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令和元年度

表紙の写真について
九州大学銘板

「第8回福岡県屋外広告景観賞」
最優秀賞を受賞しました。
同賞は、福岡県が美しい景観の
創出を図るために、平成23年度に
設立した賞で、まちなみや自然景
観と調和した優れた屋外広告物
を表彰するものです。



挑戦こそが未来を拓く

　伊藤早苗は、女性研究者として「どうなるか、ではなく、どうす

るかが大事」ということを自身のプリンシプルとして、目の前の

問題に勇気をもって挑戦し続けていました。一方で、多くの方か

ら励ましをいただき、そのお陰もあって、結果、様々な賞をいただ

くことができました。そして賞を受けたことで自分の研究をさら

に先へ進めることができたという経験から「賞は人を作る」「人

を作るために賞を作る」という考えを持つようになりました。

　また、伊藤早苗は、女性研究者のために尽力する、ということ

についても深く想っておりました。学術研究の振興のための原

理原則として、inclusiveness（考えや考える人の多様性の尊重）

が独創性の源になると考え、そして九州大学の理事として担当

した男女共同参画のテーマにおいては、人を作る道筋として「九

州大学若手女性研究者・女子大学院生優秀研究者賞」を創設し

ました。伊藤早苗のこうした思いを継続していくことを願い、こ

のたび「伊藤早苗記念基金」を創設していただき、並びにこの賞

の名称を「伊藤早苗賞」としていただいたことを、とても名誉に

感じています。九州大学は、人の優れたところを見抜いて伸ばす

“伯楽”のような存在です。「伊藤早苗賞」が、少しでもそのお役に

立てれば光栄です。

　最後に、女性研究者、女子大学院生の皆様には、自分のプリン

シプルをもって自らの研究に挑戦していただき、この賞を受賞す

ることでその研究が一段と花開き、ご活躍されることで今度は

逆にこの賞を育てていただければ、とても素晴らしいことだと

思います。

　九州大学基金は、本学が、グローバル化する世界の学術リーダーとして「知の新世紀を拓く」拠点の構築を目指し、世

界中の人々から支持される質の高い高等教育を一層推進し、より善き知の探求と創造・展開の拠点として、人類と社会

に真に貢献する研究活動を促進していくため、本学の教育研究、診療等に対する支援とその環境の更なる整備・充実を

図ることを目的としております。

　九州大学は２００９年度より他大学に先駆けて「女性枠設定による教員採用・養成システム」

を開始し、１０年間で５０名採用しました。また、２０１９年度より女性研究者の国際競争力を高

め上位職登用を加速する「ダイバーシティ・スーパーグローバル教員育成研修（SENTAN-Q）」を

行っています。

　このたび、伊藤早苗先生並びにご遺族により多大なるご支援をいただき「伊藤早苗記念基金」

を創設しました。女性研究者や女子学生の活動に対する支援を、永きにわたり継続していきたい

と思います。

伊藤 公孝 氏　（伊藤早苗先生のご主人 中部大学特任教授）

常に未来の課題に挑戦する大学 久保 千春
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　九州大学基金の使途特定プロジェクト「女性研究者活躍促進プロジェクト」の趣旨にご賛同いただいた皆様のご寄附

