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2014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 2014年度 受付金額：5431万9661円

国際化サポート資金 2014年度 受付金額：1173万7800円

　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2014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。

　明治大学給費奨学生応募者のうち、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1205人の中から100人を採用し

ました。採用者には、授業料の1/2相当額を支給しました。

　この奨学金は学業成績が優秀でありながら、経済的に修学の

継続が困難な学生へ、手厚い経済支援を行うものです。

　理系学部生の場合、この奨学金を受給することで約545時間

分（1日8時間労働とすると約68日分）のアルバイトから解放さ

れ、その時間を夢の実現のために活かすことが出来ます。

　採用者の多くは、厳しい経済状況にも関わらず、将来への夢と

希望を持った成績優秀な学生です。皆さまからのご寄付により、

一人でも多くの学生が明治大学で夢の実現への第一歩を踏み出せ

るよう、一層のご支援を賜りますよう、よろしくお願いいたします。

　アンバサダー・ラウンジは、2014年4月、アカデミーコモン７階

にある「UTM（マレーシア工科大学）サテライト・オフィス」にオー

プンしました。学生たちが外務省地球環境問題担当大使である

本学の堀江正彦特任教授（研究・知財戦略機構）に相談や質問を

したり、日本人の学生が留学生と交流できる場となっています。

　ラウンジは、堀江特任教授の授業「日本外交とグローバル人

材」を行う日の昼休みにオープンしているので、学生たちは弁当

持ちで参加すれば、事前に用意されている飲み物と茶菓をデザー

トにしながら意見交換が出来ます。毎回10人程度の参加があり、

学生たちは、授業での議論の続きや、留学生とも楽しく歓談する

ことが出来るので、大変有益で自分の世界が広がると好評です。

寄付主の企業は、明治大学の学生が留学生と交流しグローバル

人材になることを支援しています。

　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。

　参加した学生の報告書の中には、「自分自身でも感じられるほ

ど見識を広げ、成長をすることができたと思います」「このような

経験を活かし、将来は世界を股に掛けるエンジニアになりたいで

す」と、留学を経て自身の夢を語る言葉や、「この度、貴重な機会

を与えて頂けたことに感謝いたします」「ご協力してくださった皆

様にお礼申し上げたいと思います。ありがとうございました」と、

感謝の声も綴られています。

次の２つの国際化プロジェクトで資金を活用しました。
今後も海外へ留学する明大生への支援を様々な形で計画していきます。

～ 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 ～

※首都圏のアルバイト平均時給：998円  （2015年4月度㈱リクルートジョブズ調べ）

※参加学生の報告書は明治大学ホームページの「国際連携・留学」のページで、
　ご覧いただけます。（URL: http://www.meiji.ac.jp/cip/mjiit/html）

2014年度学部別採用者数

〈感謝のことば 2014〉

マレーシア日本国際工科院のキャンパス

ナジブ首相へ謁見

2014年度未来サポーター
給費奨学生からの「感謝のことば」

～文集から一部抜粋～

学　　部

計

応募者数 採用者数
法学部
商学部
政治経済学部
文学部
理工学部
農学部
経営学部
情報コミュニケーション学部
国際日本学部
総合数理学部

130
119
153
169
209
119
98
78
74
56

1,205

13
14
17
14
15
9
4
3
7
4

100【参考】2014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
  　◆文系学部授業料の1/2…363,000円
  理系学部（一部学科を除く）：1,089,000円
  　◆理系学部授業料の1/2…544,500円

本奨学生からの感謝の気持
ちを綴った文集「感謝のこと
ば」を毎年作成しておりま
す。最新の2015年度版は奨
学サポート資金にご寄付い
ただきました方々に別途お送
りいたします。

明治大学未来サポーター給費奨学生100人を採用

〈１〉 マレーシア日本国際工科院留学プログラム

長期（1年間）：1人・短期（約2か月間）：３人 が参加

〈２〉日本人学生と留学生との交流会「Ambassador’s Lounge」を開催

　今回、未来サポーター給費奨学生に採用していただき、あり
がとうございます。我が家は母子家庭で経済的にも決して豊か
ではないので、母共々、授業料には頭を悩ませていましたが、給
付していただくことが決まり、母を安心させることができまし
た。本当にありがとうございました。　（文学部　長野県出身）

　女手一つで私達を育ててくれた母には社会人になったら旅行
に連れて行ったりして恩返しをしようと思っていましたが、残念
ながら母は天国に旅立ってしまいました。この奨学金は単に金
銭的に学費のやりくりが楽になるだけでなく、頼るべき親のい
なくなった私にとって精神的な支えになるものであり、この未来
サポーター奨学生であるという自覚は普段の学生生活の中で
の努力や挑戦への動機付けにもなっています。

（法学部　神奈川県出身）

　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月に開校しました。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。
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スポーツサポート資金 2014年度 受付金額：5240万3444円

