
皆さまからからのご寄付は、法政大学の
さまざまな活動に活用させていただいております

▶ 法政大学サポーターズ奨学金
学業成績が優れかつ経済的に修学が困難な学生を支援する奨学金（返還不要）です。
法政大学サポーターズ奨学金は皆さまからのご寄付のみで運用させていただいています。

▶ 海外留学をする学生のための奨学金
年々、海外留学を希望する学生が増えています。海外留学をする学生の経済
的負担を軽減するために皆さまからのご寄付を活用させていただいています。

▶ 教育環境整備
校舎の建替等のキャンパス整備や教育器具・情報設備
の整備により、学生の学びの場を充実させていきます。

▶ 研究所への支援金
各研究所への支援金として活用させていただいてい
ます。支援する研究所を指定することができます。

◀︎ 家計急変学生支援奨学金
保証人（親）の死亡または失職、病気、災害等により家計が急変し、学費を納入できな
い学生を支援する奨学金（返還不要）です。家計急変学生支援奨学金は皆さまからのご
寄付のみで運用させていただいています。

◀︎ キャンパスの国際化
法政大学で学ぶ外国人留学生を増やし、キャンパス
の国際化を推進しています。

◀︎ 体育会各部と応援団への支援金
各クラブの運営の補助として活用させていただいてい
ます。支援する部を指定することができます。

◀︎ 付属校の教育器具の購入
各付属校の校具や教具の購入に活用させていただき
ます。支援する付属校を指定することができます。

募金実績のご報告とご案内
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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

○募金の概要
　「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

60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。

○2017年度募金実績報告（2017年４月〜2018年３月）
　2017年度は、個人・団体様から４億1727万2159円（1,925件）、法人様から6472万2568円（33件）、合計４億

8199万4727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1404万8500円、「奨学金」が３億3657万9090円、「スポーツ振

興」が3823万1091円、「教育とキャリア（就職）支援（2017年12月募集停止）」が197万2677円、「専門職大学

院支援（2017年12月募集停止）」が89万2500円、「研究支援」が638万3100円、「付属中高教育支援」が185万

9625円、「その他の使途指定」が3884万4560円、そして「使途指定なし」として4257万1345円のご寄付をいた

だきました。また、2017年12月より新設しました「教育環境整備」に61万2239円のご寄付をいただきました。

　ご寄付は、次ページの「寄付金活用方法について（使途別）」に則り、大切に活用させていただきます。なお、

「使途指定なし」として賜りましたご寄付は全額、「法政大学サポーターズ奨学金（返還不要）」と「家計急変学生

支援奨学金（返還不要）」の原資として活用させていただく予定です。

リーディング・ユニバーシティ－法政募金　募金実績（2017年度：2017年４月１日〜2018年３月31日）

合計４億8199万4727円（1,958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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（単位：万円）

Donation of the Leading University
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○募金開始時からの募金実績報告（2005年12月〜2018年３月）
　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14億6798万4095円、

法人様から11億3810万8878円、合計26億609万2973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5377万1046円、「奨学金」が７億8815万7167円、「教育環境

整備」が61万2239円、「スポーツ振興」が３億6136万5535円、「教育とキャリア（就職）支援（2017年12月募集

停止）」が１億6368万2226円、「専門職大学院支援（2017年12月募集停止）」が１億3335万9120円、「研究支

援」が3960万3300円、「付属中高教育支援」が2982万2497円、「その他の使途指定」が５億4639万9877円、

そして「使途指定なし」として４億8931万9966円のご寄付をいただきました。

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〜2018年３月）

合計26億609万2973円

0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 80,00070,000

グローバル教育支援

奨学金

教育環境整備

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

無指定

5,377万円
78,816万円

61万円

36,137万円
16,368万円

13,336万円
3,960万円

2,982万円
54,640万円

48,932万円

（単位：万円）

寄付金の活用方法について（使途別）
・奨学金
　�　「法政大学サポーターズ奨学金（返済不要）」「家計急変学生支援奨学金（返済不要）」の原資として活用させ
ていただきます。
・グローバル教育支援
　　海外留学を希望する学生のための奨学金や法政大学のグローバル化に活用させていただきます。
・教育環境整備（キャンパス整備）
　　校舎の建設等のキャンパス整備や、教室で使用する教育器具・情報設備の充実のために活用させていただきます。
・スポーツ振興
　　各クラブの運営の補助として活用させていただき、学生の課外活動の充実化につなげます。
・研究支援
　　各研究所の研究活動の推進ために活用させていただきます。
・付属中高教育支援
　　各付属校の教育器具の購入のために活用させていただきます。
・指定なし
　�　本学にて活用方法を指定させていただきます。今年度は「法政大学サポーターズ奨学金（返済不要）」「家計
急変学生支援奨学金（返済不要）」の原資として活用させていただく予定です。

