特集●お金から考える大学改革
特徴ある寄付募集活動を行っている大学の一例を紹介する。企画そのものだけでなく、寄付の仕方や特典、
また、今回は掲載していないが、寄付募集のウェブサイトでの情報の出し方にも工夫や特色が見られる。
寄付募集活動の企画、広報展開の参考にしていただきたい。

特色ある寄付募集の例
大学名

北海道大学

総務企画部広報課

筑波大学

事業開発推進室

玉川学園経理部募金係

上智大学

上智学院総務局ソフィア連携室

早稲田大学

総長室社会連携課

明治大学

大学支援事務室

法政大学

卒業生・後援会
連携室（募金担当）

国際基督教
大学

アドヴァンスメント・オフィス
Friends of ICU 事務局

筑波大学基金

▶一般基金
（教育、国際交流、研究、地域貢献）

TSUKUBA FUTURESHIP

ゆめ９０募金

SOPHIA未来募金

WASEDAサポーターズ倶楽部

▶玉川スチューデントサポート基金
（生徒・学生への支援）

▶教育研究支援・奨学金の新設と拡充
▶教育研究環境整備支援

▶スポーツ支援▶ボランティア活動支援▶奨学金
▶学生寮の寮費低減支援など

金沢工業大学

工学アカデミア計画 寄付金係

信州大学

基金室

常翔学園＊1

社会連携機構 事業担当

未来サポーター募金

「リーディング・ユニバーシティ―法政」募金

Friends of ICU

ふるさと関東学院募金

「工学アカデミア計画」寄付金

募集目標金額
５０億円

▶特定基金
（スポーツ、病院、修学支援等）

▶教育環境整備▶グローバルリーダー育成支援

関東学院募金担当

愛媛大学

▶一般資金（使途限定なし）▶特定資金（学生支援、留
学生、国際交流支援、学部等支援等）
▶「北大みらい投資プログラム」
（ 卒業生による後輩学生
のための個人寄付）

▶小原國芳教育学術奨励基金
（研究への支援）

関東学院大学

新見公立大学
（NiU）

北大フロンティア基金

▶玉川学園教育研究振興資金
（教育・研究への支援）

玉川大学

皇學館大学

募集内容

寄付金事業名

担当部 署

2億円
（毎年経常的に募集）

新見公立大学・短期大学
事務局学務課

愛媛大学基金室

▶植物園優待券進呈など

サイト上で受付（カード・ペイジー・コンビニ＊継

▶芳名記載▶称号の授与▶感謝状

続寄付制度あり）、振込書、古本、現物、遺贈、

▶贈呈品制度「TSUKUBA FUTURESHIP PREMIUM」

ゆうちょ銀行振込、
サイト上で受付

サイト上で受付（カード・ペイジー・コンビニ＊継
続寄付制度あり）、振込書、遺贈、現物、古本、
給与寄付
（教職員対象）

毎年恒常的に

サイト上で受付、振込用紙、預貯金口座からの

募集

自動振替

（筑波大学関連商品）
個 人：▶ 芳 名 記 載 ▶３万 円 以 上で3 5 0 0 円 相 当 、
５万 円 以 上で
5000円相当、10万円以上で8500円相当の玉川グッズ（農学部
監修はちみつ等）
▶創立90周年式典招待▶特別顕彰等
法人：▶企業向け研修▶寄付趣意書企業広告掲載等
▶記念品贈呈▶芳名録への掲載▶図書館利用資格の贈呈
▶特別顕彰
▶芳名発表▶礼状・感謝状▶会員サービス
（グッズの送付、会員証
提示による優待サービス等）▶銘板▶名誉称号贈呈▶名誉称号者

