
　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。　
　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2013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ているかを実感して
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。

明治大学未来サポーター募金
活動報告書 2013

明治大学 募金室
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Ⅰ  2013年度　各資金別活用状況報告

1  奨学サポート資金
　70名の学生の授業料を支援！　明治大学給費奨学金「未来サポーター募金奨学生」制度が開始！
　明治大学給費奨学金応募者のうち、未来サポーター給費奨学生としての採用を希望する学生1432名の
中から70名を採用しました。採用者には、授業料の1/2相当額を支給しました。
　【参考】	 2013年度授業料（2013年度以前入学者）
	 文系学部（国際日本学部を除く）：726,000円
	 理系学部（一部学科を除く）：1,089,000円
　2013年8月1日に、寄付者に奨学生が直接感謝のことばを伝える『感謝の集い』 を開催しました。
　この集いの場において、奨学生代表が、お越しいただいた寄付者の方々に、奨学生の「感謝のことば」
をまとめた冊子を手渡し、ご支援に対してのお礼を直接申し上げました。
　「感謝のことば」には、「アルバイトをする時間が減り、その分勉強等に充てる時間を増やすことがで
きた」「夢を実現させる可能性が広がった」といった感謝の声が綴られています。

感謝の集い 感謝のことば

2  国際化サポート資金
マレーシア日本国際工科院留学プログラム
　本学協定校でもあるマレーシア工科大学傘下のマレーシア日本国際工科院（MJIIT）に学生を派遣し、
ASEANの工学教育の最先端を学び、アジアをリードする技術者・研究者を育成するプログラムです。留
学のための学費，航空券，宿舎費，生活費に係る奨学金を支給しました。
　派遣実績
　①　長期（1年）　　1名
　②　短期（約2か月）2名
　今後も海外へ留学する明大生を支援することを計画していきます。

＊��マレーシア日本国際工科院（以下MJIIT）は，外務省の主導により，日本の工学教育の特徴を生かした教育・研究を実施する
新たな国際工学教育拠点として，2011年9月に開校されました。
　�マレーシアの高等教育機関において高い技術と研究能力を備えた人材を養成し，国際競争力強化を図ることを目的としています。
　現在日本国内の24大学がMJIITコンソーシアム会員として協力し，学術交流や学生交流を行っています。
　�本プログラムは、長年マレーシアと協力関係を築いてきたローム・ワコー株式会社の吉岡洋介名誉会長のご寄付により実施し
ています。

マレーシア日本国際工科院のキャンパス 研究室の人とのFarewell�Party
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3  研究サポート資金
　次の3つ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）
の研究活動推進経費のうち、学外スペース・ラボ機能の整備費

◆トランスレーショナル・リサーチの世界的拠点形成に向けて
　基礎研究の成果を臨床応用に繋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、明治
大学バイオリソース研究国際インスティテュート（MUIIBR）は、遺伝子改変ブタやクローンブタという
本学独自の研究資源を活用した医農工連携研究を行い、世界をリードしています。
　先端医療の究極の目標である臓器再生、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、社会のニーズの大きな課題に対して、大型実験動物であるブタを
用いたトランスレーショナル・リサーチという切り口から取り組んでいるのがMUIIBRの特色です。一
方でMUIIBRは、高度な研究活動を学生教育に反映させることにも取り組んでいます（特別セミナー：
高付加価値生命産業担い手養成講座）。これらの取り組みには、本資金により整備して頂いた、MUIIBR
の学外研究拠点が大きな役割を果たしています。クローンブタや遺伝子改変ブタの作出技術、黒川農場
の研究施設など、本学が世界に誇り得る研究インフラを最大限に活用し、今後も明治から世界に向けた
研究成果の発信を続けていきます。

MUIIBRの学外研究拠点 ブタのクローン受精卵の作出

〈２〉　 文部科学省・科学技術振興機構「革新的イノベーション創出プログラムCOI-T拠点（運
営リーダー＝荒川薫・総合数理学部）」の運営体制整備費のうち、プロジェクト運営者の
配置に係る費用

