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令和2年度

表紙の写真について
九州大学箱崎キャンパス
旧工学部本館

１００年の歴史を有する九州大
学・箱崎キャンパス跡地は、現在、
再開発が進められていますが、旧
工学部本館、本部第１校舎、九大
正門などは近代建築物として保
存・活用することが決まりました。
左の写真は九大正門です。
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2021（令和3）年９月

九州大学総長
九州大学基金本部長　石橋 達朗

九州大学基金へご寄附いただいた皆さま、
心より感謝申し上げます。
　九州大学は、2011（平成23）年の創立百周年を迎えるにあたり、学内外から広く寄附を募る「百周年

記念事業募金」を2006（平成18）年に設け、また創立百周年の記念事業として、「知の新世紀を拓く」

というスローガンの下、教育研究環境の整備充実、産学連携・地域連携・国際交流の推進などに取り

組んでまいりました。

　「九州大学基金」は、百周年記念事業募金を原資に2011（平成23）年に設立し、創立百周年の記念

事業の一部を継承するとともに、高い志を持つ学部学生を支援する「山川賞」をはじめ、海外留学渡航

支援など独自の学生支援を行っております。これらの支援は、次世代を担い、国内外の様々な分野に

おいてリーダーシップを発揮できる、高い専門性と幅広い教養を身につけた優れた人材を育成するため

の重要な取り組みであり、今後も継続してまいります。

　昨年から全世界で猛威を奮っている「新型コロナウイルス感染症」の脅威は、未だ収束の兆しが見え

ません。九州大学では、コロナ禍により経済的に困窮し、学業の継続が困難な学生を支援するため、

「新型コロナウイルス対策学生支援基金」及び「新型コロナウイルス対策留学生支援基金」を新たに

設け、皆さまから温かいご寄附をいただき、多く学生に経済支援を行うことができました。

　「九州大学基金」では、このように予め使途を定めて募金を行う「使途特定プロジェクト」事業も数

多く展開しており、皆さまからいただいた貴重なご寄附を、学生に対する経済支援や教育研究活動に

対する支援などに、有効かつ大切に活用させていただいております。

　本報告書は、九州大学基金による2020（令和2）年度１年間の活動状況を皆さまにご報告するとともに、

九州大学並びに九州大学基金の取組をご理解いただくために作成しているものです。

　今後とも、「九州大学基金」への心強いご支援・ご協力を、宜しくお願い申し上げます。
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九大基金
Topics

