
　松前重義記念基金は、建学50周年記念事業の

柱として1993年に設立され、地球市民として未

来を創造していく人材の育成、人類の恒久平和

と福祉の向上に寄与する研究活動への支援を目

的として、奨励制度、奨学金制度、助成制度の

三事業において毎年多くの学生・生徒、研究者、

指導者等への助成を行っております。

　設立当初より、皆様の温かいご支援を賜り、

順調な運営ができておりますことに厚く御礼を

申し上げますとともに、ここに、2021年度松前

重義記念基金の事業報告を申し上げます。

　創立者の、愛と正義に基づくヒューマニズム

の思想を未来へつなぎ、その理想を達成してい

くために、更なる事業の拡大・充実等積極的な

活動を続けてまいりますので、今後とも皆様の、

より一層のご理解あるご支援ご協力を賜ります

よう、切にお願い申し上げる次第です。

松前重義
記念基金だより

第 号27
創立者  松前重義博士

総長　松前　達郎

ご　挨　拶
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◇2021年度事業

①建学記念論文・小論文・作文・絵画

　この奨学金は、学校法人東海大学建学50周年を
記念し、創立者松前重義博士が掲げた建学の理想を
未来へ継承・発展させていくための人材育成をはか
るものです。応募論文等の中から、松前重義博士の
建学の理念に啓発された思想を培う独創力豊かな作
品を中心に審査され、最優秀賞・優秀賞など入賞者
には奨学金が交付されます。

〔大学・短大の部〕　応募数　17
　課題①　ニューノーマル
　課題②　�創立者松前重義博士の建学思想に基づく

未来への提言

　◆優秀賞　東海大学　４名
�（課題①２名、課題②２名）

　◆入　選　東海大学　２名
（課題①２名）

〔中等部・高等学校の部〕

　高校生　応募数　25
　　課題①　新型コロナウイルスによって変化した
　　　　　　世界の中で、私たちがより良く生きる
　　　　　　ために実践できることは何だと思いま
　　　　　　すか
　　課題②　一体化した世界の平和のために、あな
　　　　　　たが果たす役割は何だと思いますか

　中等部生　応募数　11
　　課題①　�新型コロナウイルスによって変化した

世界の中で、私たちがより良く生きる
ために実践できることは何だと思いま
すか

　　課題②　�社会生活の中であなたが果たす役割は
何だと思いますか

　◆採択

　　付属相模高等学校　　　　　１名（課題①１名）
　　付属市原望洋高等学校　　　１名（課題①１名）
　　付属望星高等学校　　　　　２名（課題①２名）
　　菅生高等学校　　　　　　　１名（課題②１名）
　　付属相模高等学校中等部　　２名

（課題①１名、課題②１名）
　　付属静岡翔洋高等学校中等部　１名

（課題①１名）
　　付属大阪仰星高等学校中等部　２名

（課題②２名）

〔幼稚園・小学校の部〕　

　小学生　応募数　絵画２　作文４
　　課題①　�小学校にある楽器の絵を描いてみよう�

（絵画）
　　課題②　�あったらいいな、こんな学校行事！�

（作文）
　幼稚園児　応募数　14
　　課題①　�ようちえんにあるがっきのえをかいて

みよう（絵画）

記念基金の活動−2021年度事業報告

　1993年基金設立当初は、特別教育活動指導者奨励賞と国際活動助成の２種類で出発した事業も 
現在では、奨学金９種、奨励賞６種、助成１種と様々な活動や学生・生徒等に支援ができるように 
なりました。
　このように松前重義記念基金も多くの方々に支えられて、年毎に事業の拡大・充実をはかることが
できますことに対し、深く感謝を申し上げます。（学年、身分・役職等は受賞時のものです）



松前重義記念基金だより ◦2022年6月30日 発行◦

3

　　課題②　�すきなたべものをたべているときのか
お�（絵画）

　◆採択

　　付属静岡翔洋小学校　作文２名（課題②２名）
　　　　　　　　　　　　絵画１名（課題①１名）
　　認定こども園付属自由ケ丘幼稚園
　　　　　　　　　　　　絵画２名（課題②２名）
　　認定こども園付属かもめ幼稚園　
　　　　　　　　　　　　絵画１名（課題②１名）