◆�革新的イノベーション創出プログラムCOI-T拠点における研究開発の推進
　2013年10月，本学は文部科学省及び科学技術振興機構の「革新的イノベーション創出プログラム」ト
ライアル拠点（COI-T）として採択されました。本プログラムは，10年後の日本が目指すべき社会の実
現に向けて，大学や企業の関係者が一体となって研究開発に取り組むものです。
　現在，総合数理学部先端メディアサイエンス学科が中心となり，大学研究機関及び民間企業と連携して，
「感性に基づく個別化循環型社会の創造」をテーマに研究開発を進めています。ここでは，一人ひとりが
自らの感性と創造性に基づいて簡単にものをデザイン・作製し，それらがインターネットを通じたプラッ
トフォーム上で共有・評価されることにより，さらなるものづくりへとフィードバックされる新たな仕
組みの構築を目指しています。マス・プロダクションからパーソナル・ファブリケーションへのパラダ
イムシフトを見据え，本学ではその基盤となる新たな技術の研究開発にチャレンジしています。

ものづくりの過程を記録・共有・再生するシステム「FabNavi」
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〈３〉　 明治大学計算統計科学研究所（研究代表者＝永原裕一・政治経済学部）の設備整備費の
うち、　「実証実験用計算サーバーシステム」導入費

　当研究所では，正規分布を含みながら，分布の尖(とが)り（分布の山の高低を示す）や歪(ゆが)み（左
右非対称性の度合いを示す）を幅広く表現できるピアソン分布系（分布の集まり）の乱数を使い，数式
で表される従来の確率分布では表現困難な多変量非正規分布（分布の尖りや歪みの違う分布同士を組み
合わせたもの）を構築し，その分布のパラメータを最尤法によって推定することで，取得データをもと
に真の分布を近似して再生することを実現しました。
　学説史的には数理統計学の創始者の二人であるピアソンの思想（ピアソン分布系）とフィッシャーの
思想（尤度(ゆうど)原理），さらに，赤池弘次氏の思想（情報量規準）を加えたものであり，現在のコンピュー
タ環境でこそ実現できる大量の乱数によって統合・拡張した研究であります。
　本研究では，この乱数を用いた多変量非正規分布について、金融リスク管理での実用化に向けた知見
蓄積のため，高性能サーバーを導入しました。最終的な目標としては，標準的モデルの構築を視野にい
れています。これが実現できれば，先端的学術研究の拠点として，本学の研究力を世界に向けて大きく
アピールできるほか，他の分野に大きな影響を与えることも期待されます。
　この目標に向け，今後は実証実験を重ね，実用化に向けた各種のデータを蓄積し，実務での応用につ
なげていく計画です。

