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伊都キャンパス
平成17年から始まったキャンパス移
転事 業が完了し、東 西3k m、南北
2.5km、272haで単一キャンパスとし
ては国内最大規模の伊都キャンパ
スが完成。平成30年9月29日に椎木
講堂コンサートホールにおいて、伊
都キャンパス完成記念式典が開催さ
れました。
また、左の写真は記念式典にあわせ
て発刊された九大広報記念号です。
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表紙の写真について
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平成30年度

九大基金

給付型支援奨学金

Topics

中本博雄賞「海外留学支援（交換留学支援）」

トピックス

経済的に留学が困難で学業優秀な学部生に対して、留学の際に必要となる渡航費等を支給します。
支援
内容

▶

留学期間が6ヶ月以上（1年以内）の学生

▶

100万円×5名×20年＝1億円

留学期間が6ヶ月未満の学生

50万円×5名×20年＝5,000万円

中本博雄賞「海外留学支援（国際会議等参加支援）」
経済的に国際会議等への参加が困難で学業優秀な学部生に対して、国際会議等で研究成果を発表するため
の渡航費等を支給します。
支援
内容

25万円×10名×20年＝5,000万円

中本博雄賞「修学支援奨学金」
九州大学への入学を希望し、成績優秀であるものの、経済的に厳しく進学が困難な高校生等が、入学前に奨学
生候補者として採用され、入学後は奨学金返還の心配やアルバイトに明け暮れることなく、安心して学業に
専念できるように入学した学部の最短修業年限まで奨学金を給付します。
支援
内容

九州大学
「中本博雄賞」
の創設

学生の支援に役立ててもらいたい
中本 博雄

様

常に未来の課題に挑戦する大学
九州大学総長
九州大学基金本部長

（福岡市）

中本様は、太平洋戦争の言語を絶するような思いと環境の中、

久保 千春

このたび、中本博雄様より学生の支援に役立ててもらい

幸運にも旧満洲から引き揚げることができたものの、戦後も極めて

たいという趣旨で多大なご寄附をいただきました。
本学は、

貧しい生活を強いられたため、
九州大学への進学を強く希望しておら

このご寄附に対する思いを真摯に受け止め、
この賞を通じて、

れましたが、
その思いは叶いませんでした。
それでも勉強したいという

本学の学生が、日本国内のみならず海外においても貢献

思いは消えず、
高校卒業後、
働きながら独学にて静電気を使った任意

できる人材となるよう、
大学として教育に努めてまいります。

変倍可能なコピー機装置の特許を米国で取得し、昭和62年に地元

中本博雄賞は、中本博雄様（福岡市）のご寄附（5億1,600万円）に

福岡で株式会社ナカヒロ
（現 株式会社青陽社）
を創設されました。

平成30年度は、一般寄附及び使途特定寄附の趣旨にご
賛同いただいた方々、
九大会員にご入会いただいている方々

より創設したもので、
「 日本人で向学心止みがたく、経済的に恵ま

中本様は、
日本人で向学心止みがたく、
経済的に恵まれず、
特に優秀

より、約6億8千万円のご寄附をいただきました。
ご寄附い

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

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学生へ

ただいた多くの皆様のご理解とご支援に心より感謝申し

られる九州大学の学生」への支援であるとともに、この寄附行動が

の支援を希望されており、
また、
この寄附行動が呼び水となり、
日本の

上げます。

呼び水となり、日本の寄附文化醸成に貢献したいという寄附者の

寄附文化醸成に貢献したいという熱い思いをお持ちです。

熱い思いにより創設したものです。
平成30年5月11日（金）、中本様が伊都キャンパスを訪れ、本学か

本学は、中本様のご意向に沿った奨学金及び海外派遣支援制度と
中本様より久保総長へ寄附目録の贈呈

らは久保総長をはじめ役員が出席し、中本様から久保総長へ同賞の
目録が贈呈されました。
また、同日開催された「平成30年度九州大学開学記念式典」に
おいて、久保総長より中本様へ特別感謝状が贈呈されました。

開学記念式典で久保総長より中本様へ特別感謝状を贈呈
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中本様の
ご紹介