トピックス

令和2年度

　令和２年、新型コロナウイルス感染症の爆発的な拡大は、私たちの生活を

一変させ、学生にとっても大きなダメージを受けることとなりました。

　九州大学では、学生が少しでも安心して学業に専念できるよう、国からの

特別定額給付金や日本学生支援機構による奨学金の緊急支援に加え、独自

の支援策として、「緊急授業料免除」の実施、「緊急学生支援金」の給付を行い

ました。

　しかしながら、上記支援のみでは学業を継続することが困難で退学を考え

ざるをえない学生もおり、これらの学生に対しての更なる支援を検討しまし

たが、多くの学生を支援するための財源が十分に確保できない状況でした。

　そこで九州大学では、学生が経済的な理由で学業を断念することがない

よう、九州大学基金内に新たに「新型コロナウイルス対策学生支援基金」「新型

コロナウイルス対策留学生支援基金」の２つの基金を設け、学内教職員や同

窓生、また、日頃より九州大学とご縁をいただいている皆さまに広くご支援

をお願いすることといたしました。

　その結果、皆様から総額５千万円以上の温かいご支援をいただき、それを

原資に「学業継続給付金」として、４６５名の学生に対して支援を行うことが

できました。このことに心より感謝いたします。

　新型コロナウイルス感染症の脅威は未だ収束する兆しはなく、学生を取り

まく環境も厳しいままですが、未来を支える学生が学業を断念することが

無いよう、本学も尽力してまいりますので、引き続き皆様からのご支援を

よろしくお願いいたします。

コロナ禍の支援
～学生の未来のために～

1,110件

54,658,031円

寄附受入実績 支援実績

　コロナウイルスによる影響が各所で起こ

る中、その余波として学生の皆様が厳しい現

実に直面している事実を知り、九州・福岡に

本社を置く企業として少しでも地域社会に

貢献できることはないかと考え、貴学の「新

型コロナウイルス対策学生支援基金」に寄附

させていただきました。

　当社は「変化をチャンスと捉え積極的な挑

戦を」を経営哲学としてホームセンターの運

営や電子工作キットの製造等を行っており、

新しいことに挑戦するうえで、優秀な人材の

育成と「日々学び続けること」の重要性を感

じています。

　今回の寄附金が、学生の皆様の日々学び

続けるための経済的な支援に、少しでも繋が

れば幸いです。

【学部生（３年）】

　皆様からの温かいご支援は経済的な面だけでなく精神

的な面でも支えとなりました。昨年はほとんど大学に行け

ず、大学入学の本来の目的を見失いそうになることもあ

りますが、そのような時に支援いただいている皆様のこと

を思い浮かべると初心に帰ることができ、日々何をすべき

か考えながら生活できております。ご支援いただいた皆様

もコロナ禍で苦しい思いをされている中で我々のために

ご寄附いただいたこと、誠に感謝しております。

【大学院生（博士１年）】

　経済的な理由で博士課程への進学を断念しようかと考

えておりましたが、給付金のおかげで、現在博士課程に進

学し、研究にいそしむことができております。これはご寄

附いただいた方々のおかげです。大変感謝しております。

【留学生（博士３年）】

　COVID-19の影響で、私は1年以上も両親のもとに帰っ

ておらず、勉強を続けるための貯金も尽きてしまいまし

た。それは、私にとって非常にストレスの多い、孤独な時

間でした。

  幸いなことに、皆さんの支援を受けるチャンスをいただ

きました。それは単に金額だけではなく、励ましや慰めに

もなります。私に手を差し伸べてくれる親切で暖かい心を

持った方がいることを実感しました。私は、絶えず勉強に

励み、誰かが助けを必要としているときには手を差し伸

べられるように親切にしたいと思います。

変化をチャンスととらえ
積極的な挑戦を

「学業継続給付金」受給者の声

株式会社グッデイ（本社：福岡市博多区）

コロナ禍における九大生の状況
（学業継続給付金申請者へのアンケート）

住居形態

「新型コロナウイルス対策学生支援基金」　　および
「新型コロナウイルス対策留学生支援基金」　　における
寄附受入・支援実績 （令和２年度）

令和２年
５月創設（ ）

令和２年
7月創設（ ）

件数

金額

465名

46,500,000円

対象者

支援額

一人暮し
78%

実家
22%

親等からの仕送り

なし
72%

あり
28%

アルバイトによる収入（月額）

４万円未満
67%

４万円以上
33%

寄附者の声

代表取締役社長　柳瀬 隆志 氏

※数字は２つの基金の合計
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九大基金
Topics

トピックス

令和2年度

　令和２年１０月、伊都キャンパスの椎木講堂と中央図書館をつなぐ中間地点に出現した、白い建物。それがこの

「フジイギャラリー」です。九州大学としては初となる本格的なこのギャラリーは、九州大学の同窓生である藤井

德夫氏（昭和３９年法学部卒）のご寄附により実現いたしました。九州大学からの謝意を込め、建物には同氏の

お名前を冠させていただきました。

　藤井氏は常々、“自分のように創業を目指す学生達が、どんどん育ってほしい”“九州大学の学生が大志をもち、

より大きく羽ばたいてほしい”と願っておられるとのこと。今回はその思いが、“大きく羽ばたく鳥の羽”として、

この建物のデザインに反映されています。

　建物内部は、木のルーバーで和的な演出をしつつ、白とグレーでモダンな仕上がりとなっています。開放的な

ギャラリー１（G1）と、高天井のギャラリー２（G２）からなり、前者は交流とくつろぎを促す多目的な空間、後者は

展示や配信を核とした創造と発信の空間として位置付けられています。

これまでの伊都キャンパスにはなかった魅力的なこれらの空間は、この

場所での今後の様々な可能性を感じさせてくれます。

　現在、グランドオープンにむけ、着々と準備がすすめられています。令和

４年度には、華々しくオープンを迎え、たくさんの皆様に笑顔でご来場

いただけるようになることを願います。

「フジイギャラリー」完成

■構造：平屋建て　鉄筋コンクリート造　　■面積：延床面積　393.24㎡

■高さ：10.20ｍ　　■工期：令和2年2月～令和2年10月

フジイギャラリー 施設概要

ギャラリー1

　このたび伊都キャンパスに素晴らしいギャラ

リーが完成し、その運営を当館が担うことになりま

した。ご寄附の使途として様々な選択肢がある中

で、「展示」が可能となるギャラリーの建設にご賛同

