ 教職員

834万円
5％

一般
183万円
1％

保護者
504万円
3％

法人
11,407万円
63％

H24 H25 H26 H27 H28
0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000
(万円)

九州大学全体の寄附

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500
(百万円)

5,841
(166件)

2,875

3,029

154

2,669

2,729

59 69 179

2,775

2,845

2,729

2,909

2,924
(36件)

2,339
(25件)

2,129
(27件)

1,878
(29件)

300
(6件)

7,685
(199件)

8,231
(185件)

8,610
(202件) 7,667

(179件)

一般寄附

寄附金受入額の推移

※単位未満切捨のため、表上の計算が合わない箇所があります。

使途特定
寄附

2,500

3,000

3,500

4,000
(百万円)

143

152
61

71

180

3,340

3,395
3,271

3,122
3,051

3,025

創設時 3,340百万

九大基金

創設時
平成28年度残高
寄附累計（平成28年度末）

33億4,077万6,957円
30億2,477万8,793円
39億4,650万　169円

九州大学基金活動報告書 | 九州大学基金概要
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14,000

　九州大学基金では、クレジットカードに

よる継続寄附者、もしくは一定額以上の寄附

者を対象とした、九大会員制度を実施してい

ます。

　平成25年度から始まった、この九大会員

制度は、現在、約1万３千人の会員の皆様が

いらっしゃいます。皆様とよりよいネット

ワークを築き、社会とともに発展する大学を

めざしています。

クレジットカード決済により、年額1,000円以上を
継続的にご寄附ください。または、クレジットカード、
ゆうちょ／銀行からの振込等による１万円以上のご
寄附も対象となります。ご寄附申し込み後、九大会員証
を発行いたします。どなたでもご入会いただけます。