4  スポーツサポート資金
　次の14の部で資金を活用しました。

部名 活動内容 説明 活動の様子

合気道部
ベトナム・ホーチミ
ン，ハノイへの交流
稽古遠征費用

　海外遠征では、現地の合気道会の方々と稽古を行い、交流致しま
した。

アーチェリー部 韓国研修合宿費用 　選手の技術向上を目的として、世界屈指の強豪校である、韓国の
安東大学校へ研修に行かせて頂きました。

競走部 奨学金・報奨金 　選手の奨学・報奨制度に活用し、駅伝シーズンに向けて充実した
練習を行うことができました。

航空部 グライダー購入費用 　念願であった、2 機目の複座機を導入することが出来ました。
　今後も安全優先の活動を行ってまいります。

硬式野球部 トレーナー委託費用 　トレーナーによる股関節整復を行い、選手の技術向上はもちろん、
けがの防止にもつながっております。

サッカー部
スペインへの
サッカー留学費用

（2 名）

　2 名の選手が約一ヶ月間、短期留学しました。スペイン 3 部のチー
ムに練習参加し、小さい頃から生活をかけてサッカーをするスペイ
ンの選手との練習は、日本では感じ取ることのない厳しさや、勝負
に対する強い気持ちを感じました。また、言葉が分からない中で、
最初は、練習の意図が分からないことや、他の選手とのコミュニケー
ションを上手くとれないこともありましたが、日本人の持つ高い技
術や敏捷性はサッカーの本場スペインでも通ずることが分かり、自
信となりました。
　過去、スペイン短期留学を経験し、関東大学サッカーリーグ戦や
全日本大学サッカー選手権で活躍し、プロへと活躍の場を広げた
OB の方達のように、この短期留学で学んだことを今後の人生に活
かしたいと思います。
　皆様からの暖かいご支援、ご声援に心より感謝申し上げます。
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部名 活動内容 説明 活動の様子

自動車部 ワゴン車購入費用

　移動用に 10 人乗りのワゴン車を新車購入、購入費用の半額を募
金で賄いました。
　その他、試合時に使用するテントの購入、部車維持費に利用しま
した。

スキー部 部車・ウエイト器具・
テント等購入費用

　合宿や遠征に使用する部車（中古）の購入費用の一部として活用
させて頂きました。
　スキーの特性上、用具が多く遠征に持っていく荷物量も大変多く
なります。部車があることで部員と荷物を一度に運搬することが可
能になり、移動後の練習計画にばらつきがなくなりました。
　新合宿所完成に伴い、ウエイトトレーニングセット一式（中古）
を購入させて頂きました。
　和泉校舎にトレーニングルームはありますが、授業での使用が優
先されるために合宿所内にあることで時間を気にせずトレーニング
が可能になりました。

端艇部 アジアボート選手権 
遠征費用

　2013 年 9 月に中国・六安にて行われたアジア選手権大会への遠
征費用に活用させていただき、その後も日々鍛練を積み重ねており
ます。

馬術部 馬の治療費、
部車維持費

　傷病馬匹の治療費、馬匹運搬トラックの維持・整備費用の一部に
活用させていただきました。

バスケットボール部 高麗大学との
定期戦遠征費用

　1968 年から高麗大学と定期戦を行っており、韓国遠征費用とし
て活用させていただきました。

バレーボール部 強化合宿費用

　2014 年 3 月に静岡県、大阪府での強化合宿に活用させていただ
きました。計６日間、企業様と合同で練習試合をすることで、学生
にとって非常に実り多き合宿となり、今春のリーグ戦では好成績を
残すことができました。

ボクシング部 春合宿費用 　2014 年 3 月に静岡県で合宿を致しました。緑に囲まれた自然豊
かな練習場で 5 日間内容の濃い練習を致しました。

ラグビー部

ウエイト器具・
スキルトレーニング
備品 
購入費用

　2013 年度より新体制がスタートしまして、フィジカル面の強化
を最重要事項として、トレーニングに必要な器具・備品の購入に皆
様からの募金を活用させて頂きました。
　「身体作り」は日々の地道な努力が必要です。昨年から指導を徹底
させ、秋のシーズンには試合でのチーム全体のウエイト効果も発揮
され、相手の選手に当たり負けないシーンが増えてきました。
　2014 年も 1 月より活動を開始させて、ストレングスコーチも
U20 日本代表のコーチを新たに招聘して、更なるレベルアップを
目指し活動を継続させています。2014 年度春からの招待試合や
練習試合でも大きな効果が出て、試合結果に繋がっております。 
皆様のご期待に応えられるように、秋のシーズンに向けてスタッフ・
選手一体となって頑張っていきますので、温かいご支援・ご声援を
何卒宜しくお願い申し上げます。

明治大学体育会ラグビー部
監督　丹羽　政彦
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5  キャンパス整備サポート資金
　創立130周年記念事業で整備した次の大型設備の建設資金に充当いたしました。

①　駿河台C地区整備計画（グローバルフロント）

　　　	

