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2015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～　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～　国内外に誇れる大学へ

～研究サポート資金～　　　最先端の研究を“明治”から

　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2015年度の活用結果をご報告いた

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給費奨学生とは？

　学業成績が優秀でありながら、経済的理由により修学が困難

な学生に対して、授業料1/2相当額の奨学金（返済不要）が支給

されます。

　皆さまからのご支援により、2015年度は採用者数が昨年度の

100人から20人増え、120人となりました。

　本奨学金は皆さまからの温かいご支援により、実現・継続する

ことが可能になっています。今後も、学生の学ぶ意欲に応える奨

学金制度の充実を目指します。

次の４つの国際化プログラムで資金を活用しました。

①　マレーシア日本国際工科院留学プログラム

②　日本人学生と留学生との交流会「Ambassadar’s Lounge」を
開催

③　WC2（世界都市型大学ネットワーク）ロンドンサマーシンポジウム
参加学生への奨学金

④　国際ユースボランティア・プログラム参加学生への奨学金

国際ユースボランティア・プログラム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。

国連ユースボランティアとは？

　国連ボランティア計画（UNV）と日本の大学が連携し

て、学生を開発途上国へ派遣するプログラム

　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（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。2015年
度は、さらなる実行速度の高速化の研究を行いました。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。

次の２つの研究プロジェクトで資金を活用しました。

～ 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 ～

感謝のことば 2015

ブタのクローン受精卵の作出

◆本奨学金受給学生からのメッセージ「感謝のことば」を奨学サ
ポート資金へ寄付いただいた方にお送りしています。

明治大学未来サポーター給費奨学生120人を採用

①　明治大学計算統計科学研究所（所長＝永原裕一・政治経済学部）
　　「実証実験用計算サーバーシステム」整備費

　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。研究成果の社会還元の一環として、
2015年7月26日に京都大学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した。これらの取り組みには、本資金
により整備していただいた、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。

②　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）
　　「学外スペース・ラボ機能」整備費

　私は 2015 年 9 月から 2016 年 2 月までガーナにて国連ユース
ボランティアとして活動していました。主な業務は1: プロジェクトの
企画運営、2: イベントの広報活動、3:ローカルNGO等のWEBサ
イト作成です。私がこの活動を通して学んだことは自発性です 。何
か組織、国に貢献したいという気持ちから私は外部のボランティア
団体と積極的にコミュニケーションをとることに努めました。この姿
勢は今後社会に出て行く上でも役に立つことであり、非常に有意義
な経験となったと思います。　　　　　　国際日本学部３年（当時）

Ⅰ

　私はインドの国連ボランティア計画（UNV）にて5ヶ月間、主に広報
として活動しました。職務中には同時期に他の国々へ派遣された日本
人学生たちと共同でプロジェクトを行うなどをして、大学生の立場であ
りながら国連機関の一員としてインドにおける様々な問題を知り、そ
れを解決するための取り組みに関わることができました。今後は、国連
機関での経験を生かして世界の問題に目を向け、なんらかの形で世界
の問題に関わりながら、世界で認められている日本人の一員というこ
とに誇りを持って生きていきたいです。　　  国際日本学部３年（当時）

MUIIBRの学外研究拠点
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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２１の部で資金を活用しました。体育会各部からの活動報告については、明治大学募金室HPにて掲載いたします。