月額3万円×12ヶ月×44名×20年≒3億1,600万円

本学が、
平成の時代をかけて取り組んでまいりました伊都
キャンパスへの統合移転事業が平成30年9月に完了し、

しまして
『中本博雄賞』
を創設し、
同賞の①海外留学支援
（留学する際

国内・世界に誇れる素晴らしい伊都キャンパスが完成しま

に必要となる渡航費等を支給）
、
②国際学会等参加支援
（国際会議等

した。本学は、
この新しい未来型キャンパスである伊都キャ

で研究成果を発表するための渡航費等を支給）、③修学支援（学生が

ンパスを拠点として、教育・研究・診療

安心して学業に専念できるよう、
給付型奨学

など多様な活動を
「令和」
という新たな

金を給付）
により、
向こう20年間に渡り、
年間

時代とともに邁進し、常に未来の課題

約65名の学生が学業に専念し、
また、
海外留

に挑戦する大学として進化し続けます。

学等の貴重な機会を得ることが可能となり、

皆様には、今後も引き続きご支援い

学生もこの奨学金及び海外派遣支援制度を

ただきますよう、心よりお願い申し上

励みに、
更に学業に邁進してまいります。

げます。
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平成30年度

九大基金

Topics

トピックス

「淡墨桜」などの貴重種桜苗木のご寄贈

九大会員 終身会員制度の導入

岐阜県および盛和塾桜の会岐阜支部の方々から、九州大学基金の「伊都キャンパス植樹プロジェクト」

平成30年5月より、高額寄附者を顕彰するため、九大

の趣旨にご賛同いただき、桜の苗木80本をご寄贈いただきました。
ご寄贈いただいた苗木は、推定樹齢
600

9999999

会 員に終身会員制度を導入いたしました。
終身会員の
240
発行対象の方は、①九州大学基金に50万円以上のご寄附
120
いただいた方、②百周年記念事業に50万円以上のご寄附

約1,500年以上とされ、日本三大巨桜のひとつで有名な岐阜県本巣市の根尾谷にある国の天然記念物
45 5
500
5 45
「淡墨桜」のほか、同じく樹齢が1,100年を超えた国の天然記念物に指定されている岐阜県高山市一之宮
町にある「臥龍桜」や推定樹齢450年の岐阜県高山市荘川町にある岐阜県指定天然記念物「荘川桜」など

いただいた方、③九州大学基金と百周年記念事業にご寄

の貴重種桜苗木です。
52.2
平成31年4月15日
（月）、伊都キャンパスセンター2号館南側緑地において「国および県指定天然記念

附いただいた合計額が50万円以上の方になります。
55

5終身会員として基準額に達した寄附者には、終身会員証
＜有効期限なし＞を随時発行いたします。

4.8
物桜植樹式」を挙行しました。

九 大 太 郎
9999999
20XX年4月

終身会員

［九大会員 終身会員証］
九州大学のシンボルが金色に輝くゴールドの会員証

ご寄贈いただいた桜は樹齢が長く、100年、200年と時を重ねるごとに大樹となり、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ことを期待しています。

360

380

260

246

筥崎宮、
学習塾、
レジャー施設など九大会員特典充実

480

国および県指定天然記念物桜植樹式
4.8

52.2

5

盛和塾桜の会 寺岡様、
江﨑様、
岐阜県議会議員
恩田様、
久保総長による記念植樹

岐阜千年の春 桜通り キャンパスマップ

55

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30年度はさらに、筥崎宮、フタタグループ、はるや
まグループ、英進館、クック・チャム、マリンワールド海の
中道など九大会員向けの特典が53件増え、会員特典総数
は約150以上となりました。ぜひご利用ください。

120

淡墨桜

● 詳細は本報告書14ページをご覧ください。

臥龍桜

荘川桜

九州大学基金寄附者銘板の設置

九州大学オリジナルカレンダー
プレゼントキャンペーン実施

九州大学基金への寄附者に対する謝意の表明と

九大会員の「継続会員」1,000人を達成！

しまして、椎木講堂（伊都キャンパス）の2階 北ホワ

九州大学の四季や情景を楽しめるオリジナル

イエに銘板を設置し、
ご寄附いただきました法人・個

カレンダーを作成しました。
このカレンダーは九州

人
（匿名希望を除く）
の御芳名を掲載いたしました。

大学基金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ご寄附いただいた方に進呈し
ました。

九州大学では、学生・教職員の活動を支援する「九州大学基金」に、クレジットカード決済で継続的にご寄附
いただく方を
「継続会員」
として顕彰し、学内外の多数の特典を受けていただける九大会員証を発行していま
す。皆様からのご支援のおかげで、平成30年10月24日（水）ついに「継続会員」が1,000人（会員総数6,437
人）を突破することができました。本当にありがとうございます。
「九州大学基金」へのご寄附により本学をご支援いただいている皆様、
「九大会員」特典をご提供いただいて
いる提携企業様に心から感謝し、社会とともに発展する九州大学となりますよう、教職員・学生一同、引き続き
努力してまいります。