次の12の部で資金を活用しました。

活用内容：部室用ロッカー・収納ラック購入費

ブタのクローン受精卵の作出

MUIIBRの学外研究拠点

研究サポート資金 2014年度 受付金額：1151万8000円

◆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

害の治療など、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。研究成果の社

会還元の一環として、2015年度は京都大学iPS細胞研究所の山

中伸弥教授らと共同シンポジウムを行います。

　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。

〈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

　当研究所では、正規分布を含みながら、分布の山の高低を示

す尖（とが）りや分布の左右非対称性の度合いを示す歪（ゆが）

み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。

　本研究で最終的な目標としている、標準的モデルの構築が実

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、他の分野への大きな影響

も期待されます。

　この目標に向け、2014年度は、為替データについて実証実験

を行い、実用化への基礎的なデータを取得できました。今後は、

実務への応用を目指し、さらに実証実験を続ける予定です。

〈２〉 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システム」整備費

　アーチェリー部の八幡山部室を清潔で整理整頓した部室として有効活用するために男子部員用

ロッカーと靴箱、ハンガーを購入する資金に使用いたしました。

　男子部員の更衣室は、ロッカーが４個しかなく、弓具備品や衣服は更衣室に雑然と置かれていまし

た。また、弓を収納するボウケースの収納ラックも不足し、男子更衣室の床に置かれている状態でし

た。さらに靴箱も不足し、部室の玄関は足の踏み場もない状態でした。部員が整理、整頓、清掃、清潔を

身に付け部室を有効活用し、強いアーチェリー部を維持してゆくために部室の整理整頓は欠かせない

状態でした。

　今回、未来サポーター募金を使い清潔で整理整頓した部室を作ることが出来、部員一同練習に励ん

でいます。募金をしていただいた方々に感謝するとともに、引き続きご支援を賜りますようお願い申し

上げます。ありがとうございました。

アーチェリー部

活用内容：沖縄合宿旅費交通費

　沖縄合宿の飛行機代として充てさせて頂きました。合宿は非常に良い雰囲気

で行われ、自己新記録が多く出ました。宿泊の施設でもおいしいご飯が食べら

れたことも、記録の更新につながったと思います。

　皆様のご支援のおかげで、大変充実した合宿にすることができました。あり

がとうございました。このように有意義な合宿を成功させるため、また、今後の

ウェイトリフティング部のためにも、変わらぬご支援・ご声援のほどよろしくお

願いいたします。写真は夏合宿の練習場での集合写真です。

ウェイトリフティング部

活用内容：富津合宿旅費交通費、奨学金・報奨金、グラウンド改修工事費

　八幡山グラウンドの陸上競技場には、三段跳びの踏切板が設

置されていますが、大会の開催される公認競技場は砂場から13

ｍなのに対し、八幡山は11ｍであるため、大会出場時に違和感が

あり、砂場まで遠く感じていました。普段の練習時からリズムを

つかみ記録更新を図りたい思いで、今回、公認競技場と同じに踏

切板を13ｍに設置させていただきました。

　現在2年生2名が三段跳びの選手登録をされており、先日開催

された第48回東京六大学対校陸上競技大会において、2位と5

位に入賞しました。今後はインカレ入賞目指して練習に励んでお

り、好結果が期待されております。　  競走部監督　古谷　紘一

　この度は、未来サポーター募金へのご支援を賜り、ありがとうございまし

た。皆様から頂いたサポート募金は、箱根駅伝前（12月5日～9日）に行われ

た千葉県富津市での選抜合宿費および八木沢元樹選手（現ヤクルト）のフィ

ジカルトレーニング費として使わせて頂きました。

　箱根駅伝では選手一人一人が合宿での成果を十分に発揮し、昨年よりも

順位を上げ、総合4位でフィニッシュすることが出来ました。また、八木沢選

手は、箱根駅伝には間に合わなかったものの、トレーニングの効果が出始

め、徐々にではありますが再び走ることができるようになりました。これもひ

とえに皆様のご支援のお陰だと思っております。今後とも、明治大学体育会

競走部をよろしくお願いいたします。　        競走部駅伝監督　西　弘美

競走部
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スポーツサポート資金 2014年度 受付金額：5240万3444円

