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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 2018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。

～ 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 ～　

 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。

2016 年度 2017 年度 2018 年度 累　計

個人
2,720 2,868 3,178 23,085

163,059,357 153,615,768 220,200,935 1,331,020,855

団体
65 61 61 520

10,974,554 8,940,305 24,800,838 189,423,754

法人
93 78 85 950

30,510,160 42,941,375 44,658,000 663,803,157

年度　計
2,878 3,007 3,324 24,555

204,544,071 205,497,448 289,659,773 2,184,247,766
本棚募金 4,005,022 3,689,032 4,118,295 25,246,302

■ 顕彰制度の実施（一例）

寄付者交流会

感謝状の贈呈

　2018 年 7月 18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
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 2018 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
　学業成績が優秀でありながら、家計が困窮し、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。
　明治大学給費奨学金への応募者２，００４名のうち、１，１７５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、給付規模を縮小することなく、２０１７年度と同様に採用者数１５０名を維持できたのも、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費
 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　ペンシルベニア大学 ELP Academic English Program 助成金
 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費

③　国連ユースボランティア予防接種助成

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 12名に対し、奨学金支
給を行いました。

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 199名に対し、奨励金を支給しました。

ペンシルベニア大学 ELP�Academic�English に参加した学部生 3名に対して、プログラム受講料を一部
助成しました。

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。

②　国際化サポート海外留学奨励金

④　ペンシルベニア大学 ELP Academic English Program 助成金

⑤　アンバサダーラウンジ　運営費

　今回の留学が初めてのアメリカ、初めてのホームステイで
した。参加したコースは企業について学ぶコースでした。授
業は英語ができて当たり前というような感じで進められ、周
りの子達も賢くて、恥ずかしくてなかなか発言できませんで
した。しかし、このままではここにきた意味がないと思い、1
日 1回は発表しよう、1時間に 1回は発表しようと目標を立
てて授業に参加してみると、段々授業についていけるように
なってクラスメイトとも仲良くなることができました。恥ず
かしがらずに思ったことはちゃんと言うということの大切さ
を、ホームステイ、学校の授業を通して知ることができました。
学校外の活動では、奨励金の一部を使ってウィークエンドト
リップに参加し、観光や自分が将来やりたいことに繋がる事な
どたくさんのことを経験することができました。このプログラ
ムに参加して本当に良かったです。

文学部 1年（当時）

～カリフォルニア大学　UCDavis EGB コース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～

カリフォルニア大学留学
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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 2つの研究プロジェクトで資金を活用しました。

①　明治大学計算統計科学研究所（所長＝永原裕一・政治経済学部専任教授） 
「実証実験用計算サーバーシステム」研究活動推進経費

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

　明治大学特定課題研究ユニット・明治大学計算統計科学研究所では、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（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ていく予定です。

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本インスティテュート（MUIIBR）の特
色です。研究成果の社会還元の一環として、過年度において京都
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。

ブタのクローン受精卵の作出

共同シンポジウムの様子

◆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
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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 17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。

剣道部

硬式野球部 競走部

射撃部

活動内容：春季強化合宿宿泊費

活動内容：春季宮崎遠征旅費交通費 活動内容：�箱根駅伝予選会強化・調整合宿（一次合宿・二次合宿）
宿泊費

活動内容：エアライフル用弾薬購入費、エアライフル及びスモールボアライフルの弾薬、装備品購入費
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スキー部

ボクシング部自動車部
活動内容：�全日本学生ダートトライアル選手権大会及び全日本

学生ジムカーナ選手権大会宿泊費、競技用車両備品
購入費

ラグビー部
活動内容：�奨学金支給（ラグビー部内規）、GPS 機器、テント、ボール購入費、インフルエンザ集団予防接種、国内遠征旅費交通費、

2018年度スローガンバナー制作および設置費

活動内容：�ウエイトトレーニング器具・ジャンプ競技用デジテルカメラ購入費

活動内容：春季強化合宿旅費交通費

06 07



ソフトテニス部

ウエイトリフティング部 拳法部

航空部 ワンダーフォーゲル部

活動内容：強化合宿の旅費

活動内容：夏季強化合宿宿泊費 活動内容：グローブ・防具面パット・胴購入費、面修理費

活動内容：�ウインチ牽引用車両購入費、車両等維持経費、乗用
型草刈機修繕費

活動内容：�8 人用・6人用テント、8人用テントカバー、スノー
シュー、フライパン・鍋購入費
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アーチェリー部
活動内容：矢一式購入費、報奨金支給（アーチェリー部内規）、�LED投光器購入費、全日本大学王座決定戦旅費交通費

自転車部
活動内容：�ワットバイク購入及び修理、誘導用バイクの備品購入、部車のラッピング費用、2018 年度全日本チャンピオンジャー

ジ 4名分製作費用

合気道部 少林寺拳法部
活動内容：春季強化合宿交通費 活動内容：柔法マット購入費

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

08 09



～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 2018年度予算のもと、和泉第一校舎のエ
レベータ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の活用は、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。（これまでの活用事例：
和泉第一学生会館改修工事、生田東側斜面安定整備工事、防犯カメラの設置など）
　また、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。

【和泉第一学生会館（学生食堂「和泉の杜」）改修工事後・和泉第一校舎のエレベータ更新工事後の様子】

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

■遺贈・相続財産からの寄付について

�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。

�◆　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された財産からご寄付を頂戴しました。

　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。

口座振替依頼書の郵送方法について 

 

 

 
                       

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。 

 

 

大学支援事務室 ＴＥＬ．03-3296-4057・4059 

        ＦＡＸ．03-3296-4366 

封筒貼付用あて先用紙 

✄ 

貼る 
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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３階
�TEL　03-3296-4057・4059
�E-mail　bokin@mics.meiji.ac.jp

12