募金実績のご報告とご案内
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◆奨学金について
Q．�奨学金を必要とする学生は増え
ているのでしょうか。

　日本学生支援機構の貸与型奨学
金への出願者数は、2013年度1502
名から2017年度1296名と206名
13.7％）の減となっています。一
方で、学内給付型奨学金への出願者
数は、2013年度2174名から2017
年度2476名と312名（14％）増加
しています。学生の要望は貸与奨学
金から給付奨学金へとシフトしてい
ます。給付型奨学金、特に経済支援
型奨学金の充実をこれからも進めて
いく必要があると考えています。

Q．�奨学金を受給する学生の修学
状況はどうでしょうか。

　LU奨学金は「LUキャリ・アップ
奨励金」として、難関資格試験に合
格した学生に支給しています。採用
者は2017年度20名、2016年度19
名、2015年度23名、2014年度11
名、2013年度23名と過去５年間で
96名に上ります。うち、１年生が

３名、２年生が18名と大学入学後
の早い時期から資格を目指して準備
する学生もいることから、資格試験
を今後のキャリアへのステップとし
ている学生の様子がうかがえます。

Q．�学生は奨学金をどのように活用
しているのでしょうか。

　大学での勉学・研究に関する支
出、図書・文献を購入する学生が多
いのですが、奨学金を受給したこと
により、アルバイトの時間を少なく
し、その分を勉強にあてるという学
生もいます。また、資格試験の予備
校等への費用にすることで、親への
負担を減らすという学生もいます。

◆スポーツ振興について
Q．�法政スポーツの強化について、
大学として取り組まれているこ
とはありますか。

　体育会の強化指定部を中心に、そ
れらの部に所属する優れたアスリー
トたちをスポーツ特待生として採用
して授業料等の免除を行っていま

す。この制度の存在は、高校年代の
トップ選手が本学を志望する一因に
もなっています。また、野球部で
は、スポーツ研究センターに所属す
る任期付きの研究員が最新のスポー
ツサイエンスに基づいた指導を行っ
ています。体育会強化指定部（最重
点および重点団体）には、部の指導
者と業務委託契約を結んで、部の強
化に集中して取り組んでもらう体制
をつくっています。

Q．�寄付はどのように活用されていま
すか。

　合宿費、遠征費、用具代などのう
ち、自己負担を除く部全体の支出に
活用させていただく場合が多いで
す。自己負担の内訳をみると、合宿
費として一回あたり５万円程度はか
かっています。これを年に２〜３回
行います。遠征費は年間７〜８万円
（一人あたり）は必要です。
　さらに競技によってまちまちでは
ありますが、用具代も年間４〜５万
円はかかるでしょう。これだけで

Inter v iew

近藤　清之
Kiyoyuki  Kondo

法政大学常務理事

返還不要の奨学金に対する学生の要望は高まって
います。また、スポーツは、学生の健やかな成長
のために、本学の教育に不可欠なものです。これ
らは寄付者の皆さまのご厚志により支えられてい
ます。
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30万円近くになります。この他、
部全体の運営に係る費用を部員で負
担しなければなりません。それらを
寄付金で充当することができると、
個人負担を圧縮することができま
すので学生にとって大いに助かり
ます。

Q．�野球や駅伝以外にも、活躍して
いる部がたくさんあると伺いま
したが。

　過去３年間で大学日本一になった
部は、右表を参照してください。個
人レベルで極めて優秀な成績を収め
た学生たちが、水泳部（シンクロナ
イズドスイミング/世界選手権銅メ
ダル）、フェンシング部（世界選
手権銀メダル/銅メダル）、スケー
ト部（女子アイスホッケー/オリン
ピック代表）などにいます。

