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平成29年度

表紙の写真について
椎木正和感謝コンサート

平成28年7月に逝去されました椎木講堂の
寄贈者である椎木正和氏のご功績を偲び、
ご厚情に感謝するため、平成29年7月22日
に椎木講堂コンサートホールにおいて、椎木
正和感謝コンサートが開催されました。



「ありがとう箱崎・感謝の集い」に参加して感謝のつどいを
箱崎の地で開催

　平成29年11月14日（火）、九州大学久保千春総長のご招待を受け、

九州大学基金への寄附者10名の方々と共に参加いたしました。会場

となった旧工学部本館は、玄関の天井にはアール・デコのステンドグラ

スや、大会議室には90年近く経っても朽ちてないロマン漂う大壁画

があり、部屋の造りがまさに迎賓館です。外観の風格も含め建物全体

が芸術品であります。また、長い歴史の中で文明発展のため、人類の

ために貢献した幾多の人材が巣立っていったことでしょう。私も昔こ

の工学部本館で学びましたが、初めてこの大会議室を見て大変感動

し、改めて「歴史と伝統」の大切さを感じました。

　最近の九州大学の創意に満ちた活動振りには、目を見張るものが

あります。平成30年7月11日に開催された九州大学学術研究都市情

報交流セミナーもそうですが、同年4月22日に椎木講堂で開催された

九州大学工学部主催による英進館の新高1生と保護者対象のセミ

ナー・見学会は、会場の雰囲気で感じましたが、生徒たちの知的好奇心

を掻き立てる魅力溢れるものでした。

　今後も我々卒業生、九州大学と連携をより深

めさせて頂き、出来る限りの基金への支援と、

九州大学の益々の発展のため、頑張りたいと思

います。

　今回2回目となる「感謝の集い」では、寄附者の皆様から箱

崎キャンパスでの思い出、九州大学基金が実施する支援事業、

キャンパス移転に対するご意見や山川賞受賞者、チャレンジ

＆クリエイション総長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29年度はこの感謝の集いのほか、新たな使途特定プロ

ジェクトの実施、糸島市と本学が連携して実施するふるさと応

援寄附への寄附呼びかけなどの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だった昨年度寄附額を越える約2

億2千万円のご寄附をいただくことができました。

　伊都キャンパスへの統合移転事業は、平成30年9月までに

箱崎キャンパスから文系4学部と農学部の移転が完了し、伊

都キャンパスが完成を迎えます。

　九州大学は、この新しい未来型キャン

パスを核（拠点）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、今後なお一層のご支援を賜

りますよう、心よりお願い申し上げます。

筒井 勝美 様　（工学部 通信工学科　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

平成29年度の九大基金

九大基金
Topics
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平成29年度

　平成29年11月14日（火）に、本学箱崎キャンパスにて「ありがとう箱崎・感謝のつどい」を開催しました。今回は、

百年以上の歴史を紡いできた箱崎の地への感謝の思いを込め、「ありがとう箱崎・感謝の集い」と題しました。

　この感謝の集いは、本学に多大なるご寄附を賜りました寄附者の皆さまをお招きして、直接謝意をお伝えするとともに、

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、九州大学基金にご寄附いただいた寄附者10名のご参加があり、総合研究

博物館の岩永省三副館長らの説明による総合研究博物館の見学を行い、博物館の

展示や旧工学部本館からの眺望などをご覧いただいた後、懇談会・懇親会をおこな

いました。懇談会では、山川賞を受賞した学生、チャレンジ＆クリエイション総長賞

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。

ご参加いただいた
寄附者の声

青山熊治画伯筆の
壁画前にて
記念撮影

懇親会

総合研究
博物館の見学

山川賞受賞者 
蜂谷友理さん
（工学部3年）、
チャレンジ&
クリエイション 
総長賞受賞者 
奥田一貴さん
（医学部4年）
による発表
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ふるさと
応援寄附
ふるさと
応援寄附

