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　これまでに明治大学未来サポーター募金に頂戴したご寄付の実績と、各資金における 2019年度の活動結果をご報告い

たします。皆様のご意思が大学の活動にどのように活用されたかを実感していただければ幸いです。今後とも末永く、本

学のサポーターとしてご支援賜りますよう、お願い申し上げます。

 未来サポーター募金・実績Ⅰ

過去３年及びこれまでの累計額は下表のとおりです。

2017 年度 2018 年度 2019 年度 累　計

個人
2,868 3,178 3,115 9,161

153,615,768 220,200,935 137,800,577 511,617,280

団体
61 61 57 179

8,940,305 24,800,838 20,611,673 54,352,816

法人
78 85 28 191

42,941,375 44,658,000 31,750,000 119,349,375

年度　計
3,007 3,324 3,200 9,531

205,497,448 289,659,773 190,162,250 685,319,471
本棚募金 3,689,032 4,118,295 3,379,728 11,187,055

■ 顕彰制度の実施（一例）

寄付者交流会

　2019 年６月 19日 ( 水 ) に未来サポーター募金の顕彰制度の一つである「寄付者交流会」を駿河台キャンパスリバティタワー
にて開催しました。多数の寄付者の方にお越しいただき、理事長・学長より直接感謝の言葉をお伝えしました。

上段が件数、下段が金額（円）

　「未来サポーター募金寄付者顕彰制度」は 2022 年 3 月 31 日受付分をもって終了し、「学校法人明治大学寄付者顕彰制度」に統
合されます。

感謝状の贈呈
　未来サポーター募金に一定額以上*ご寄付いただいた方に感謝状を贈呈しております。
　*個人 50万円（累計）、団体・法人 500万円（累計）

■ これまでの受付結果

～ 明治大学未来サポーター募金にご協力いただき、誠にありがとうございます ～
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 2019 年度　未来サポーター募金　各資金別活用状況報告

～奨学サポート資金～　一人でも多くの学生が安心して学業に取り組めるように

　～国際化サポート資金～　明治から世界へ。世界から明治へ。

明治大学未来サポーター給費奨学生 150 人を採用

未来サポーター給費奨学生として奨学金を支給
　明治大学給費奨学生のうち、家計収入が少なく、特に経済支援が必要な学生に対して、明治大学給費奨学金
の給付額と、授業料年額1/2相当額との差額を奨学金として支給しました。
　明治大学給費奨学金への応募者１，９７０名のうち、１，２９３名が未来サポーター奨学生を希望し、明治大学
給費奨学金採用者１，４４０名のうち、１５０名を採用しました。
　なお、２０１７年度の学費改訂以降、給付規模を縮小することなく，採用者数１５０名を維持できているのは、
寄付者の方々の御支援により、奨学サポート資金の財政基盤が安定化しているからこそです。
今後も適切な資金計画の基に、学生にとって有益な奨学金事業を推進してまいります。

次の５つの国際化プログラムで資金を活用しました。

 ①　国際化サポート外国人留学生奨励金
 ②　国際化サポート海外留学奨励金
 ③　国連ユースボランティア予防接種助成
 ④　マレーシア日本国際工科院（MJIIT）授業料助成 / 奨学金
 ⑤　アンバサダーラウンジ　運営費

Ⅱ

奨学金ガイダンスの様子

◆�本奨学金受給学生からのメッセージ「感謝のことば」を寄付者の
方にお送りしています。

感謝のことば
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①　国際化サポート外国人留学生奨励金
本学に在籍する外国人留学生の学習奨励を目的として、成績優秀な外国人留学生 1８名に対し奨学金支給
を行いました。

③　国連ユースボランティア予防接種助成
国連ユースボランティア派遣者１名に対する予防接種費用の助成として支給しました。

国際化サポート海外留学奨励金として、海外留学する学生計 194名に対し、奨励金を支給しました。

②　国際化サポート海外留学奨励金

MJIIT に留学した学生１名に対する授業料助成あるいは留学期間中の奨学金を支給しました。

④　マレーシア日本国際工科院（MJIIT）授業料助成 / 奨学金

日本人学生と留学生（主にマレーシアからの留学生）との交流促進、留学生の生活指導、就職支援等を図
るため、交流会「Ambassador’s�Lounge」を開催しました。