くださった藤井德夫様に深く感謝を申し上げます。

　フジイギャラリーの二つの魅力的な機能的空間

をふまえ、当館では、“見せるだけの展示”にとどま

らず、このギャラリーが伊都キャンパスにおける新

たな交流拠点となり、異分野越境の刺激的な場と

して機能するよう工夫を凝らすことにいたしまし

た。新型コロナ感染症拡大防止のため、当面は学

内限定利用といたしますが、令和４年度のグランド

オープンにむけ、来場者の行動観察・ニーズの抽出・

試験的催事などを行い、公開後のよりよい運用の

ためのデータを収集・分析中です。

　博物館本体は、引き続き箱崎サテライトで活動

を継続していくことになっており、フジイギャラ

リーは、100年の歴史をもつ九州大学創設の地で

ある箱崎サテライトと、新たな100年を形成しよう

としている伊都キャンパスを結ぶ、いわば「ゲート

ウェイ」であるといえます。これまで20年にわたり

当館で蓄積してきた

知とモノやその実践

を、フジイギャラリー

における活動をとお

して学内外に表現し

ていきたいと考えて

います。

竣工によせて～
フジイギャラリーと博物館

　私は昭和39年に法学部を卒業しましたが、入学し

た時は箱崎の伝統ある学舎に圧倒されたものでし

た。在学中は色々な先生方の教えに接し、学問の奥

深さに圧倒された記憶があります。私自身は日本の

為に役立つ人間として将来どういう人間になるか考

えておりましたが、卒業直前に父親が急逝したこと

により、残された母と弟妹の生活を守るのが私の使

命と思うようになり、大企業への就職を断って、父親

が戦争から引き揚げて子供達を養い又学校へ行か

せる為500羽位で細々とやっていた養鶏場を引き継

ぎました。

　その後、母と弟妹の生活だけは守ったあと自分で

起業家になりたいと思い、イフジ産業という会社を

設立しました。同期の学友も法曹界、公務員、大企業

へと進んで行きました。彼らに絶対負けないように

しようと一生懸命働きつづけ、運よく東証一部上場

会社になることが出来ました。しかし振り返ってみ

ると、九大の学生であったという誇りと後輩の諸君

たちもやれば出来るのだという気持ちを大切にして

欲しいという思いが強く、今回の寄附にいたりまし

た。フジイギャラリーが後輩諸君への励ましの象徴

となってほしいですし、

またこのような名前を

付けていただいたこと

で自分の記念碑にも

なった気がします。

自らの誇りと後輩への
エールをこめて

藤井会長 宮本館長鳥の羽を模した曲線的な３段の白い躯体が特徴的

平面図

藤井 德夫 氏 （イフジ産業株式会社　取締役創業者会長） 宮本 一夫（総合研究博物館　館長）
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　令和２年５月、三井住友信託銀行が地域・社会貢献への一環として、ワクチン・治療薬等のコロナウイルス

拡大防止に向けた取り組みを行っている大学の研究活動を支援するため「新型コロナワクチン・治療薬開

発寄付口座」を創設し、本学を含めた１４の機関が参画いたしました。

　令和２年８月までの寄附募集期間を経て、本学は約１，８００万円の寄附を受け入れ、学内公募において採

択された４つの研究グループに配分、重点的に支援を行いました。これにより研究開発が加速化され、結果

として、診断薬の市販化などの成果がもたらされました。

　直接ご寄附もいただいた三井住友信託銀行をはじめ、寄附者の皆さまには心より感謝申し上げます。

九大基金
Topics

トピックス

令和2年度

三井住友信託銀行
「新型コロナワクチン・治療薬開発寄付口座」

08ページに続く ▶

研究代表者
日下部 宜弘 教授（農学研究院）

支援対象となった研究グループ

新型コロナウイルスに対するワクチン候補抗原の開発

【現在の進捗】

新型コロナウイルスに対するワクチン候補抗原として有望なスパイクタンパク

質について、ロンドン型変異株などを含む７０種以上のワクチンデザインを行

い、安価に生産可能な方法を確立しました。

また、動物実験により十分な免疫誘導（ワクチン）効果があること、新型コロナ

ウイルス感染から回復した患者さんの血清と同等のウイルス感染阻止（中和抗

体価）があることも確認しました。現在、投与法の検討などを進めています。

研究代表者
西田 基宏 教授（薬学研究院）

ＣＯＶＩＤ‐19重症化治療を指向したグリーンファーマ研究の推進

【現在の進捗】

新型コロナウイルス感染症（COV ID-19）治療薬の開発を目指して、

SARS-CoV-2の宿主受容体ACE2タンパク質に着目し、ACE2を介する

SARS-CoV-2の細胞内侵入を阻害する既承認薬クロミプラミン（三環系抗うつ

薬）を同定しました。また、クロミプラミンは、既存のCOVID-19治療薬レムデシ

ビルの抗ウイルス作用を増強させることをヒトiPS細胞由来心筋細胞を用いて

明らかにし、併用療法の有用性を示唆しました。

研究代表者
岩見 真吾 准教授（理学研究院）

ＣＯＶＩＤ‐19患者に対するネルフィナブル治療効果を予測する唾液中バイオマーカーの探索

【現在の進捗】

COVID-19症例の経時的ウイルス量データからウイルス排出期間を推定する

方法を確立し、臨床データを解析した結果より、ウイルス排出パターンが発症7

日程度、発症14日程度、発症28日程度の３グループに分けられることを明ら

かにしました。

本研究では、これらの成果を飛躍的に発展させることでCOVID-19患者におけ

る感染後のウイルス排出ダイナミクスに伴うCOVID-19患者に対する治療効果

を予測する唾液中バイオマーカーを探索しています。

研究代表者
鈴木 干城 助教（医学研究院）

新型コロナウイルス（ＳＡＲＳ‐ＣｏＶ‐2）を含む汎ベータコロナウイルス細胞侵入阻害薬の研究

【現在の進捗】

COVID-19を引き起こすSARS-CoV-2（新型コロナウイルス）のみならず

SARS-CoV-1やMERS-CoV等、近縁のコロナウイルス全般に感染阻害効果を

発揮する汎ベータコロナウイルス感染症治療薬候補の探索を進めています。

ヒット化合物の類似化合物の活性を調べることで、当初3種類だった治療薬候

補分子を37種類にまで増加させ、より感染阻害効果の高い治療薬の創出を目

指しています。

九州大学基金では公式SNS（ソーシャル・ネットワーク・サービス）を運営しています。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ますので、是非ご覧ください。