②自己研鑚奨学金

　この奨学金は、文化活動、スポーツ活動、社会活
動、ボランティア活動等の各分野において優れた計
画をもち、その実現に努力している学生に対して、
その計画が達成できるよう支援するために交付され
る奨学金です。採用者はその活動結果の報告が義務
付けられます。

　　前期・後期で採用された活動は次のとおり。

＜個人＞　応募数　３
　◆東海大学　３名
　　社会活動
　　○�臨床工学技士を目指す学生のための学生団体

の運営
　　○�将来、人や社会の役に立てる医師となるため、

今医学生としてできること
　　○水族館XRプロジェクト
＜グループ＞　応募数　２
　◆東海大学　２件
　　文化活動
　　○海外で活躍できる医師の育成に向けた勉強会
　　　の開催
　　○ジェンダー・セクシュアリティ勉強会

③学部奨学金

　この奨学金は、建学の理想を未来へ継承・発展さ
せていくための人材育成を目的として、人物・学業
成績ともに優れた、第２セメスター以上の成績の向
上が著しい学生を対象に交付しています。

　〈第１種〉
　　湘南校舎　　春�142名　／　秋�190名
　　高輪校舎　　春　12名　／　秋　16名
　　清水校舎　　春　24名　／　秋　32名
　　伊勢原校舎　春　５名　／　秋　６名
　　熊本校舎　　春　12名　／　秋　16名
　　阿蘇校舎　　春　９名　／　秋　12名
　　札幌校舎　　春　15名　／　秋　20名
　　代々木校舎　春　３名　／　秋　３名

　〈第２種〉
　　湘南校舎　　春�314名　／　秋�422名
　　高輪校舎　　春　26名　／　秋　35名
　　清水校舎　　春　44名　／　秋　57名
　　伊勢原校舎　春　11名　／　秋　13名
　　熊本校舎　　春　25名　／　秋　33名
　　阿蘇校舎　　春　13名　／　秋　17名
　　札幌校舎　　春　26名　／　秋　35名
　　代々木校舎　春　15名　／　秋　17名

④東海大学大学院特別奨学金

　この奨学金は、大学院に入学する学生で、人物・
学業成績ともに優れ、修了後に東海大学の教育・研
究者として見込まれる人材を育成するものです。

　　該当なし

⑤松前重義留学生奨学金

　この奨学金は、国際交流による世界平和の具現化
と国際的な視野に立った人材の育成を目的として、
対象となる留学生に交付されます。
　2018年度新入生より、学年進行にて新制度が導
入されました。
　◆東海大学

　　〈秋学期採用（旧制度適用）〉
　　在学生
　　　湘南校舎　３名
　　以上　採用期間��2020年10月１日～
　　　　　2021年９月30日

　　〈春学期採用〉
　　新入生（推薦入試）
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　　　第１種　湘南校舎　　１名
　　新入生（一般入試）
　　　第２種　湘南校舎　　８名
　　　　　　　高輪校舎　　１名
　　　　　　　札幌校舎　　１名
　　在学生
　　　第１種　湘南校舎　　３名
　　　　　　　高輪校舎　　１名
　　　第２種　湘南校舎　　44名
　　　　　　　代々木校舎　１名
　　　　　　　高輪校舎　　３名
　　　　　　　清水校舎　　１名
　　　　　　　熊本校舎　　３名
　　　　　　　札幌校舎　　１名
　　以上　採用期間　2021年４月１日～
　　　　　2021年９月30日

　　〈秋学期採用〉
　　新入生（推薦入試）
　　　第１種　阿蘇校舎　１名
　　　第２種　湘南校舎　３名
　　在学生
　　　第１種　湘南校舎　４名　
　　　　　　　高輪校舎　３名　
　　　　　　　札幌校舎　１名　
　　　第２種　湘南校舎　63名
　　　　　　　高輪校舎　６名
　　　　　　　清水校舎　１名
　　　　　　　熊本校舎　９名
　　　　　　　札幌校舎　３名
　　以上　採用期間　2021年10月１日～
　　　　　2022年３月31日