により「九州大学若手女性研究者・女子大学院生優秀研究者賞」を運営しています。本賞は平成30年度に創設され、優れ

た研究成果を挙げた若手女性研究者および女子大学院生を表彰することにより、その研究意欲を高め、将来の学術研究

を担う優秀な女性研究者を育てること、そして、本学の多様性をさらに向上させることを目指しています。

　令和元年度、男女共同参画推進室長として本賞の創設に尽力された本学の元理事・副学長、名誉教授の故伊藤早苗氏

及びご遺族から、女性研究者の活躍支援のために多大なるご支援をいただきました。

　このご支援をもとに、本学は「伊藤早苗記念基金」を創設し、女性研究者・女子学生の活動支援を永きにわたり継続し

ていくこととしています。また、本賞の名称についても、伊藤早苗氏の御功績に敬意を表し、「九州大学女性優秀研究者賞

（伊藤早苗賞）」とすることとしました。

　令和元年度は、若手女性研究者部門13名、女子大学院生部門17名の推薦があり、厳正な審査の結果、それぞれの部

門から最優秀賞１名、優秀賞2名ずつの合計6名が受賞しました。

伊藤氏のご紹介

「伊藤早苗記念基金」創設 伊藤早苗 氏 略歴

九州大学総長 九州大学基金本部長

令和元年度の表彰者
▶ 若手女性研究者部門 ▶ 女子大学院生部門

最優秀賞 三浦 静 （生体防御医学研究所 特任助教）
ダイレクトリプログラミングによるオルガノイド形成能を
有するマウスおよびヒト腸前駆細胞の作製

優 秀 賞

最優秀賞

優 秀 賞髙木 留美 （人文科学研究院 助教）
ミニマリスト・プログラムに基づく省略現象の統一的
メカニズムに関する研究

山内 由紀子 （システム情報科学研究院 准教授）
モバイルロボット群の分散計算理論

松下 祐子 （理学府博士後期課程3年）
低質量星から大質量星における星形成過程の統一的な解明

岡本 舞子 （法学府博士後期課程3年）
労働契約の調整の法理論

石井 千晴 （薬学府博士後期課程2年）
遊離およびタンパク質中D-アミノ酸の高選択的一斉分析を
可能とする二次元HPLC-MS/MS 法開発と生体試料への適用

　東京大学大学院理学研究科物理学専門課程博士課程修了、

広島大学核融合理論研究センター助手・講師・助教授、文部省核

融合科学研究所助教授、九州大学応用力学研究所教授、九州大

学副学長、日本学術会議会員、九州大学極限プラズマ研究連携

センター長等を経て、九州大学理事・副学長、同大男女共同参画

推進室長。2019年逝去。

　仁科記念賞、日本ＩＢＭ科学賞、Humboldt Research Award、

英国物理学会フェロー、プロバンス大学名誉博士号など多数の

受賞がある。
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　本学法学部4年生の佐々木彩乃さんが、清華大学シュワルツマンスカラーズプログラム（全額奨学金付修士