最後に寄付者へのメッセージをお願
いします。
　本学には様々な奨学金制度があ
りますが、2005年に「リーディン
グ・ユニバーシティ－法政」募金の
募集を開始し、ようやく今充実した
奨学金制度が実現できているといえ
ます。それはまさにご寄付・ご支援
いただく皆さまのおかげです。この
ような充実した奨学金制度の存在
は、学生にとって経済的支援だけで
なく「心の支え」にもなっていると
思います。
　スポーツに関しては、本学はス
ポーツに関する基本方針として「法
政大学スポーツ憲章」を定めていま
す。本学はこの基本方針を実現させ
るために「保健体育センター」を設
置しています。これからも、「法政
大学スポーツ憲章」に基づいたス
ポーツ振興に対する姿勢を追及して
いきます。
　寄付者の皆さまにはご支援いただ
き心より感謝申し上げます。法政大
学がこれから先も法政大学として在
り続けるために、皆さまのお力が必
要です。今後も何卒ご理解・ご支援
を賜りますよう、お願いを申し上げ
ます。

法政大学スポーツ憲章
前文
　スポーツは、創造的な文化活動の一つであり、活力のある社会を形成するうえでも、ま
た、学生の心身両面にわたる人間形成のうえでも、積極的な価値をもっています。
　法政大学は、130年を超える歴史を通じて、スポーツの振興に努め、大学スポーツのみな
らず、わが国におけるスポーツの発展に寄与してきましたが、さらに将来に向けてスポーツ
の振興・発展を図るために、「法政大学スポーツ憲章」を定めます。

一　大学教育とスポーツ
　スポーツは、学業とあいまって学生の全人的な成長を促すという意味で、人間力豊かな人
材の育成を担う本学の教育に不可欠なものと考えます。

二　建学の精神とスポーツマンシップ
　スポーツは、各人（各チーム）がもてる能力のすべてを発揮し、自由にそしてフェアに競い
あう活動であり、また不可能を可能にする絶えざる挑戦でもあります。その意味で、スポーツ
マンシップの涵養は、本学の建学の精神である「自由と進歩」に響き合うものと考えます。

三　ユニバーシティ・アイデンティティと社会評価の向上
　本学スポーツの活躍は、本学構成員の活力を醸成し、本学のアイデンティティの形成に
資するものです。また、大学スポーツのみならず、わが国におけるスポーツの振興・発展に
寄与するならば、それは本学の社会的評価を高めることになります。

四　スポーツによる地域貢献
　少子高齢化の時代を迎えた日本社会において、人々はスポーツへの多様なかかわりを通
じて健康の増進を図り、生涯にわたり豊かなスポーツライフを実現することが求められてい
ます。本学は、豊富に有するリソースを生かして、地域とも連携し、こうした課題にも応えて
いきたいと考えます。

五　スポーツの振興・発展
　本学は、スポーツの文化価値と大学教育における意義を深く認識し、スポーツに関する
研究を推進するとともに、支援体制を強化し、施設や指導体制を含む活動環境を整備する
ことによって、スポーツのさらなる振興・発展をめざします。

以上
2011年４月１日

年度 部活名 受賞内容

自転車競技部 文部科学大臣杯第71回全国日本大学対抗選手権自転車競技大会
男子チームパーシュート決勝（4×4㎞）（団体追抜）
第88回日本学生氷上競技選手権大会　男子スピードスケート　総合
第88回日本学生氷上競技選手権大会
男子スピードスケート、フィギュア、アイスホッケー　総合

陸上競技部 第99回日本陸上競技選手権リレー競技大会 "男子4×100mリレー

フェンシング部
第65回全日本学生フェンシング王座決定戦　男子サーブル　団体
第65回全日本学生フェンシング王座決定戦　男子フルーレ　団体

陸上競技部 第100回日本陸上競技選手権リレー競技大会　男子4×100ｍリレー

フェンシング部 第69回 全日本フェンシング選手権大会　他7件
男子フルーレ団体　他7件

航空部 第57回全日本学生グライダー競技大会　団体の部
射撃部 第12回日本学生選抜ライフル射撃選手権大会  女子の部  総合団体

第41回総理大臣杯全日本大学サッカートーナメント
第66回全日本大学サッカー選手権大会

フェンシング部 第70回全日本フェンシング選手権大会　男女フルーレ団体
弓道部 第65回全日本学生弓道王座決定戦　弓道

自動車部 全日本学生自動車連盟年間総合杯　女子団体総合

2015
スケート部

2016

2017

サッカー部

募金実績のご報告とご案内
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Inter v iew

2018年度は、本学が文部科学省の「スーパーグ
ローバル大学創生支援」事業に採択されて、５年
目を迎えます。2023年度が最終年度にあたるので、
同事業のちょうど「折り返し」地点に達し、本学
の「グローバル化」は着実に進歩しています。