九州大学基金 公式SNSの開設

本学と提携している企業に古本をお売りいただくことで、その買取額が九州大学基金への

寄附金となる古本募金を実施しています。読み終わった本やＤＶＤなどがありましたらご協

力いただければ幸いです。

古本募金について

公式 Facebook アカウント
九州大学基金
@kyudaikikin

Facebook 九州大学基金 検 索

九州大学古本募金 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

●詳しくはWEBをご覧ください
https://www.charibon.jp/partner/kyushu-u/

スマートフォン
からはこちら

九州大学基金活動報告書 | 九大トピックス
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　九大基金の一つの柱である山川賞の受賞者数名とお話したことがあります。どの学生も意欲にあふれ、人生

の目標を定めてひたすら前へ進んでいくという若い力を感じました。いま、世界を席巻するGAFAM（Google, 

Amazon, Facebook, Apple, Microsoft）といわれるIT関連会社の起業者たちも学生時代に培ったアイデアを

もとに、巨大産業に発展させ、更には社会の仕組みそのものも大きく変革させています。あらゆる情報が瞬時

のうちに手に入り、欲しい物も短時間のうちに配送される、ほんの何十年か前は考えもしなかった便利な世の

中になっています。山川賞受賞者の中から彼らに匹敵するような人材が出ることを祈っています。

　社会の利便性が増す一方、地球は化石燃料による大気中CO₂上昇、そしてその温室効果のためかつてない

速度で温暖化しています。急速な温暖化は気候変動を引き起こし、大規模な風水害、あるいは逆に旱魃を招い

ています。天候の不順によって農業が壊滅的被害を受け、飢餓・貧困にあえいでいる地域も世界中には少なくあ

りません。貧困はまた宗教的・人種的差別と相俟って世界各地に紛争をもたらしています。九州大学の同窓生で

ある故中村哲先生は、最も深刻な被害を受けた国の一つであるアフガニスタンの人々のために、その一生を捧

げられました。先生は当初は蔓延するらい病患者の治療に行かれました。しか

し、現地の人たちの苦しみの真の原因は、地球温暖化がもたらした水不足－旱

魃であると見抜かれ、灌漑用の用水路を築き65万人の命を救われたのです。九

大基金は学生の留学支援も行っていると伺っています。若いうちに世界で何が

起こっているか自分の目で見ることは、その後の生き方を決める重要な分岐点

になるように思います。日本では海外へ留学する学生が著減しています。九大

基金によって国際的に広い視野を持った人材が育つことを祈念します。
蒲池 真澄 様

2019年度にデザインし、
福岡デザインアワードにお
いて銀賞を受賞したノー
ト（私は3種類のノートの
うち3mmLEAF2/1をデ
ザインしました。）を2020
年度にGOOD DESIGN 
AWARD2020に応募し、
グッドデザイン賞を受賞し
ました。

第3回ヘルスケア・SDGs・
ソーシャルビジネスに関
する国際会議にて、ノー
ベル平和賞受賞者であ
り、ソーシャルビジネス提
唱者のムハマド・ユヌス
博士らより表彰していた
だきました。

　山川賞の２年間のご支援のおかげで、私は多くのことに挑戦し、学ぶことができました。普通であれば、アルバ

イトをしてやっと挑戦するための環境が整うところを、山川賞のご支援のおかげで、アルバイトに費やさなけれ

ばならない時間を自分が学びたいこと、学ばなければならないこと、挑戦したいこと、整えなければならない

環境を整えることに費やすことができました。学びたいことのために本を買いたいとき、学ぶために海外含め

遠出をしなければならないとき、コンペティションに挑戦するとき

の応募費用、製作費用が必要な時、どんな時も山川賞の存在が私の

背中を押してくれ、この２年間迷うことなく進んでくることができま

した。そんな挑戦を後押ししてくれる存在があったからこそ、この２

年間で実績を積むことができたと思っています。山川賞を受賞して

から常 「々山川賞はお金だけでなく、夢に向かって努力するチャン

ス、学ぶ時間、学ぶ環境、あらゆるものを与えてくれる賞だなぁ」と

実感しています。これまでの２年間ご支援いただき本当にありがと

うございました。現在、私は大学院に進学し、山川賞応募時から目

標にしていたミラノ工科大学への留学を控えつつ、次の新しい挑戦

に向けて少しずつ準備しています。多くのものを与えてくださった

山川賞に、これからもあらゆることに挑戦し、成長し続け、山川賞に

恥ずかしくない人間になることでお返しできればと思います。

蒲池 真澄 様 （昭和４０年医学部卒）
社会医療法人財団池友会　会長

かまち 　　  ますみ

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2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、次代を担う若者を
育てること

