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ご挨拶

常に未来の課題に挑戦する大学

　九州大学は、2011年の創立百周年を機に、新た
な百年に向けて、すべての分野において世界のトッ
プ百大学に躍進する、「躍進百大」というスローガン
を掲げ、「自律的に改革を続け、教育の質を国際的
に保証するとともに、常に未来の課題に挑戦する活
力に満ちた最高水準の研究・教育拠点となる」ことを
基本理念としています。
　そして、百周年記念事業の一つとして、九州大学
基金を創設しました。 
　支援助成事業のひとつに、初代総長の名を冠した

「山川賞」があります。山川初代総長は、学生への
初訓示において「修養が広くなければ完全な士と云
う可からず」と説いています。すなわち、学生が将来
の各分野におけるリーダーシップを執るという重大な
責任を果たすには、専門の学問を究めるだけでなく、
他のすべてのことに対応できる知見を有すべきであ
ることを求めています。これは現在にも通じるもので
あり、これからも学生に伝えていきたい言葉です。
　平成17年から開始した伊都キャンパスへの移転・
整備事業は、順調に進み、平成30年度までに移転
を完了します。九州大学は、この未来型キャンパス
を核として、教育、研究、そして診療など多様な活動
を推進し、これからも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
お願い申し上げます。

基金設立から５年目を迎えて

　2011年に百周年記念事業の一つとして創設した
九州大学基金は2016年に５年目を迎えました。
　多くの皆様にご支援をいただき、九州大学の学生
や研究者等への支援助成など、充実した事業を実
施しております。これまでご支援いただきました皆様
に厚くお礼を申し上げます。
　2014年10月に理事に就任し、卒業生・保護者・教
職員・地域のより多くの皆様に九州大学の応援団に
なっていただきたいとの想いをもとに、九大会員、特
に継続寄附による九大会員への参加をお願いしてま
いりました。
　九大会員の特典として、様々な企業様にもご協力
をいただきまして、2015年度は、前年度比2倍以上
の件数の継続寄附をいただきました。ご支援・ご協力
くださいました皆様に重ねて御礼申し上げます。
　九州大学基金は、皆様一人一人のご支援に支え
られています。社会のみなさま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。
引き続き、どうぞ九州大学の応援団として、ご支援を
賜りますよう、心よりお願い申し上げます。

九州大学総長
九州大学基金本部長

久保　千春
基金担当理事

山縣　由美子
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◦山川賞の授与
◦奨学制度の充実
◦教育研究活動への支援
◦教育研究等環境の整備
◦卒業生等との連携活動への支援

九州大学基金

　九州大学基金は2011年に、百周年記念事業の一つとして創設されました。
　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、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としています。

　この目的の達成のため、九州大学基金は以下に掲げる事業に用いています。
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2,034万円
13%

運用資金

9,439万円
60%

支援助成事業

713万円
4%

使途特定
プロジェクト

3,550万円
23%

使途特定寄附金

1,508万円
18%

運用利益 900万円
10%

一般寄附

2,288万円
27%

使途特定
プロジェクト

3,908万円
45%

使途特定寄附金

支出収入

受入額　86,037,939円 支出額　157,352，620円

九州大学基金の概要

　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・同窓生に対し、年間約１億円の支援助成事業を実施しています。

平成27年度九大基金事業　決算概要

九大基金寄附額累計と九大基金
年度末保有額

年度末保有額

4,000
（百万円）

3,500

3,000

2,500
創設時 H24 H25 H26 H27

3,340

創設時 3,340百万

3,395
3,271

3,122
3,051

H24年度寄附額 143

H25年度 152
H26年度 61

H27年度 71

支援助成事業　各年度決定額

■学生支援　■教職員等支援　■同窓会等支援

12,000

10,000

8,000

6,000

4,000

2,000

0

（万円）

H27H24 H25 H26

2,924

1,110

5,449
6,947

1,809

7,250

2,562

7,770

1,878

九大基金
　創設時
　平成 27 年度末残高　　　   

寄附累計（平成 27 年度末）　   

33 億 4,077 万 6,957 円
30 億 5,109 万 9,790 円

37 億 6,696 万 8,644 円
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寄附総額 1,074件 70,959,906円