Q．�なぜ今、日本は国際化を進める
必要があるのでしょうか。

　国際化は、現代になって始まった
ものではなく、人類にとって普遍的
営みであると考えています。例え
ば、「文字」の視点から考えてみま
すと、アルファベットはフェニキア
人の発明した文字が元となってヨー
ロッパ全体で共有されたものです
し、漢字は中国で発明された文字が
日本を含むアジアに広まったもので
す。異文化間の相互交流の積み重ね
によって私たちの文化文明は形成さ
れてきているわけです。「今」だけ
ではなく、「常に」国際化を進める
必要があったのです。

Q．�異文化交流の形は時代とともに
変化してきていますね。

　現在は、誰もがITを使って何か
を創り出し、インターネットを介し
て世界中に発信していくことができ
ます。例えば、自分で撮影した動画
をインターネットに送り出すこと
で、言語や文化の障壁を超えて、瞬
時の内に、世界に広がるムーブメン

トを生み出すことが起きています。
日本文化は、日本でしか評価されな
い「ガラパゴス携帯」というものを
生み出しましたが、同じように考え
られていた日本の「かわいい」とい
う文化が、今や”Kawaii”という世
界文化になっています。現代は、私
たち全員が世界と直結でき、それを
実感できる時代です。

Q．�大学は国際化をリードする存在
となりうるのでしょうか。

　どの時代の国際化においてもその
拠点は教育にあります。明治政府
が、日本の近代化すなわち西洋を範
とする国家体制を築くことを最重要
の課題とし、そのためにフランス法
にならった法体系を作り上げようと
した時、フランスから招聘された法
学者がボアソナードであり、ボアソ
ナードは明治政府の命を受けて新し
い法体系を創案しました。加えて、
ボアソナードは本学の前身にあたる
東京法学社を創立した梅謙次郎らに
協力し、近代法を教え、多くの卒業
生が日本の近代化に携わっていきま

した。外からもたらされた近代化を
日本に根付かせるための拠点となっ
たのが大学なのであり、それは今も
変わっていないし、その中で、大学
がその拠点として果たす役割は、高
等教育がこれほど普及した「今」であ
るから、なおさら大きいと思います。

Q．�国の発展には外国との交流が重要
な役割を果たしているのですね。

　ごくわずかの人々が留学していた
明治時代とは異なり、現在は多くの
学生が多くの国々に留学していま
す。現在は、ごく普通の人たちが、
ごく普通の大学で、ごく普通に学
び、ごく当たり前に留学し、新しい
時代をリードしていく責任と能力を
身に着ける時代です。これは日本だ
けのことではなく、世界のいろいろ
な国の多くの人々が留学を通して異
文化体験をし、その体験を自国に持
ち帰り、結果として多くの文化が共
存する世界が形成されているのが現
代社会だと思います。

熊田　泰章
Yoshinori  Kumata

法政大学副学長・グローバル教育センター長・
常務理事　国際文化学部教授
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Q．�法政大学における国際化とは。
　法政大学の歴史を語る時、国際
化と多様化がキーワードになりま
す。法政大学の国際化は、前身であ
る「東京法学社」が設立された140
年前に始まります。本学は、国家事
業としてのフランス法導入に資する
役割をもって創られ、国家事業とし
ての洋学を学びとる教育の最先端の
拠点として築かれたわけです。しか
も、国立大学として官の事業として
行われたのではなく、それに協力す
る民の事業として行われたことが重
要です。日本の国際化というのは、
官の主導した明治時代であっても、
民がそれに応え、民が民としての力
を発揮することで促進されたのであ
り、その歴史と伝統が今の法政大学
に繋がっています。本学は、国際化
と多様化という改革を進めるための
拠点として誕生したのであり、私た
ちは、当時の改革の精神を「進取の
気象」という基本方針として現在も
大切に引き継いでいます。

Q．�法政大学は、国際化について、
どのような方針を持っているの
でしょうか。

　法政大学の歴史と伝統に基づき
今後の在り方を示すために策定し
た「HOSEI2030」によって、私た
ちは、「法政大学憲章」「ダイバーシ
ティ宣言」「グローバル・ポリシー」
を定めています。これによって、端
的には、「多様性のある国際化」を
行うことが法政大学の方針です。