⑥河上益夫・内田荘祐奨学金

　この奨学金は、熱意を持って卒業研究を遂行し、
優れた成果が期待される東海大学工学部材料科学科
在籍の学生に交付されます。

　◆東海大学

　　工学部材料科学科４年
　　採用者５名の研究テーマ
　　○�Fe/Al二層触媒を利用したカーボンナノチ

ューブ合成におけるAl触媒膜厚の影響
　　○�HApにB-TCPを添加したセラミックスの特性

評価
　　○�純銅への添加元素がろう付時フィレット形成

能に与える影響
　　○�高熱伝導率粒子を添加したポリイミドの熱伝

導率向上
　　○�溶融成長を利用した希土類系高温超伝導丸線

材の開発

⑦松前重義短期大学（部）派遣留学生奨学金

　この奨学金は、特に教育による人材育成と相互理
解を促進し、世界の恒久平和を継承・発展させるた
めに、本学園と国際交流協定を締結している教育機
関への派遣留学生に交付されます。

　　該当なし

⑧学業奨励奨学金

　この奨学金は、入学後特別な理由が発生し、経済的
に困窮した初等中等教育機関の生徒に交付されます。

　◆付属浦安高等学校　　　　　　　４名
　◆付属高輪台高等学校　　　　　　６名
　◆付属高輪台高等学校中等部　　　１名
　◆付属静岡翔洋高等学校　　　　　７名
　◆付属静岡翔洋高等学校中等部　　３名
　◆付属熊本星翔高等学校　　　　　７名
　◆付属諏訪高等学校　　　　　　　３名
　◆付属札幌高等学校　　　　　　　８名
　◆付属福岡高等学校　　　　　　　10名
　◆付属大阪仰星高等学校　　　　　15名
　◆付属大阪仰星高等学校中等部　　４名
　◆付属市原望洋高等学校　　　　　７名
　◆付属甲府高等学校　　　　　　　５名
　◆山形高等学校　　　　　　　　　５名
　◆菅生高等学校　　　　　　　　　４名
　　合計　　　　　　　　　　　　　89名

　昨年度に引き続き新型コロナウイルス感染症の影
響により家計が急変した者も含め、初等中等教育機
関の全校園の生徒・児童等を採用対象とした。
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⑨内木文英奨学金

　この奨学金は、建学の理念を理解し、生涯学習の
継続意思をもった経済的援助を必要とする付属望星
高等学校の生徒に交付されます。

　◆付属望星高等学校　２名

⑩特別教育活動団体・指導者奨励賞

　この奨励賞は、学園の学生、生徒、児童の健全な
スポーツ、文化活動等、その特別教育活動にあたり、
顕著な実績を収めた団体及びその指導者の業績を讃
えるもので、併せて奨励金が交付されます。

　◆東海大学

　　柔道部（男子）
　　　2021年度全日本学生柔道優勝大会　優勝
　　柔道部（女子）
　　　2021年度全日本学生柔道優勝大会　優勝
　　バレーボール部（女子）
　　　�第68回秩父宮妃賜杯全日本バレーボール大