03

九州大学基金寄附者銘板
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平成30年度

山川賞
受賞者

貞松 陽菜

国際公務員を目指すため、大学院へ進学

法学部
平成28年度受賞

留学先のフランスから帰国後にまず、語学力の力試しをするためにフランス語検定を受験しました。
検定試験を受けたことがなかったので4級から順に勉強し、準2級まで合格することができました。面接
試験の際には現地で使っていた語彙を思い出しながら話すことができたので、4ヶ月という留学期間では
ありましたが、生活の中で自然と感覚が身についていたことを実感できました。
また、伊都キャンパスで
行われた「世界と繋がらnight」
では、1年生を中心とした後輩に部局間交換留学の経験について話をする
機会があったため、交換留学制度やボルドーでの生活などについて経験談を伝えることができました。
平成30年度の夏には法学部を早期卒業し、大学院法学府LL.Mコースに秋から入学しました。大学院進
学を希望した理由は将来国際公務員を目指すにあたって修士の学位が必要であったのと、
福岡にいながら
多国籍な留学生と共に1年間毎日英語で授業を受け、生活できる国際的な環境に魅力を感じたためです。
九州大学基金のおかげで、大学2年に山川賞に申し込んだ時には
想像していなかったたくさんの活動をこの2年間で経験することが
できました。留学という大きな夢を叶えることができたうえに、山川
賞を一緒に受賞した同期と2年間親交を深めることもでき、自分に
とっての大きな財産となっています。今後も九州大学でのご縁に感
謝しつつ、常に高い目標を持ち続け、先進国と途上国のサステイナブ
ルな発展に貢献できる人材を目指していきたいと思います。
法学部を早期卒業し、
大学院法学府へ進学

者 を 育 て る
若
う
担
を
代
次

山川賞

生物の「意識」
「知性」のメカニズムを解明したい

金谷 啓之
理学部
平成29年度受賞

将来、生命科学者になることを目指しています。
これまでの生命科学の研究手法の枠にとらわれず、
コン
ピューターサイエンスなども融合させながら、生命現象を多面的に分析したいと考えています。
生命科学者になるという目標の実現のため、山川賞のサポートのもとで研究活動を行ってきました。現
在は、サンゴやクラゲの仲間であるヒドラを用い、その睡眠制御機構について研究しています。睡眠の研究
は、マウスなどの比較的ヒトに近い実験動物を用いて盛んに行われています。
しかしながら、睡眠のような
高次生命現象を考えるうえでは、
「そもそも睡眠とは何か」、
「睡眠の根源は何か」
という問いに直面してし
まいます。その際、有効になるのは生物の多様性を利用し、哺乳類よりもシンプルな神経系における睡眠を
検証するアプローチです。
ヒドラは、最も原始的な神経系を持つとされており、その睡眠機構を明らかにす
ることは、睡眠の根本的メカニズムの解明につながる可能性があります。

［ 山川健次郎初代総長の名を冠した賞 ］

山川賞のサポートを受けて研究を行う中で、将来的にどのような研究をし
たいのかを具体的に思い描くことができるようになりました。生命科学・生物

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

学の研究は、
マウスなどのモデル生物を集中的に研究する傾向にあるが、それ

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。

だけでは生体機能の本質的な意義に迫ることはできないと考えています。
とり

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

わけ、神経科学に興味を持っており、将来的には生物の「意識」や「知性」のメカ

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

ニズムを解明したい。在学中に、
シンプルな生物を用いて睡眠や記憶の研究に

で活躍することを目指し、日々活動に取り組んでいます。

取り組み、将来の研究活動のストラテジーを考えたいと思います。

平成24年度の創設から7年目となった平成30年度の山川賞は、2年次生19名、3年次生19名、計38名の申

第25回日本時間生物学会学術
大会での発表

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。

05

06

九州大学基金活動報告書 | 支援助成

荒岡 草馬

ドイツ ミュンスター大学に留学

法学部4年（採択時）

日本を客観的な視点から見つめ直すことができた
ミュンスター大学が提供する留学生向けの授業を履修し、
ドイツ法に関する基礎的な知識を養ったほか、
米国・英国憲法の授業等にも参加し、日本やドイツが採用する大陸法系の法システム以外についても教養
を深めました。
ミュンスター大学法学部に設置されている「ITM（情報通信メディア法研究所）」にも訪問し、
主任教授であるトーマス・ヘーレン先生から、私が研究対象としている情報法、
とりわけ、海賊版サイトによ
る著作権侵害や公共放送制度に関するテーマについてアドバイス
をいただきました。
学問以外の分野では、現地のドイツ人学生や、私と同じ交換留学
でミュンスターに集った留学生とともに、
スタムティッシュ
（それぞ
れの国の文化や料理を紹介し合うイベント）に参加したほか、
ドイ
ツで長年に渡って活動している日本人コミュニティの人々とも友
好を深めました。休暇期間などには、
ヨーロッパの主要な都市を旅
トーマス・ヘーレン教授「ITM（情報通信メディア
法研究所）」
を訪問（左が本人）