会員の皆様に喜んでいただける

特典を準備中です。

　経済的理由により修学が困難な学生を支援するため、平成28年10月に基金を設置し、寄附の募集

をスタートしました。平成29年度から、毎年30名の学生に対し、返済不要の給付型奨学金（月額3万

円）制度を適応しています。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。

　「九大会員」制度を平成24年度からはじめ、5年が経過する

とともに、平成30年3月に九大会員の有効期限を迎える九大

会員を対象に新規・更新キャンペーンを実施しました。

　同キャンペーン期間中にご寄附をいただいた方に「九州大学

限定『森田浩介教授&ニホニウム』クリアファイル」を進呈いた

しました。

　九州大学の四季や情景を楽しめるオリジナルカレン

ダーを作成しました。

　このカレンダーは九州大学ご入学キャンペーンとして、

同キャンペーン期間中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。

　福岡県糸島市と本学は、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。

　ふるさと納税（寄附者）へ九大会員証（一年間有効）を返礼品として提供し、本学の同窓会に所属する卒業生、教職員

や在学生にメールマガジンなどで寄附を呼びかけました。

　平成29年度は、糸島市の「九州大学との連携によるまちづくり事業」に約1170万円のご寄附がありました。

九大基金
Topics

トピックス

平成29年度

文部科学省認定 修学支援事業基金
「九州大学修学支援奨学金」はじまる

糸島市×九州大学 ～ふるさと応援寄附～

九大会員　入会キャンペーン実施

ホテル、レストランなど九大会員特典充実

※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20％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）×20％ ＝ 1,600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　
http://www.city.itoshima.lg.jp/furusato/index.html 糸島市ふるさと応援寄附検　索

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

　継続寄附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29年度はさらに、九大会員向け特典が増えました。ホテルモントレグ

ループ、歌謡曲Barスポットライト、元気くらぶ伊都（伊都の湯どころ、

EVERYDAYFITNESS、伊都ダイニング）、太陽の皿、キンコーズ（九州・中

四国地区）などの学外の特典が加わりました。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。
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　今年度は、所属しているゼミで応募した対馬市学術奨励研究に採択され、廃校の利活用に関する

研究に取り組みました。この研究を通し、様々な経験を積み、深く、かつ、幅広い知識を身に着けるこ

とができました。

　廃校舎を校区のシンボルとして活用するため、現地を訪れ、地域住民の方に町で声をかけてお話

を聞かせていただいたり、廃校舎の改修にかかる法制度の調査では条文の読み方や理解の仕方を学

んだり、最終的にはゼミ生全員で約190ページにわたる共同論文を執筆するなどを行いました。

　人と向き合って交流する力から、読み手にわかりやすい文章を構成し、正しい形式にのっとって執

筆する力まで、多岐にわたる能力を鍛えた１年間となりました。また廃校の利活用問題は、少子高齢

化社会における先進的課題であるということができます。この１

年間を通して、日本のみならず、今後同様の課題に直面するアジ

アも念頭に置きつつ、研究に取り組むことができました。

　人・物・情報・資本の移動がボーダーレスになるグローバル化の

進展が一定の限界を見せている今、世界が抱える課題は、より地

域や人々の生活に根差したものになっていると私は考えていま

す。グローバル感覚を身に着けながらも、ローカルな課題にも敏

感な人材になるべく、これからも努力してまいりたいと思います。
旧塩浦小学校の校区の方 と々の、地域の魅力や
課題等を抽出するためのワークショップ

蛍雪大学でのプレゼン

［ 山川健次郎初代総長の名を冠した賞 ］

廃校利活用の研究に取り組んで

　大学入学以来、山川賞や留学などの様々な機会を頂きましたが、あるとき自分は「もらう側」でしか

ないことに気づかされました。アメリカから帰国後、「自分の経験をより多くの人に知ってもらいた

い」、と考えるようにもなったこともあり、「もらう側から与える側へ」シフト出来る活動に挑戦するこ

とを決意しました。

　その最初のステップが母校で開催されている「蛍雪大学」への参加です。蛍雪大学とはOB・OGであ

る大学生がプレゼン・ワークショップを企画し、高校生に大学での学びを伝えたり進路選択のお手伝

いをしたりするキャリア教育活動です。プレゼンターとして高校生に自分の学びを伝えていく中で、気

づかされることもたくさんありました。次の世代へと伝えていく魅力を発信するきっかけとして、今後

はこの活動を広げていきたいです。

　また、今年度よりTOMODACHI Alumni Networkの九

州地域リーダーを務めています。現在「TOMODACHI」と

呼ばれるプログラムを通してアメリカ留学を経験した、

5600名を超える同窓生が全国各地でネットワークを構

成、その地域の特色を生かしたイベントを企画・開催し

ており、今後九州では私を中心に企画を進めていきます。

福岡アメリカンセンターとの留学フェアや、東北地域の

同窓生と共同した災害対策イベントなど、より多くの人

に機会を「与えられる」存在でありたいと思います。

もらう側から与える側へ
真部 魁人

工学部
平成27年度受賞

井上 陽南子
21世紀プログラム
平成26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

29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、時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6年目となった平成29年度の山川賞は、すべての学部から過去最多の計64名の申請が