合気道部
活用内容：春合宿旅費交通費

空手部
活用内容：夏合宿旅費交通費・施設利用料

弓道部
活用内容：夏合宿貸切バス代、プリンター購入費、大会参加費、連盟登録費

スキー部
活用内容：練習用ジャンプ一式購入費、海外遠征派遣参加費

端艇部
活用内容：スイープオール購入費、エイト競技用艇の分割修理費

柔道部
活用内容：奨学金

射撃部
活用内容：弾薬購入費、遠征宿泊費、射撃分析装置一式、
　　　　　部車購入費、遠征用レンタカー代

硬式野球部
活用内容：アメリカ遠征（フロリダ州・アリゾナ州）

自転車部
活用内容：大会（ツールド北海道）旅費交通費

自動車部
活用内容：ダート練習会参加費、全関東、全日本大会宿泊費

剣道部
活用内容： 春合宿宿泊費

アーチェリー部
活用内容：夏合宿・定期戦旅費交通費、消耗備品購入費、弓具消耗備品、テント一式購入費、
　　　　　遠征貸切バス代、褒賞金

競走部
活用内容：新潟県妙高・北海道紋別・ 
　　　　　千葉県富津　合宿宿泊費

体操部
活用内容：強化合宿宿泊費

馬術部
活用内容： 総合馬術競技用馬購入費

卓球部
活用内容：モルディブ共和国遠征航空券代

ボクシング部
活用内容：春合宿宿泊費

バレーボール部
活用内容：ポータブルステージ購入費

ハンドボール部
活用内容：夏季強化合宿宿泊費

明大大学 募金室 検 索

今回資金を活用した体育会各部の活動報告を募金室HPでご覧いただけます。

⇒ 募金実績報告 ⇒ 2015 年度体育会活動報告
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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

次の３つの施設・設備整備について資金を活用しました。

西調布卓球場

リバティタワー教室　作業後 西調布合宿所卓球場リバティタワー教室　作業中

（一例）

　環境に優しいキャンパスを目指し、各キャンパスにおいて照明器具の更新工事をおこないました。

①　全地区省エネ中長期更新工事

　リバティータワー１、２階トイレ内の個室計13箇所に、暖房洗浄便座を設置しました。

②　駿河台キャンパス：リバティタワー洗浄便座設置工事

　リバティタワー地下には、3600立方メートル

もの水を貯めており、建物全体の温度調節をす

るために循環させ、空調機の熱源として使用して

います。

③　駿河台キャンパス：リバティタワー蓄熱槽改修工事

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

予定している主な施設整備計画
◆既存施設の修繕計画
　・和泉キャンパス：第一学生会館改修、体育施設空調設置
　・駿河台キャンパス：12号館空調機更新　他
◆既存施設の建替え計画　　◆新規施設の利用計画　等

～教育研究施設の整備費用として、今後も活用してまいります～

ラグビー部
活用内容：強化合宿、備品購入費、全国大学選手権旅費交通費

ワンダーフォーゲル部
活用内容：テント、調理用コンロガス、アイゼン購入 未来サポーター募金・実績

　2015年度に未来サポーター募金へ寄せられた寄付は、2億3436万482円（3300件）でした。前年度と比較すると、件数・金額とも

に増加しており、件数は105件、金額は約7000万円の増となりました。

※過去3年分の実績

年　度 件　数 冊　数
2013年度
2014年度
2015年度

1,683件
1,699件
1,910件

183,000冊
179,916冊
197,696冊

金　額
3,292,765円
3,511,142円
3,627,675円

2015年度　受付結果

Ⅱ

　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。2015年度は、2012年1月に募集を開始し

て以来、一番多くの方々にお申し込みをいただき、冊数・金額とも

に過去最高の実績となりました。

本棚募金

⇒お申し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。

　2015年10月18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・グローバルフロントにて開催し、個人9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。

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、2015年度は77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

奨学

国際化

研究

スポーツ

キャンパス整備

(円)0 2000万 4000万 6000万 8000万 1億

1010万57円（266件）

1745万5500円（284件）

8873万9915円（1,255件）

6452万7123円（1,063件）

5353万8778円（432件）
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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

2016.7

寄付者銘板設置場所銘板（見本）

　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（2016年9月、2017年1月）

　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で銘板への芳

名掲載を希望された方が対象となります。

※2016年４月以降のご寄付で銘板掲載基準を満たされた方については、次回作成の銘

板に掲載となります。（作成時期未定・設置場所は今回作成する銘板の隣を予定）

未来サポーター募金寄付者銘板 いよいよ完成

　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、「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

◆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：2016年10月23日（日）11時～17時
◆場所：明治大学　駿河台キャンパス

グローバルフロント

お知らせ

表紙写真：生田キャンパス