実 績（

）内は件 数

４１億３５３５万円
＊2016年度までの累計
1億7615万円
（7106件 ）
＊2017年度
（現金のみ）
1億6906万円
＊2017年度

5億2113万円
＊2016年度
69億4232万円
（27966件）

向けサービス
（大学諸行事招待ほか）

＊2017年度までの累計

▶広報誌に芳名掲載▶銘板▶広報誌贈呈▶感謝状

２億549万円

▶寄付者交流会への招待

＊2017年度

振込、口座振替、サイト上で受付（カード・ペイ

▶研究サポート資金▶スポーツサポート資金
（体育会各部）

ジー＊継続寄付制度あり）、大学窓口、遺贈、

▶キャンパス整備サポート資金

相続寄付、古本、給与寄付
（教職員対象）

▶奨学金▶グローバル教育支援▶教育環境整備

サイト上で受付（カード・ペイジー＊継続寄付制

▶芳名記載▶記念品贈呈▶名誉称号制度

4億8199万円

▶スポーツ振興
（クラブ別）
▶研究支援等

度あり）
、銀行振込、遺贈、相続財産寄付

▶賛助員の集い招待▶広報誌贈呈▶時節のご挨拶

＊2017年度

▶ICU Peace Bell奨学金

年間5600万円以上

▶ICUトーチリレー奨学金▶新体育施設支援募金

＊ICU Peace Bell

▶キャンパスの自然環境保全資金など

奨学金の場合

教育奨励を目的として、
関東学院内の応援したい学校を指定して寄付が可能

1000万円

▶特別奨学事業▶夢考房プロジェクト事業
▶古本活用事業など

▶グローバル人材育成支援

常翔ホール椅子募金

▶教育・学術・文化振興のため▶継続的な寄付のための

サポーターズ募金

継続寄付制度、
サポートメンバー制度（奨学基金募金、学
校支援募金、
プロジェクト支援募金等）
▶図書館充実資金

教学振興会

▶銘板▶総長・役員との懇談会▶オリジナルカレンダー・グッズ

度あり）
、振込書、遺贈

（毎年経常的に募集） （カード・コンビニ）

▶奨学金サポート
（学部入学時と博士課程進学時）

教学振興会事務局

サイト上で受付（カード・コンビニ＊継続寄付制

給与控除
（教職員のみ）
5億5000万円

特典、返礼制度

寄 付の仕方

▶奨学サポート資金▶国際化サポート資金

信州大学知の森基金

JOSHO古本募金

寄付金

▶その他特定基金
（博士人材育成支援）

▶建学の精神を生かした研究活動の振興と教育の質の
改善と保証▶神宮並びに神道研究の情報拠点の形成
▶「伊勢志摩定住自立圏共生学」教育プログラムによる
地域貢献人材の育成など

ふるさと育英奨学基金

看護師、保健師、幼稚園教諭、保育士、社会福祉士、介
護福祉士の育成のための奨学基金

愛大基金

▶地域貢献を担う人材育成に活用するえみか夢基金
▶特定事業対象の特定基金（修学支援や医学部、農学
部、紙産業イノベーションセンターおよび、四国遍路・世界の
巡礼研究センター等各種研究事業）

サポートメンバー
1000人
（2022年までに）

サイト上で受 付（カード＊継 続 寄 付 制 度あ
り）、振込、遺贈、相続寄付も受付

サイト上で受付
（カード）

▶サイト上に芳名記載▶感謝状▶銘板▶名誉称号の授与

707万円

振込書、古本

▶記念プレート▶学長との懇談▶広報誌の送付

＊2016年度

サイト上で受付
（カード・コンビニ）
、振込書、

▶芳名記載▶銘板▶記念品贈呈

１億9658万円

古本、CD・DVD

▶サポートメンバー特典
（感謝会、懇談会など）

＊2015～2017年度

ト上で受付（カード・ペイジー・コンビニ）
ほか、

寄付申出書で新見公立大学への寄付を選択

までの間）

2130万円
（536件）

サイト上で受付
（カード＊継続寄付制度あり）
、

新見市「ふるさと納税 ふるさとにいみ応援基金」

３億円

卒業生が経営しているお店や会社の商品進呈
（食品、雑貨、温泉券、
マリンスポーツ体験など）

▶銘板▶記念トロフィー▶創立記念式典での感謝状・記念品

ゆうちょ銀行振込

（2022年３月末

奏会への招待、図書館の利用等）

累積で約5億8000万円
＊2018年3月現在

サイト上で受付（カード、振込）、古本

『 教学振興会 』年会費という形で募集、サイ
年額 3000万円

▶広報誌に芳名掲載▶1回1万円以上の寄付でFriends of ICU
カードを発行 特典つき
（大学礼拝堂のオルガン演奏会・クリスマス演

▶学園報などに芳名掲載
▶記念品
（大学教員執筆『遷宮浪漫』贈呈）

＊2013年度

3658万円
（1355件）
＊2017年度

▶卒業生等が、大学への寄付として「ふるさと納税」
をした場合、新
見市の特産品（千屋牛、桃、
ピオーネなど）▶新見市外在住で1万円
以上の寄付では、新見市の特産品が届き、
かつ所得税と住民税が
軽減される

サイト上で受付（カード・ペイジー・コンビニ＊継

▶サイト上や広報誌に芳名記載▶感謝状▶銘板▶学長懇談会

続寄付制度あり）、振込書、遺贈、財物、古本、

▶かんきつ類など農産物進呈▶附属病院人間ドック利用

給与等寄付
（教職員対象）

▶広報誌の送付など

２億8752万円
（2827件）
＊2017年度

＊１ 大阪工業大学、摂南大学、広島国際大学
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2018 7-8

2018 7-8
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