海外
派遣

学 生 の 国 際 性 を 育 て
る
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行し、日本では経験できないような幅広い文化や価値観の違いを
体験することができました。

有馬 麻衣
IADR 2018 国際歯科研究学会議（イギリス）

将来歯科医療の発展に貢献することを夢見て

歯学府
博士課程4年（採択時）

平成30年7月に開催された2018 IADR/PER General Session & Exhibitionに参加し、ポスター
セッションにおいて研究発表を行いました。
「歯原性幹細胞を活用した組織再生誘導による新規歯内疾患治療法の開発研究」の一環として行って

［ 海外留学渡航支援 ］

いる、Wntシグナル活性化因子R-spondin2における新たな研究成果を「R-spondin2 enhances

学生が、海外の大学等で学ぶことにより、語学力・

osteoblastic diﬀerentiation of immature human periodontal ligament cells」
というタイトルで発表しま

コミュニケーション能力・プレゼンテーション能力・行

した。今回の発表内容は、R-spondin2がカノニカルWnt/β-cateninシグナリングの活性化を介して、未分

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30年度は、ヨーロッパ・アメリカ・アジアなど
への留学75件の支援を行いました。

化なヒト歯根膜細胞の骨芽細胞様分化を促進することを報告しており、R-spondin2が歯周組織の再生に
寄与する可能性を示唆したものでした。
セッション時間には、
主に再生研究に携わっている先生方から大変
貴重なご意見をいただくことができました。
特に、R-spondin2は近年になって注目されるようになった因子で
あることから、その作用機序や、口腔領域における過去の知見・報告
に関する質問を受け、
今後研究を発展させていくうえで必要な視点お
よび実験内容に対する助言をいただきました。これらのご指摘は今

［ 国際会議等参加支援 ］

後の研究にとって大変重要なものであり、今回の学会で得た一番の

自国の文化や歴 史を知り、自分の考え方を国 際

学生が、国際会議等において研究発表するための

成果であったと考えています。
また、
セッション参加を通して、
関連領

社会で主張できる論理的思考力、積極的姿勢や発信

機会を増やすことにより国際感覚の醸成を図ることを

域の研究者と英語でコミュニケーションを取り、
質疑応答を相互に行

出来る語学力を兼ね備える学生の国際性を育てる

目的とし、国際会議等に論文を提出し、研究成果を発

ための支援助成事業を行っています。九州大学基金

表するための渡航費等を支援します。平成30年度は、

では右記の２つの支援を行っています。

93件の支援を行いました。

う機会が多々ありました。このような英語でのコミュニケーションは
国際学会でしか経験できない貴重なものであり、大変有意義な経験
ができたと思います。

IADR 2018 国際歯科研究学会議にて指導
教員の前田英史教授と
（右が本人）
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課 外 活動など
学 生の創造と
挑 戦を支える

学生の活動支援

『 チャレンジ＆クリエイション（C＆C）』
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、

『 課外活動支援 』

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30年度は、大学公認サークル
20団体に支援を行いました。

アメリカン
フットボール部

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30年度は、Cold storage for vegetables, drugs, vaccines in remote areas without electricity
（電気のない環境下における農産物・救命用医薬品等の冷蔵貯蔵の開発）や「食」にまつわる大学発信のプロ
ジェクトなど６件のプロジェクトを採択しました。

九大基金支援助成により、
「ワイヤレススポッターシ
ステム10人用」を購入いたしました。
こちらのワイヤレ
ススポッターシステムは平成30年5月に行われた九州
学生アメリカンフットボール選手権の準決勝より使用

「Cold storage for vegetables, drugs, vaccines in remote areas without electricity
（電気のない環境下における農産物・救命用医薬品等の冷蔵貯蔵の開発）
」
代表