● 九大会員 会員属性● 九大会員数と内訳

卒業生・在学生
69%

学内教員
（名誉教授・退職者含む）

13%

学内職員
（退職者含む）

7%

一般 2%
保護者
9%

九大会員のご案内 ■ 平成28年度に新しく加わった九大会員特典
九
州
大
学 

伊
都
キ
ャ
ン
パ
ス
内

中国家庭料理「天天」（てんてん） 本格イタリア料理「ITRI・ITO」（イトリー・イト）

稲盛財団記念館１階　TEL：092-802-6940

● お食事利用時デザートをサービス
（日替わりランチ除く）

● テイクアウト（学内配達含む）利用時にも
デザートサービス

SUBWAY（サブウェイ） 九州大学病院店

九州大学病院外来診療棟1階　TEL：092-632-8292

レストラン ビアンモール 九州大学病院店

九州大学病院外来診療棟1階　TEL：092-645-2766

レストランひらまつ 博多

福岡市博多区下川端町3-1 博多リバレイン2F　TEL：092-263-6231

ブラッスリー ポール・ボキューズ 博多

福岡市博多区博多駅中央街1-1 JR博多シティ9F　TEL：092-413-5110

シアトルズベストコーヒー 九州大学病院店

九州大学病院外来診療棟1階　TEL：092-643-5161

リストランテASO 天神

福岡市中央区天神2-5-55 レソラ天神4F　TEL：092-724-0600

株式会社 博多座

福岡市博多区下川端町2-1

博多座公演チケットの
九大会員特別販売価格での提供

ファスティング旅館 若杉屋

福岡県糟屋郡篠栗町篠栗2605　TEL：092-410-8522

椎木講堂２階　TEL：092-807-0270

お一人様

1,000円（税別）お一人様
1,200円（税別）

前菜ビュッフェ＋本日のパスタorピッツァ選択＋本日のデザート＋コーヒーor紅茶

※対象となる公演、座席及び販売価格は個別の公演に応じて設定します。

10％割引メニューを注文時
合計金額より 10％割引メニューを注文時

合計金額より

ビュッフェランチ

九
州
大
学
病
院
キ
ャ
ン
パ
ス
内 飲食時に

ドリンクバーサービス

20％割引

レストランご利用時の
ご飲食代金より

10％割引

ご婚礼時の
ご飲食代金より

20％割引

レストランご利用時の
ご飲食代金より

10％割引

ご婚礼時の
ご飲食代金より

20％割引

レストランご利用時の
ご飲食代金より

10％割引

ご婚礼時の
ご飲食代金より

宿泊プログラムを通常料金より

平日プラン30％割引
週末20％割引

学
外

九大会員になるには

単回寄附者 継続寄附者

＊その他学内外の施設利用や、生涯
メールアドレスサービスなどの特典
があります。最新の特典は、九大基金
のサイトをご覧ください。

＊九大会員証をご提示ください。

H25 H26 H27 H28

53
101

232

493

10,708 11,061
11,604

12,304

九州大学基金活動報告書 | 九大会員
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■ 平成28年度に始まったプロジェクト

■ 継続中のプロジェクト

■ 平成28年度終了のプロジェクト

■ ふるさと応援寄附（平成29年度より）

寄附者から使途を特定された寄附金については、使途特定寄附として
受け入れています。主に、下記のプロジェクトに対し、寄附いただいています。

糸島市と本学は、ふるさと応援寄附「九州大学との連携によるまちづくり事業」
に積極的に取り組んでいます。 

使途特定寄附

一般寄附は、山川賞や海外渡航支援など、
学生や教職員の支援助成事業に活用しています。一般寄附

　九州大学基金では、学生や教職員に対する支援のための一般寄附と、

特定のプロジェクトに活用する使途特定寄附を募集しています。

▶詳しくはWEBをご覧ください http://www.city.itoshima.lg.jp/furusato/index.html 糸島市ふるさと応援寄附検　索

寄附の種類 一般寄附と使途特定寄附

以下のプロジェクトが新規に加わりました。引き続き、ご支援をどうぞよろしくお願いいたします。

経済的理由により修学が困難な学生を支援するための
基金です。1人当たり月額3万円、毎年30名に対して、返
済不要の「九州大学修学支援奨学金」を給付します。

修学支援事業基金
H28.10～　目標額：１千万円（年間）

50年先、100年先を見据えた伊都キャンパスの研究教
育環境に潤いと活気をもたらし、さらに快適なキャンパ
スとするための植樹への寄附を募ります。平成29年3月
に、椎木講堂横に第1回
の植樹を行い、10万円
以上の寄附者のプレー
トを掲示しました。

伊都キャンパス植樹プロジェクト

被災学生が今後も継続して修学に励むことができるよう、また、現地でボランティア活動を希望す
る学生の負担が軽減できるよう募金活動を行いました。目標額を大きく上回る約236万円の寄附
をいただき、これらは被災学生31名に対する給付金及びボランティア活動に従事する学生への支
援金として活用させていただきました。

　糸島市のふるさと納税「ふるさと応援寄附」で、寄附する際の使い道を「九州
大学との連携によるまちづくり事業」に指定いただくと、本学と糸島市が連携して
行うまちづくり事業に活用されます。糸島市には、伊都キャンパスの一部が立地して
おり、事業では本学が持つ知的資源や研究成果を地域活性化に活かし、糸島
市が持つ豊かな地域資源を本学の研究に活かして、互いの発展を目指しています。
　また、寄附者に対する返礼品にも、糸島の特産品の他、本学の研究成果やアイ
ディアを活用した九大グッズが充実しており、寄附の呼びかけから寄附者への返礼
まで一貫して連携を行っています。

平成28年熊本地震被災学生等支援のための募金活動　

女性研究者活躍促進プロジェクト

九州大学文学部同窓会は、1957（昭
和32）年に発足し、2017（平成29）年
には創立60周年を迎えます。後輩へ
の支援の一層の充実と、母校との連携
を更に強めるために、文学部同窓会
60周年記念事業を行います。

文学部同窓会60周年記念プロジェクト

九州大学農学部は、1919（大正8）年に九州帝国大学農
学部として設置され、2019（平成31）年
に創立百周年を迎えます。農学教育・研
究の更なる充実を図ることで、農学部の
今後の発展と社会への貢献を目指し、
創立百周年記念事業を実施します。