次の12の部で資金を活用しました。

活用内容：部室用ロッカー・収納ラック購入費

ブタのクローン受精卵の作出

MUIIBRの学外研究拠点

研究サポート資金 2014年度 受付金額：1151万8000円

◆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

害の治療など、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。研究成果の社

会還元の一環として、2015年度は京都大学iPS細胞研究所の山

中伸弥教授らと共同シンポジウムを行います。

　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。

〈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

　当研究所では、正規分布を含みながら、分布の山の高低を示

す尖（とが）りや分布の左右非対称性の度合いを示す歪（ゆが）

み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。

　本研究で最終的な目標としている、標準的モデルの構築が実

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、他の分野への大きな影響

も期待されます。

　この目標に向け、2014年度は、為替データについて実証実験

を行い、実用化への基礎的なデータを取得できました。今後は、

実務への応用を目指し、さらに実証実験を続ける予定です。

〈２〉 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システム」整備費

　アーチェリー部の八幡山部室を清潔で整理整頓した部室として有効活用するために男子部員用

ロッカーと靴箱、ハンガーを購入する資金に使用いたしました。

　男子部員の更衣室は、ロッカーが４個しかなく、弓具備品や衣服は更衣室に雑然と置かれていまし

た。また、弓を収納するボウケースの収納ラックも不足し、男子更衣室の床に置かれている状態でし

た。さらに靴箱も不足し、部室の玄関は足の踏み場もない状態でした。部員が整理、整頓、清掃、清潔を

身に付け部室を有効活用し、強いアーチェリー部を維持してゆくために部室の整理整頓は欠かせない

状態でした。

　今回、未来サポーター募金を使い清潔で整理整頓した部室を作ることが出来、部員一同練習に励ん

でいます。募金をしていただいた方々に感謝するとともに、引き続きご支援を賜りますようお願い申し

上げます。ありがとうございました。

アーチェリー部

活用内容：沖縄合宿旅費交通費

　沖縄合宿の飛行機代として充てさせて頂きました。合宿は非常に良い雰囲気

で行われ、自己新記録が多く出ました。宿泊の施設でもおいしいご飯が食べら

れたことも、記録の更新につながったと思います。

　皆様のご支援のおかげで、大変充実した合宿にすることができました。あり

がとうございました。このように有意義な合宿を成功させるため、また、今後の

ウェイトリフティング部のためにも、変わらぬご支援・ご声援のほどよろしくお

願いいたします。写真は夏合宿の練習場での集合写真です。

ウェイトリフティング部

活用内容：富津合宿旅費交通費、奨学金・報奨金、グラウンド改修工事費

　八幡山グラウンドの陸上競技場には、三段跳びの踏切板が設

置されていますが、大会の開催される公認競技場は砂場から13

ｍなのに対し、八幡山は11ｍであるため、大会出場時に違和感が

あり、砂場まで遠く感じていました。普段の練習時からリズムを

つかみ記録更新を図りたい思いで、今回、公認競技場と同じに踏

切板を13ｍに設置させていただきました。

　現在2年生2名が三段跳びの選手登録をされており、先日開催

された第48回東京六大学対校陸上競技大会において、2位と5

位に入賞しました。今後はインカレ入賞目指して練習に励んでお

り、好結果が期待されております。　  競走部監督　古谷　紘一

　この度は、未来サポーター募金へのご支援を賜り、ありがとうございまし

た。皆様から頂いたサポート募金は、箱根駅伝前（12月5日～9日）に行われ

た千葉県富津市での選抜合宿費および八木沢元樹選手（現ヤクルト）のフィ

ジカルトレーニング費として使わせて頂きました。

　箱根駅伝では選手一人一人が合宿での成果を十分に発揮し、昨年よりも

順位を上げ、総合4位でフィニッシュすることが出来ました。また、八木沢選

手は、箱根駅伝には間に合わなかったものの、トレーニングの効果が出始

め、徐々にではありますが再び走ることができるようになりました。これもひ

とえに皆様のご支援のお陰だと思っております。今後とも、明治大学体育会

競走部をよろしくお願いいたします。　        競走部駅伝監督　西　弘美

競走部
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活用内容： 山中湖合宿旅費交通費

　この度は私達、体育会剣道部へのご支援賜りまして誠にありがとうございます。

　今回頂戴致しました未来サポーター募金により、山梨県の山中湖において2014

年度夏合宿を盛大に執り行うことが出来ました。御志につきましては、夏合宿の旅

費交通費として有意義に活用させていただきました。

　その結果、昨年度は第62回全日本学生剣道優勝大会でベスト8、第60回関東学

生剣道新人戦大会で第3位といった成績を修めることが出来ました。来たる全日本

学生剣道選手権大会・関東学生剣道優勝大会・全日本学生剣道優勝大会では優

勝を勝ち取れるよう、より一層精進していく所存でございます。今後ともご支援い

ただけますよう、宜しくお願い申し上げます。

剣道部

活用内容：部車維持費、部品購入費

　体育会自動車部は今年度サポーター募金を主に部車の維持費(自動車税、任意保険、車検)