Mahbubul Muttakin（マブブル ムタキン）（総合理工学府 博士課程3年）

本プロジェクトでは、新興国の課題を解決するため、
電気の通っていない農村地区の農作物や救命用医薬
品を保存する冷蔵機器の開発を行いました。

ています。
現在、バングラデシュの銀行による融資や、複数の現
地企業からは、冷蔵スペースとなる場所の提供や機器

新興国の農村地区では、電気がないために大量の農

開発のための人的・技術的協力など協力体制も構築さ

作物を生産しても貯蔵ができないという課題がありま

れつつあり、2019年9月九州大学卒業後には、母国に

す。対象地域とした母国のバングラデシュでは、国民の

戻り、本格的に事業拡大を目指す予定です。

しています。九州大学基金の関係者様をはじめ、購入の

第42回 2018年秋季リーグ第3節（2018.9.30）

ためにご尽力いただいた多くの方々へ深く感謝申し上

1本だけで数kgと重く携帯性に乏しいうえ、通信は線

げます。

がつながった1対1に限られます。そのため従来の無線

スポッターシステムは、戦術分析力が勝敗を左右す
るアメリカンフットボールにおいて必須アイテムです。

式と有線式の併用では、情報が隅々に行き渡るまでに
多くの時間を要していました。

試 合 会 場 の 高 い 位 置 か ら 戦 況 を分 析する「ス ポッ

今回の九大基金により、無線による通信システムを

ター」
と呼ばれる役割と、フィールドサイドで実際に指

完備したことで、
通信経路を多彩に変化させてめまぐる

示を出すコーチとが連携し、密な情報交換を行うこと

しい戦況の変化により早く対応し、さらに深い戦術構

が非常に重要となります。
これまでは、無線式と有線式

築を行うことが可能となりました。無線機の数が増え

のスポッターシステムを併用していました。有線式は

たことで、
さらなる戦術分析力の向上が期待されます。

64％が田舎に居住しており、3,000万人以上の農家が
農作物の販売を行っています。
しかしながら、ほとんど

化学研究部

の農家は、貯蔵する冷蔵スペースにアクセスできない
ために、農作物を貯蔵できず廃棄してしまっている状

薬品棚を購入していただいたことで、部室でそれらの
薬品器具の統合管理が可能になりました。薬品棚で統

況です。私たちは、太陽光と水の蒸発による熱交換シス

九大基金支援助成への採択、誠にありがとうござい

テムを利用し、安定した電気の供給がない環境でも、安

ました。活動をより円滑にするため薬品棚を購入させ

定した冷蔵スペースを作る冷蔵機器を開発しました。

ていただきました。

さらに、機器自体も安価に製造できるため、
この機器の
普及に努め、新興国の重大な食糧問題の解決を目指し

ということを繰り返していました。今回の支援助成で

C&C2018総長賞 最優秀賞を受賞（右から2人目が代表）

私たち化学研究部は平成29年に発足しました。正確
には部員不足で長年休部状態だった化学研究部を再

合管理ができるようになってから、予備実験の効率が
大幅に上昇しました。
これからも
「理科嫌い」から「理科大好き」
という子ど
もが一人でも増えるように私たち九大化学研究部は
活動していきます。

建しました。それは今思い返せば僕たちの「子どもの理
科嫌いをなくしたい」
という強い思いがあったからだ
と思います。
しかし部の再建ともなると簡単なことばか

教職員への支援

若手事務・技術職員の能力開発

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30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いました。
▶

職員海外研修 （アテネオ・デ・マニラ大学）
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。
（事務職員2名参加）
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りではありませんでした。その中の一つに薬品、器具の
管理がありました。
化学研究部では化学教室を通して小学生に理科の
楽しさを伝える活動をしていますが、その教室ごとに
行う実験を開発しています。教室の開催当日まで何度
も何度も予備実験を繰り返します。
しかし部活開始当
初は実験に用いる薬品や器具を保管しておく棚等がな
かったため、毎週部員が家に持ち帰っては持ってくる

夏に毎年開催している
「夏の自由研究教室」
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九州大学基金 平成30年度の概要

● 一般寄附の件数・金額の推移
2,500
（件）

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

一般寄附（件数）

2,342

1,082

使途特定寄附
寄附総額

2,829
296
1,044

1,751件

32,171,868円

814件

650,654,840円

2,565件

682,826,708円

0

1,363
50,000

H26

404

65,065
2,000

1,000

1,000

500

3,217

1,621

276

794
H27

H28

H29

814

669

H30

0

0

● 九大基金寄附額累計
及び年度末保有額

使途特定寄附の詳細は、15ページを参照

1,477

1,500

1,751

1,500

500

75,000
（万円）

使途特定寄附（件数）
使途特定寄附（金額）

3,000

1,000

一般寄附

2,000
（件）

一般寄附（金額）

支援助成事業を実施しています。

平成30年度は、総額約6億8千万円のご寄附を頂戴しました。

4,000
（万円）

2,000

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、年間約1億円の

● 使途特定寄附（特定資金・
プロジェクト）の件数・金額の推移

4,945

6,196

H26

H27

25,000

16,332 19,315
H28

H29

H30

0

● 支援助成額及び支援助成件数
教職員等支援

学生支援

九大基金

● 九州大学基金収入
運用利益
1,172万円

創設時
平成30年度残高
寄附累計（平成30年度末）

● 九州大学基金支出

694,551,878円

254,757,794円
一般寄附

5,000
（百万円）

国際理解教育
振興支援
50万円
文学部等
運営経費
200万円

使途特定寄附
（特定資金）

一般寄附
3,217万円

日本ジョナサン・
KS・チョイ
文化館建設資金
6,629万円

使途特定
プロジェクト
3,630万円

ロバート・ファン
基金
2,956万円

運営資金
2,762万円

1,878
(29件)