一般寄附 406 8,995,906

使途特定寄附 668 61,964,000

寄附総額 1,074件 70,959,906円

個人 1,032 32,106,155

法人 42 38,853,751

平成 27 年度は、総額約 7 千万円の寄附を頂戴しました。

使途特定寄附の詳細は、15ページを参照

九州大学基金における寄附金の概要

　九州大学基金では、学生・研究者等・施設整備に対する支援のための一般寄附及び使途特定プロジェ
クト等の使途特定寄附を募集しています。

平成27年度九大基金への寄附の内訳

寄附者属性寄附目的別

法人
3,885万円
55%

卒業生
2,479万円
35%

教職員
496万円
7%

保護者
169万円
2%

一般
63万円
1%

その他使途特定
3,908万円
55%

一般寄附
900万円
13%

歯学50PJ
1,096万円
15%

芸術50PJ
557万円
8%法科大学院

630万円
9%
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寄附額
（万円） 19 32 92 165

九大会員数と内訳

14,000

12,000

10,000

8,000

6,000
H25年度 H26年度 H27年度

■ 単回寄附者
　 （継続寄附との
　 重複者は除く）

■ 継続寄附者10,761人 11,162人
11,836人

10,708
11,061

11,604

232
10153

平成28年3月末現在、232人の方から継続的なご寄附をいただいています。

九大会員の概要

　九州大学基金では、一定額以上の寄附者、もしくは継続寄附者を対象とした、九大会員の制度を設け
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1万2千人の会員数となっています。
　詳しい九大会員のご案内は、24ページをご覧ください。

九大会員の推移

継続寄附者数推移

250

200

150

100

50

0
H24 H25 H26 H27

卒業生
役員・教職員
保護者
有志・一般
退職者

在学生

合計
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学
　
生

山川賞

博士課程学生の研究奨励金

学生の独創的教育・研究・社会貢
献活動支援

海外留学渡航支援

学生の国際会議等参加等支援

課外活動支援

利
り

章
あき

奨学金

教
職
員

若手教職員の長期海外派遣支援

若手事務・技術職員の能力開発、
教職員の海外派遣等支援

教材・ソフトウェア等開発、コンテン
ツ整備等支援

社会との連携活動支援

10,000

8,000

6,000

4,000

2,000

0
H24年度 H25年度 H26年度 H27年度

■ 教職員等支援

■ 学生支援

（万円）

2,924
（36件）

5,841
（166件）

7,685
（199件）

8.231
（185件）

8,610
（202件）

2,339
（25件）

2,129
（27件）

1,878
（20件）

　平成27年度は、総額約1億400万円（学生8,600万円、教職員1,800万円）、222件（学生
202件、教職員20件）の支援助成をおこないました。

九州大学基金による支援助成事業

　学生、研究者が安心して、教育・研究・診療に専念できる環境を実現し、グローバルに活動する、深い
専門的知見と幅広い教養に支えられた豊かな発想力と判断力を持った指導的人材を育成するために、
平成24年度から次の支援助成事業を展開しています。

助成件数と助成額総額
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今まで以上に多くのことに挑戦する機会を得ることが
できたというのが山川賞をいただいて実感したことです。

それは経済的な側面はもちろんのこと、この素晴らし
い賞をいただいたことに対する矜持や受賞者のコミュニ
ティーへの参加によって得られる新たなる挑戦への情報
といった、今まで以上に日々の生活に刺激を与えるような
モチベーションを得ることができたのが最大の理由です。

受賞後は多くの短期留学の機会を活かし、国内外の
優秀な学生と議論をしたり夢を語り合ったりする中で、法
学という分野から国を動かしていくといった大きな夢を実
現させる自信も出てきました。

また、一人でも多くの学生に影響を与えられるように大学内の学生団体活動にもより一層力を入れるよう
になりました。このような素晴らしい賞をいただくことで得ることのできた、出会い、経験、知識を成長の糧に
して、九州大学の誇るグローバル人材になれるように引き続き精進してまいります。

学生支援メニュー

受賞者の声

多くのことに挑戦する機会を得て

将来の方向性や考え方に自信をもらう

久門将也（写真左）
法学部２年（Ｈ26年度受賞）

※受賞者の所属及び学年は受賞当時のものです。

　山川賞を受賞して、新しいことに積極的に挑戦す
る機会を多く得ることができました。その中でも二
度の海外留学は、私の将来の方向性に最も影響を与
えた経験でした。
　初めて行ったアメリカ留学では、自ら行動を起こ
さなければ何も始まらない環境の中で、言語の壁に
ぶつかりながらも、失敗を恐れず積極的にコミュニ
ケーションをとることの大切さを学びました。二度

塘 陽子（右から2人目）
工学部2年生（Ｈ25年度受賞）

山川健次郎初代総長の名を冠した賞であり、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、年間100万円を卒業年度まで給
付します。