及びレース車の部品代に使用しました。

　部車はレース車を運ぶトラック、部品・工具搭載用のバン、部員移動用ワゴン車2台の4台あ

り、部員が増えるにつれ台数が増えました。維持費の中で一番の負担は任意保険です。全年齢

担保のため一番高い料金設定の上、一昨年1台増車したのでまだ割引率が低く、これを寄付金

で賄えるのは大変ありがたいことです。当部の試合会場は山の中のため電車では行けないの

で移動車は欠かせません。練習・試合の度にワゴン車をレンタカー使用となるとかなりの負担

になります。トラックは必需品ですが乗用車並みの車検費用が毎年かかります。また昨年はジ

ムカーナの試合車に強化ミッションを組み込む費用にも使いました。年々各校の装備が上が

る中、我が部もついていき、2・3年生主体ながら全日本で5位入賞しました。今年は使いこなし

て優勝を狙います。

自動車部

活用内容：サッカー短期留学（スペイン）

　昨年に引き続き、今年も2名の選手が一ヶ月間、スペインに短期留学しました。スペイン3部

のコルネアというチームに練習参加しました。

　まず練習をするにあたり感じたことは言葉の壁でした。最初の数日間は満足にコミュニ

ケーションをとることができませんでしたが、積極的に名前を覚え、話しかけることを意識す

ることで、徐々に打ち解けることができました。また、3部とはいえサッカーのレベルは高く、

日本では感じることができないフィジカルの強さやスピード感を感じることができました。ま

た、日本人特有の俊敏性や技術は通用する部分もあ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。

　皆様からの温かいご支援、ご声援に心より感謝申し上げます。

サッカー部

活用内容：弾薬購入費、遠征・合宿旅費交通費

　いつもご支援頂きまして誠にありがとうございます。今回射撃部は寄付金の一部を使用さ

せて頂き、スモールボアライフルの弾薬並びに全日本大会等の宿泊費に充てさせて頂きまし

た。お陰様で、2014年全日本学生男子団体を連覇することができました。

　射撃競技はその特性から弾薬や練習環境など非常に特殊な競技になります。近年、弾薬は

円高の影響などもありまして値上がりを続け、試合弾で1発50円、練習弾でも25円程度がか

かります。年間部全体での弾薬代は300万円以上になり、かぎられた予算の中、学生が工夫を

しながら戦ってきましたが、弾薬補助などで少しずつ環境を変えて結果を出してきておりま

す。本年は全日本男子団体三連覇、全日本女子団体優勝を目指し邁進していく所存です。

　皆様のご支援、ご指導、ご鞭撻の程をよろしくお願い申し上げます。

射撃部

活用内容：マイクロバス　リース費

「“チーム”で動く大切さ」

　体育会水泳部では未来サポーター募金の100万円を資金に、昨年９月に初めて部車をリース契約にて所有することができました。

部車は寮から距離のある練習場所への毎日の移動、大会・合宿での移動に使用しております。部車での移動により選手の負担が軽減

し、また、団体で動くことで一体感が生まれ、チームワーク向上にも大きな効果を発揮していると感じております。その効果もあって先

般開催されました日本選手権水泳競技大会では多くの部員が活躍し、創部以来最多となる８

名が７月に開催されるユニバーシアード競技大会に選出されました。

　体育会を日頃よりご支援いただいております皆様方に心より感謝するとともに、1929年以

来となる日本学生選出権優勝、2016年リオデジャネイロ五輪への現役学生輩出を目指し邁進

してまいりますので、今後ともご支援いただければ幸いでございます。

水泳部

活用内容：グラウンド整地車修繕費、公式試合用ヘルメット・キャスター・ボールケース購入費、沖縄合宿旅費交通費、洗濯機購入費

「皆様に感謝」

　今年度、弊部では4件未来サポーター募金を使用させていただき

ました。

　①グラウンド整地車の修理：グラウンドコンディションが整うよう

になり、怪我の防止と共に練習の質の向上に繋がっております。②ヘ

ルメット・用具ケースの購入：リーグ戦のために新調したことで試合

への気持ちを高める事にも繋がっております。③沖縄遠征：沖縄の温

暖な気候のもと、充実したオープン戦・練習を行う事が出来、リーグ

戦へ向けて充実した時を過ごす事が出来ました。④洗濯機の購入：

100人超の部員が合宿所にて生活を行っておりますが、洗濯機の充

実により順番待ちの時間が減り快適な寮生活を送れております。

　いずれも私達の為に支援して下さった方々の存在があってこそ行

うことができました。部員一同非常に感謝しております。皆様方のご

声援・ご期待に応えるためにも、本年度は日本一を達成すべく精一杯

取り組んで参ります。

硬式野球部
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活用内容： 山中湖合宿旅費交通費

　この度は私達、体育会剣道部へのご支援賜りまして誠にありがとうございます。

　今回頂戴致しました未来サポーター募金により、山梨県の山中湖において2014

年度夏合宿を盛大に執り行うことが出来ました。御志につきましては、夏合宿の旅

費交通費として有意義に活用させていただきました。

　その結果、昨年度は第62回全日本学生剣道優勝大会でベスト8、第60回関東学

生剣道新人戦大会で第3位といった成績を修めることが出来ました。来たる全日本

学生剣道選手権大会・関東学生剣道優勝大会・全日本学生剣道優勝大会では優

勝を勝ち取れるよう、より一層精進していく所存でございます。今後ともご支援い

ただけますよう、宜しくお願い申し上げます。

剣道部

活用内容：部車維持費、部品購入費

　体育会自動車部は今年度サポーター募金を主に部車の維持費(自動車税、任意保険、車検)