プログラム）に選出されました。佐々木さんは、今年の日本人合格者の中では最年少となります。

　シュワルツマンスカラーズプログラムは、未来のリーダー育成のために米国ブラックストーン・グループ創設

者、シュワルツマン氏の寄付により中国の清華大学に2016年から創設された1年の修士課程プログラムです。

　今年は世界中から4,700人以上の応募があり、提出されたエッセイと推薦状などに基づいて面接該当者

400人に絞られ、その後、今年はニューヨーク、ロンドン、バンコク、北京にて面接が開催され、最終的に145人

の最終合格者が決定しました。応募者は学術的成果の他、リーダーシップや性

格をもとに審査されます。

　佐々木さんは香港大学での1年の交換留学を昨年終え、現在は法学部にて

中国法や国際公法を中心に学んでいます。また、1年次、本学ESSディベートセ

クションに所属し英語の習得に励んだほか、2年次には九州大学基金支援助成

事業「山川賞」を受賞しました。現在は留学課Q-mateにて留学生のサポートを

行っています。

　令和元年8月7日（水）、本学伊都キャンパス椎木講堂において、「中本博雄賞懇談会」を開催しました。この

催しは、昨年、学生の支援のためにと多大なるご寄附を賜りました中本様をお招きし、「中本博雄賞」に採択さ

れた奨学生から、直接謝意をお伝えするとともに、中本様から奨学生に対する励ましの言葉などを頂戴する

ため、初めて開催したものです。

　懇談会には、中本様ご夫妻を招き、本学からは奨学生はじめ、久保総長、丸野理事・副学長、内藤理事・事務

局長、山縣理事などの13名が出席しました。

　懇談では、はじめに久保総長より歓迎の挨拶と中本様のご紹介があった後、中本様からご本人の生い立

ち、戦時中・戦後の生活や本学への進学を強く希望していたことなどのお話があり、奨学生に対する激励など、

貴重なお言葉を頂戴しました。その後、奨学生からの自己紹介等を兼ねた発表に対し、中本様ご夫妻、総長、

理事からも自然と笑みがこぼれ、終始和やかな雰

囲気の中、活発な意見交換が行われました。

　最後に、中本様ご夫妻、総長、理事、奨学生全員で記

念撮影を行い、懇談会は盛会のうちに終了しました。

※中本博雄賞・・・中本博雄氏の「日本人で向学心止みがた

く、経済的に恵まれず、特に優秀で、日本国と海外国に貢献す

る強烈な執念を持ち続けられる九州大学の学生を応援した

い」という思いから創設された賞。中本氏から九州大学基金

に寄附された資金を活用し、給付型支援奨学金「修学支援奨

学金」及び「海外留学支援事業」を実施している。

　九州大学は、平成30年9月、福岡市の市街地にあった箱崎、六本松キャンパスを統合移転し、福岡市西区元岡・桑原、

糸島市にまたがる地区に伊都キャンパスを整備いたしました。

　伊都キャンパスが位置する糸島半島は、1,500年以上前から我が国と大陸とをつなぐ交易、文化の結節点であり、当

時のわが国最先端の文化が往来した場所であり、豊かな自然環境に恵まれた丘陵地です。

　約272haという広大な敷地を有する伊都キャンパスは、大規模な造成工事等を行い教育研究環境が整備され、同時

にキャンパス内にある自然環境の保全にも努めてきました。特にキャンパス内の自生植物や希少動植物の保護のた

め「生物多様性保全ゾーン」を設け、林床土移植や高木移植、根株移植を行ったほか、新たにキャンパス内に植樹する樹

木は、種の保全及び地域遺伝子の保護を原則として、在来種との交雑の可能性の低い樹種を選定するなどしています。

　この自然豊かな広大なキャンパスを、さらに快適なキャンパスにするために、九州大学基金の使途特定プロジェク

ト「伊都キャンパス植樹プロジェクト」が設立されました。その一環として桜の植樹を行っており、岐阜県及び盛和塾桜

の会の方からご寄附いただいた、国の天然記念物に指定される推定樹齢1,500年を超えるとされる「淡墨桜」、樹齢

1,100年を超える「臥竜桜」、樹齢1,800年ともいわれる「山高神代桜」、岐阜県

指定天然記念物の「荘川桜」といった貴重種の苗木をはじめ、令和元年度末時

点で計132本の桜を植樹しています。

　今はまだ苗木の桜たちが、九州大学とともに歴史を重ね、キャンパスに重厚

感をもたらしてくれるほどの大樹となり、学生・教職員や地域の人々に活気を与

え、キャンパスに潤いをもたらし続けてくれるよう、大事に育ててまいります。

　九州大学基金の公式SNS（ソーシャル・ネット

ワーク・サービス）を開設しました。

　九州大学基金ホームページと同様に、Facebook、

Twitter、Instagram、LINEにて学生や教職員への

支援状況、九大会員向けの特典等に関する情報を

発信していきます。

　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。

　令和元年度はさらに、太宰府天満宮、九州国立博

物館、洋服の青山、紳士服コナカ、アート引越セン

ター、サカイ引越センター、英会話イーオン、『糸島カ

キ』牡蠣小屋など98施設・店舗と提携し、九大会員

向けの特典総数は約200以上となりました。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。

九大基金
Topics

トピックス

令和元年度

山川賞受賞学生が日本人最年少合格者に 「伊都キャンパス植樹プロジェクト」の現況について

令和元年度「中本博雄賞懇談会」を開催

九州大学基金 公式SNSの開設 太宰府天満宮、引越センター、
『糸島カキ』牡蠣小屋など
九大会員特典充実

キャンパスコモンにある桜並木

奨学生との談話で笑みがこぼれる中本様（正面中央）

公式 Facebook アカウント
九州大学基金  @kyudaikikin

Facebook 九州大学基金 検 索

公式 Twitter アカウント
九州大学基金  @kyudaikikin

Twitter 九州大学基金 検 索

公式 LINE アカウント
九大会員（九州大学基金） @iwa1859p

【その他】⇒【友だちを追加】
⇒【ID検索】「@iwa1859p」で検索

公式 Instagram アカウント
九州大学基金・九大会員特典
@kyudaikikin
【ユーザー検索】「九州大学基金」「九大会員」で検索

※記事の内容は、令和２年２月時点のものです 佐々木彩乃さん
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　AP-SGWは航空宇宙産業界の若手研究者と学生がAsia Pacific Regionに集まり、Workshopや研究発