8,000

61
3,340 3,635
3,340

3,000

使途特定寄附
（プロジェクト）
8,259万円

2,500

71
3,696

180
3,767

3,051

3,025

3,122

創設時
H23

H26

221
3,947

4,168
3,526

2,000

3,086

H27

H28

H29

0

H30

H26

H27

九州大学では、毎年約30億円を

法人・団体
9,274万円

学内教職員・
退職教職員
1,048万円
有志・一般
354万円
保護者
473万円
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3,500
（百万円）
3,000

企業や個人の方に、学術研究や教育

2,500

の充実のためにご寄附いただいて

2,000

います。

1,500
1,000

有志・一般
51,600万円

H28

H29

H30

寄附金受入額の推移
寄附金（九大基金除く）

卒業生・在学生
5,534万円

300
(6件)

100
(2件)

8,231
9,320
(185件) 8,610
8,460 (251件)
(202件) 7,667 (196件)
4,000
(179件)

九州大学全体の寄附

● 平成30年度寄附者属性

100
(2件)

683

4,000

3,500

使途特定寄附
（特定資金）

2,129
(27件)

6,000

支援助成事業
6,491万円

使途特定寄附
（特定資金）
7,963万円

中本博雄賞
51,600万円

10,000

年度末保有額

4,500

使途特定寄附
（プロジェクト）

12,000
（万円）

33億4,077万6,957円
35億2,611万9,532円
48億5,076万3,204円

2,729

2,845
69

59

2,669

2,775

2,909

九大基金

3,145

695
221

179

2,729

3,339

2,924

2,644

H29

H30

500
0

H26

H27

H28

※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。
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九大会員のご案内