山川賞
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目のライス大学での研究インターンシップでは、海外の研究室でレベルの高い研究に携わることが
できました。そこでは、世界中から集まった優秀な学生と接する機会が多くあり、研究内容だけで
なく文化や社会について議論することにとても刺激を受けました。これらの経験から、将来、さま
ざまな考え方や文化を持った人々と一緒に研究をしたいと考えるようになりました。現在は、大学
院で研究に励むことはもちろんのこと、国際交流やボランティアなどさまざまな活動に積極的に挑
戦しています。
　山川賞の受賞で自分の将来の方向性や考え方に自信をもらいました。将来、世界に大きく貢献す
る研究者となれるよう、今後ともより一層精進してまいります。

　国際協力リーダー育成プログラムに参加し、2 週
間スリランカに滞在しました。このプログラムを通
して真の国際協力とは何かを学び、将来、災害復興
支援をする NPO を設立したいという思いが強まり、
現在も NPO 団体へインターン中です。
　また長期休みには約 3 週間、宮城県気仙沼市に滞
在し、わかめ漁や農作業のお手伝いをしてきました。
私の夢は、いつか東北と聞いて「被災地」というイメー
ジではなくて、単純に観光へ行きたいと思う人を増
やすことです。今後も東北の自立を阻害しないよう、
ボランティアの形態を変えながら東北への支援活動
を続けていきたいと思っています。
　また、中国への留学が決まっており、語学はもちろん産業分析の勉強・調査等も行っています。
さらに私は九大混声合唱団に所属しており、昨年 11 月の全日本合唱コンクールにて金賞を受賞しま
した。このように私が「二兎を追って二兎を得る」ことができるのは、山川賞の手厚い支援のお陰
です。

「二兎を追って二兎を得る」

平成 27 年度　山川賞受賞者

森田めぐみ　（写真一番右）
21世紀プログラム２年（Ｈ26年度受賞）

平成 27 年度は、文系・理系・21 世紀プログラムから、2 年生 6 名、3 年生 4 名の計 10 名が受賞しました。
受賞者が志す活動内容は、比較教育学・機械工学・生物学・食料化学など多岐にわたっています。
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ソウル大学では国史学科に所属し韓国史の授業を主
に受講しました。ソウル大学生の発表を通して現在の大
学生の歴史認識を直に聞くことができ、日本にいたら触
れることのできない観点や考え方を知ることができました。
夏休みには、今年初めてソウルで開催された「日韓ジュニ
アフォーラム」に参加しました。日韓それぞれの学生が、
将来の日韓関係をいいものにするために意見し合うとい
うフォーラムで、私自身これほどまでに日韓関係をいろい
ろな面から真剣に考えたことがなかったため、本当にい
い経験になりました。

海外留学というと費用もかかり準備が大変なイメージ
がありますが、このような支援制度があることで海外留学をより身近に感じられるようになると思いました。支
援していただき、本当にありがとうございました。

支援をうけた学生の声

海外留学が身近に／留学先：ソウル大学（韓国）

田川聖実　（写真右側）
文学部３年（Ｈ26年度採択）

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。

海外留学渡航支援

半年間の交換留学で、現地の修士課程の学生とともに英語で4つのコースを受講してまいりました。環
境やリスクマネジメントにおいて先進的なスウェーデンに
おいて、その強みを活かした授業でした。現地の学生と
同じようにコースを集中的に学ぶことにより、体系的な知
識を身に着けるとともに、プレゼンテーションやレポートを通
じて知識をアウトプットする能力に磨きをかけることができ
ました。

課外活動でも様々な点で成長することができました。
公式のサッカーチームに所属し、リーグの昇降をかけた
真剣な試合や練習を通して、心から信頼できる友人を作
りました。

今回の支援は今まで経験したことのない世界に飛び込むきっかけを私に与え、結果的にこの経験は今後
の私の人生をがっちりと支えることになるであろう、かけがえのないものとなりました。九州大学基金に関わ
るすべての方々に御礼を申し上げますとともに、この経験を糧に、より一層社会に貢献してまいりますことを
ここに誓います。

今後の人生を支える経験に／留学先：ルンド大学（スウェーデン）

井上翔太（写真前列右から５番目）
工学府修士1年（Ｈ27年度採択）

※受賞者の所属及び学年は受賞当時のものです。
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マイクロエレクトロニクス、フォトニクス、薬化学材料、ヘルスケア等
の多様な分野にまたがる結晶成長学に関する国際会議 ECCG5に
参加しました。ポスター発表では海外で活躍する実験研究者・理論
研究者とのディスカッションにより私どもが提案している解析手法の改
善点や新たな応用対象が示唆され、今後の研究を進めるにあたっ
て有益な情報が得られました。