Q．�「多様性のある国際化」を持つ
大学とはどのような特徴がある
のでしょうか。

　私立大学は、大学の規模や立地と
いう点でグループ化できると思いま
す。本学は、大規模かつ東京に位置
するというグループに在します。都
市としての多様な国際化の進む東京
にあって、多くの学生・教職員の行
きかうキャンパスの中に「さまざま
な人がいて、そしてそれぞれが安心
して独自性を発揮できる」というこ
とが、本学の特長だと思います。多
様な人たちが大学の中で交流し、同

じ大学の中に必ず仲間がいます。そ
して、仲間がいるからこそ安心して
その個性を発揮することができま
す。本学は規模の大きな大学に成長
したが故に、幅の広い国際化と幅の
広い多様化が実現可能になったのだ
と思います。

Q．�大規模大学であるからこそ可能
な「多様性のある国際化」なの
ですね。

　「国際化・多様化を大きなスケー
ルで実現できる優位性」という意味
において、本学は大学の国際性にお
けるスケールメリットを有している
と思います。本学の国際性の特徴
は、多様な大学・大学院の教育研究
体制と多様な国際性が結びついてい
ることです。例えば、本学には英語
による履修に特化したグローバル
教養学部があり、英語によって日本
文化も含む世界文化について学びま
す。国際文化学部が開始した「スタ
ディ・アブロード」は、ほとんど
の学部がカリキュラムに取り入れ、
これによって、多様な外国の大学で
の学びを体験できます。一方、大学
院には国際日本学インスティテュー
トがあり、留学生も日本語で日本文
化を学びます。３つのキャンパスに
展開する学部と大学院には、すでに
多くの留学生が入学して学んでお
り、加えて、英語学位プログラムが
開設されるに至りました。派遣留学
の充実は本学の強みであり、これに
よって奨学金を得て、外国の大学で
学ぶことができますし、交換留学とし
て多くの留学生を受け入れています。

Q．�未来の法政大学はどのような姿に
なっているとお考えでしょうか。

　よい意味で今と変わらないと思い
ます。HOSEI2030の長期ビジョン
において理想像、在るべき姿を確認
し、その実現のための方針を定め
ました。「法政大学は、国際性と多
様性を基本とする大学であり、これ
を続ける」ということを決めたので
す。国際性と多様性を持つ大学とし
て、日本と世界に貢献していく大学
であり続けます。もちろん、様々な

改革と改善を行い、国際性と多様性
をさらに充実していくために努める
ことは言うまでもありません。

最後に寄付者の方へメッセージを
お願いします。
　法政大学は、国際性と多様性を基
本とする大学です。そのための個々
の施策については、現状における問
題点の把握とその改善に取り組んで
います。補助金を獲得することがそ
の助けになっていますが、多くの補
助金はその補助事業期間中において
も年次進行で減額され、補助期間満
了後には、改革のために導入された
制度の自己予算による維持が求めら
れています。今、本学が取り組んで
いる非常に重要な事業の一つとし
て、外国の大学からの留学生の迎え
入れと日本人学生の留学送り出しの
さらなる拡充があります。本学の派
遣留学制度は、同規模他大学と比べ
て行き届いた留学制度となってお
り、学生に支給する奨学金が充実し
ています。しかし、本学が目指す国
際化のさらなる促進のためには、よ
り多くの留学生を迎え入れ、より多
くの日本人学生の送り出しができ
る、留学のための奨学金制度の一層
の充実が不可欠です。これ以外に
も、HOSEI2030ビジョンにおいて
掲げる本学の長期的構想を実現する
ように多くのことを計画していま
す。それらのためには、大学の予算
には限りがあり、皆さまからのご寄
付によるご支援を是非ともお願いし
たいと存じます。
　次世代の若者を育てるために、皆
さまからご支援を賜りますようお願
い申し上げます。
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古本募金　募金実績 ）月3年8102～月4年3102（ 

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 

。いさだくせら知おを名氏 ・ 所住の先付送料資※

◆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

80万7058円
46,738冊 103万7564円

54,301冊
114万2383円
52,163冊

181万8840円
80,937冊

52万9157円
28,444冊

　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。

　2017年度は、延べ787名の方から、80,937冊の書籍等をご提供いただき、181万8840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、262,583冊で533万5002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。
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