⑤　アンバサダーラウンジ　運営費

　国連ユースボランティアプログラムに参加して私に身につ
いた能力の一つに、控えめにならず、外国人と対等に会話で
きるようになったことがあります。国連内部で行う日々のコ
ミュニケーションは、私が今まで日本人との間でしてきたも
のとは全く異なったものでした。日本には、敬語があり、話
す時に場所や空気を考えた発言を求められますが、国連にお
いては、自分の意見をはっきり述べることが評価されます。
ミーティングにおける会話のテンポも非常に速く、内容も異
なるので、自分自身がコミュニケーションの中に見出す楽し
さも変化させる必要がありました。そのような環境の中で、「日
本人と会話するときの自分」と「外国人と会話するときの自分」
という、根は同じでありながらも、少し違った自分を作り上げ、それぞれの場合に合わせてコミュニケー
ションを図る能力を得られたことが、私がこの経験を通して身につけた収穫の一つだと思います。
　また、国連の方やここで私が仲良くなった方々全員に共通していることは、自分のコミュニティを広
げることにWelcome だということです。見ず知らずの私をどんな時も「You�can�join�us!」と言っ
て、快く迎えてくれました。日本人のコミュニティに全く見知らぬ人を連れてくると、気まずい雰囲気
になってしまうことはよくあることですが、国連ではどんな国籍の方でも、どんな性別の方でもいつで
もWelcomeでした。それが自分にとってはとても新鮮で、自分の友達と友達を繋げ、一つの大きなコミュ
ニティを作り出すことに、いつの間にか大きな喜びを感じるようになっていました。今回、私が行った5ヶ
月のボランティアでは、、国連という組織が一体どのような組織なのかを理解し、日本にいては出会えな
かったような様々な人にカイロで出会い、また次のキャリアに対する大きなモチベーションを持てたと
いう意味で、大きな成功だったと思います。
　この度の奨学金のサポートのおかげで、渡航前の予防接種を十分に受けることができ、現地活動での
安心感につながりました。

政治経済学部４年（当時）

～国連ユースボランティアに参加した学生の参加報告書を一部抜粋してご紹介いたします～

場所：ユネスコオフィス
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～研究サポート資金～　最先端の研究を「明治」から

次の研究プロジェクトで資金を活用しました。

①　 バイオリソース研究国際インスティテュート（MUIIBR：所長＝長嶋比呂志・農学部 
専任教授）の学外研究拠点の整備・維持費

長嶋所長：
学外研究拠点のロゴ・モチーフ前で

　臓器再生、稀少・難治性疾患の原因解明や治療、高齢者の健康年齢向上の鍵を握る骨・軟骨障害の克服
などは、社会の大きな課題として、注目されています。
　こうした課題に対し、本インスティテュートは、遺伝子改変ブタやクローンブタの作出といった本学独
自の技術を強みとして、基礎研究の成果を臨床応用につなげるトランスレーショナル・リサーチ（橋渡し
研究）の領域で、世界をリードしています。2019年度には、遺伝子改変ブタを用いた臓器再生研究の論
文が、国際幹細胞学会誌である Stem�Cell�Research の表紙を飾りました。また、過去には京都大学の山
中伸弥教授らと共同シンポジウムを行うなど、研究成果の社会還元にも取り組んでいます。
　皆様から頂戴した寄付金は、これらの活動を推進するための学外研究拠点の整備・維持費として活用さ
せていただきました。今後も課題の解決に向け、世界の先駆けとなる研究成果の発信を続けていきます。

◆基礎研究と臨床現場とをつなぐ「橋渡し研究」の世界的拠点形成を目指しています

Stem Cell Research 誌の表紙を飾った
MUIIBR の血管再生研究
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～スポーツサポート資金～　トップアスリートの育成を目指して
次の 24部及び体育会全般で資金を活用しました。詳細は、明治大学募金HPに掲載しております。