ポスター発表のうち、学生に対して3つのポスター賞が用意され
ていましたが、このうち”Poster Prize of Italian Association of 
Cystallography”を受賞することができました。

第一線で世界的に活躍されている研究者の方 と々のディスカッショ
ンからは私の研究に対して有益な気づきをたくさんいただきました。
このような貴重な経験をさせて頂いたのは、助成金のおかげでありま
して、大変感謝しております。

支援をうけた学生の声

ポスター賞を受賞／ボローニャ（イタリア）

草場　彰　工学府修士課程２年
（Ｈ27年度採択）

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。

国際会議等参加支援

ICEF12（12th Internat ional  Congress on 
Engineering and Food）は、食品工学分野において
最も重要な会議の一つとされ、各国のトップレベルの研
究者や若手研究者と交流を図ることができました。特に、
私の発表時には、食品の品質評価技術についての専門
家の関心を多く集め、有意義なディスカッションができま
した。私の今後の研究指針の中で、μX 線 CTを用いた
組織構造解析を一つの柱としています。今回のポスター
セッション、オーラルセッション、及び企業展示を通して、μ
X 線 CTの利用・応用方法について具体的なイメージを
得ることができ、今後の方向性を決定する一助になりまし
た。この度は国際会議への参加にあたり、助成をしていただきまして誠にありがとうございました。北米地
域への渡航費用は学生の身分では簡単に出せる額ではなく、貴重な機会が得られました。このような経験
を無駄にすることなく、今後はより一層の研鑽を積むよう心がけたいと思います。

今後の研究の方向性を決定する機会に／ケベック（カナダ）

今泉鉄平　生物資源環境科学府
博士後期課程３年（Ｈ27年度採択）
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　所有する楽器の老朽化が進み、使用でき
る楽器が少なくなってきていることが問題
でした。使用できる楽器が少ないと演奏す
る曲目の選択の幅が狭まり、満足のいく演
奏ができなくなります。今回、クラリネッ
トを購入することができ、自分たちの演奏
したい曲目を選んで演奏することができま
した。6、12 月に行ったアクロス福岡シン
フォニーホールでの定期演奏会には多くの
お客様にご来場いただきました。

【九大フィルハーモニー・オーケストラ】

　近年の大幅な部員増加によって、先輩か
ら後輩へと引き継がれてきた従来のサイク
ルでは弓具が行き届かず、ここ数年は弓具
一式を個人で購入し対応して参りましたた
め、経済的に大きな負担となっていました。
今回の助成で、利き腕やサイズ等で様々な
種類の弓具が揃いましたので、各部員の体
格や実力に見合った練習が可能となり、成
績を伸ばしていくことに一層集中できる環
境が整いました。

【洋弓部】

　以前の鉄製のバッティングケージは、経
年劣化によるサビつきのためにいつ倒壊し
てもおかしくなく、大変危険であり、安心
して練習できる環境ではありませんでした。
支援助成事業によって、アルミ製のバッティ
ングケージを購入していただいたことによ
り、安全性と効率の両面を大きく改善でき
ました。
　春季リーグ戦ではチーム打率の向上をは

じめに、確実に良くなってきた面もありま

す。この調子で実力を上げていき、大きな

成果を得られるよう日々精進して参ります。

【硬式野球部】　

サークル等の活動を活性化するための施設整備等を支援します。

課外活動支援
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　伊都キャンパスへの拠点移動とともに、
新一年生の新団人数が増加すると予想さ
れ、楽器不足というのは当楽団にとって悩
ましい問題となっていました。そのような
時に課外活動支援によってチューバを購入
していただいたということは大きな救いと
なりました。
　吹奏楽団は昨年度に第 50 回記念定期演奏
会を行い、半世紀という大きな節目を迎え
ました。今年度は新たな一歩を踏み出す年
として「すべての演奏会で、お客さんにとっ
て良質なエンターテイメントショーを提供
する」という通年目標を掲げ、今年を大き
な飛躍の年にしていこうと考えています。