及びレース車の部品代に使用しました。

　部車はレース車を運ぶトラック、部品・工具搭載用のバン、部員移動用ワゴン車2台の4台あ

り、部員が増えるにつれ台数が増えました。維持費の中で一番の負担は任意保険です。全年齢

担保のため一番高い料金設定の上、一昨年1台増車したのでまだ割引率が低く、これを寄付金

で賄えるのは大変ありがたいことです。当部の試合会場は山の中のため電車では行けないの

で移動車は欠かせません。練習・試合の度にワゴン車をレンタカー使用となるとかなりの負担

になります。トラックは必需品ですが乗用車並みの車検費用が毎年かかります。また昨年はジ

ムカーナの試合車に強化ミッションを組み込む費用にも使いました。年々各校の装備が上が

る中、我が部もついていき、2・3年生主体ながら全日本で5位入賞しました。今年は使いこなし

て優勝を狙います。

自動車部

活用内容：サッカー短期留学（スペイン）

　昨年に引き続き、今年も2名の選手が一ヶ月間、スペインに短期留学しました。スペイン3部

のコルネアというチームに練習参加しました。

　まず練習をするにあたり感じたことは言葉の壁でした。最初の数日間は満足にコミュニ

ケーションをとることができませんでしたが、積極的に名前を覚え、話しかけることを意識す

ることで、徐々に打ち解けることができました。また、3部とはいえサッカーのレベルは高く、

日本では感じることができないフィジカルの強さやスピード感を感じることができました。ま

た、日本人特有の俊敏性や技術は通用する部分もあ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。

　皆様からの温かいご支援、ご声援に心より感謝申し上げます。

サッカー部

活用内容：弾薬購入費、遠征・合宿旅費交通費

　いつもご支援頂きまして誠にありがとうございます。今回射撃部は寄付金の一部を使用さ

せて頂き、スモールボアライフルの弾薬並びに全日本大会等の宿泊費に充てさせて頂きまし

た。お陰様で、2014年全日本学生男子団体を連覇することができました。

　射撃競技はその特性から弾薬や練習環境など非常に特殊な競技になります。近年、弾薬は
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声援・ご期待に応えるためにも、本年度は日本一を達成すべく精一杯

取り組んで参ります。

硬式野球部
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キャンパス整備サポート資金 2014年度 受付金額：3436万6990円