あり、審査の結果、2年次生7名、3年次生3名の計10名が受賞しました。
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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29年度は、ヨーロッパ・アメリカ・アジアなどへの

留学64件の支援を行いました。

［ 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29年度は、61

件の支援を行いました。

　舞台芸術、東南アジア、シンガポールと日本の関係についての授業などを受講しました。将来的に舞

台関連の仕事を得たいと考えている私にとって、座学も授業中に舞台に立ったこともとても貴重な

経験となりました。東南アジアの授業では、歴史、宗教、産業などの全般的なことを広く学びました。留

学生も多く受講している講義で、少人数のゼミ形式の授業では、自分の出身国のバックグラウンドを

踏まえた上での質問や回答が挙がり、楽しみながら授業を受けることができました。シンガポールと

日本の関係についての授業は、過去から現在と時系列順に両国の関係を学べました。日本占領下の

シンガポールのことなど、日本人として知っておくべ

き事実を実際に日本人墓地や戦争資料館の訪問な

ども含めて深く学ぶことができました。

　また、シンガポールは日系企業が多く進出してい

る国ということもあり、多くの社会人の方々との出

会いもありがたかったです。実際の仕事場を見学さ

せて頂いたり、相談に乗って頂いたり、海外で活躍さ

れている方々はエネルギッシュで、とても刺激を受

けることができました。

　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、積極的姿勢や発信出

来る語学力を兼ね備える学生の国際性を育てるため

の支援助成事業をおこなっています。九州大学基金

では右記の２つの支援を行っています。

海外のエネルギッシュに刺激を受ける

　国際光工学会の医用画像学術大会は、医用画像における世界規模の学会であり、全世界20以上の国

から1,000人以上の参加者が集い、医用画像に関する理論や技術における最先端の研究について教育

や発表が行われる国際会議です。

　私は90分間ポスターセッションにて、放射線治療における前立腺領域の自動抽出法についての発

表を行い、アメリカ、カナダ、イギリス、オランダ、中国、タイ等の研究者と積極的に意見交換をすること

ができました。ポスターセッションでは他の発表者の研究内容も興味深いものが多く、その方法や応

用について有意義な議論をすることができました。

またオーラルセッションにおいては、医用画像分野

における最新の研究の発表を聴講することがで

き、現在の研究の流行を知ることができました。さ

らに同学会で行われたワークショップにおいては、

諸研究の医療現場における応用についての議論が

行われたり、医用画像を扱う研究にディープラーニ

ング（人工知能に代表される技術）を導入するため

のチュートリアル等も行われ、今後の研究に活かせ

る大変有用な経験となりました。

今後の研究に活かせる有用な経験に

石村 理紗
経済学部４年（採択時）

海外
派遣

シンガポール国立大学に留学

国際光工学会 医用画像学術大会（アメリカ）
二宮 健太

医学系学府
修士課程1年（採択時）

留学最終日に記念撮影（右から2人目が本人）

発表ポスターと本人
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　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29年度は、大学公認
サークル12団体に支援をおこないました。

　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29年度は以下の研修を実施するにあたり、九州大学基金から支援を行ないました。

　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29年度は、Deep Learningによる病理画像診断ソフトの開発プロジェクトや筆記試験
以外のAO入試対策塾など、6件のプロジェクトを採択しました。