端艇部 柔道部

弓道部

硬式野球部 水泳部

競走部

活動内容：エイト新艇購入費 活動内容：奨学金支給（柔道部内規）

活動内容：弓道場矢道の人工芝敷設材料費

活動内容：春季合宿宿泊費 活動内容：�光学式心拍数モニター購入費、iPad/AppleCare/
iPad 防水ケース購入費、トレーニング機器購入費

活動内容：�夏季合宿交通宿泊費、競歩ブロック強化合宿宿泊費、
短距離ブロック強化合宿宿泊費、フィジカルトレー
ニング業務委託費
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ラグビー部 ボクシング部

自動車部スキー部
活動内容：�夏期総合合宿宿泊費、全日本学生スキー連盟登録料、

部車自動車保険料、トレーニング機器購入費

馬術部
活動内容：�競技用馬匹購入費

射撃部
活動内容：�スモールボア用弾薬購入費、エアライフル用弾薬購

入費、部車購入費、冬季強化合宿交通費、スモール
ボアライフル弾薬購入費

活動内容：�奨学金支給（ラグビー部内規）ウエイトトレーニン
グ器具購入費、トレーニング施設床整備費

活動内容：�春季強化合宿旅費交通費

活動内容：�《遠征宿泊費》①全関東学生ダートトライアル、�
②全日本学生ダートトライアル、③全日本学生ジム
カーナ、《部品購入》④タイヤ、⑤オイル、⑥エン
ジンと足回り
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航空部 バレーボール部

ソフトテニス部 ウエイトリフティング部

体操部 ヨット部

活動内容：複座練習機の法定点検及び修繕費 活動内容：ボール購入費

活動内容：強化合宿交通費 活動内容：強化合宿宿泊費

活動内容：�体操競技（男子）鉄棒のバー購入費 活動内容：�スナイプ級購入費の一部、レスキュー艇船外機交換
費、470級・スナイプ級レース用セール
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ゴルフ部 拳法部
活動内容：�関東大学春季対抗戦（男女）　ゴルフ場利用料及び

宿泊費、全国大学対抗戦（男女）　ゴルフ場利用料
及び宿泊費、関東大学秋季対抗戦（男女）ゴルフ場
利用料及び宿泊費、関東大学秋季対抗戦入替戦（男）
ゴルフ場利用料及び宿泊費、日本学生選手権（女）
ゴルフ場利用料及び宿泊費

活動内容：�グローブ購入費、ビデオカメラ /三脚 /ケーブル購
入費

合気道部 アーチェリー部
活動内容：�夏季合宿交通費（貸切バス）、春季海外合宿旅費交

通費
活動内容：�2019 韓国光州オープン大会参加費

自転車部 明大スポーツ新聞部
活動内容：サイクルキャリア購入費、トラックレース用タイヤ 活動内容：部室用機器備品購入費

体育会各部の成績・大会スケジュールは、「明治大学スポーツ ホームページ」及び「MEIJI NOW」でご覧いただけます。

 明大スポーツ  MEIJI NOWまたは 検 索
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～キャンパス整備サポート資金～　学びの場のさらなる充実のため

　本学の長期ビジョン（世界へ－国際人の育成と交流のための拠点　世界で活躍する強く輝く「個」を育てる教育研究の実現）の
実現を具体化するために策定した明治大学中期計画第２期（2018～ 2021年度）及び 2019年度予算のもと，和泉第一校舎のエ
レベータ１・２号機更新工事に一部充当いたしました。
　キャンパス整備サポート資金を活用することにより、快適で安全な教育・研究活動環境の提供に深く繋がっております。
　なお、未充当のものについては、引き続き明治大学中期計画第２期（2018～ 2021 年度）によって計画・実施される事業のた
めに積立てさせていただきます。

皆様がお持ちの銀行・郵便局等の金融機関の口座から自動引き落としによる継続的な寄付ができます。寄付のタイミングは毎月
の他、偶数月や誕生月等、自由に設定できます。お申し込みは、専用の「預金口座振替依頼書【口座振替による寄付申込書】」を
大学支援事務室までご提出ください。