【吹奏楽団】

　この度、国際 470 級学連艇一式を購入す
ることができました。今回の新艇購入に
よって、今年度のレースにおいて更なる戦
力増強となることは間違いありません。九
州大学基金の関係者の方など、新艇購入に
ご協力いただいた多くの方々に深く感謝申
し上げます。ありがとうございました。　
　まずは今回購入の新艇を無事に進水し、
全日本インカレにおいて目標どおりの良い
成績を獲ることで、九州大学基金の関係者
の皆様、課外活動支援係の関係者の皆様へ
恩返しさせていただけるよう、練習に励み
たいと思います。

【ヨット部】

　博士課程学生が、自由な発想のもとに主体的に課題等を選びながら実施する独創的な研究に対し
て研究奨励金を給付します。（平成 28 年度は休止）

博士課程学生の研究奨励金

　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 年度からは、チャ
レンジ＆クリエイション（C ＆ C）として実施）

学生の独創的教育・研究・社会貢献活動支援

　学業に優れ、かつ、経済的理由により就学が困難と認められる者で、将来、日本を担う学部学生
を選考し奨学金を給付します。

利
り

章
あき

奨学金
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教職員支援メニュー

　若手教職員を海外の教育研究機関等に長期間派遣し、多様な文化、価値観の中で先進的な研究や
優れた教育実践を体験することにより国際感覚を養い、今後の教育・研究や業務に活かすことを目
的とし、在外研究・研修のための渡航費・滞在費を助成します。

若手教職員の長期海外派遣支援

　世界を舞台に活躍し、人類の未来を切り拓くリーダーの育成に資する教材等の整備を図ることを
目的とし、より質の高い教育を推進するため、教員による教材・ソフトウェアの開発や各種コンテ
ンツを整備するための経費を給付します。（平成 28 年度は休止）

教材・ソフトウェア等開発、コンテンツ整備等支援

社会との連携活動支援

　地域社会、企業・団体等との連携を図り、九州大
学が有する知の財産を積極的に発信することを目的
とし、公開講座、学術講演会、学術国際会議、企業
との連携報告会等の開催費等を給付します。（平成
28 年度は休止）

職員高度化海外研修（シドニー大学）

　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、
経費を給付します。
　各種研修会等への参加、派遣研修、国際研究集会、
学術研究推進・国際交流推進のための渡航費の経費
を給付します。

若手事務・技術職員の能力開発、教職員の海外派遣等支援

市民参加・体験型学習会の開催（Ｈ27年度）
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寄附の種類　一般寄附と使途特定寄附

　九州大学基金では、学生・研究者等・施設整備に対する支援のための一般寄附及び使途特定プロジェ
クト等の使途特定寄附を募集しています。

　特に使途を特定しない形のご寄附である一般寄附は、主として学生や教職員の支援助成事業に活用
しています。

　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。

平成28年熊本地震被災学生等支援のための募金活動

伊都キャンパス植樹プロジェクト

一般寄附

使途特定寄附

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す。

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。

2016 年度　新規プロジェクト

2016年度には以下のプロジェクトが新規に加わります。ご支援をどうぞよろしくお願いいたし
ます。なお、詳細は、九州大学基金サイトをご覧ください。
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文学部同窓会60周年記念プロジェクト

農学部創立百周年記念プロジェクト

九州大学文学部同窓会は、1957（昭和32）年9月に発足し、九州大学そして文学部と共に今日まで歩ん
で参りました。2017（平成29）年には創立60周年を迎えます。後輩への支援を充実させ、母校との連携を
更に強めるために、同窓会60周年記念事業を行います。

九州大学農学部は、1919（大正8）年2 月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」を迎えることになりました。学内外に未来に向けた夢と希望を発信する事業として「農学
部創立百周年記念プロジェクト」を実施します。

2016 年度　新規プロジェクト

芸工50周年プロジェクト

昭和43年に新設された芸術工学が平成30年に50年を迎えるにあたり、「芸術工学50周年事業基金」を
創設し、これまでの「芸術工学」の50年の歩み、成果を広く発信し、一層の飛躍発展を願うものです。

継続

歯学部創立50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寄附を募るプロジェクトです。

継続

法科大学院六本松プロジェクト

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。

継続

医学歴史館プロジェクト

医学部同窓会が主体となり、百年の歴史を誇る母校に医学教育の原点である解剖学の講堂を復元し
「歴史と対話の場」を創り、次代の学徒に「新たな心のときめきと志の啓示」を与え導く目的で、医学歴史
館を建設するプロジェクトです。皆様からのご寄附により、医学歴史館は本学病院キャンパスに平成27年４
月に開館しました。

