
　「リーディング・ユニバーシティ－法政」募金は、本学の教育・研究活動を多岐にわたりご支援いただく使途指定型

募金制度として2005年度より募集を開始し、第１期（2005年12月～2011年5月）および第２期（2011年6月～現在）

に分けて募集をいたしました。第２期は、寄付者の皆さまからのご意見をもとに、第１期の使途を再編成し、現在は

65の使途につきまして皆さまにご支援をお願いしております。皆さまより賜りましたご寄付は、ご指定いただきまし

た使途により、本学の教育・研究活動のため有意義に活用させていただいております。

2016年度は、個人・団体様から9356万4599円（1,645件）、法人様から1億1001万4961円（44件）、合計2億357

万9560円のご寄付を賜りました※１。

使途ごとの内訳は、「グローバル教育支援」が331万4500円、「奨学金」が4401万1467円、「スポーツ振興」が

4534万4553円、「教育とキャリア（就職）支援」が184万4924円、「専門職大学院支援」が190万2000円、「研究支

援」が501万5100円、「付属中高教育支援」が592万6589円、「その他の使途指定」が2033万1442円、そして「使途

指定なし」として7372万985円のご寄付をいただきました。「使途指定なし」として賜りましたご寄付は全額、家計が

急変し修学が困難な学生の支援、難関資格試験合格者やスポーツにおいて優れた成績をおさめた団体等に給付す

る奨学金として使わせていただく予定です。

また、2016年度は熊本地震により被災した学生を支援するための募金を行い、216万8000円のご寄付をいただ

きました。ご寄付は被災した学生の学費減免のための資金として活用させていただきました。

募金の概要

2016年度募金実績報告（2016年4月～ 2017年3月）

リーディング・ユニバーシティ－法政募金
実績のご報告とご案内

Donation of the Leading University 

リーディング・ユニバーシティ－法政募金　募金実績 （2016年度 ： 2016年4月1日～2017年3月31日）

グローバル教育支援

奨学金

スポーツ振興

教育とキャリア（就職）支援

専門職大学院支援

研究支援

付属中高教育支援

その他の使途（熊本地震除く）

その他の使途（熊本地震）

使途指定なし

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 単位：万円

331万円331万円

4,534万円4,534万円

184万円184万円

502 万円502 万円

2,033万円2,033万円

217 万円217 万円

593万円593万円

190万円190万円

4,401万円4,401万円

7,372万円7,372万円

合計2億357万9,560円（1,689件）

 ※1　受配者指定寄付金以外の法人様からのご寄付は、個人・団体様に含めて算出しております。
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グローバル教育支援

奨学金

スポーツ振興

教育とキャリア（就職）支援

専門職大学院支援

研究支援

付属中高教育支援

その他の使途

使途指定なし

0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 単位：万円

3,972 万円3,972 万円

32,313 万円32,313 万円

16,171万円16,171万円

13,247 万円13,247 万円

3,322 万円3,322 万円

44,675 万円44,675 万円

2,796 万円2,796 万円

45,158 万円45,158 万円

50,756 万円50,756 万円

リーディング・ユニバーシティ－法政募金　募金実績 （累計 ： 2005年12月～2017年3月）

合計21億2,409万8,246円

2005年度の募金開始当初から、皆さまより多くのご厚志をいただき、個人・団体様から10億5071万1936円、法

人様から10億7338万6310円、合計21億2409万8246円のご寄付を賜りました※１。

　使途ごとの内訳は、「グローバル教育支援」が3972万2546円、「奨学金」が4億5157万8077円、「スポーツ振興」

が3億2313万4444円、「教育とキャリア（就職）支援」が1億6170万9549円、「専門職大学院支援」が1億3246万

6620円、「研究支援」が3322万200円、「付属中高教育支援」が2796万2872円、「その他の使途指定」が5億755

万5317円※2、そして「使途指定なし」として4億4674万8621円のご寄付をいただきました。「使途指定なし」として賜

りましたご寄付は全額、家計が急変し修学が困難な学生の支援、難関資格試験合格者やスポーツにおいて優れた

成績をおさめた団体等に給付する奨学金として使わせていただいております。

募金開始時からの募金実績報告 （2005年12月～ 2017年3月）

※1 受配者指定寄付金以外の法人様からのご寄付は、個人・団体様に含めて算出しております。
※2 「その他の使途指定」には、熊本地震で被災した学生を支援するためのご寄付を含めています。
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タイフェアの様子

