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2016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～　国内外に誇れる大学を目指して

～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2016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。

未来サポーター給費奨学生として奨学金を支給

　学業成績が優秀でありながら、家計収入が少なく、特に経済

支援が必要な学生に対して、授業料1/2相当額の奨学金（返済

不要）を支給しました。

　皆さまからのご支援により、2016年度は採用者数が昨年度

の120人から20人増え、140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３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　国連ユースボランティア・プログラム参加学生への奨学金

～国連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～

　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。

　本研究の最終的な目標である、標準的モデル構築を実現できれば、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、他分野への波及効果も期待されます。

　この目標に向け、過年度はさらなる実行速度の高速化と高次元化の研究を行い、実現しました。

　今後は、実務への応用を目指して、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 2016

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」を寄付者の
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 140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」研究活動推進経費

　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。
　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。
　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）
　　「学外研究拠点・ラボ機能」研究活動推進経費

　私は 5 ヶ月間、UNV エチオピア事務所に派遣されました。主な業務は、
デザイン・SNS の広報・イベントの企画運営などで、イメージキャラクター
を制作するなどして、わかりやすく、興味をもってもらえるデザイン・広報
を目指しました。キャラクターを使用した広報は、国際日本学部で学んだ
ポップカルチャーや日本文化の知識が役に立ちました。また、英語での面
接対策や派遣中の生活への助言など、応募から派遣終了まで大学からの
手厚い支援は、非常に心強かったです。経済的な面では国際化サポート積
立金スカラシップが支援してくれました。国連職員として平和と開発のた
めに活動する経験ができる本プログラムは、将来国際機関で働くための
大きな第一歩になったと思います。　　　　　国際日本学部 4 年（当時）

Ⅰ

MUIIBRの学外研究拠点 共同シンポジウムの様子

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、学生を開発途上国へ派遣するプログラム
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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ホームページに掲載しております。

合気道部
活用内容：米国遠征旅費交通費

アーチェリー部
活用内容：国内遠征費、連盟登録費、
　　　　　的紙購入費

ウエイトリフティング部
活用内容：韓国遠征交通費

射撃部
活用内容：弾薬・10ｍ用電子標的（6台）購入

柔道部
活用内容：奨学金

スキー部
活用内容：トレーニング機器購入

ゴルフ部
活用内容：業務委託費（トレーニング・治療）、
　　　　　練習施設利用料

自転車部
活用内容：全日本選手権チャンピオンジャージ
　　　　　製作、ツールド北海道旅費交通費

自動車部
活用内容：遠征宿泊費、練習車用部品・試合車
　　　　　購入

競走部
活用内容：強化合宿宿泊費（妙高、紋別、富津）

剣道部
活用内容：韓国遠征・春合宿宿泊費等

硬式野球部
活用内容：ウエイトトレーニング機器購入

ソフトテニス部
活用内容：春合宿宿泊費

体操部
活用内容：ミニトランポリン購入、平均台修繕

端艇部
活用内容：シングルスカル艇購入

馬術部
活用内容：競技用馬匹購入

バレーボール部
活用内容：分析ソフト及びパソコン購入

ハンドボール部
活用内容：春合宿交通費

ボクシング部
活用内容：春合宿宿泊費

ホッケー部
活用内容：八幡山ホッケー場散水装置購入、
　　　　　防御ネット及びベンチ購入

ヨット部
活用内容：レース艇（２艇）、セール購入（ス
　　　　　ナイプ級３艇、470級３艇）
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合計 16 億 8909 万 5545 円

～キャンパス整備サポート～　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１期（2014 ～ 2017 年度）及び 2016 年度予算
をもとに、【和泉第一学生会館改修工事】及び【駿河台・生田キャンパスの防犯カメラ更新・増設工事】に資金の一部
を充当いたしました。未充当の資金については、明治大学中期計画第１期及び策定中の第２期（2018 ～ 2021 年度）
において計画・実施される事業のために積立てさせていただきました。

西調布卓球場

【和泉第一学生会館（学生食堂「和泉の杜」）改修工事後の様子】

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。

MEIJI NOW明大スポーツ 検 索

未来サポーター募金・実績

　過去３年及びこれまでの累計額は下表のとおりです。

これまでの受付結果

Ⅱ

　2016 年 7 月 20 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。

　当日は学校法人明治大学寄付者顕彰制度による「寄付者交流会」との合

同開催で、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。

顕彰制度の実施（一例）

寄付者交流会

　2016 年 3 月末日までのご寄付の集計による寄付者銘板を同年秋に

駿河台キャンパスのグローバルフロント 1 階に設置しました。

【掲載基準】

個人 10 万円（累計）

団体・法人 20 万円（累計）

※作製時期は未定ですが、今

回設置した銘板の隣に継

続して銘板を作製する予

定です。

寄付者銘板の設置

　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、2016 年度は 67 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