次の２つの施設・設備整備について資金を活用しました。

活用内容：反発弾性用アンダークッション・跳躍版購入費

閉鎖系ガラス温室

培養室

　農学部の新たな実験研究棟となる生田第一校舎６号館が完成

しました。

　６号館は地下１階・地上４階建て（延床面積約5300平方㍍）

で、圃場や温室のある生田キャンパス南寄りの丘陵地の一角に

立地しています。教室や通常の実験室・研究室以外に、遺伝子

組換え体を扱う培養室や、最上階には日影の影響を受けない閉

鎖系ガラス温室を設けたほか、通風・採光に優れた吹抜けや休

憩スペースも共用部に配置されているのが特徴です。

　実験研究棟の閉鎖的なイメージとは異なり、明るさに満ちた空

間となっています。

〈１〉 生田キャンパス：第一校舎６号館

　全キャンパスで省エネルギーのための改修や更新工事が進められて

います。駿河台キャンパスのリバティタワーやアカデミーコモン、山中・

清里セミナーハウスの照明器具が更新され、和泉キャンパスでは電力

監視システムが設置されています。

　明治大学では都市型の総合大学の社会的使命として、環境保全活

動を実践し、社会において指導的な役割を果たしていくためにも、今

後も環境問題に関し積極的に取り組んで参ります。

〈２〉 全地区省エネ中長期更新工事

　この度は、体操部に多大なるご支援を頂き、誠に感謝いたします。寄付金により、欠損

していた器具を購入でき、設備が充実し、安全に練習を行えるようになりました。

　器械体操部では、男女共に全日本学生体操競技選手権大会に出場し、入賞を目標に

日々努力しております。今年は、男子が団体で出場し、結果として9位入賞という成績を

残すことができました。また、個人総合にも出場し、男女合わせて3人が決勝に進出しま

した。種目別選手権においては、男女共に3位という結果を収めました。

　今年度の多額の資金の助成、誠にありがとうございました。来年度は、今年度以上の

結果を残すため努力して参ります。今後とも、応援の程よろしくお願い申し上げます。

体操部

活用内容：白子合宿宿泊費

　未来サポーター募金を寄付してくださり、誠にありがとうございます。

　私たちボクシング部は未来サポーター募金を使わせて頂き、千葉の白子で5泊6日の

合宿を行いました。リーグ戦を5月に控え、課題であるスタミナを強化するには最高のロ

ケーションでした。合宿では朝・午前・午後と3部練をし、それぞれストレッチや走り込

み、技術面の向上を意識し練習を行いました。

　潮風が強く吹く日や気温が低いなど決して練習しやすいとは言えない天気の中で、き

ついメニューをこなした５日間でした。この体力的にも精神的にもきつい合宿を乗り越

えた選手たちは、リーグ戦で1回りも２回りも成長した姿を見せてくれると思います。

　明治大学は部員が少ない為、リーグ戦を戦う上で他校より不利ではありますが、精一

杯頑張りたいと思います。今後とも応援を宜しくお願いいたします。

ボクシング部

活用内容：トレーナー業務委託費、トレーニング機器・備品購入費

　2014年度、２年目のシーズンは部の強化方針として運営上の必要備品と大学トップ

チームが導入している選手の走行距離を測るＧＰＳシステムを購入し、練習や試合での

走行指標を計測してより良いコンディションで挑めるようにしました。

　また、戦略部分での分析に関する備品の購入。トレーニング後の選手にケアの意識付

けを行う備品も購入し、各人がベストで練習や試合に挑めるように指導を行いました。

強化するうえで日々進化する指導に必要なものを購入するために、スポーツサポート資

金を使用させて頂きました。ありがとうございました。

　2015年、３年目のシーズンに入り、少しずつ明治の新たな文化の構築も出来つつあると思います。

　19年遠ざかる大学チャンピオンを目指し、また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。　　  　　　　　　　ラグビー部監督　丹羽　政彦