■ 九大会員の特典

スマートフォン
からはこちら

企

九州大学基金では、
クレジットカードによる継続

全

寄附者、もしくは一定額以上の寄附者を対象とし

国

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、

【九大会員】になるには

平成30年度末現在、6,912人（うち1,043人が継

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）

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。

● 九大会員継続
寄附者数
及び年間寄附額

1,200
（人）

7,000
（千円）

年間寄附額
継続寄附者総数

1,043
6,000

卒業生
900

6,077
872

教職員

保護者

3,996

九

2,428
1,651
919

0

九大会員総数（人）

101

110

94

393
223

2,000
257

岡

214

230

441

3,000

州 ・ 福

488

在学生

321
53

215

55
●●●●●●
3629 1010 15 1

●●●●
36 23 20 2

●●●●
90 45 24 5

●●●
57 17 11

●●●
64 53 13

H25

H26

H27

H28

H29

H30

10,761

11,162

11,836

12,714

13,873

6,912

在学生
2%

保護者
15%

学内施設

学内教職員
10%

卒業生
61%

内

容

フタタグループ

商品代金の総額から10％割引

はるやまグループ

はるやま
P.S.FA
（パーフェクト スーツ ファクトリー）
大きいサイズの店 フォーエル

商品代金の総額から10％割引

スポーツクラブNAS（※一部施設除く）

入会金及び入会事務手数料を無料

個別指導塾スタンダード

無料指導3コマ分を進呈

など

筥崎宮（福岡市東区）

神苑花庭園の入園料割引

など

筥崎宮ウェディング（福岡市東区）

ご婚礼費用から10％割引

など

筥崎宮迎賓館 ラ セゾン（福岡市東区）

ご飲食代金から10％割引

箱崎料飲店組合 9店舗（福岡市東区）

各店舗で会員特典をご用意

箱崎商店連合会 13店舗（福岡市東区）

各店舗で会員特典をご用意

英進館（九州・広島）

月額学費を3ヶ月間20％割引

クック・チャム（九州内直営28店舗）

会計金額より5％割引

八仙閣（福岡県内９店舗）

ご飲食代金から5％割引

浜地酒造（福岡市西区）

会計金額から5％割引

志摩シーサイドカンツリークラブ（福岡県糸島市）

ビジター料金より10％割引

博多湾クルージング MARIERA（福岡市博多区）

通常クルーズ料金から10％割引

マリンワールド海の中道（福岡市東区）

特別入館券を期間限定販売（最大30％割引）

KKRホテル博多（福岡市中央区）

ブライダル割引

など

博多サンヒルズホテル（福岡市博多区）

ブライダル割引

など

福岡リーセントホテル（福岡市東区）

レストラン10％割引

ゲストハウス HARE to KE（福岡市東区）

宿泊料金より10％割引

ビストロ オー・バスクー（福岡市博多区）

ご飲食代金から5％割引

富士宮やきそば シノリ屋（福岡市東区）

ご飲食代金から5％割引

など

センチュリーカフェ（病院キャンパス）

ご飲食代金から5％割引

など

総合体育館屋内プール（伊都キャンパス）

九大会員料金にて利用可能

0

● 九大会員 会員属性

退職教職員
5%

典

など

など

1,000

171

●●●●●●
2218 2 1 9 1

有志・一般
7%

特
メンズ&レディス 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）

4,000

退職者

300

舗

5,000

有志・一般

600

業 ・ 店

平成30年度に新しく加わった九大会員特典提携企業・店舗

など

※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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寄附の種類

一般寄附と使途特定寄附

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。

一般寄附
使途特定寄附

ヨット部艇庫建設・活動支援基金

女性研究者活躍促進プロジェクト

2016年12月〜2021年11月

2017年1月〜2021年3月

目標額：1千万円

目標額：2千万円

九州大学ヨット部OB会「帆友

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

会」が中心となり、九州大学

化していくには、女性の活躍促進は不可欠であり、女性研

ヨット部 の 艇 庫建 設 及び 部

究者や女子学生に対する支援に

の活動費用支援のための寄

より、本学の発展に寄与するプロ

附を募るものです。

ジェクトです。

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

2017年10月〜

2018年4月〜2021年3月

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。

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。

■ 継続中のプロジェクト

修学支援事業基金

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

中央図書館は、九州大学附属図書館全体を統括する中核

活動における安全の確保、安全教育の充実、事故災害の発

的存在であり、2018（平成30）年10月に箱崎地区から伊

生防止、安全意識の向上を図るために毎年10月1日を「九

都地区へ移転が完了し全

州大学安全の日」として定め、

面開館しました。学習研

「九州大学安全の日」を通して

究 環 境の 一層の 充 実を

この事故を後世に伝え、学生

はかるべく、未来に向け

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

及び教職員の一層安全な教育

た夢と希望を発信する事

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

研究活動を推進することを願

業として整備事業を実施

程度を選考し、返済不要の「九州大学修学支援奨学金」を

い、事業を実施するものです。

します。

2016年10月〜

目標額：1千万円（年間）

目標額：5千万円

給付します。

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

2013年6月〜2020年5月

2016年3月〜2021年3月

目標額：1億円

目標額：1千万円

九州大学法科大学院は、2017（平成29）年9月より福岡市

50年先、100年先を見据えた伊都キャンパスの研究教育

中央区六本松の九大跡地に移転し、業務を開始しました。

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

六本 松における 本

するための植樹への寄附を募るものです。2018（平成30）

学の法 曹 養 成 教 育

年、岐阜県および「盛

を より 一 層 充 実し

和 塾桜 の会」岐阜支

たも の とするた め

部の方々から、本プロ

の 寄 附 を募 るもの

ジェクトの趣旨にご

です。

賛 同いただき 、貴 重

2015年11月〜2018年9月

目標額：1億円

「芸術工学」は2018（平成30）年に50周年を迎え「新た
・・ ・

づ くり

な価値 創造・芸術工学のあるくらし」をスローガンとして
記念事業を進めてまいりました。皆様方のご協力のもと
お 蔭 様をもちまして 芸 術
工学50周年記念事業を無
したので、ここにご報告い
たします。