ソウルフェアの様子

　「グローバル教育支援」を指定していただきましたご寄付を、法政大学の

海外での広報活動に利用させていただきました。具体的には、日本学生支

援機構の主催で開催されている、留学フェアへの参加です。

　学生たちが卒業後に世界を舞台に活躍するには、考える力と表現する力

の育成が必要です。そして、その育成にはグローバル体験が重要な方法に

なります。海外からの留学生を増やし、キャンパスのグローバル化を進める

ことは、学生たちがキャンパスでグローバル体験をするための貴重な場を

つくることにつながります。

　近年、海外での留学フェア参加は縮小していましたが、昨年は参加を見

送っていたタイ・インドネシア・マレーシアへの参加を追加することに加えて、

例年来訪者の多い韓国への出張者を増やしました。

　法政大学では、日本語で学ぶ課程に加えて、2016年に「英語で学ぶ課

程」を充実させ、今後志願者増がますます期待されます。

　新しいプログラムの周知には時間がかかりますが、海外での広報活動を

機に、今後これらの地域からの留学生が増えてくれるものと期待しています。

キャンパスのグローバル化を進めています
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奨学金を受給した学生から感謝の声が届いています
　厳しい経済情勢の中、学生の多くは、学費や生活費を賄うために、年間を通してアルバイトをしており、学業に専念でき