ハンググライダー
愛好会

▶ 職員海外研修 （アテネオ・デ・マニラ大学）

『 課外活動支援 』

九大
フィルハーモニー・
オーケストラ

　この度、九州大学基金支援助成により、GoPro、

GPS、無線機、「サーマルフライング」、「スカイスポー

ツのための気象学」を購入することができました。こ

れらの機材の導入により、練習効率が飛躍的に向上

し、部員たちのモチベーションもかなり上がってきて

いるように見受けられます。GoProは、フライト中に

撮影するためのカメラです。これを用いることによっ

てフライトがデータ素材として保存でき、見返すこと

によってフライト技術の向上に一役買っています。

GPSは大会に出場する際にレグを取るために必要な

ものです。しかし如何せん高価なため多くのフライ

ヤーがエントリーを諦めていましたが、これが導入さ

れてから九州大学からのエントリーも増えて総合全

国1位という成果を残せました。

　これからも、現状に甘んじることなくさらに上を目

指しながら練習に励んでいき、今年も圧巻の成績を出

すことで九州大学基金の関係者の皆様に恩返しさせて

いただけるよう、邁進していく所存であります。今後と

も、さらなるご支援のほどよろしくお願いいたします。

　私たちはITで次世代の医療を切り開くことを目指

し、AIの技術の1つであるDeep Learningを用いた病

理画像診断ソフト「PidPort」の開発を行なっています。

患者さんの細胞を顕微鏡で見て、異常の有無・手術

の必要性があるかなどを判断する医師のことです。

　しかし、この病理医は国内、また海外においても

慢性的に不足しているため、患者さんは病理診断の

結果を受け取るために1週間から3週間もの間待た

なければならない現状があります。この時間は患者

さんにとって精神的な負担となるだけでなく、この

間に進行してしまう病気もあります。

　こうした問題を解決するための取り組みがAIに

よる病理画像診断ソフト「PidPort」の開発です。Pid

Portは世界中のどの病院でも病理診断を迅速に1分

程度で、また病理医と同等以上の高い精度で病理診

断を行うことができます。今年1月には本事業を行

う会社として福岡市にメドメイン株式会社を設立

し、5月には米国法人としてMedmain USA Inc.を

設立しました。また、開発を推進させるために1億円

の資金調達も完了しています。既に国内外の様々な

病院での導入が決まっており、シリコンバレーやエ

ストニアで開催されたコンテストで優勝するなど、

海外でも高い評価を受けています。

　今後、世界中の医療機関にAIを使った迅速病理診

断を届け、病理業界が抱える課題解決の突破口とな

るべく、開発に励み会社として成長を続けていくこ

とを目指しています。

　この度、九州大学基金による支援助成で、バスク

ラリネット1本、バスクラリネットスタンド1台、コン

トラバス弓2本、コントラバス弓ケース2個、チェロ

弓1本、チェロケース1個をご購入いただきました。

心より感謝申し上げます。

　当団体は部員100名以上を抱えていますが、個人

で楽器を所有している者は決して多くなく、学校楽

器も満足にある状況ではありません。特に弦楽器は

楽器本体、弦、弓、ケース、付属品などすべてを揃え

るには奏者にとって経済的負担があまりに大きく、

学校楽器の不足により年によっては新入生の入部

を制限していることもあります。学校楽器購入資金

として毎年積み立てていますが、その額は十分とは

言えません。今回のご支援によって活動が充実し、よ

り活性化することは間違いありません。今後とも活

動へのご理解とご協力をいただきますよう、心より

お願い申し上げます。

　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）

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

課外活動など
学生の創造と
挑戦を支える

『 チャレンジ＆クリエイション（C＆C） 』

「Deep Learningによる病理画像診断ソフトの開発」
代表 飯塚　統 （医学部4年）

エストニアでのピッチコンテストで優勝（中央が本人）
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九州大学基金では、2011（平成23）年に33億円規模の基金を創設し、寄附を募り、

2012（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、毎年30億円近くを企業や個人の

方に、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2011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29年度の概要

平成29年度は、
総額約２億２千万円の
ご寄附を頂戴しました。

一般寄附 2,342件

1,363件

3,705件

27,718,634円

193,147,693円

221,436,327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

● 寄附の件数・金額の推移（一般及び使途特定）

● 九州大学基金収入 ● 九州大学基金支出

● 平成29年度
　 寄附者属性

● 九大基金寄附額累計
　 及び年度末保有額

● 支援助成額及び支援助成件数

前年に比べ、件数1.45倍、
金額1.23倍以上のご寄附
を頂戴しました

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）

一般寄附（件数）

159,768,730円

卒業生
8,280万円
38％

教職員
1,373万円  6％

一般
5,381万円
24％

保護者
528万円  2％

法人
6,581万円
30％

九州大学全体の寄附 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。

九大基金

創設時
平成29年度残高
寄附累計（平成29年度末）

33億4,077万6,957円
30億8,632万5,448円
41億6,793万6,496円
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2,772
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1,363