終了

新亭亭舎プロジェクト

九州大学の学生、教職員、卒業生の憩いの場、コミュニケーションの場として活用できる施設を提供した
いという卒業生有志（一般社団法人九大ＯＢ相談のる研）の呼びかけにより、行われたプロジェクトです。こ
の呼びかけに賛同いただいた方 と々九州大学生活協同組合から寄贈され、亭亭舎は、平成27年11月に
開所しました。亭亭舎の名称は、旧六本松キャンパスの「亭々舎」を継承しています。

終了
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九州大学芸術工学50周年
記念事業委員会
委員長

安河内　朗

九州大学芸術工学部・
九州芸術工科大学同窓会
会長

広川 大八

各使途特定プロジェクトの報告

　このたびは、芸術工学50周年記念事業の趣意にご賛同いただき、ご寄附を賜りましたこと、誠に有り難
く、心より厚く御礼申し上げます。
　今回皆様からお寄せいただいたご厚意は、芸術工学の「技術の人間化」の理念と新たなミッションのも
と、今後10年間に渡って学生等への支援活動に活用させていただきます。
　ここに略儀ながら、書中をもって厚く御礼申し上げますとともに、今後とも、みなさまと、新たなデザイン活
動を創出するために末永くご協力いただきたく、よろしくお願い申し上げます。　

芸術工学50周年記念事業プロジェクト報告

1　募金目標額	 1億円

2　募金の目的	 「新たな価値創
づ く り

造・芸術工学のあるく
・ ・ ・

らし」をスローガンとした、

	 事業基金の支援助成事業実施

	 　　◦　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

3　募 金 期 間	 2015年11月〜2018年9月

4　募金の方法	 1口　5,000円以上

5　寄 附 総 額	 5,565,000円　（2016年3月末まで）
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九州大学歯学部長

平田 雅人

九州大学歯学部ロゴマーク

　このたびは、九州大学歯学部50周年記念事業の趣旨にご賛同いただき、
ご寄附を賜りましたこと、誠に有難うございました。
　ここに略儀ながら、書面をもって厚く御礼申し上げます。
　ご芳名を銘板に刻し、学内に掲示しますとともに、末永く校史にとどめさせ
ていただき、謹んで謝意を表したいと存じます。
　本学歯学部では、歯学教育、研究、医療の更なる充実を図ることで、優秀
な人材を育成し、魅力ある九州大学歯学部の今後の発展と社会への貢献
を目指して一層の努力を重ね、ご芳情にお応えする所存でございます。
　今後とも変わらぬご支援ご協力を本学歯学部に賜りますよう、お願い申し
上げます。

歯学部創立50周年記念プロジェクト報告

1　募金目標額	 5千万円

2　募金の目的	 50周年記念事業の実施

	 　　◦　記念式典・記念祝賀会

	 　　　　2017年7月22日（土）　ホテルオークラ福岡にて

	 　　◦　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

3　募 金 期 間	 2015年10月〜2018年3月

4　募金の方法	 1口　10,000円

5　寄 附 総 額	 10,960,000円　（2016年3月末まで）
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六本松再開発地区イメージ　国道202号線より南を望む

※	九州旅客鉄道作成の外観イメージ図	〔九州旅客鉄道株式会社ニュースリリース（H27.3.23)より〕
　	であり実物とは異なります。

九州大学法科大学院長

村上 裕章

法科大学院六本松プロジェクト報告

1　募金目標額	 1億円

2　募金の目的	 ◦　「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

3　募 金 期 間	 2013年6月〜2017年5月　＊当初の期間を2年延長しました。

4　募金の方法	 1口　10,000円

5　寄 附 総 額	 20,636,500円　（2016年3月末まで）

　このたびは、九州大学法科大学院六本松プロジェクトにご寄附を頂戴し、
誠に有り難く、心より厚くお礼申し上げる次第でございます。
　何よりも、今回のご寄附に込め併せて頂戴した、当法科大学院の法曹養
成教育に対するご支援とご期待のお気持ちには、本当に力づけられ、同時
にまた身が引き締まる思いでございます。
　当職といたしましては、今回頂戴した「浄財」に込められた皆様のご期待
に応えるべく、西日本における中核法科大学院として、よりいっそう充実した
法曹養成教育を実現するため、陣頭指揮を執って参る所存でございます。
　今後とも、九州大学法科大学院に対するご理解とご支援を賜りますよう、
何卒よろしくお願い申し上げます。
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　平成27年4月、九州大学医系キャンパスに「医学歴史館」が開館しました。医学歴史館は、昨年秋に
落成式を終え、その後展示の準備を進めてきましたが、この程ようやく開館の運びとなりました。本学医学
部が残してきた大きな業績を後世に伝えるべく歴史的な資料や医療機器などを展示します。医学歴史館
建設にご賛同いただき多額のご寄附を戴いた皆様には深く御礼申し上げます。