ない苦しい環境にあります。とりわけ、自宅外通学生は、仕送り額の減少に伴い、厳しい状況に追い込まれています。

　現在、学生全体の約3割が何らかの形で奨学金を受給しており、その大半が卒業後に返還義務のある貸与型奨学金です。

学生たちは、返還しなければいけない金銭を抱えた状態で、社会に出ていくのです。

  皆さまからのご寄付により、毎年多くの学生に奨学金を給付することができています。これからも変わらぬご支援をよ

ろしくお願い申し上げます。

＜学生からのメッセージ＞

タイフェアの様子

ソウルフェアの様子

の家庭は、世帯収入の半分が私のアルバイト収入

です。学費を捻出するのも厳しい中、ゼミやサーク

ルの合宿費、自主マスコミ講座の講座費・合宿費などはか

なりの負担でした。しかし、対外的に「普通の学生」でいる

ため、私は今までアルバイトをがんばってきました。

　法政大学奨学金の給付を受けて、私はアルバイトを減ら

し、勉学に充てる時間を増やせたことが何よりも嬉しいで

す。学びたい学部・学科・ゼミにいるのに、勉強する時間が

限られていることほど、悔しいことはありませんでした。

　今後は自らの調査をもとにした卒業論文に力をいれてい

きたいです。高校時代からやりたかった研究を存分にでき

ると思うと、法政大学に来てよかったと思います。

私

は1年生から法政大学独自の奨学金をいただいて

います。今いただいている奨学金が給付型である

おかげで、将来の返済のことを考えることなく日々過ごす

ことができているので感謝しています。

　奨学金の種類が多いことは法政大学を受験する理由に

なりました。その中でも給付型奨学金に採用していただけ

たことは、次の年も成績優秀者になれば奨学金をいただけ

るのではないか、という学習意欲の向上につながり、勉学

に励む動機になっています。

　奨学金をいただけたおかげで、授業やゼミでの研究に

必要な文献を手に入れることができるようになりました。

今後専門分野に関しての知識をより深めていき、日常生活

で勉学に関して一層の努力をし、卒論作成に向けて研究に

精を出していきたいです。

私

は今、学部3年生で日々勉強に励んでいます。家

計状況が厳しいうえに授業の課題や実験のレ

ポートの作成などで忙しく、アルバイトをする時間もなか

なか確保できない状況でした。サークル活動にも参加し

ていたため、学生生活に必要な資金をどう工面するか悩

んでいました。大学の給付型奨学金をいただくことがで

きたことで、勉強時間を確保しつつサークル活動にも参

加することができ、今、充実した学生生活を送ることがで

きています。また、学校の成績が評価対象となる奨学金

に採用していただけたことは、学業に対する自信にもつな

がりました。ご支援頂いた皆様への感謝を胸に残りの学

生生活を送っていきたいと思っています。

私

は昨年、法政大学独自の奨学金をいただくことが

できました。奨学金を給付していただく前は学校か

ら帰宅後すぐにアルバイトという生活を繰り返していました。

そのため、慢性的に睡眠不足の状態で学校に通わざるをえ

ず、とても自分のやりたいことをできる環境にはありません

でした。しかし、奨学金をいただけたおかげで、アルバイト

の時間を減らすことができ、学習時間を確保できるように

なったうえ、図書購入の負担も今までよりも軽くなりました。

その結果、１年時からGPA平均を0.4上げることができま

した。勉学に時間を割けるようになったことで前から少し興

味があった心理学と行動経済学なども勉強出来るようにな

りました。またずっと悩んでいた睡眠不足もアルバイトの頻

度を減らすことで改善されつつあります。今までみんなとは

違う大学生活をしている感覚で辛かったですが、奨学金の

おかげでその感覚も消えつつあり、とても楽しく、有意義な

大学生活を送れています。本当に感謝しています。ありがと

うございます。

私
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＜体育会フェンシング部からのメッセージ＞

935（昭和10）年に日本で初めて創部された本学

フェンシング部は、日本フェンシング界の歩みとと

もに、学生選手権大会のみならず全日本選手権大会にお

いて数えきれないほどの上位入賞を重ね、オリンピック代

表選手も数多く輩出し、日本フェンシング界の発展に寄与

してきました。その活躍ぶりは益々盛んとなり、昨年度の

団体競技において五冠の偉業を達成した男子フルーレの

メンバーはそのまま日本代表チームとして国際大会でも活

躍し、2020年東京オリンピックでのメダル獲得が期待さ

れています。

　エペやサーブルにおいてもオリンピック出場が目される

選手たちが在籍する我が部において、大学生としての学び

と共に人間性や社会性を磨く部活動がこうして支えられて

いる背景には、「リーディング・ユニバーシティ－法政募金」

にご寄付くださった皆様の姿が浮かび、OBOGを含む部

員一同、この場をお借りして心より深く感謝申し上げる次

第です。

　賜りましたご厚志は、フェンシング競技の共用器材、医

薬品などの補充に役立たせていただき、ご寄付下さった皆

様はもちろんのこと、常日頃より応援して下さる皆様のた

めにも、私たちは文武両道をモットーに、全日本選手権優

勝はもとより世界で活躍できる競技者の育成を目指します。

加えて、我が国のスポーツの普及振興の推進にも努め、社

