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１ . 記念募金の概要

２ . 募金総額

485,037,383円

３ . 寄附件数内訳 ４ . 寄附金額内訳

件数合計4,166件（ 延べ数） 件数合計485,037,383円

寄附金額
寄附件数

企業・法人・団体
206件

名 称

目 的

目 標 額

募金期間

募金対象

山口大学創基200周年記念募金

山口大学基金の創設他

10億円

平成24年4月～平成28年3月末

個人、法人、企業、団体等

基金事務局室長
（ 総務企画担当理事・副学長）

古 賀 和利

平成24年4月から平成28年3月末までの間に行いました山口大学創基200周年記

念募金には、卒業生はもとより企業・団体、在学生のご家族及び教職員の皆様から多くの

ご支援を賜り、誠にありがとうございました。皆様からのご支援は、記念事業で創設した

「 山口大学基金」として学生の人材育成のための支援事業に活用させていただきます。

本「 山口大学基金」は、今年度（ 平成28年度）から、毎年度、学生への経済的な支援

を中 に様 な々支援経費を支出して参ります。

今後とも、学生のためにご支援を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

卒業生・同窓会
2,558件

卒業生・同窓会
104,307,500円

企業・法人・団体
329,788,000円

教職員・その他
50,941,883円

教職員・
その他
1,402件

人材輩出・ 社会貢献

山口大学基金
募金目標金額 10億円

目的 学生支援

2016年度までの
募金目標額

→ 6億円

支
援
事
業

★寄附金の確保

・寄附単位

寄附金獲得年間目標額3,000万円

★寄附金の運用の実施

★ご寄附に対する税制上のメリット
個人：所得税等の寄附控除

法人：法人税法に基づく損金算入可

★寄附者への顕彰など

財
源
の
確
保

学
生
支
援

基金の成果

人材育成

■学生への経済的支援

（ 七村奨学金他)