目的

・学業を助成する奨学金として年間100万円を
学部卒業年度まで給付
・令和2年度受賞者：2年次生7名、3年次生4名、
計11名

内容

平沢 洸 芸術工学部 工業設計学科
令和元年度受賞　支援期間：令和元年度～令和２年度

ひらさわ    ひかり受賞者
の声

寄附者
の声

山川賞受賞後に
開かれた可能性とこれから

世界に羽ばたく
九大生育成のために

九州大学基金活動報告書 | 支援助成
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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2年度は、大学公認サークル16

団体に支援を行いました。

　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。

　令和2年度は、多数の応募の中から計７件

のプロジェクトが採択されました。特に優秀

なプロジェクトとして表彰する「総長賞」で

は、最優秀賞に１件、優秀賞に２件のプロ

ジェクトが選ばれ、石橋総長から各プロジェ

クトの代表者に記念の楯と賞状が贈呈され

ました。

『 課外活動支援 』

応援団

　この度、九州大学基金による支援助成をいただきまし

て、作品展示用の有孔パネル5枚及びそれに付随する脚

を6本購入することができました。心より感謝申し上げ

ます。

　私たち書道部では、書展で作品展示する際、従来手作り

で作成しておりました木製フレームを使用しております。

しかしながら、その劣化が認められ安定性や耐荷重の面

で不安があったため、新たなものへの買い替えを検討し

ておりました。また、部員数も増え、作品の展示数も年々

増えていたため、必要性はとても高くなっていました。

　購入した備品は、卒業記念展覧会や次回以降の九大祭

の書道展において活用させていただこうと考えておりま

す。特に、これまで九大祭での展示の設営は木枠の組み立

てから行っていたため多くの人手と時間を要していまし

たが、設営・撤収ともにスムーズに事が運ぶようになると

思われるため、非常に助かります。

　また、新たなパネルの所有により、作品の大きさに囚わ

れずに展示することができるようになり、部員の制作意

欲の向上や新たなジャンルへの挑戦が期待できます。よ

り多くの作品を展示することができるようになることで

書展に出品される作品のバリエーションも豊かになり、

より魅力的な書展になることと確信しています。

　書道部にとって、作品展示の環境を整えるということ

は、非常に大切なことでありました。というのも、部員が

せっかく作った作品を公開する機会が限られてしまうた

めです。これは部員のモチベーションの低下や活動の鎮

静化につながってしまう事態であり、大変憂慮しておりま

した。しかしながら、今回ご支援をいただきましたことで、

展示の環境を改善することができ、部員一同、大変喜んで

おりますとともに、ご支援を賜りましたことに深く感謝申

し上げる次第でございます。

　リンはDNA、RNA、細胞膜の主成分の一つであり、すべての生物を支えている元素です。現代の食料生産にはリン肥

料が不可欠ですが、過剰なリンが河川へ流出すると藻類が増殖して水中の酸素を消費し、生態系の破壊につながりま

す。また、リンは近い将来に枯渇すると推定されています。

　本プロジェクトでは、このようなリンの環境

問題・資源問題を解決することを目的に、合成

生物学のアプローチからリンの蓄積を高める

大腸菌の遺伝子回路を設計し、実際に実験で組

み立てました。同時に、数理モデルによるリン

の取り込み量の予測や、さまざまな専門家との

対話、ホームページやプレゼンテーションビデ

オによるプロジェクト発信を行いました。プロ

ジェクトの成果として、生物学版の「ロボコン」

といわれる合成生物学の国際大会iGEMに九

州大学から初めて参加し、銀賞を獲得すること

ができました。

　このプロジェクト自体は一旦は終了となりま

すが、チームは来年度も続きます。そして合成生

物学、iGEMに興味のあるひとが、実践する場と

なっていけばいいなと思います。

　この度は、九州大学基金支援助成事業の課外活動支援

事業に採択していただき、ありがとうございました。この

度の支援を受け、九州大学応援団では、応援活動時に着

用する学ランを購入いたしました。重ねて御礼申し上げ

ます。

　当団がこれまで着用していた学ランは、首元のホック

が破損しているものや、布地が裂けてしまっているもの

があり、衣服としての寿命を迎えているものが多々ありま

した。しかし、この度の支援助成により新たな学ランを購

入することができたので、これまで傷だらけの学ランを

着ていた部員が綺麗な学ランを着用することができてい

ます。これにより、団員一同見栄えの良い新たな学ランが

応援活動に加わったことで新鮮な心持ちで応援活動に臨

むことができています。また、購入した学ランには背面と

左腕部には古い学ランには無かった「九州大学応援団」

の文字が刺繍されており、これを着用して応援活動を行

うことで九州大学応援団としての誇りを一段と感じ、団員

一同自慢の学ランとなっています。

　新型コロナウイルスの感染状況はまだ収束せず、九州

大学の活力は感染拡大前と比べて下がりつつあります。

九州大学応援団も思うような活動ができず苦しい状況

ではありますが、このような状況だからこそ応援団がで

きることを考え、九州大学を盛り上げるべく活動していき

たいと思います。応援団の象徴である学ランを今回のご