表を通じて、将来の航空宇宙産業界の発展に寄与するWorkshopイベントです。このイベントのOrganizing 

Teamとしてイベントの企画、取りまとめを行いました。交換留学中だったので、イベント当日には参加する

ことができませんでしたが、それまでの準備を通じて、多国籍のOrganizing Teamで運営に取り組む難しさ

を肌で感じることができる良い機会となりました。また、このイベントの母体であるSpace Generation 

Advisory Councilに強いネットワークを作ることができ、非常に良い経験となりました。

　現在はミシガン大学に交換留学しています。ミシガン大学では主に3つの活動をしています。1つ目は研究

です。ミシガン大学の研究室で3つの研究を同時に取り組んでいます。2つ目は授業です。ミシガン大学での

授業は、とても面白く、とても大変で、とても興奮しています。特にグループワークは本当に面白く、知識が

深まることの楽しさと実際にスキルが身につくことのワクワク感を

味わっています。3つ目はGlobal Scholars Program（GSP）への参

加です。GSPはアメリカの現地の学生と留学生が共同生活を送り、授

業を受け、インターンシップに取り組みながら国際問題について取

り組むLiving-Learning communityです。このプログラムを通して

多くの友人を作ることができたとともに、国際問題に異文化のバッ

クグラウンドを持つ学生と取り組むことの大変さを経験しています。 友人たちとミシガン大学の学長を訪問
（前から2列目、左から2人目が本人）

フィリピン人権委員会でインターン中の上司たちと
（右端が本人）

将来の航空宇宙産業界の発展に寄与したい

　2019年は、春にアメリカ交換留学から帰国し、夏にフィリピンの人権委員会でインターンシップ、秋から

冬にかけてはイギリスの大学院（人権修士課程）進学に向けてひたすら出願準備と奨学金応募に専念して

おりました。結果的にロンドンの大学院へ進学することが決まりつつあり、ほっとするとともに新しい挑戦

に向けてまた準備していこうと、気合を入れ直しているところです。

　アメリカで国際人権法や世界の様々な人権問題を体系的・理論的に学んで帰国した私は、実際にこのよ

うな知識を現場に生かし、人権保護のために働く人々に会ったり職場を体験したりする機会を強く望んで

いました。大変有難いことに、指導教員にフィリピン人権委員会でのインターンシップをご紹介いただき、

2019年9月に約3週間インターンシップをさせていただきました。短期間ではありましたが、日本にはな

い人権委員会という独立した公的人権監視機関で会議の記録係やリサーチを担当させていただき、当機

関の働きや他機関との連携を学ばせていただくなど、大変貴重な機会をいただきました。

　このように将来の目標に向けて奮闘することそのものを可能に

してくださったのは、他でもない山川賞のご支援です。特に私が志

す国際人権分野は、インターンシップも無給かつ東京や海外の方が

機会に恵まれており、九州で学ぶ一学生には本来手の届かないも

のばかりです。また、海外大学院出願においても、万が一奨学金が不

足しても山川賞の奨学金を充当できるという安心がなければ、挑戦

することさえできずに、夢を諦めてしまっていたかもしれません。

新たな挑戦に向けて
内田 佳那子

法学部
平成30年度受賞

近藤 耕太
工学部

平成29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

令和元年度

山川賞
受賞者

［ 山川健次郎初代総長の名を冠した賞 ］

　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8年目、「令和」元号になって初めての山川賞は、2年次生42名、3年次生32名、

計74名の申請があり、厳正なる審査の結果、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。令和元年度は、ヨーロッパ・アメリカ・アジアなどへ

の留学42件の支援を行いました。

［ 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。令和元年度は、

86件の支援を行いました。

　今回の交換留学は、自身の人生観・価値観を外からの刺激だけではなく内からも大きく変えるものでした。

　交換留学先のミュンヘン工科大学では、専攻の航空宇宙工学を主に学びました。具体的には、「Aircraft 

Design」と「Aerospace Technology 2」の二つの修士学生向けの科目を英語で受講しました。内容はとても

難解でしたが、航空機の運航原理や設計の手順、宇宙機のミッションの進め方や宇宙で生じる力などについ

て学ぶことができました。工学部門において世界最先端の教育を受けることができたのはとても貴重な体験

であり、エアバス社やボーイング社の具体例を交えた講義や宇宙飛行士の教授の研究室が開講する授業は刺

激的で有意義なものでした。専攻以外の学習では、ドイツ語と原子力エネルギーに力を入れました。ドイツ語

は、「German as a foreignlanguage A1.1」を受講すると共

に、タンデム活動や日々の会話でも使うことを心がけまし

た。学習を続ける中で、言語の背景に潜む文化や歴史的背景

にまで想いを馳せることができました。原子力エネルギーに

ついての学習では「Introduction to Nuclear Energy」を受

講し、日本だけではなく世界での原子力エネルギーの使い

方について歴史やメカニズムを学びました。

　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行っています。九州大学基金

では右記の２つの支援を行っています。

　シンガポール国立大学で開催された第14回国際生理人類学会議に参加し、ショートプレゼンテーション、

口頭発表において研究発表を行いました。

　発表の内容は、人工照明がないキャンプ生活を行った子どもの概日リズムが、日没・日出の自然の明暗サイ

クルに同調したことを報告するものでしたが、気温や湿度など他の要因の統制について示唆に富む質問をい

ただきました。国際会議での英語での口頭発表は初めてだったため、大変貴重で有意義な経験でした。口頭

発表でも多くの質問をいただくことができ、私の研究ではキャンプ中の子どもの概日リズムはキャンプ初日

と2週間後しか測定していないが、可能であれば毎日測定することで明暗サイクルに同調していく過程が観

測できたのではとの、今後の研究に有益な示唆をいただくことができました。

　学会期間中、夜間照明とヒトの生体反応に関するセッションがあり、私と同じ研究フィールドで非常にイン

パクトのある研究を行っている、Dr. Raymond P. NajjarやDr. Dhara Venkata Rukminiの講演を公聴する

ことができました。また、最終日には、子どもの近視と光曝露の

関係についてDr. Carla Costa Lancaの講演を公聴することも

でき、光を浴びることが子どもの近視を抑制につながるという

知見には大変驚かされました。

　学会参加を通して、ただ研究成果を報告するだけでなく、有益

な示唆をいただき、さらには新たな知見が得られ、口頭発表では

Consolation prizeを受賞することができました。

平川 舞
工学部3年（採択時）

海外
派遣

第14回国際生理人類学会議（シンガポール）
江藤 太亮
統合新領域学府

博士課程2年（採択時）

ドイツ ミュンヘン工科大学に留学

人生観・価値観を外からの刺激だけではなく
内からも大きく変える

自身の研究成果を世界へ発信することができた

授業後にクラスメイトと一緒に（後列右から2人目が本人）

同会議にて研究者に研究成果をプレゼン
（左から2人目が本人）

07 08
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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。令和元年度は、大学公認サークル

16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。令和元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。