　九州大学医学部の歴史は、明治36（1903）年の創立以来すでに1世紀を超えました。この間、1万3千
人以上の卒業生を世に送り出し、世界に誇るべき研究や臨床実績を残し、医学と医療の発展に大きく貢
献してきました。
　しかし、目まぐるしい速度で進む医療技術革新の中にあって、過去の歴史を顧みる機会はなかなかあり
ませんでした。医学・医療の歴史において本学医学部が果たしてきた役割や築いてきた功績を振り返り、
次に進むべき道を思索するための場が漸く完成したことになります。
　九州大学と医学部同窓会が共同運営するこの医学歴史館は、医学部創立時の解剖学講堂をほぼ忠
実に再現しています。かつての新入生は講堂内の階段教室で最初の講義を受け、ここから医学生として
の第一歩を踏み出しました。館内の歴史的資料だけでなく、医学歴史館自身も一つの展示物としてご覧
いただければ幸いです。

医学歴史館プロジェクト報告

1　募金目標額	 2億円

2　募金の目的	 ◦　医学歴史館建設

	 ◦　医学歴史館の運営

3　募 金 期 間	 2012年9月〜2015年11月

4　募金の方法	 1口　10,000円

5　寄 附 総 額	 223,722,951円　（2016年3月末まで）

九州大学大学院医学研究院長　住本 英樹
九州大学医学部同窓会会長　富永 隆治
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開所式 亭亭舎内部

　平成27年11月9日（月）、伊都キャンパスで、亭亭舎（ていていしゃ）及び皎皎舎（こうこうしゃ）の開所式
及びレセプションを開催しました。
　開所式には、久保総長をはじめ、丸野理事・副学長、安浦理事・副学長など48名が出席しました。また、
寄附者を代表して、新亭々舎プロジェクト代表の青木直之様、九州大学生活協同組合理事長、矢原徹
一教授にもご出席いただき、盛大に執り行われました。
　亭亭舎は、九州大学卒業生有志による六本松・亭々舎プロジェクト（九大 OB 相談のる研主催）への寄
附と、同プロジェクトの主旨に賛同した九州大学生活協同組合からの寄附により学生や教職員など九州
大学に関係する人々が集う場となることを願って建設されたものです。
　皎皎舎は、学生・教職員そして来訪者の利便性に資する福利厚生施設（店舗）として九州大学生活協
同組合から寄附を受け建てられたものです。
　亭亭舎の建物名称は、旧制福岡高校を起源とする旧六本松キャンパスの学生集会施設「亭々舎」を継
承しており、皎皎舎の建物名称は、公募により本学の卒業生である瓜生宏輝氏の案が採用されたものです。
　中国の南北朝時代の文人である孔稚珪（447〜501年）が著した「北山移文」の中に「其亭亭物表、皎
皎霞外」とあり、「亭亭」（ていてい）は、山や木などが高くそびえたつさま、また遠くはるかなさまを表し、「皎
皎」（こうこう）は、日や月の光が明るいさま、人柄の潔白さをも表します。二葉亭四迷の『浮雲』の中にも「亭
亭皎皎」という表現があります。亭亭舎・皎皎舎ともに、学生に愛される施設となることを期待しています。

（本記事は平成28年1月27日に九州大学ウェブサイトに掲載されたものです。）

新亭々舎プロジェクト報告

1　募金目標額	 2千万円

2　募金の目的	 ◦　亭々舎建設

	 ◦　亭々舎の運営

3　募 金 期 間	 2012年1月〜2014年1月

4　募金の方法	 1口　10,000円

5　寄 附 総 額	 6,560,500円　（2016年3月末まで）
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　甚だ微力ではありますが九大会員として基金の運営に賛同す
るとともに応援と協力をさせていただいております。私自身が生ま
れ育った福岡の地には強い思い入れがあり、母校には益々の発
展を強く期待しています。
　在学中は六本松や箱崎の校舎で伝統を感じながら学ぶこと
ができ、地域社会から強い期待を受けている九州大学を誇らしく
思っておりました。
　九大祭など学問以外の取り組みも精力的で地域社会との一体
感が生まれていたと学生時代を振り返ります。
　私事ですが卒業後は、仕事で福岡を離れてしまい大阪、東京、
シンガポールと異動し現在は海外生活をしております。国内外問
わず各地で九州大学の先輩後輩に出会うことが少なくありません。
その度に母校の話題で盛り上がり自身の励みとなっています。
　グローバルに活躍できる人材を輩出し、社会に貢献する大学で
あり続けることを願っております。