Ⅱ  未来サポーター募金寄付実績
1．過去４年間の実績
　2013年度の未来サポーター募金の寄付実績は、１億3,751万6,078円（2,353件）でした。
　創立130周年を迎えた2011年度をピークとして、「キャンパス整備サポート資金」を中心に多くのご寄
付を頂戴してまいりましたが、2013年度は、件数・金額共に「奨学サポート資金」に最も多くの寄付を
いただきました。（図1）
（図1）未来サポーター募金　過去４年間の寄付件数・金額の推移

3億5,795万5,065円
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合計 10億8,584万5,097円

（図2）寄付者の年齢別分布　　※年齢の基準日：毎年4/1

人数

2．寄付者の構成
　年齢別では、60歳を超える方の割合が大きく、60・70歳代の方からの寄付が全体の57％を占めます。（図2）
　申込手段別では、「銀行・郵便局」が大半を占めますが、「ネット決済」も全体の1割を越え、特に60
歳代より若い世代の方の寄付手段として定着しつつあります。（図3）
　「継続寄付」導入後の「ネット決済」での寄付申込者の動向は、（図4）の通りです。
（図3）寄付手段の割合（件数） （図4）「ネット決済」申込者の傾向　（2012年1月～）

ネット決済：インターネットから寄付申込を行う方法のこと。

決済手段は、クレジットカード、インターネットバンキング、ATMの3種

一度の申込で毎月や毎年自動的に寄付が行える継続寄付を2012年1月より導入した。

グラフは、ネット決済による申込の内訳

【寄付回数/１回当り平均寄付額/割合】

②　和泉新図書館新築工事

③　生田第二校舎D館新築工事
④　中野キャンパス整備計画
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3．本棚募金寄付実績	 	 	 	 	 	 	 	 	
　本棚募金は、書籍等をご提供いただき、その買取金額を未来サポーター募金の奨学サポート資金に組
み入れ、奨学金として活用するプロジェクトです。	 	 	 	 	 	 	 	
　2012年1月の募集開始以降、多くの方々のご協力を得て、これまでに文系学部の１年間の授業料10人
分に相当する金額が集められました。
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

年　度 件　数 冊　数 金　額

2011 年度 58 件 9,058 冊 181,641 円

2012 年度 1,417 件 160,671 冊 2,904,298 円

2013 年度 1,683 件 183,000 冊 3,292,765 円

2014 年度 341 件 38,570 冊 677,671 円

合　計 3,499 件 391,299 冊 7,056,375 円

2011年度は、2012年1 ～ 3月の3か月分
2014年度は、4～ 6月の3か月分の集計です

Ⅲ  2014年度の募金活動の主な予定
1．明治大学広報（2014年9月，2015年1月）
　大学で住所を把握している校友（約33万名）の方々に、「明治大学広報　募金特別号」の他、募金に関
するご案内を同封してお送りいたします。

2．第17回明治大学ホームカミングデー
◆開催日：2014年10月19日（日）
◆会　場：明治大学　駿河台キャンパス
※当日は「未来サポーター募金の受付」及び「本棚募金1人1冊持ち寄りキャンペーン」を実施予定です。
お問合せ先：校友課　Tel	03-3296-4726

Ⅳ  明治大学未来サポーター募金寄付者銘板について
　いよいよ「明治大学未来サポーター募金寄付者銘板」の設置時期が迫ってまいりました。2016年3月末
日までに，未来サポーター募金への寄付累計金額が個人：10万円，団体・法人：20万円以上に達した方
が対象となります。
　明治大学広報等での芳名掲載を匿名にされた方も，銘板にお名前を刻むことが出来ます。
◆設置時期：2016年秋（予定）
◆設置場所：駿河台キャンパス　アカデミーコモン1階外部壁面

寄付者銘板設置場所 寄付者銘板（見本）



学校法人明治大学　募金室
〒 101-8301　東京都千代田区神田駿河台 1-1　大学会館 6階
TEL：03-3296-4057・4059
E-mail：bokin@mics.meiji.ac.jp

2014.7