ラグビー部

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」でご覧いただけます。

明大スポーツ 検 索

◆駿河台キャンパス：駿河台隣接不動産改修
  　リバティタワー蓄熱槽改修
◆和泉キャンパス：体育施設空調機設置
◆生田キャンパス：中央校舎空調設備更新　等

今後予定している主な施設整備計画

07



キャンパス整備サポート資金 2014年度 受付金額：3436万6990円

次の２つの施設・設備整備について資金を活用しました。

活用内容：反発弾性用アンダークッション・跳躍版購入費

閉鎖系ガラス温室

培養室

　農学部の新たな実験研究棟となる生田第一校舎６号館が完成

しました。

　６号館は地下１階・地上４階建て（延床面積約5300平方㍍）

で、圃場や温室のある生田キャンパス南寄りの丘陵地の一角に

立地しています。教室や通常の実験室・研究室以外に、遺伝子

組換え体を扱う培養室や、最上階には日影の影響を受けない閉

鎖系ガラス温室を設けたほか、通風・採光に優れた吹抜けや休

憩スペースも共用部に配置されているのが特徴です。

　実験研究棟の閉鎖的なイメージとは異なり、明るさに満ちた空

間となっています。

〈１〉 生田キャンパス：第一校舎６号館

　全キャンパスで省エネルギーのための改修や更新工事が進められて

います。駿河台キャンパスのリバティタワーやアカデミーコモン、山中・

清里セミナーハウスの照明器具が更新され、和泉キャンパスでは電力

監視システムが設置されています。

　明治大学では都市型の総合大学の社会的使命として、環境保全活

動を実践し、社会において指導的な役割を果たしていくためにも、今

後も環境問題に関し積極的に取り組んで参ります。

〈２〉 全地区省エネ中長期更新工事

　この度は、体操部に多大なるご支援を頂き、誠に感謝いたします。寄付金により、欠損

していた器具を購入でき、設備が充実し、安全に練習を行えるようになりました。

　器械体操部では、男女共に全日本学生体操競技選手権大会に出場し、入賞を目標に

日々努力しております。今年は、男子が団体で出場し、結果として9位入賞という成績を

残すことができました。また、個人総合にも出場し、男女合わせて3人が決勝に進出しま

した。種目別選手権においては、男女共に3位という結果を収めました。

　今年度の多額の資金の助成、誠にありがとうございました。来年度は、今年度以上の

結果を残すため努力して参ります。今後とも、応援の程よろしくお願い申し上げます。

体操部

活用内容：白子合宿宿泊費

　未来サポーター募金を寄付してくださり、誠にありがとうございます。

　私たちボクシング部は未来サポーター募金を使わせて頂き、千葉の白子で5泊6日の

合宿を行いました。リーグ戦を5月に控え、課題であるスタミナを強化するには最高のロ

ケーションでした。合宿では朝・午前・午後と3部練をし、それぞれストレッチや走り込

み、技術面の向上を意識し練習を行いました。

　潮風が強く吹く日や気温が低いなど決して練習しやすいとは言えない天気の中で、き

ついメニューをこなした５日間でした。この体力的にも精神的にもきつい合宿を乗り越

えた選手たちは、リーグ戦で1回りも２回りも成長した姿を見せてくれると思います。

　明治大学は部員が少ない為、リーグ戦を戦う上で他校より不利ではありますが、精一

杯頑張りたいと思います。今後とも応援を宜しくお願いいたします。

ボクシング部

活用内容：トレーナー業務委託費、トレーニング機器・備品購入費

　2014年度、２年目のシーズンは部の強化方針として運営上の必要備品と大学トップ

チームが導入している選手の走行距離を測るＧＰＳシステムを購入し、練習や試合での

走行指標を計測してより良いコンディションで挑めるようにしました。

　また、戦略部分での分析に関する備品の購入。トレーニング後の選手にケアの意識付

けを行う備品も購入し、各人がベストで練習や試合に挑めるように指導を行いました。

強化するうえで日々進化する指導に必要なものを購入するために、スポーツサポート資

金を使用させて頂きました。ありがとうございました。

　2015年、３年目のシーズンに入り、少しずつ明治の新たな文化の構築も出来つつあると思います。

　19年遠ざかる大学チャンピオンを目指し、また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。　　  　　　　　　　ラグビー部監督　丹羽　政彦

ラグビー部

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」でご覧いただけます。

明大スポーツ 検 索

◆駿河台キャンパス：駿河台隣接不動産改修
  　リバティタワー蓄熱槽改修
◆和泉キャンパス：体育施設空調機設置
◆生田キャンパス：中央校舎空調設備更新　等

今後予定している主な施設整備計画

07 08



奨学
1260件

5431万9661円 国際化
296件

1173万7800円

研究
326件

1151万8000円 スポーツ
829件

5240万3444円

キャンパス
484件

3436万6990円

未来サポーター募金・実績

　2014年度に未来サポーター募金へ寄せられた寄付は、１億6434万5895円（3195件）でした。

　昨年度に引き続き、奨学サポート資金にもっとも多くの寄付をいただきました。インターネットからのお申込みや継続寄付をご利用

になられる方が増えたこともあり、前年度よりも約800件多くのお申込みをいただきました。また、金額についても前年度より約2700

万円の増となりました。2014年10月に開催したホームカミングデーでは、490人の方から約750万円もの寄付を頂戴しました。次は資

金別の実績です。

※2011年度は2012年1～3月の3か月分の集計です。

グローバルフロント寄付者銘板設置場所銘板（見本）

年　度 件　数 冊　数
2011年度
2012年度
2013年度
2014年度
合　計

58件
1,417件
1,683件
1,699件
4,857件

9,058冊
160,671冊
183,000冊
179,916冊
532,645冊

金　額
181,641円
2,904,298円
3,292,765円
3,511,142円
9,889,846円

2014年度　受付結果

Ⅱ 2015年度の募金活動の主な予定

　大学で住所を把握している校友（約33万人）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。

明治大学広報（2015年9月、2016年1月）

Ⅲ

　この度、明治大学未来サポーター募金寄付者銘板の設置予定場所が、「駿河台キャンパス　アカデミーコモン１階外部壁面」から

「駿河台キャンパス グローバルフロント１階内部壁面」へ変更となりました。グローバルフロントは創立130周年記念事業で整備され

た校舎の一つであり、世界に発信する最先端の研究拠点と陶冶の場を目指し、リバティタワー・アカデミーコモンと並ぶ教育研究棟と

して建設されました。

　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。

お問い合わせ先：明治大学 募金室　☎03-3296-4057（銘板に関して、累計額の確認等）

明治大学未来サポーター募金寄付者銘板・設置場所変更のお知らせ
～2010年4月から2016年3月末日までのご寄付を集計し、2016年秋に設置（予定）～

　卒業後10年、20年、30年、40年、50年、60年を迎えた校友（卒業生）の方々は、特別招待校友として、8月上旬に大学登録のご住所

（年２回の明大広報のお届け先）へ招待状をお送りいたします。

　当日は、特別招待校友以外の方や、そのご家族もご参加いただけます。

　※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。

　　お問合わせ先：明治大学 校友課　☎03-3296-4726

明治大学ホームカミングデー

　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月に募集を開始して以来、多くの

方々にご協力いただき、これまでに文系学部生の1年間の授業料

13人分に相当する金額となりました

本棚募金

⇒お申込み方法につきましては、同封の本棚募金パンフレットをご参照ください。

　2014年10月19日（日）に開催された明治大学ホームカミングデーにあわ

せて、未来サポーター募金の顕彰制度の一つである「高額寄付者との交流

会」を駿河台キャンパス紫紺館にて開催し、個人6人、法人1社、同伴者を含

め、合計11人の方をお招きしました。

　次回は2015年秋に開催を予定しており、2014年度中に未来サポーター

募金に対していただいたご寄付の累計金額が、個人：100万円、団体・法人：

500万円に達した皆さまをご招待する予定です。日程や詳細が決定次第、該

当者の方には個別にご案内申し上げます。

顕彰制度の実施（一例）

寄付者交流会

　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、2014年度は63人(法人を含む)の方へお渡ししました。