3億9539万7025円

8756万0357円

9856万9889円

3億4575万7752円

7億6181万0522円

7.5億(単位：万円) 3億 4億2億1億0

ラグビー部
活用内容：トレーニング機器購入及び修繕、ウ
　　　　　エイト器具、リハビリトレーニング
　　　　　器具及び分析用パソコン購入

ワンダーフォーゲル部
活用内容：テント、ガスバーナー及び無線機購入

体育会全般
活用内容：順天堂大学スポーツメディカルサポート講演料

応援団
活用内容：夏合宿交通費（貸切バス３台）

または

本棚募金は団体の内数

2014年度 2015年度

個　　人

団　　体

　 本棚募金

法　　人

年度　計

3,048
12,104

50
950
346

97
3,380
3,195

16,435

3,158
19,412

53
885
371

89
3,139
3,300

23,436

2016年度
2,720

16,306
65

1,097
401

93
3,051
2,878

20,454

累　計
17,039
95,721

398
15,568

1,723
787

57,620
18,224

168,910
上段：件数　下段：金額（万円）

未来サポーター募金
寄付累計

2010年4月1日～
　　2017年3月31日（ （

05



合計 16 億 8909 万 5545 円

～キャンパス整備サポート～　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１期（2014 ～ 2017 年度）及び 2016 年度予算
をもとに、【和泉第一学生会館改修工事】及び【駿河台・生田キャンパスの防犯カメラ更新・増設工事】に資金の一部
を充当いたしました。未充当の資金については、明治大学中期計画第１期及び策定中の第２期（2018 ～ 2021 年度）
において計画・実施される事業のために積立てさせていただきました。

西調布卓球場

【和泉第一学生会館（学生食堂「和泉の杜」）改修工事後の様子】

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。

MEIJI NOW明大スポーツ 検 索

未来サポーター募金・実績

　過去３年及びこれまでの累計額は下表のとおりです。

これまでの受付結果

Ⅱ

　2016 年 7 月 20 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。

　当日は学校法人明治大学寄付者顕彰制度による「寄付者交流会」との合

同開催で、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。

顕彰制度の実施（一例）

寄付者交流会

　2016 年 3 月末日までのご寄付の集計による寄付者銘板を同年秋に

駿河台キャンパスのグローバルフロント 1 階に設置しました。

【掲載基準】

個人 10 万円（累計）

団体・法人 20 万円（累計）

※作製時期は未定ですが、今

回設置した銘板の隣に継

続して銘板を作製する予

定です。

寄付者銘板の設置

　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、2016 年度は 67 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

3億9539万7025円

8756万0357円

9856万9889円

3億4575万7752円

7億6181万0522円

7.5億(単位：万円) 3億 4億2億1億0

ラグビー部
活用内容：トレーニング機器購入及び修繕、ウ
　　　　　エイト器具、リハビリトレーニング
　　　　　器具及び分析用パソコン購入

ワンダーフォーゲル部
活用内容：テント、ガスバーナー及び無線機購入

体育会全般
活用内容：順天堂大学スポーツメディカルサポート講演料

応援団
活用内容：夏合宿交通費（貸切バス３台）

または

本棚募金は団体の内数

2014年度 2015年度

個　　人

団　　体

　 本棚募金

法　　人

年度　計

3,048
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950
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885
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3,300

23,436
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2,720

16,306
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20,454

累　計
17,039
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上段：件数　下段：金額（万円）

未来サポーター募金
寄付累計
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学校法人明治大学　大学支援事務室
〒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

2017.7

　事務組織変更に伴い、募金室は 2017 年 4 月 1 日から「大学支援部　大学支援事務室」となりました。

　大学支援部は、大学にかかわるステークホルダーとの連携を通じて相互支援の強化を図るとともに、寄付等により安定的な財

政基盤の確立に寄与することを任務として発足しました。引き続きご支援を賜りますよう、お願い申し上げます。

　大学支援部はつぎの３事務室で構成されます。

　・　大学支援事務室 募金事業を含む総合的な大学支援に関すること

　・　校友連携事務室 校友との連携に関すること

　・　父母会連携事務室 父母会との連携に関すること

大学支援部の設置について

　大学で住所を把握している校友（約 34 万人）の方々に、「明治

大学広報」をお届けしています。その際、「募金特別号」を作成し、

募金に関するご案内を同封しております。

明治大学広報（2017 年 9 月、2018 年 1 月）

　この制度は、皆さまが所有されている財産の全部または一部を、明治大学が永続的に発展するための資金として、ご提供いただ

くものです。いずれも相続税が免除となる等税制上の優遇措置も受けることが出来ます。本制度の趣旨をご理解いただき、ご検討

いただければ幸いです。

　【近年の事例】

　お問い合わせの際は、大学支援事務室へ「遺贈の件」とご連絡ください。

遺贈・相続財産からの寄付について

　卒業後 10 年、20 年、30 年、40 年、50 年、60 年を迎えた校友（卒業生）の方々を特別招待校友としてお招きします。8 月上旬に

大学登録のご住所へ招待状をお送りします。特別招待校友以外の方や、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。

　ホームカミングデーに関するお問い合わせ先：明治大学　校友連携事務室　☎03-3296-4726

第 20 回ホームカミングデー

お知らせ

表紙写真：和泉キャンパス上空より新宿方面を望む

◆期日：2017 年 10 月 22 日（日）
◆場所：明治大学　駿河台キャンパス

◆校友（故人）の奥様が遺言書で遺贈先として明治大学を指定。奥様の逝去後、遺言が実行されました。
◆単身の校友の方が遺言書に全財産の遺贈先として明治大学を指定。遺言が実行されました。
◆「主人が大好きだった明治大学に」と亡くなられた校友の奥様が相続財産よりご寄付をして頂きました。

　未来サポーター募金に一口（１万円）以上ご寄付いただいた方に差
し上げている記念品を更新しました。本年４月以降のご寄付に対し
て、領収書と一緒にお送りしております。

※２種類のうち、どちらか一方となります。
※数量がなくなり次第、終了となります。

記念品が新しくなりました