　令和元年度は、「顔面のデータと三次元スキャナーを応用した精密義歯の製作」や「海上における海難救助

要請デバイスと最高率救助システムの開発・販売」など9件のプロジェクトを採択しました。

▶ 職員海外研修 （アテネオ・デ・マニラ大学）

『 課外活動支援 』

医学部KLSA

　私たち、九州大学剣道部は、九州大学基金支援助成

で試合用の胴を新しく購入して頂きました。今まで使用

させて頂いた試合用の胴は、かつて九州大学剣道部が

強豪と言われていた頃からの伝統、汗と気持ちが詰

まっており、身に付けると、とても身が引き締まる想い

になりました。しかし、この試合用の胴は、劣化がとて

も激しく、革が擦れ剥がれていたり、紐が切れていたり

など、見栄えがあまり良いものではありませんでした。

OB・OGの方々に「なんとかしろ」と言われることや、試

合で審判から注意されることもしばしばありました。

　今回、購入して頂いた試合用の胴は、胸元に金色の

校章を入れ、刺繡には九州大学のシンボルカラーであ

る赤紫系統の色を使用しています。九州大学の剣道部

であることに誇りを持ち、部員が堂々と試合ができるよ

うにとの想いを込めて、このデザインにさせていただ

きました。今までの伝統を受け継ぎ、さらに良いものに

していきたいと考えています。また、私たちが九州大学

剣道部の新たな伝統の第一歩となるべく、常に九州大

学剣道部としての自覚と責任を持ち、この胴を付けて

試合に臨みたいと思います。そして、この九州大学基金

支援助成で購入して頂いた胴を次の世代に大切に受

け継いでいきたいと思います。

　本プロジェクトでは、無歯顎で治療が必要な患者さん

へ、機能性だけではなく審美性にも優れた義歯を作製

できるよう、顔面におけるインプラントの空間的な位置

の特定を可能にした新たな器具と、この器具とデジタ

ル技術を用いた新たな治療方法の開発を行いました。

　喪失してしまった歯の治療方法としては、義歯もしく

はインプラントといった選択肢があります。今回のプロ

ジェクトで開発した新たな治療方法は、上下顎、どちら

かの歯をすべて失われた方を対象とした、インプラント

を利用した治療方法です。患者の顔面情報を、三次元ス

キャナーを用いて収集し、このデータと今回開発した新

たな器具を用いて、従来の義歯より機能性および審美

性に優れた精密義歯を作製することが可能となりまし

た。従来の治療方法との違いとしまして、アナログ作業

がほぼなくなり、ほとんどの工程がデジタルで行われる

ということです。これにより、デジタル技術から得られ

るメリットを最大限に生かすことができるようになりま

した。

　現在は会社を設立し、セミナーやオンラインストアの

開設などを行って、この新しい治療方法の普及を行い、

本格的に事業拡大を目指す予定です。

　九州大学基金課外活動支援で、私たち医学部KLSA

（クルサ）では救命講習会で使用する訓練用マネキンと

AEDを購入していただきました。

　まず始めにKLSAについて紹介します。KLSAは

Kyushu university Life Support Associationの略で、

「BLS」と呼ばれる一次救命処置を広める活動をする

サークルです。

　BLSはBasic Life Supportの略称で、心停止に対す

る一次救命処置：胸骨圧迫（心臓マッサージ）や人工呼

吸、AED（自動体外式除細動器）を指します。日本では

1年間に約7万人が突然の心停止のために命を落とし

ています。人は突然心臓が止まってから何も処置され

なければ、わずか約10分で救命はほぼ不可能になって

しまいます。しかし、もしこの間に心停止の現場に居合

わせた人が適切なBLSを行えば傷病者の救命率・社会

復帰率を大きく高めることができます。BLSの大きな特

徴として特殊な医療器具や装置、特別な資格なども必

要なく誰でもできる救命処置です。

　今回の支援でレサシアンの成人・小児・乳児モデル

のセットと、訓練用のAEDを購入していただきました。

これまでは成人モデルのレサシアン1体とAED1台し

かなかったため講習会も小規模なものしか開催できま

せんでしたが、機材を追加できたことで今後は講習会

の参加人数を増やし、より多くの方にBLSを学んでもら

うことができるようになりました。

　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。（3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

剣道部

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） 』

「顔面のデータと三次元スキャナーを応用した精密義歯の製作」

代表 青木 司 歯学府 歯学専攻 修士1年（採択時）

患者の顔面スキャンデータを用いて、精密義歯の設計をすべてデジタルで
行えるようになった。

小児モデルの訓練用マネキンを用いた、一般向け小児BLS講習会の様子

九州大学の校章とシンボルカラーを用いた刺繍が施された試合用の胴

九州大学基金活動報告書 | 支援助成

09 10



3,601

R1

3,270

331

R1

3,577

1,839

331

九州大学基金は、2011（平成23）年に、百周年記念事業の一つとして、九州大学の教育・研究・診療等に
対する支援とその環境の更なる整備・充実を図ることを目的に創設され、多くの方からのご寄附により
支えられています。九州大学基金では、2012（平成24）年度から学生・教職員に対し、年間1億円規模の
支援助成事業を実施しています。