運用利益
915万円
4％

国際理解教育振興支援
50万円

230,586,454円

使途特定
寄附

一般寄附

使途特定プロジェクト
8,399万円
37％

一般寄附
2,772万円
12％

稲盛フロンティア
研究センター支援
3,500万円
15％

ロバート・ファン
同窓会基金
2,316万円
10％

篤志家による奨学金
5,000万円
22％

運営資金
854万円
5％

支援助成事業
4,767万円
30％

その他使途特定寄附金
5,866万円
37％

使途特定プロジェクト
4,491万円
28％

年度末保有額
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　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年度から始まった九大会員制度は、平

成29年度末現在、13,873人（うち872人が継

続寄附者）の会員の皆様がいらっしゃいます。

　今後も、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き

ます。

クレジットカード決済により、年額2,000円以上を継続
的にご寄附ください。または、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。
（有効期間：入会月より5年）

卒業生・在学生
68%

学内教員
（名誉教授・退職者含む）

13%

学内職員
（退職者含む）

6%

一般 3%

保護者
10%

九大会員のご案内 ■ 平成29年度に新しく加わった九大会員特典

【九大会員】になるには

● 九大会員継続寄附者数及び年間寄附額

● 九大会員 会員属性

※九大会員証をご提示ください。
※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、九大基金のホームページをご覧ください。

ホテルモントレ（全国のホテルモントレグループ）

●　ご宿泊料金の九大会員特別割引
●　会議室の室料 30％割引　●　懇親会の室料 50％割引

●　入会金（通常5,400円）無料
●　館内で利用可能なクーポン券（通常5,400円）1年分プレゼント

●　初月１ヶ月分の会費（6,480円）半額

歌謡曲Bar スポットライト（福岡2店舗、東京新橋2店舗）

九大会員及び同伴者の皆さま分1ドリンク無料

食事代200円割引

または飲み放題料金 500円割引

元気くらぶ伊都　伊都の湯どころ（福岡県糸島市）

を温浴料金 大人平日560円
土日祝日660円（ （100円割引

元気くらぶ伊都　EVERYDAY FITNESS（福岡県糸島市）

太陽の皿（福岡県糸島市）

会計金額より10％割引

キンコーズ　‐九州・中四国地区‐

●　人数に応じて「九州大吟醸」又は「お勧めワイン」をプレゼント
●　無料送迎バス（6名以上から）のエリア拡張
●　次回利用可能な食事券を九大会員の人数分プレゼント

元気くらぶ伊都　伊都ダイニング（福岡県糸島市）
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退職者

在学生

●
●

九大会員総数（人）
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■ 平成29年度に始まったプロジェクト

■ 継続中のプロジェクト

■ 継続中のプロジェクト
■ 平成28年度終了のプロジェクト

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。使途特定寄附

一般寄附は、山川賞や海外留学渡航支援など、
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。

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。

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

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募金活動を行いました。
目標額を上回る寄附をいただき、皆様方のご協力のもとお陰様をもちまして歯学部創立50周年記
念事業を無事終了することができましたのでご報告いたします。

歯学部創立50周年記念プロジェクト

教育研究活動における安全管理・安全教育活動支援基金

附属図書館中央図書館整備事業 九大フィルハーモニー・オーケストラ活動支援事業

修学支援事業基金 女性研究者活躍促進プロジェクト

H29.10～

H30.4～H33.3　目標額：５千万円 H30.2～H30.12　目標額：500万円

H28.10～　目標額：1千万円（年間） H29.1～H33.3　目標額：2千万円

H28.7～H32.3　目標額：1千万円

農学部創立百周年記念プロジェクト
H28.7～H32.3　目標額：1億円

    H27.11～H30.3（終了）　目標額：5千万円

達成率
102％

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。

正課中に起きた学生事故を風化させることなく、教育研究活動における安全の確保、安全教
育の充実、事故災害の発生防止、安全意識の向上を図るために毎年10月1日を「九州大学安
全の日」として定めました。「九州大学安全の日」を通して事故を後世に伝え、学生及び教職
員の一層安全な教育研究活動を推進することを願い、事業を実施するものです。

中央図書館は、九州大学附属
図書館全体を統括する中核的
存在であり、2018年10月の
中央図書館の伊都地区への移
転に際し、学習研究環境の一
層の充実をはかるべく、未来に向けた夢と希望を発信す
る事業として整備事業を実施します。