 ■ 口座振替の流れ
預金口座振替依頼書【口座振替による寄付申込書】（写真①）を入手する。

　 入手方法

・�明治大学HPで「預金口座振替依頼書」と検索し、PDFファイル（写真①）をカラー
プリンターで印刷する。
・大学支援事務室に請求（電話 03-3296-4057、4059）する。

１．預金口座振替依頼書【口座振替による寄付申込書】に、必要事項をご記入・
　ご捺印の上、大学支援事務室までお送りください。
※記入漏れや捺印忘れがありますと、書類の差し戻し等が発生しますので、
ご注意ください。
※大学支援事務室へ郵送の際は、明治大学HPで「口座振替依頼書の郵送
方法」と検索し、PDF ファイル（写真②）をプリンター（モノクロ可）
で印刷してください。印刷したら「封筒貼付用あて先用紙（料金受取人払）」
を切り取り、定型サイズ（長 3まで）の封筒にお貼りください。この用
紙をご利用の場合、切手の貼付は不要です。

学校法人明治大学　理事長殿
下記の通り、指定寄付を申し込みます。

□
□ (部名： ） OB □
□ 各種寄付金 ※名称または略称をお書きください

〒 - （ ）

月
本学との関係  校友（　　　年　　   学部卒）父母　教職員　一般

申込年月日

※ゆうちょ銀行をご指定の場合は自動払込み規定が適用されます。

ﾌﾘｶﾞﾅ 募

金

種

別

未来サポーター募金　奨学　国際化　研究　スポーツ　キャンパス整備

氏名
教育振興協力資金

住所
寄付

回数
□毎月 □任意の月 （複数指定可） 寄付

金額
円/回

生年月日 （西暦）　　　　年　　月　　日
明大広報への芳名掲載を希望しない場合は○　　匿名希望

通信欄 ※ 複数資金への寄付の場合、金額の内訳をお書きください 大学
使用欄

終了
年月

□ 今は設定しない
□ 20　 年　 月まで

受付日 事務長
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ゆうちょ銀行以外の金融機関またはゆうちょ銀行のうちどちらか一つをご指定ください。

年　　月　　日 金融機関控

委託者→中央システムセンター

新規 変更

私は、三菱UFJニコスから請求された金額を私名義の預金から口座振替により支払うことにしたいので、下記預金口座振替規定条項を確約

の上依頼します。なお、本書は三菱UFJニコス以外の請求については使用できないものとします。

口座名義人

預金者の

お名前

ﾌﾘｶﾞﾅ 金融機関お届け印

(お届けサイン)
(押し直し専用)

1.預金の支払手続については、当座勘定約定または普通預金規定にかかわらず、当座小切手の振出しまたは普通預金払戻請求書を提出いたしませんから貴店所定の方法で処

　理してください。なお、振替日が変更された場合は請求書に記載された日付をもって処理されてもさしつかえありません。

2.指定預金□座の残高が振替日において引落請求票の金額に満たないときは、私に通知することなく引落請求票を返却されても又、指定日以降に再度振替えられても異議あ

　りません。

3.この預金□座振替契約は貴店が必要と認めた場合には、私に通知することなく解除されても異議ありません。

4.上記顧客番号につき別番号の追加利用、又は変更があっても本書は有効として扱われてさしつかえありません。

5.この取引きについてかりに紛議が生じても貴店あるいは三菱UFJニコス株式会社の責によるものを除き、すべて私と収納依頼企業との間において解決するものとし、貴店

　および三菱UFJニコス株式会社には一切ご迷惑をかけません。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上

以

外

の

金

融

機

関

ゆ

う

ち

銀

行

ご指定

口　座

銀　　　行

信用金庫　信用組合

農協 　漁協 　労金

本　店

支　店

出張所

御

中

ゆ

う

ち

銀

行

料金等の種類 寄付金 金融機関コード

----------預金口座振替規定(ゆうちょ銀行を除く)----------

収納依頼企業名 　　1.印鑑相違　　　　2.預金種目相違　　　　3.印鑑不鮮明
　　4.名義人相違　　　5.口座番号相違　　　　6.預金取引なし
　　7.支店名相違　　　8.その他(　　　　　　　　　　　　　)