＊個人50万円(累計)、団体・法人500万円(累計)

感謝状の贈呈

◆設置場所：駿河台キャンパス　グローバルフロント1階内部壁面
◆設置時期：2016年秋（予定）

◆日程：2015年10月18日（日）11時～17時
◆場所：明治大学　駿河台キャンパス
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奨学
1260件

5431万9661円 国際化
296件

1173万7800円

研究
326件

1151万8000円 スポーツ
829件

5240万3444円

キャンパス
484件

3436万6990円

未来サポーター募金・実績

　2014年度に未来サポーター募金へ寄せられた寄付は、１億6434万5895円（3195件）でした。

　昨年度に引き続き、奨学サポート資金にもっとも多くの寄付をいただきました。インターネットからのお申込みや継続寄付をご利用

になられる方が増えたこともあり、前年度よりも約800件多くのお申込みをいただきました。また、金額についても前年度より約2700

万円の増となりました。2014年10月に開催したホームカミングデーでは、490人の方から約750万円もの寄付を頂戴しました。次は資

金別の実績です。

※2011年度は2012年1～3月の3か月分の集計です。

グローバルフロント寄付者銘板設置場所銘板（見本）

年　度 件　数 冊　数
2011年度
2012年度
2013年度
2014年度
合　計

58件
1,417件
1,683件
1,699件
4,857件

9,058冊
160,671冊
183,000冊
179,916冊
532,645冊

金　額
181,641円
2,904,298円
3,292,765円
3,511,142円
9,889,846円

2014年度　受付結果

Ⅱ 2015年度の募金活動の主な予定

　大学で住所を把握している校友（約33万人）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。

明治大学広報（2015年9月、2016年1月）

Ⅲ

　この度、明治大学未来サポーター募金寄付者銘板の設置予定場所が、「駿河台キャンパス　アカデミーコモン１階外部壁面」から

「駿河台キャンパス グローバルフロント１階内部壁面」へ変更となりました。グローバルフロントは創立130周年記念事業で整備され

た校舎の一つであり、世界に発信する最先端の研究拠点と陶冶の場を目指し、リバティタワー・アカデミーコモンと並ぶ教育研究棟と

して建設されました。

　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。

お問い合わせ先：明治大学 募金室　☎03-3296-4057（銘板に関して、累計額の確認等）

明治大学未来サポーター募金寄付者銘板・設置場所変更のお知らせ
～2010年4月から2016年3月末日までのご寄付を集計し、2016年秋に設置（予定）～

　卒業後10年、20年、30年、40年、50年、60年を迎えた校友（卒業生）の方々は、特別招待校友として、8月上旬に大学登録のご住所

（年２回の明大広報のお届け先）へ招待状をお送りいたします。

　当日は、特別招待校友以外の方や、そのご家族もご参加いただけます。

　※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。

　　お問合わせ先：明治大学 校友課　☎03-3296-4726

明治大学ホームカミングデー

　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月に募集を開始して以来、多くの

方々にご協力いただき、これまでに文系学部生の1年間の授業料

13人分に相当する金額となりました

本棚募金

⇒お申込み方法につきましては、同封の本棚募金パンフレットをご参照ください。

　2014年10月19日（日）に開催された明治大学ホームカミングデーにあわ

せて、未来サポーター募金の顕彰制度の一つである「高額寄付者との交流

会」を駿河台キャンパス紫紺館にて開催し、個人6人、法人1社、同伴者を含

め、合計11人の方をお招きしました。

　次回は2015年秋に開催を予定しており、2014年度中に未来サポーター

募金に対していただいたご寄付の累計金額が、個人：100万円、団体・法人：

500万円に達した皆さまをご招待する予定です。日程や詳細が決定次第、該

当者の方には個別にご案内申し上げます。

顕彰制度の実施（一例）

寄付者交流会

　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、2014年度は63人(法人を含む)の方へお渡ししました。

＊個人50万円(累計)、団体・法人500万円(累計)

感謝状の贈呈

◆設置場所：駿河台キャンパス　グローバルフロント1階内部壁面
◆設置時期：2016年秋（予定）

◆日程：2015年10月18日（日）11時～17時
◆場所：明治大学　駿河台キャンパス
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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
℡　03-3296-4057・4059
E-mail　bokin@mics.meiji.ac.jp

皆様に支えられ、
今日も明大生は学び、

自分の「個」を
磨きつづけています。

2015.7