　九州大学では、毎年約30億円を

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。

九州大学基金 令和元年度の概要

令和元年度は、総額約3億3千万円のご寄附を頂戴しました。
一般資金 3,045件

798件

3,843件

29,414,163円

301,536,472円

366,500,028円

使途特定寄附

3,843件

－

330,950,635円寄附総額

35,549,393円運用利息

九州大学基金収入額

使途特定寄附の詳細は、17ページを参照

● 一般寄附の件数・金額の推移 ● 使途特定寄附（特定資金・
　 プロジェクト）の件数・金額の推移

● 九州大学基金収入 ● 九州大学基金支出

● 令和元年度寄附者属性

● 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

一般寄附（金額）

年度受入額 前年度累計額

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）

315,266,401円

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
令和元年度残高
寄附累計（令和元年度末）

33億4,077万6,957円
35億7,735万3,159円
18億3,901万3,351円

366,500,028円
一般寄附
2,941万円

運営資金
2,328万円 

支援助成事業
7,475万円 

使途特定寄附
（特定資金）
18,632万円 

使途特定寄附
（プロジェクト）
3,092万円 

年度末保有額 引継ぎ額

69
2,845 2,909

3,145
3,394

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

4,000
（百万円）
3,500

H30H29H28H27

2,775 2,729 2,924 2,710

683
179

221

運用利息
3,555万円

卒業生
19,671万円

在学生
76万円

学内教職員
370万円

退職教職員
558万円

保護者
468万円

法人・団体
1,772万円

有志・一般
10,181万円

0

1,000

2,000

3,000

3,500
（万円）

0

500 500

1,000

1,500 1,500

2,000

2,500 2,500

3,000

3,500
（件）

R1H30H29H28H27
0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000
（万円）

0

400

800

200

600

1,200

1,400

1,000

1,600
（件）

R1H30H29H28H27

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,500
（百万円）

5,000

H30H29H28H27創設時
H23

3,340

3,051

3,025

3,086

3,526

3,340

424
70

604
180

825
221

1,508

683

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000
（万円）

H30H29H28H27

1,878
(29件) 300

(6件)

500
(2件)

500
(2件)

8,610
(203件) 7,667

(180件)

8,460
(207件)

9,460
(260件)

R1

500
(2件)

11,580
(264件)

829
668

1,482
1,379

926

798

794
6,196

16,332 19,315

65,065

30,1541,621

2,829
3,217

2,941

1,675

3,093 
2,968 3,045 

使途特定寄附
（プロジェクト）
3,646万円 

使途特定寄附
（特定資金）
26,508万円 
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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、この九大会員制度は、

令和元年度末現在、7,506人（うち1,293人が継続

会員）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、一口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
57.7%

学内教職員
8.9%

有志・一般
8.6%

退職教職員
5.4%

在学生
2.7%

保護者
16.7%

九大会員のご案内

【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

年間寄附額

継続寄附者総数

卒業生

教職員

有志・一般

保護者

退職者

在学生

6,0776,077
6,4806,480

3,9963,996

2,4282,428
1,6511,651

919919

321321

1,043

1,293

569

441

306
257

215

312

171

223

110

393

214

94

872

10,761 11,162 11,836 12,714 13,873 6,912 7,506九大会員総数（人）

0

400

200

600

800

1,200

1,400

1,000

1,600
（人）

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000
（千円）

H30 R1H29H28H27H26H25

488

230

101

53 55

● ●●●●●
2218 2 1 9 1

● ●●●●●
3629101015 1

● ●●●
362320 2

● ●●●
904524 5

● ●●
571711

● ● ●
645313

● ● ●
642616

スマートフォン
からはこちら

特典ピックアップ!

地域をはじめ全国へと拡がる九大会員特典
九大伊都キャンパスお隣りの糸島周辺の店舗や事業所、全国展開する企業・事業所

から、九大会員の皆さまへ特典をご用意いただきました。

次のページに新しく加わった九大会員特典をご紹介いたします。

福岡・糸島

福岡・太宰府 全　国

焼肉はなふさ
（前原名店街）

●お会計金額から５％割引

Drawer of Hair
（イリスロード 伊都商店連合会）

●初回ご利用の方お会計10％割引
糸島ラーメン ゆうゆう
（糸島市商工会）

●餃子1皿サービス

アート
引越センター

●引越基本
　料金から25％割引

●お見積り
　金額から10％割引

太宰府天満宮

●宝物殿 拝観料

団体料金を適用
●菅公歴史館 拝観料

団体料金を適用 おそうじ本舗

「糸島カキ」牡蠣小屋〔20店舗〕
（岐志/船越/加布里/福吉 4漁港）

●テーブル代（ガス・炭代）300円が無料

白糸酒造
（糸島市観光協会）

●店頭購入時のお会計５％割引
（特別催事期間中は適用外）

九州国立博物館

●文化交流展示室（平常展）観覧料

九大会員特別料金 次のページにも特典がたくさん!