支援で新品のものにできたことは活動に勢いをつける

きっかけになり、また、今後新しい学ランを着用して応援

できることをモチベーションに団員一同辛い状況を乗り

越えていきたいと思います。この度は九州大学応援団へ

のご支援、誠にありがとうございました。

学生の活動支援
書道部

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） 』

「大腸菌を用いた自律式リン回収デバイスの作成」

C＆C2020　最優秀賞受賞者 須田 紫野さん　理学部生物学科３年（採択時）

実験の様子

「総長賞」受賞者の様子

集合写真

書道パフォーマンスの様子

九州大学基金活動報告書 | 支援助成
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『 支援を受けたサークル等をさらに一部ご紹介！』

様々な状況や球質を想定した練習が可能となり、７年
ぶりのリーグ優勝を成し遂げることができました！

アメリカンフットボール部

支援により購入した施設設備
フットボールパッシングマシーン

Chamomile（花言葉：逆境に耐える）という艇名が付き
ました。各自でできることを積み重ねていき、頑張りた
いと思います。

漕艇部

支援により購入した施設設備
男子シングルスカル

感謝を忘れず、能楽のすばらしさをできるだけ多くの
皆様に伝えていきたいです。

能楽部

支援により購入した施設設備
黒紋付

効率良く練習でき、多くの部員が自己ベストを更新
できました！

トライアスロン部

支援により購入した施設設備
水中撮影用GpPro、新入生貸出用ロードバイク

九州大学基金における支援助成事業（令和２年度）

一
般
資
金
を
財
源
と
し
た
も
の

対象 事業名 支援の内容

学
生

教
職
員

学
生

学
生

女
性
研
究
者

寄
附
者
の
ご
意
向
に
よ
る
も
の

そ
の
他

山川健次郎初代総長の名を冠した賞です。人間性、社会性、国際性、専門性について優れた志を
持ち、学業に優れ、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
目指す九州大学の学部学生を選考し、次代を担う若者を育てること目的として、奨学金を支給
します。
・2年次、3年次の学部学生1名当り年間100万円×10名程度（学部の最短修業年限まで）

山川賞

チャレンジ＆クリエイション
（学生の独創的教育・研究・
社会貢献活動支援）

海外留学支援事業
（学部・大学院共通 海外渡航
支援）
（学部 短期留学支援）

海外留学支援事業
（大学院 国際会議等参加等
支援）

課外活動支援

若手事務・技術職員の
能力開発
（職員海外研修）

利章奨学金

市川節造奨学金

中本博雄賞
（海外留学支援事業）

中本博雄賞
（修学支援奨学金）

若手女性研究者・
女子大学院生優秀研究者賞
（伊藤早苗賞）

九州大学修学支援奨学金

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、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、渡航費等を支援します。
・学部生、大学院生1名当り約20万円×50名程度

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。
・国際会議の開催地に応じて1件当り5～25万円×90件程度

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、海外の大学に係る知識や理解力を涵養することを目的として、
現地にて研修を行います。
・職員1名当り約50万円＋プログラム受講料×4名

学業に優れ、かつ、経済的理由により修学が困難と認められる者で、将来、日本を担う学部学生
を選考し奨学金を支給します。
・2年次以上の学部学生1名当り月額10万円×3名程度（学部の最短修業年限まで）

経済的に極めて困窮し修学に支障が生じている学生に対して、有意義な大学生活を送り、社会
に貢献する人材となるよう支援することを目的として、奨学金を支給します。
・学部学生1名当り月額5～10万円×2名（学部の最短修業年限まで）

留学を希望するが経済的に留学が困難で学業優秀な学部学生に対して渡航費等を支援します。
・学部学生1名当り月額10万円
＋準備金として留学先の地域に応じて1件当り5～25万円×10名程度

経済的に困窮し、学業成績が優秀な九州大学の学士課程への入学希望者に対して、入学前に奨
学生候補者として採用し、修学支援を目的として入学後から奨学金を支給します。
・九州大学への入学を希望する高校生1名当り月額3万円×10名程度
（入学した学部の最短修業年限まで）

学術上優れた研究成果を挙げた若手女性研究者ならびに女子大学院生を表彰し、副賞として研
究費を授与します。
・若手女性研究者部門　最優秀賞30万円×1名、優秀賞15万円×2名程度
・女子大学院生部門　最優秀賞20万円×1名、優秀賞10万円×2名程度

経済的に困難を抱えた学業成績が優秀な学生の修学を支援することを目的として、奨学金を
支給します。
・学部学生1名当り月額3万円×30名程度

サークル等の活動を活性化するための施設整備、備品調達等を支援します。
・審査により採択されたサークル等に対して必要額を支援

院生や学部生が自ら企画するユニークな研究・調査プロジェクトについて、助成、実行のサポー
トをするための支援を行います。
・プロジェクト1件当り約50万円×14件程度