■学生の海外派遣支援

■外国人留学生の支援

■その他必要と認める学生支援

毎年度支援額
4,500万円基金の活用

企業 1,000万円

同窓会・卒業生 1,000万円
教職員等 1,000万円

法人・団体 1口  1万円
卒業生等 個人1口  5千円
教職員 個人1口  5千円

1コインからの募金も実施

企業 同窓会・
卒業生

教職員等

・寄附対象者：個人、法人・団体



山口大学基金の支援事業について

山口大学基金支援会

お問い合わせ先・ 発行元／基金事務局

Information
山口大学基金における学生支援事業を継続するためには、

皆様からの引き続きのご支援が不可欠です。

山口大学基金の趣旨をご理解いただき、今後ともご協力と

ご支援を賜りますよう よろしく お願い申し上げます。

TEL： 083-933-5622 FAX： 083-933-5624 E-mail： kikin@yamaguchi-u.ac.jp

山口大学基金Webサイト   http://yamaguchi-u.ac.jp/kikin.html

朝日鉄工（ 株）

宇部興産（ 株）

（ 株）宇部建設コンサルタント

用地質（ 株）

大村印刷（ 株）

（ 株）カシワバラ・コーポレーション

桂商事（ 株）

キューサイ（ 株）

協和建設工業（ 株）

（ 有）久保田商事

（ 株）向学社

（ 学）鴻城義塾

（ 株）西京銀行

三新化学工業（ 株）

（ 株）サンポリ

サンヨーコンサルタント（ 株）

（ 株）ジェント

新生商事（ 株）

（ 弁）末永法律事務所

大日本印刷（ 株）

（ 税）高橋会計事務所

高山石油（ 株）

多機能フィルター（ 株）

中国電力（ 株）

（ 株）中電工

長州産業（ 株）

ティーエスアルフレッサ（ 株）

テルモ（ 株）

東海高熱工業（ 株）

東洋鋼鈑（ 株）

徳山積水工業（ 株）

中吉エンジニアリング（ 株）

七村 守

日新製鋼（ 株）

（ 一財）日本開発構想研究所

廣中 平祐

福山ガス（ 株）

藤井物産（ 株）

富士ゼロックス山口（ 株）

（ 株）富士ピー・エス

（ 株）フジマ

フジミツ（ 株）

復建調査設計（ 株）

（ 公財）防長倶楽部

前田道路（ 株）

（ 株）丸久

（ 株）マルニ

丸和バイオケミカル（ 株）

三田尻化学工業（ 株）

（ 株）湊産業山口県湯田自動車学校

（ 株）ミヤベ

宗盛電機サービス（ 株）

明和システム（ 株）

（ 株）山口銀行

（ 有）山口県綜合自動車学校

（ 一社）山口県病院協会

山口トヨタ自動車（ 株）

山口放送（ 株）

山口マツダ（ 株）

H28.4月末現在

グローバル社会で活躍する山口大学

学生を育成・輩出し、更なる社会貢献を

図ることを目的とする山口大学基金の

充実及び支援に寄与します。

山口大学基金へご支援頂いております企業・団体等の皆様 (50音順)

趣

旨

山口大学基金への協力

・山口大学基金の広報

・山口大学基金の趣旨に賛同する
企業・法人・団体等の拡充

役

割

田村浩章・会 長

・会 員
山口大学基金の趣旨に賛同する
企業・法人・団体等

宇部興産株式会社 相談役構

成

「 発見し・はぐく み・かたちにする 知の広場」の理念のもと、チャレンジ精神や人間力とバイタリティあふれる学生を育成し、

社会へ送り出すため、学生の海外留学や奨学金の給付などの学生支援事業の充実・強化を図ります。

学生への経済的支援

・ 経済的な理由により授業料の納付が困難な学生の修学維持のための

支援を行います。

・ 日本学生支援機構奨学金受給者で、留学、長期インターンシップにより

奨学金の支給が停止または終了した学生への支援を行います。

学生の海外派遣支援

グローバル社会において活躍できる人材の育成及び国際化・国際競争力

の強化を図るために、学生の海外留学にかかる経費の支援を行います。

外国人留学生の支援

優秀な外国人留学生の受け入れの促進及び安心して勉学に専念できる

環境を提供するための奨学金による経済的支援を行います。

・ 七村奨学金

経済的な理由で修学に専念することが困難な優秀な学生が安心

して勉学に取り組めるよう返還を要しない奨学金を支給します。

→ →

→ →

古本募金によるご寄附
「 未来の長州ファイブ」誕生プロジェクト

お申し込み方法

大学にご持参いただく 場合
STEP 1

梱包

STEP 2 STEP 3

山口大学基金
へ寄附 STEP 1

図書館内の

BOXへ

STEP 2 STEP 3

山口大学基金
へ寄附

※提携会社VALUE BOOKS（ バリューブック

ス）フリーダイヤル 0120-826-292にお電話

または基金Webサイトから申込みください。

電話受付 月~土： 10： 00～21： 00

日： 10： 00～17： 00 宅配業者がご指定の時

間に伺います。（ 5冊以上送料無料）

※古本募金の価値は需要と供給できまりますの

で、あらかじめご了承ください。

※山口大学へお持ちいただき、図書館内の回収

BOXへお入れく ださい。皆様からの書籍を一括

して寄附とさせていただきますので個人寄附と

しての領収書はお送りしません。

皆様が読み終えた書籍を山口大学基金として「 学生支援事業」に役立てる活動です。

※対象となる書籍等： ISBNコード（ 国際標準図書番号）の付いた書籍、CD、DVD等

工学部
学務課学生係

福屋 里紗
2016年3月

山口大学教育学部卒業

私は在学中の2014年2月～6月、長期インタ

ーンシップ生として、総務部総務課、創基200周

年事業推進課にて、第2回山口大学ホームカミ

ングデーの企画・立案や、創基200周年記念事

業に関するイベントでお手伝いをさせていただ

きました。

インターンシップ中に多くのことを学ばせてい

ただきましたが、このような体験を通じて最も感

じていたことは、「 山口大学は多く の方々に愛

されている」ということです。山口大学の学生として地域の方や教職員の方と関わる中で、山口

大学はさまざまな形で多くの方から愛されているのだと感じていました。

そんな中、山口大学でこの度、「 山口大学基金」が創設されると伺いました。「 山口大学基金」

は学生支援の充実を目的に、返済不要の奨学金制度や学生の修学支援など、学生支援に関わ

る様 な々用途に用いられると伺っております。このような制度が充実していくことによって、山口大

学の学生がより学業に専念できる環境が整い、学生が山口に、日本に、世界に、おおいにはばた

いていくことを願っております。

創基200周年記念事業に携わって

山口大学基金 検索