九大フィルハーモニー・オーケストラは、1909（明治42）
年に発足し、2019（平成31）年に創立110周年を迎えま
す。学生主体による
記念碑的な活動を支
援するための寄附を
募るものです。

九州大学法科大学院は六本松九大跡地に平成29年9月に移転し、業務を開始しました。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

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。

伊都キャンパス『プール温水化支援事業』基金
H29.1～H30.12　目標額：5千万円

ヨット部艇庫建設・活動支援基金
H28.12～H33.11　目標額：1千万円

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
完成した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。

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。

伊都キャンパス植樹プロジェクト
H28.3～　目標額：1千万円

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

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30年6月
に、新中央図書館横
に第2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。

「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。

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。

文部科学省認定
修学支援事業基金

九州大学修学支援奨学金

づくり ・・ ・
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■ 　　使途特定寄附 詳細資料

内容

目標額

募金期間

方法 1,000円／口

総務部同窓生・基金課
TEL 092-802-2150

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

10,000円／口

農学部百周年記念事務局
TEL 092-802-4851

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

法人 10,000円／口
個人   5,000円／口

文学部同窓会事務局
E-mail

bundo@lit.kyushu-u.ac.jp

帆友会会費より毎年100万円
個人、法人１0,000円／口

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

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

H28.3～

伊都キャンパス植樹
プロジェクト

1億円

● 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

H28.7～H32.3

農学部創立百周年記念
プロジェクト

1千万円

H28.7～H32.3

文学部同窓会60周年記念
プロジェクト

● 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

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

人文社会科学系教務課
TEL 092-802-6374

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29年度寄附額

問合せ先

寄附総額
（H30.3末）

平成29年度寄附額

寄附総額
（H30.3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

・・・

5千万円 2千万円

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

目標額 1千万円（年間）

修学支援事業基金

設定なし 5百万円

● 「九州大学安全の日」に関連し
  た教育研究活動における安全
  管理・安全教育に関する講演
  会・ファカルティディペロップメ
  ント・スタッフディベロップメン
  ト等の開催補助
● 体験型教育研究活動の安全管
  理に不可欠な備品の整備等

H29.10～ H30.2～H30.12

1,794,780円 2,020,000円

教育研究活動における安全管理・
安全教育活動支援基金

九大フィルハーモニー・
オーケストラ活動支援事業

● 九大フィルハーモニー・オーケ
  ストラ第200回定期演奏会な
  らびに東京公演開催経費への
  補助
● その他九大フィルハーモニー・
  オーケストラの活動支援

内容

目標額

募金期間

平成29年度
寄附額

5千万円

H30.4～H33.3

10,000円

附属図書館中央図書館整備事業

● 学習研究を支える図書資料の
  整備・充実
● バリアフリーと学習研究を
  支援する施設･設備の整備
● 快適な学習研究環境の運営・
  維持

１千万円

● 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

H28.12～H33.11

ヨット部艇庫建設・
活動支援基金

平成29年度寄附額

寄附総額
（H30.3末）

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 帆友会

（九州大学ヨット部OB会）主催等 環境安全衛生推進室
教育企画委員会 等

九大フィルハーモニー・オーケストラ
九大フィルハーモニー会 附属図書館図書館企画課企画係主催等

1,000円／口 10,000円／口方法 5,000円／口

総務部総務課
TEL 092-802-2122

E-mail
syshosa1@jimu.kyushu-u.ac.jp

九大フィルハーモニー・オーケストラ
E-mail

quphil.tokyo@gmail.com
問合せ先

附属図書館図書館企画課企画係
TEL 092-802-2471

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

● プール建設に伴う温水化・関連
  施設

H29.1～H30.12 H29.1～H33.3

● 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

募金期間 H28.10～

● 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 九州大学主催等

個人・法人　10,000円／口
学　　　生　　1,000円／口

任意の額方法 任意の額
※税額控除対象寄附

九州大学水泳部後援会
E-mail

qswimob@gmail.com

人事部職員課
TEL 092-802-2262

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

問合せ先

総務部同窓生・基金課
TEL 092-802-2150

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

32,054,877円 51,096,713円

7,400,000円

5,008,000円

3,298,000円

35,941,400円

24,036,400円

2,231,000円

970,000円

3,270,000円

2,270,000円

18,980,000円

18,710,000円

8,005,000円

2,752,000円

1,186,000円

1,076,000円15,136,713円

13,026,000円

5,535,000円
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