農学部創立百周年記念プロジェクト

九州大学水泳部後援会が、九州大学水泳部・九州大学水球

部・九州大学トライアスロン部

とともに、伊都キャンパスに

建設するプールの室内温水化

及び関連施設に資するための

寄附を募るものです。

伊都キャンパス『プール温水化支援事業』基金

九州大学ヨット部OB会「帆
友会」が中心となり、九州大
学ヨット部の艇庫建設及び
部の活動費用支援のための
寄附を募るものです。

ヨット部艇庫建設・活動支援基金

H29.1～H33.3　目標額：2千万円

H28.7～H32.3　目標額：1千万円 H28.7～H32.3　目標額：1億円

H29.1～H29.12　目標額：5千万円 H28.12～H33.11　目標額：１千万円

H28.3～　目標額：1千万円

九州大学法科大学院を六本松九大跡地に平成29年10
月に移転する計画を進めており、六本松における本学の
法曹養成教育をより一層充
実したものとするものです。

法科大学院六本松プロジェクト
H26.6～H32.5　目標額：1億円

芸術工学50周年記念事業プロジェクト
H27.11～H30.9　目標額：1億円

平成29年に九州大学歯学部が
50周年の節目を迎え、50周年
記念事業を実施し、この記念事
業を弾みにして魅力ある歯学
部の今後の発展と社会への貢
献に邁進するため寄附を募るプ
ロジェクトです。

歯学部創立50周年記念プロジェクト
H27.10～H30.3　目標額：5千万円

H28.5～H28.10（終了）　目標額：150万円

達成率
157％

ふるさと
応援寄附の
連携イメージ

寄附者
（同窓生等）

九州大学 糸島市

寄附

返礼品送付返礼品送付

九大関連事業創設

● 返礼品等提供
● 研究成果のフィードバック

糸島市への
寄附呼び掛け
糸島市への
寄附呼び掛け

糸島市×九州大学 
～ふるさと応援寄附～

会
報

　
　

　
　

　
　

九
州
大
学
文
学
部
同
窓
会
創
立
六
〇
周
年
記
念
号
2017

60

「芸術工学」は平成３０年に５０周年を迎えるにあたり「新たな価値創造・
芸術工学のあるくらし」をスローガンとして記念事業を進めています。
「技術の人間化」の理念と新たなミッション
（感性研究・しくみ設計・イノベーション創
出）のもと科学技術イノベーションの実現
に向けて「デザイン思考」により社会的課
題の解決を先導する人材を育成します。

づくり

・ ・ ・

九州大学が世界的な研究・教育拠点を目指してさらに
国際化していくには、女性の活躍促進は不可欠であり、
女性研究者や女子学生に対す
る支援により、本学の発展に
寄与するプロジェクトです。

九州大学基金活動報告書 | 寄附の種類
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■ 　　使途特定寄附 詳細