学校法人明治大学 【不備返送先】
　〒274-8790 日本郵便株式会社船橋東郵便局私書箱第30号
　三菱UFJニコス株式会社 中央システムセンター 宛

※預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書に不備がありましたら、

　下記該当箇所に○印をつけて三菱UFJニコスへご返送ください。

1 普通預金
(総合口座)

2 当座預金 店番号
口座
番号

預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書（○収  ○加 ） 

検　印

印鑑照合

受 付 印

金

融

機

関

使

用

欄

1 6 6 3 4 1 0
※

番号(右づめでご記入ください)

三菱UFJニコス株式会社

種目コード 契約種別ｺｰﾄﾞ
記号

(6桁目がある場合は※欄にご記入ください)

払 込 先
口座番号 ００１９０－５－７３３２６ 払 込 先

加入者名

収納企業名 三菱UFJニコス株式会社(NICOS) 振替日･払込日 ２７日もしくは１２日
（休業日の場合はその翌営業日）

（収納企業使用欄）

7 1 2 4 6 4 9 8 0 1

口振番号顧　客　番　号

取扱
店日附印

口座振替による寄付申込書

（写真①）

■「口座振替」による継続寄付の制度をご用意しました。

【これまでの活用例：和泉第一学生会館（学生
食堂「和泉の杜」）改修工事】

【和泉第一校舎のエレベータ１・２号機更新工事後の様子】

お知らせ
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２．�大学支援事務室にて受付を行い、書類を代金収納会社へ送付します。また
控えとして申込書の写しを申込者の方へお送りします。

３．代金収納会社よりお届けの金融機関へ振替口座の登録を行います。

４．登録完了後、定期的な振替を開始します。
※お申し込みから振替開始まで通常２か月を要します。
※振替日は 12日です。金融機関休業日の場合は翌営業日となります。

５．通帳には「ＮＳメイジキフキン」と印字されます。
※一部の金融機関では、表記が異なる場合があります。

６．�領収書は１年分の寄付金額をまとめ、年内最後の入金日で作成したものを翌
年１月にお送りします。

７．振替休止や内容変更の際は、大学支援事務室までご連絡ください。

８．口座振替における振込手数料は、かかりません。

（写真②）

■明治大学創立１４０周年記念事業募金

■学生・教育活動緊急支援資金

�目　　的　創立 140周年記念事業（和泉キャンパス新教育棟（仮称）建設ほか）
�募集期間　2019年 4月～ 2022年 3月
�受付金額　個人：一口１万円　
��　　　��　法人・団体：一口の金額は特に定めておりません。
�※一口以上何口でも結構です。一口１万円未満のご寄付でもありがたくお受けいたします。

�目　　的　�感染症の流行、災害の発生等不測の事態による被害に備えるとともに、その被害を受けた学生の支援及�
び本大学の教育活動を維持するための支援を行うことを使途とします。

�募集期間　特に設定いたしません
�受付金額　個人：一口１万円　
�※�困窮する学生に、より多くの支援を届け、修学の機会を守るため、より多くのご支援をお願いいたします。�
�※一口単位以外のご寄付も、学生へのご厚意としてありがたくお受けいたします。

口口座座振振替替依依頼頼書書のの郵郵送送方方法法ににつついいてて  

  

  

 
                       

①点線にそって下の「封筒貼付用あて先用紙」を切り取ってください。 

 

②切り取った「封筒貼付用あて先用紙」の差出人欄をご記入ください。 

 

③封筒のおもて面にはがれないように貼り付けてください。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
④必要な書類を封筒に入れ、しっかりと閉封してください。 

 

⑤ポストへ投函してください。切手の貼り付けは不要です。 

 

 

大大学学支支援援事事務務室室  ＴＴＥＥＬＬ．．0033--33229966--44005577・・44005599  

                ＦＦＡＡＸＸ．．0033--33229966--44336666  

封筒貼付用あて先用紙 

✄ 

貼る 
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