九州大学基金活動報告書 | 九大会員
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■ 九大会員の特典  令和元年度に新しく加わった九大会員特典提携企業・店舗
洋服の青山

紳士服コナカ

アート引越センター

サカイ引越センター

おそうじ本舗

英会話イーオン

イーオンこども英会話

日経BPマーケティング
（九大会員限定 定期購読誌申込サイトより）

太宰府天満宮
（太宰府市）

九州国立博物館
（太宰府市）

だざいふ遊園地
（太宰府市）

海の中道サンシャインプール
（福岡市東区）

かしいかえん シルバニアガーデン
（福岡市東区）

城島高原パーク
（大分県別府市）

城島高原ホテル
（大分県別府市）

城島高原ゴルフクラブ
（大分県別府市）

商品代金の総額から10％割引

店頭価格(税別)から10％割引

引越基本料金から25％割引
（陸上運送費及び人件費の合計額）

引越基本料金から25％割引　など

（陸上運送費及び人件費の合計額）

お見積り金額から10％割引

入学金無料　など

入学金無料　など

定期刊行媒体の1年購読料の定価から
10％割引

宝物殿の拝観料割引　など

文化交流展示室(平常展)の観覧料割引

入園料(個人料金)から100円引き

プールの利用料金割引

入園料(個人料金)から100円引き

入園料＋のりものパス券 料金割引　など

基本宿泊料から九大会員特別割引

ゴルフプレー料金割引

企 業 ・ 店 舗 特 典 内 容

全

国

九

州

・

福

岡

紳士服フタタ
FUTATA THE FLAG（フタタ・ザ・フラッグ）
SUIT SELECT（スーツセレクト）
DIFFERENCE（ディファレンス）

小戸ゴルフセンター
（福岡市西区）

糸島市観光協会 10会員事業所
（糸島市）

イリスロード伊都商店連合会
13会員事業所（糸島市）

前原名店街 13会員事業所
（糸島市）

糸島市商工会 17会員事業所
（糸島市）

『糸島カキ』牡蠣小屋 20店舗
（岐志/船越/加布里/福吉 4漁港）

姪浜ドライビングスクール
（福岡市西区）

トヨタレンタリース福岡
（福岡県内35店舗）

バイクショップ ライズ
（福岡市西区）

ゆずの木 -お気軽古着物・レンタル着物-
（福岡市東区）

いとしま応援プラザ
（糸島市）

MUGINOKI
（福岡市西区）

レストラン グリーンハウス
（太宰府市：九州国立博物館内）

オープンカフェ
（太宰府市：九州国立博物館内）

ハニー珈琲 九州大学伊都キャンパス店
（伊都キャンパス）

入場料無料

各会員事業所で会員特典をご用意

各会員事業所で会員特典をご用意

各会員事業所で会員特典をご用意

各会員事業所で会員特典をご用意

テーブル代(ガス・炭代)300円を無料　など

教科書代及び写真代を無料サービス

レンタカー基本料金より10％割引
＜対象車種のみ＞

オートバイご成約の方にオイル交換5回
無料カードプレゼント　など

着物の販売価格、レンタル料金から
10％割引

いとしま百景ポストカードを
1枚プレゼント

ディナーコース利用時、パン食べ放題
もしくはデザートサービス　など

ご飲食代金から10％割引

ご飲食代金から10％割引

お会計代金から10％割引

企 業 ・ 店 舗 特 典 内 容

九

州

・

福

岡

学
内
施
設

※九大会員特典の内容や所在地、連絡先、利用条件などの詳細は、九州大学基金ホームページでご確認ください。
※九大会員特典の内容や料金は、予告なく変更になる場合がございますので予めご了承ください。
※九大会員特典をご利用される場合は、必ず九大会員証をご提示ください。
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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、海外留学支援や課外活動支援など、
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

修学支援事業基金
2016年10月～　目標額：1千万円（年間）

特に経済的な支援を要し、学業成績が優秀である学部生を

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

程度を選考し、返済不要

の「九州大学修学支援奨

学金」を給付します。

法科大学院六本松プロジェクト
2013年6月～2020年6月　目標額：1億円

九州大学法科大学院は、2017（平成29）年9月より福岡市

中央区六本松の九大跡地に移転し、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
2016年3月～　目標額：1千万円