りあき
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3,565

R2

3,234

331
2,860

2,595

265

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。

支援助成事業について、
令和２年度はコロナ禍
の影響により海外渡航
支援等の実施が大幅に
減少しましたが、一方で
「緊急学生支援金」とし
て２億円の支出を行い
ましたので、結果として
支出額が大きく増加し
ております。

九州大学基金 令和２年度の概要

令和2年度は、総額約2億7千万円のご寄附をいただきました。
一般資金 3,523件

2,097件

5,620件

62,518,269円

202,635,958円

303,551,374円

使途特定寄附

5,620件

－

265,154,227円寄附総額

38,397,147円運用利息

九州大学基金収入額

使途特定寄附の詳細は、19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2年度寄附者属性

● 九大基金寄附額累計
　 及び年度末保有額

● 支援助成事業における助成額

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）

523,052,226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2年度残高
寄附累計（令和2年度末）

33億4,077万6,957円
33億5,785万2,307円
21億416万7,578円

303,551,374円

一般寄附
6,252万円

運営資金
2,735万円 

支援助成事業
23,274万円 

使途特定寄附
（特定資金）
11,318万円 

使途特定寄附
（プロジェクト）
14,979万円 

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

R1H30H29H28

2,729 2,924 2,710

683
179

221

運用利息
3,840万円

卒業生
13,992万円

在学生
76万円

学内教職員
927万円

退職教職員
295万円

保護者
1,310万円

法人・団体
5,571万円

有志・一般
4,345万円

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000
（万円）

R1H30H29H28

300

500

500

7,667
8,460

9,460

R2

500 330

11,580 11,960

使途特定寄附
（プロジェクト）
8,414万円 

使途特定寄附
（特定資金）
11,850万円 

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000
（件）

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000
（万円）

R2R1H30H29H28

1,621

1,675

2,829

3,093

3,217

2,968

2,941

3,045

6,252

3,523

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500
（件）

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000
（万円）

R2R1H30H29H28

16,332

1,482

19,315

1,379

65,065

926

30,154

798

20,264

2,097

R2

3,577

1,839
2,104

331

265

年度受入額 前年度累計額

年度末保有額 引継ぎ額

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,500
（百万円）

5,000

R1H30H29H28創設時
H23

3,340

3,025 3,086

3,526

3,340

604
180

825
221

1,508

683

3,358
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　九州大学基金では、クレジットカード決済により

年額２千円以上を継続的にご寄附くださる方、

又は単回１万円以上をご寄附くださる方への

会員制度を実施しており、令和２年度末現在、約

８，０００人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参ります。

クレジットカード決済による継続寄附（年額２千
円以上）、もしくは一定額（１万円以上）をご寄附
いただくことで対象となります。当該ご寄附のお
申し込みがあった後、九大会員証を発行いたしま
す。九州大学を応援していただける方なら、どな
たでもなっていただけます。

卒業生
55.6%

学内教職員
9.5%

有志・一般
10.4%

退職教職員
3.6%

在学生
3.0%

保護者
17.8%

九大会員のご案内

【九大会員】になるには

● 継続寄附者及び年間寄附額推移

● 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

7,4977,497

3,9963,996

2,4282,428
1,6511,651

919919

321321

1,043

1,293 1,329

569
600

441

306 309
257

215

312 315

171

223

110

393

214

94

872

10,761 11,162 11,836 12,714 13,873 6,912 7,506 8,062九大会員総数（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 R1 R2H29H28H27H26H25