会に貢献できる人材となるべく精進していく覚悟でありま

すので、引き続きご支援・ご協力の程、よろしくお願い申し

上げます。

体育会クラブからお礼のメッセージが届いています
法政大学のスポーツクラブの活動は、皆さまのご支援により支えられています。

各クラブは、法政スポーツを通して、皆さまと多くの感動を分かち合うことができるよう、日々厳しい練習、稽古に励んで

います。これからも選手への支援と先端的な指導法を導入して、法政大学のスポーツクラブの強化を図ってまいります。

1
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政大学体育会陸上競技部は、創立1919年以来名

だたる有名選手を輩出し、昨年行われたリオデジャ

ネイロオリンピックにおいてもOB選手が多数活躍をいた

しました。先輩達に負けず劣らず、現役生も奮闘しておりま

す。昨年行われた日本選手権リレーの400mリレーにおい

て３連覇を成し遂げました。また、今年５月に行われた関

東インカレでは110mHで金井大旺、3000m障害におい

て青木涼真が優勝し、その他9種目で入賞を果たしました。

お正月に行われた箱根駅伝におきましても、8位という成

績を収め、チーム目標であったシード権を獲得することが

できました。

　こうした成績を収められたのも、卒業生をはじめとする

沢山の方々からのご支援のおかげであると思っております。

心から感謝申し上げます。

　頂きました寄付金は、物品の購入や強化合宿といった部

の運営費用として有効に活用させていただきます。陸上競

技部は様々な種目を専門とする選手が在籍しております。

それぞれに必要な物品の購入や維持費が必要である事は

もちろん、今後更なる好成績を収める為に、より最適な環

境で練習を行える強化合宿は不可欠となります。

　今後も我々を支えてくださる方への感謝の気持ちを忘れ

ず、選手スタッフ一同全力で取り組んで参りたいと思いま

す。皆様から頂いたご支援を、しっかりと結果という形で

恩返しすべく、日々精進して参る所存です。今後も陸上競

技部へのご支援、ご声援よろしくお願いいたします。

法

＜体育会陸上競技部からのメッセージ＞



古本募金は、皆さまが読み終えた書籍や不要になったDVD・CD・ゲームソフトをご提供いただくと、その買取額が

全額大学に寄付され、家計急変学生支援奨学金の原資の一部として、経済的支援を必要としている学生に給付される

プロジェクトです。

2016年度は、延べ456名の方から、52,163冊の書籍等をご提供いただき、114万2383円を大学に寄付していただ

きました。古本募金を開始しました2013年度からの累計は、181,646冊で351万4182円となりました。

今後も引き続き、古本募金を通じて大学へのご支援を賜りたく存じます。

古本募金  実績のご報告とご案内
 

Donation of Secondhand Book
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寄付金額

冊　　数
2013 2014 2015 2016

28,444冊
52万9157円
28,444冊

52万9157円

46,738冊
80万7058 円
46,738冊

80万7058 円

54,301冊
103万7564円
54,301冊

103万7564円
52,163 冊

114万2383 円
52,163 冊

114万2383 円

古本募金　募金実績 （2013年4月～2017年3月）

皆さまの読み終えた書籍や不要になった書籍が、
経済的に困窮する学生の支援につながります。

古本募金
のご案内

http://www.furuhon-bokin.jp/hosei/

お申込み方法

書籍類を段ボール箱に詰め、申込書をご記入のうえ、本と一緒に入れて下さい。
※申込書は、法政大学古本募金ホームページでダウンロードできるほか、下記資料（申込書）
　請求先にご請求いただくことも可能です。
※段ボール箱が複数になる場合でも、申込用紙は1枚で構いません。

資 料（申 込 書 ）請 求 先
法政大学　卒業生・後援会連携室（募金担当）
T E L. 03-3264-9807（受付時間 平日9 〜 17時）
Email. koyu@hosei.ac.jp 
※資料送付先の住所 ・ 氏名をお知らせください。

◆電話受付時間 10:00〜21:00 日曜は17:00まで  ◆宅配業者がご指定の場所に伺います。

提携会社バリューブックス 0120-826-292 に電話し、
「法政大学 古本募金」とお伝えください。

提携会社バリューブックスにて、買い取られます。
その買い取り金額は、「法政大学 家計急変学生支援奨学金」に寄付されます。

お申込みはWEBからもできます。

　「法政大学古本募金」は、皆さまからご提供いただいた書籍の買い取り金額が法政大学家計
急変学生支援奨学金に役立てられるプロジェクトです。ご自宅では段ボール箱に詰めて申込み

（電話またはWEB）をするだけ。5点以上ならば送料は当プロジェクトが負担いたします。

STEP1
梱 包

STEP2
お電話

STEP3
寄 付

皆さまのご寄付は、「家計急変学生支援奨学金」として役立てられます。

法政大学  古本募金 検索
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