　在籍当時は日夜勉学に励ませていただきました（冗談抜きに）。
　今思えば、法務学府には全国の有名大学から精鋭が集い、優秀な頭脳たち
とゼミを組み、論を戦わすことができたこと、改めて貴重な経験だったなと思い
返します。何よりも司法試験に上位で合格するようなレベルの同窓が、何を考え
ているのか、間近で触れることができ、思考の追体験をさせてもらったことが今
の私の血となり肉となっています。
　貴重な経験を積ませていただいた九大に感謝し、寸志ではありますが、母校
の発展のため、寄附をさせていただきます。

　ご寄附をいただくにあたり、皆様から寄せられた、勉学・ご学友・サークル活動などの学生時代の思い
出、ご卒業後の本学とのつながり、教育・研究・診療等の本学に対する期待などを一部紹介させていただ
きます。

寄附者の声

国内外で先輩後輩に出会い励みに
長　克重 様　（経済学部　平成17年卒）

優秀な頭脳たちと論を戦わす貴重な経験
野村 允 様　（法務学府　平成21年修了）
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　関西同窓会に出席して、九大の希望と情熱、温かさに接し、感謝と応援の
思いで、ささやかながら寄附させて頂きました。『九大広報』に掲載される最
先端研究、研究者のスピリットに九大の将来への期待が膨らんできます。
　専門領域を越えたコラボレーション研究など、九大らしさを求めて種々の研
究企画が進められていることは、素晴らしいことです。
　新しいことであれば何でもよいというのではなく、九大らしいストーリーを持っ
て、じっくり育てる研究をますます発展させてもらいたいと思います。オール九
大で互いを大切にしながら、「九大ストーリー」を語り合う文化の醸成を願っ
ています。

　今回少しでもお役にたてばと思い、基金に寄附させ
てもらいました。
　毎年秋のホームカミングデーには妻と出席させても
らっていますが、伊都キャンパスが年々充実している姿
を見るのが楽しみです。
　私は、昭和39年に入学しましたが、勉学以外に何か
やりたいと考え、バドミントン部に入り4年間続けました。
部員には留学生もいて、学生リーグや七大戦等に参加
しましたが、試合後の全国各地への旅行等をはじめ、部活経験が自分の人格形成の原点になったと思っ
ています。息子が大学に入った時も何かスポーツをすることをすすめ、ラクロスを選んでU-19の日本代表
に選ばれて、国際試合も何回か出てよい経験になったと思います。
　バドミントン部の仲間とは50年たった今でも付き合いがあり、また九州の他大学のOBとの会合にも出席
しています。私を育ててくれた九州大学が、これからの国際化を見据えながら、ますます発展されることを
願っています。

関西同窓会で、希望と情熱、温かさに接す
山下 俊章 様　（農学部　昭和39年卒）

部活経験が人格形成の原点
髙田 和夫 様　（法学部　昭和43年卒）

部局の卒業生が加入できる同窓会のほか、地域別同窓会として、都道府県又は地域を単位とし、原則全部局の
卒業生が加入できる同窓会が各地にございます。

関西同窓会は夏のビアパーティと新年賀詞交歓会を開催しており、学部、年代を越えた卒業生の交流が盛んに
行われていますので、関西地区にお住まいのご卒業生の皆様はお気軽に足をお運びください。
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　九州大学では、クレジットカードによる継続寄附者、
もしくは一定額（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。
　社会のみなさま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、1万円以上のご寄附も対象と
しています。
　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。

　みなさまに喜んでいただける特典の充実に努めています。

九大会員のご案内

【九大会員】になるには、

【九大会員】の特典

九大会員証

＊最新の特典は、九大基金のサイトをご覧ください。

ぜひとも、ご入会いただき、九州大学を応援ください。

学内・学外施設利用

◦九大の附属図書館や各オフィス

　（博多駅・東京・大阪）のご利用

◦九州大学九重研修所（山の家）の利用

◦全国のホテル割引やレストランの割引など

生涯メールアドレスサービス

◦転職してもプロバイダ変更しても生涯、

　九大情報が届きます。

◦九大の最新情報をお送りし、

　企画やイベントにお招きします。

◦ご寄附の成果もご報告します。
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