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

植樹への寄附を募るも

のです。

ヨット部艇庫建設・活動支援基金
2016年12月～2021年11月　目標額：1千万円

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。

女性研究者活躍促進プロジェクト
2017年1月～2021年3月　目標額：2千万円

教育研究活動における安全管理・安全教育活動支援基金
2017年10月～　目標額：設定なし

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、「九州大学安全の日」

を通してこの事故を後

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。

附属図書館中央図書館整備事業
2018年4月～2021年3月　目標額：5千万円

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（平成30）年10月に箱崎地区から伊

都地区へ移転が完了し全面開館しました。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

するものです。

文学部同窓会60周年記念プロジェクト
2016年7月～2020年3月　目標額：1千万円

九州大学文学部同窓会は、1957（昭和32）年に発足し、

2017（平成29）年に創立60周年を迎え、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、記念

事業を進めてまいりました。「文学部同窓会史」につきまし

ては、現在編纂作業を進めており、ホームページ上で公開

予定です。また後輩

への支援事業（奨励

金の授与）は今後も

継続してまいりま

す。皆様方のご協力

に改めて感謝申し

上げます。

農学部創立百周年記念プロジェクト
2016年7月～2020年3月　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（令和元）年に創立百周年を迎え、

創立百周年という節目を機に、その歴史を振り返って先達

の偉業を偲び、さらに一層の発展を期すべく、記念事業を

進めてまいりました。卒業生をはじめとする皆様方のご協

力のもと、記念事業

を無事に終了する

ことができましたの

で、ここにご報告い

たします。

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。

九大バリアフリーアートプロジェクト
2019年9月～2023年3月　目標額：3千万円

九州大学は、障害者差別解消法の施行に伴い、就業規

則、障害を理由とする差別の解消の推進に関する規程及

びその実施要領を定め、障害がある方に対する支援を実

施しています。障害者支援に対する啓発を目的に、キャン

パス内に障害者

アート作品を展示

する「九大バリア

フリーアートプロ

ジェクト」を実施

するため寄附を募

るものです。

令和元年度終了のプロジェクト

令和元年度
新規プロジェクト

■ 継続中のプロジェクト

文学部同窓会60周年記念式典 記念式典での記念植樹

九州大学基金活動報告書 | 寄附の種類

17 18



■ 　　使途特定寄附 詳細資料

内容

目標額 1千万円（年間） 1億円 1千万円

● 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

● 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

2016年10月～ 2013年6月～2020年6月 2016年3月～

任意の額 ※税額控除対象寄附 5,000円／口 1,000円／口

九州大学 九州大学法科大学院
六本松プロジェクト委員会

キャンパス計画及び施設管理委員会
キャンパス計画室

修学支援事業基金
法科大学院六本松
プロジェクト

伊都キャンパス植樹
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

人文社会科学系事務部教務課
TEL 092-802-6374

総務部同窓生・基金課
TEL 092-802-2150

E-mail k-kikin@jimu.kyushu-u.ac.jp
令和元年度寄附額

問合せ先

寄附総額
（R2.3末） 11,294,000円 41,047,877円

2,023,000円 4,863,000円

8,135,000円

2,263,000円

● 展示する障害者アート作品
の購入、設置、撤去、原状復
旧にかかる費用

3千万円

九大バリアフリーアート
プロジェクト

目標額

令和元年度寄附額

寄附総額
（R2.3末）

2019年9月～2023年3月

内容

募金期間

九州大学キャンパス
バリアフリー検討研究会主催等

法人・個人　5,000円/口方法

問合せ先

3,720,000円

3,720,000円

● 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

● 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

● 百周年記念式典・記念公演・祝
賀会

● 記念建築物

● 記念植樹

● 百周年記念誌発行

1千万円

文学部同窓会60周年記念
プロジェクト

目標額

令和元年度寄附額

寄附総額
（R2.3末）

2016年7月～2020年3月

内容

募金期間

九州大学文学部同窓会主催等

法人　10,000円／口
個人　　5,000円／口

方法

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

4,305,920円

802,460円

7,511,000円

1,491,000円

64,964,012円

15,245,612円

1千万円

ヨット部艇庫建設・
活動支援基金

2016年12月～2021年11月

帆友会
（九州大学ヨット部OB会）

主催：九州大学農学部
共催：九州大学農学部同窓会

帆友会会費より毎年100万円
法人・個人10,000円／口

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

1億円

農学部百周年記念
プロジェクト

2016年7月～2020年3月

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

学務部学生支援課
TEL 092-802-5812

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

内容

目標額

5,000円／口 1,000円／口 法人・個人　5,000円／口

募金期間

方法

主催等

令和元年度寄附額

問合せ先

寄附総額
（R2.3末） 6,842,000円 1,880,780円

5,151,000円 58,000円

4,805,680円

841,000円

● 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

● 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

● 「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

2千万円

女性研究者活躍促進
プロジェクト

2017年1月～2021年3月

九州大学男女共同参画推進室

人事部職員課
E-mail syjdanjyo@jimu.kyushu-u.ac.jp

5千万円

附属図書館中央図書館
整備事業

2018年4月～2021年3月

九州大学附属図書館環境安全衛生推進室
教育企画委員会 等

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

設定なし

教育研究活動における安全管理・
安全教育活動支援基金

2017年10月～

総務部総務課
TEL 092-802-2122

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