488

230

101

53 55

● ●●●●●
2218 2 1 9 1

● ●●●●●
3629101015 1

● ●●●
362320 2

● ●●●
904524 5

● ●●
571711

● ● ●
645313

● ● ●
642616

● ● ●
622617

スマートフォン
からはこちら

■ 九大会員の特典  令和２年度に新しく加わった九大会員特典提携企業・事業所
ホテルマリノアリゾート福岡
（福岡市西区）

The Retreat
（福岡県飯塚市）

アニマルグランピング
「THE BAMBOO FOREST」
（千葉県市原市）

石村萬盛堂
（福岡県内に１７店舗）

水たき料亭 博多 華味鳥
（福岡・広島・関西・関東に１５店舗）

京都伊三郎製ぱん伊都店
（福岡市西区）

ラーメン屋 燦（ＳＵＮ）
（福岡市西区）

Kaoi Surf
（福岡市西区）

劇団四季（福岡＜キャナルシティ劇場＞）
（福岡市博多区）

how’s（ハウズ）伊都店
（福岡市西区）

オートバックス福岡
（福岡・佐賀に１３店舗）

糸島市観光協会 会員事業所が３か所増加
（計１３事業所）（糸島市）

前原名店街 会員事業者が１か所増加
（計１４事業所）（糸島市）

糸島市商工会 会員事業所が６か所増加
（計２３事業所）（糸島市）

イタリアンレストラン イトリー・イト
（九州大学伊都キャンパス内）

寿司・和食ダイニング KIHACHI
（九州大学伊都キャンパス内）

宿泊料金（部屋代）10％割引 など

宿泊料金（部屋代）10％割引

平日（日～木曜日）室料を通常価格から
20％割引

合計金額から5％割引

コース料理をご注文いただいた人数分の
『博多華味鳥 手羽元カレー』をプレゼント

10個以上お買い上げの方に、
100円ぱんを１個プレゼント

100円割引（ランチタイム１１：００～１４：００を除く）

スタンドアップパドルボード、またはウインド
サーフィン体験チャレンジコース500円割引

主催公演の平日特定日（別途指定）Ｓ席を
定価から5％割引

お会計5,500円（税込）以上で
「お買物券」（500円相当）を進呈

AUTOBACSメンテナンス会員カード
入会費・年会費無料 など

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

ランチセットご注文の方に、デザートセット
（デザート＆コーヒー）を無料サービス

会計金額から10％割引

企 業 ・ 事 業 所 特 典 内 容

泊

ま

る

食

べ

る

楽

し

む

暮

ら

す

学
内
施
設

観
光
協
会
・
名
店
街
・
商
工
会
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。

（トップ画面→「寄附の方法」→「九大会員・特典」）

上記以外にも多数の提携先企業・団体の皆様から
100種類を超える特典の提供を受けることができます。
詳しくは九州大学基金ホームページでご確認ください。

検 索九州大学基金

九州大学基金活動報告書 | 九大会員
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使途特定寄附は、寄附者が使途を特定した上で行う寄附です。
主なプロジェクトを本ページでご紹介させていただきます。使途特定寄附

一般寄附は、寄附者が使途を特定せずに行う寄附です。
山川賞、海外留学支援や課外活動支援など、主に学生を
対象とした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。

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

を実施してまいりました。皆

様方のご支援のもと、館内

の環境整備により利用者の

利便性および安全性を向上

させ、電子ブックの充実等

により学習環境を向上させ

ることができましたので、

ここにご報告いたします。

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りました。皆様方のご協力のも

と、プロジェクト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。

新型コロナウイルス対策学生／留学生支援基金（令和２年度新規開始）
学生支援基金2020年5月～2022年3月　留学生支援基金2020年7月～2022年3月　目標額：設定なし

新型コロナウイルス感染症の影響により、保護者の方々の経済

状況の深刻化やアルバイトの休止等で収入が減少するなど、生

活に大きな影響が生じている学生（留学生を含む）のうち、国か

らの特別定額給付金や日本学生支援機構による奨学金の緊急

支援、また、本学独自の「緊急授業料免除」や「緊急学生支援基

金」のみでは学業を継続することが困難な学生に対して経済的

支援を行うことを目的としています。

課外活動における安全対策等支援基金（令和２年度新規開始）
2020年12月～　目標額：設定なし

課外活動中に起きた学生事故を風化させることなく、将来にわたって安全な課外

活動を実施するため、シンボルとなる「課外活動安全の碑」を建立し、安全意識を

醸成するとともに、定期的に開催する安全対策講習会、その他課外活動における

安全対策の充実・推進事業を実施します。

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。

令和2年度終了のプロジェクト

■ 継続中のプロジェクト

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。

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2年度寄附額

問合せ先

寄附総額
（R3.3末） 14,610,001円 43,751,877円

3,316,001円 2,704,000円

8,462,000円

327,000円

● 「課外活動安全の碑」建立の
補助

● 課外活動安全対策等支援事業
費用（課外活動安全講習会の
充実、安全対策事業支援、関係
物品の購入費用の補助）

設定なし

課外活動における安全対策等
支援基金

目標額

令和2年度寄附額

寄附総額
（R3.3末）

2020年12月～

内容

募金期間

九州大学学務部等主催等

1,000円／口方法

問合せ先

1,516,060円

1,516,060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

● 新型コロナウイルス感染症の影
響により、経済的に生活に大きな
影響を生じている学生のうち、
国からの特別定額給付金、また、
本学独自の「緊急授業料免除」
や「緊急学生支援金」のみでは
学業を継続することが困難な
学生に対する経済的支援

● 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

1千万円

ヨット部艇庫建設・
活動支援基金

目標額

令和2年度寄附額

寄附総額
（R3.3末）

2016年12月～2021年11月

内容

募金期間

帆友会
（九州大学ヨット部OB会）主催等

帆友会会費より毎年100万円
法人・個人10,000円／口

方法

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

9,197,001円

1,686,001円

54,658,031円

54,658,031円

3,965,000円

245,000円

設定なし

新型コロナウイルス対策
学生／留学生支援基金

学生支援基金2020年5月～2022年3月
留学生支援基金2020年7月～2022年3月

九州大学
九州大学キャンパス

バリアフリー検討研究会

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

3千万円

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

法人・個人　5,000円／口

学務部学生支援課
TEL 092-802-5812

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

学務部学生支援課
TEL 092-802-5966

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

内容

目標額

任意の額 任意の額 法人・個人　5,000円／口

募金期間

方法

主催等

令和2年度寄附額

問合せ先

寄附総額
（R3.3末） 6,974,001円 1,921,780円

132,001円 41,000円

5,034,681円

229,001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・ファカルティディベロップ
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
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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