内容

目標額 1億円 5千万円 1億円

● 「九大六本松記念室」の整備
● 図書室の充実
● 九州大学法科大学院生の
学習支援

● 記念式典・記念祝賀会
● 記念誌の発行
● 記念モニュメントおよび寄附
者銘板の設置

● 学生教育支援基金設立
● 九州大学歯学部の新しいロゴ
マーク作成

● 記念スローガン作成
● 記念シンポジウム
● 記念市民フォーラム

H25.6～H32.5 H27.10～H30.3 H27.11～H30.9

5,000円／口 10,000円／口 5,000円／口

九州大学法科大学院六本松
プロジェクト委員会

主催：九州大学歯学部
共催：九州大学歯学部同窓会

芸術工学５０周年記念事業委員会
渾沌会・記念事業推進委員会

24,654,877円 35,960,000円 7,491,000円

法科大学院六本松
プロジェクト

歯学部創立50周年記念
プロジェクト

芸術工学50周年記念事業
プロジェクト

募金期間

方法

主催等

3,988,377円 25,000,000円 1,926,000円

九州大学貝塚地区教務課
TEL 092-642-4166

50周年記念事務局
TEL 092-642-6329

芸術工学部総務課
TEL 092-553-4429

E-mail geiko50jigyo@jimu.kyushu-u.ac.jp

平成28年度寄附額

問合せ先

寄附総額
（H29.3末）

スローガン「新たな価値創造・
芸術工学のあるくらし」
● 学生の創造・社会連携活動
支援 

● 優れた教育実践のための
支援 

● 学生・卒業生・教職員との
交流・連携支援 

● 芸術工学50周年記念行事 
● 芸術工学の振興支援

づくり

・・・

資料

内容

目標額 1千万円 1億円 1千万円

● 伊都キャンパスのキャンパス・
モール／キャンパス・コモン等
へのサクラ等の樹木の植樹

● 百周年記念式典・記念講演・
祝賀会

● 記念建築物
● 記念植樹
● 百周年記念誌発行

H28.3～ H28.7～H32.3 H28.7～H32.3

1,000円／口 10,000円／口 法人 10,000円／口
個人   5,000円／口

キャンパス計画及び施設管理委員会
キャンパス計画室  

主催：九州大学農学部
共催：九州大学農学部同窓会 九州大学文学部同窓会

1,710,000円 11,905,000円 1,261,000円

伊都キャンパス植樹
プロジェクト

農学部創立百周年記念
プロジェクト

文学部同窓会60周年記念
プロジェクト

募金期間

方法

主催等

総務部同窓生・基金課
TEL 092-802-2150

E-mail k-kikin@jimu.kyushu-u.ac.jp

農学部百周年記念事務局
TEL 092-642-7360

E-mail agr-kinen@agr.kyushu-u.ac.jp

文学部同窓会事務局
E-mail bundo@lit.kyushu-u.ac.jp

問合せ先

平成28年度
寄附額

● 文学部同窓会奨学会活動の
拡充

● 文学部同窓会史の編纂
● 文学部同窓会60周年記念
行事の実施

内容

目標額 １千万円 5千万円 2千万円

● 九州大学ヨット部艇庫建設、
改築、賃貸費用の補助

● 九州大学ヨット部の活動費用
支援、艇の購入費用、備品の
購入、遠征費用の補助

● プール建設に伴う温水化・
関連施設

H28.12～H33.11 H29.1～H29.12 H29.1～H33.3

帆友会会費より毎年100万円
個人、法人１0,000円／口

個人・法人　10,000円／口
学　　　生　　1,000円／口

任意の額

帆友会
（九州大学ヨット部OB会）

九州大学水泳部後援会
九州大学水泳部

九州大学トライアスロン部
九州大学水球部

九州大学男女共同参画推進室

1,000,000円 270,000円 110,000円

ヨット部艇庫建設・
活動支援基金

伊都キャンパス
『プール温水化支援事業』基金

女性研究者活躍促進
プロジェクト

募金期間

方法

主催等

帆友会（九州大学ヨット部OB会）
https://hanyuukai.jimdo.com/

九州大学水泳部後援会
E-mail qswimob@gmail.com

人事企画部人材育成課
TEL 092-802-2262

E-mail syjdanjyo@jimu.kyushu-u.ac.jp
問合せ先

平成28年度
寄附額

● 女性研究者および女子学生
の顕彰制度支援経費

● 出産・育児復帰者支援研究費
● 両立支援のための研究補助
者雇用支援経費

内容

目標額 1千万円（年間） 150万円

● 学生本人又は保護者が被災
し、生活が困難となった学生
に対する修学支援

● 本学学生が被災地において
ボランティア活動を行う際
に要する経費の支援

● その他、緊急時における学生
の経済的支援

H28.10～ H28.5～H28.10

任意の額
＊税額控除対象寄附 任意の額

5,253,000円 2,360,318円

修学支援事業基金
平成28年熊本地震
被災学生等支援

募金期間

方法

総務部同窓生・基金課
TEL 092-802-2150

E-mail k-kikin@jimu.kyushu-u.ac.jp

総務部同窓生・基金課
TEL 092-802-2150

E-mail k-kikin@jimu.kyushu-u.ac.jp
問合せ先

平成28年度
寄附額

● 経済的理由により修学が困
難な学生に対する「九州大学
修学支援奨学金」の給付

九州大学基金活動報告書 | 寄附の種類
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