寄贈いただきました。

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

2016年7月〜2020年3月

2016年7月〜2020年3月

目標額：1億円

芸術工学五十周年記念祝賀会

伊都キャンパス『プール温水化支援事業』基金

九大フィルハーモニー・オーケストラ活動支援事業

2017年1月〜2018年12月

2018年2月〜2018年12月

目標額：5千万円

目標額：5百万円

九州大学水泳部後援会は、九州大学水泳部・九州大学水球

九大フィルハーモニー・オーケストラは、1909（明治42）年

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

に発 足し 、2019（ 令 和 元 ）年に 創 立110周年を迎 える

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

あたり、学生主体による記念碑的な活動を支援するため

九州大学文学部同窓会は、1957

九州大学農学部は、1919（大正8）年に九州帝国大学農学

の寄附活動を行いまし

の寄附を募りました。皆様からご支援をいただき、第200

（昭和32）年に発足し、2017（平成

部として設置され、2019（令和元）年に創立百周年という

た。皆 様から多大なご

回定期演奏会、創立110周年記念の東京公演「特別記念

29）年には創立60周年を迎えまし

記 念 すべき年を 迎 えます 。農 学 教

支援をいただき、プール

演 奏 会 」も 無

た。後輩への支援の一層の充実と、

育・研究の更なる充実を図ることで、

温 水化 設備 の 整った、

事 に 終 演 いた

母校との 連 携を更に強 め るため

農学部の今後の発展と社会への貢

立派な屋内プールが完

しましたので、

に、文学部同窓会60周年記念事業

献を目指し、農学部創立百周年記念

成しましたので、ここに

ここにご 報 告

を行います。

事業を実施します。

ご報告いたします。

いたします。
総合体育館屋内プール完成式
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芸術工学50周年記念事業プロジェクト

事に終了することができま

種 桜 苗 木 8 0 本をご

目標額：1千万円

平成30年度
終了したプロジェクト

九大フィル特別記念演奏会（撮影：有山正樹）
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九州大学基金活動報告書 | 寄附の種類

■

使途特定寄附 詳細

資料

目標額
●

修学支援事業基金

法科大学院六本松
プロジェクト

芸術工学50周年記念事業
プロジェクト

1千万円（年間）

1億円

1億円

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

●
●
●

内容

九州大学法科大学院生の学習
支援

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

募金期間

2016年10月〜

2013年6月〜2020年5月

2015年11月〜2018年9月

方法

任意の額 ※税額控除対象寄附

5,000円／口

5,000円／口

主催等

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

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

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

人文社会科学系事務部教務課
TEL 092-802-6374

芸術工学部事務部総務課
TEL 092-553-4429
E-mail geiko50jigyo@jimu.kyushu-u.ac.jp

平成30年度寄附額

1,266,000円

4,130,000円

960,000円

9,271,000円

36,184,877円

13,986,000円

伊都キャンパス植樹
プロジェクト

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

1千万円

1千万円

1億円

寄附総額

（H31.3末）

目標額
●

内容

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

●

●
●

募金期間

2016年3月〜2021年3月

方法

1,000円／口

主催等

キャンパス計画及び施設管理委員会
キャンパス計画室

問合せ先
平成30年度寄附額

寄附総額

（H31.3末）
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図書室の充実

目標額
づ くり

総務部同窓生・基金課
TEL 092-802-2150
E-mail k-kikin@jimu.kyushu-u.ac.jp

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
2016年7月〜2020年3月
法人
個人

10,000円／口
5,000円／口

九州大学文学部同窓会

●

●

内容

記念建築物

●

記念植樹

●

百周年記念誌発行

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

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

●

プール建設に伴う温水化・関連
施設

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

●

●
●

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

募金期間

2016年12月〜2021年11月

2017年1月〜2018年12月

方法

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

主催等

帆友会
（九州大学ヨット部OB会）

問合せ先

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

平成30年度寄附額

2,750,000円

403,000円

505,000円

6,020,000円

19,383,000円

1,691,000円

寄附総額

（H31.3末）

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

九州大学水泳部後援会
E-mail qswimob@gmail.com

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

附属図書館中央図書館
整備事業

設定なし

5百万円

5千万円

「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

●

2016年7月〜2020年3月

5,000円／口

九大フィルハーモニー・
オーケストラ活動支援事業

●

内容

2017年1月〜2021年3月

教育研究活動における安全管理・
安全教育活動支援基金
目標額

百周年記念式典・記念公演・祝
賀会

●

●

ヨット部艇庫建設・
活動支援基金

●

●

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

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

●

●

●

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

10,000円／口
主催：九州大学農学部
共催：九州大学農学部同窓会

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

農学部百周年記念事務局
TEL 092-802-4851
E-mail agr-kinen@agr.kyushu-u.ac.jp

864,000円

1,272,460円

13,777,000円

5,872,000円

3,503,460円

49,718,400円

募金期間

2017年10月〜

方法

1,000円／口

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

九州大学附属図書館

問合せ先

総務部総務課
TEL 092-802-2122
E-mail syahosa1@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

附属図書館図書館企画課
TEL 092-802-2471
E-mail tokkikaku@jimu.kyushu-u.ac.jp

28,000円

5,602,000円

3,954,680円

1,822,780円

7,622,000円

3,964,680円

平成30年度寄附額

寄附総額

（H31.3末）

2018年2月〜2018年12月

2018年4月〜2021年3月

個人・法人

個人・法人

10,000円／口

5,000円／口
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