学女子選手権大会ミキプルーンスーパーカレ
ッジバレー2021　優勝

　　吹奏楽研究会
　　　�第69回全日本吹奏楽コンクール（大学の部）

金賞受賞
　◆付属相模高等学校

　　硬式野球部
　　　第93回選抜高等学校野球大会　優勝
　◆付属静岡翔洋高等学校

　　陸上競技部
　　　�令和３年度全国高等学校総合体育大会陸上競

技大会（男子学校対校フィールド得点）優勝
　　チアリーダー部
　　　�All�Japan�Cheerleading＆Dance�Championship�

USA� School＆College�Nationals� 2021（高校
編成jazz部門）　優勝

　◆付属大阪仰星高等学校

　　ラグビー部
　　　�第８回全国高等学校７人制ラグビーフット

ボール大会　優勝
　◆菅生高等学校

　　吹奏楽部

　　　�第69回全日本吹奏楽コンクール（高等学校
の部）金賞受賞

　以上、それぞれの監督等指導者にも併せて奨励賞
が贈られました。
　（「主な受賞者インタビュー」８ページ参照）

⑪特別教育活動奨励賞（個人）

　この奨励賞は、学園の教職員、学生、生徒の特別
教育活動を支援するとともに、顕著な実績を収めた
個人の業績を讃えるもので、併せて奨励金が交付さ
れます。

　　該当なし

⑫松前信子奨励賞

　この奨励賞は、学園の創立者松前重義博士ととも
に人生を歩み、学生からは「学園の母」と慕われ、
今日の望星学塾及び学園の礎を築いた松前信子夫人
の偉業を顕彰し、特に学園の優秀な女性を表彰する
ことによって、夫人の遺志を永く継承するものであ
り、併せて奨励金が交付されます。

　◆東海大学大学院

　　生物科学研究科生物科学専攻３年
　　飯田　茜　�東南アジアにおけるクラゲ類の分類

学・集団遺伝学に関わる功績

⑬巽良知研究奨励賞

　この奨励賞は、東海大学電気系指定学科の優秀な
研究を行った教職員又は団体を表彰するものであ
り、併せて奨励金が交付されます。

　※2021年度現在指定学科
　　�情報理工学部情報科学科・コンピュータ応用工
学科、情報通信学部情報メディア学科・組込み
ソフトウェア工学科・通信ネットワーク工学科、
工学部電気電子工学科、基盤工学部電気電子情
報工学科

　◆東海大学

　　情報通信学部情報メディア学科



松前重義記念基金だより◦第27号◦

6

　　中谷　裕教　講師
　　　�学習による技能の向上とエキスパートの優れ

た技能を実現する脳の仕組

⑭牧野不二雄奨励賞

　この奨励賞は、特に教育実践に顕著な功績を残し
た学園の教職員及び団体を表彰することによって、
牧野不二雄先生の遺志を永く顕彰するものであり、
併せて奨励金が交付されます。

　◆東海大学

　　体育学部体育学科
　　内田　匡輔　教授
　　　障害のある学生及び児童生徒への教育支援

⑮国際活動助成

　この助成は、世界の平和と人類の発展に寄与する
ためのすべての国際交流活動及び学園の向上発展に
寄与する各種対外活動を支援するものであり、併せ
て助成金が交付されます。

　　該当なし

⑯東海大学松前重義記念基金

　◆湘南校舎

　　①�ユニーク発想、試みのチーム・グループなど
に対する補助および特別活動に対する補助

　　　（他校舎分の400万円含む）
　　　○湘南校舎　１件
　　　○高輪校舎　１件
　　　○清水校舎　４件
　　　○熊本校舎　４件
　　　○札幌校舎　１件

　　②職員の資質向上に役立つ研修への補助
　　　○大学行政管理学会
　　　○私立大学庶務課長会基礎研修会
　　　○大学職員情報化研究講習会
　　　○スキルアップ研修会（窓口対応）

　　③�職員の業務改革をするための他大学等の視
察・研修

　　　○新任職員実践型ワーキング研修
　　　○TOKAIスタッフオブザイヤー

　　④各種団体の活動に対する補助
　　　○陸上競技部夏合宿補助
　　　○�ラグビーフットボール選手権大会チケット
　　　　代援助

　　⑤学生の自己研鑽に対する奨学金
　　　○総合英語力検定奨励金
　　　○総合英語力検定受験料補助金

　　⑥東海大学各種奨学金
　　　○キャンパス間留学（他校舎含む）
　　　　湘南校舎　１名
　　　　札幌校舎　２名
　　　○学修サポート給付型奨学金
　　　　春学期　35名
　　　　秋学期　32名

　　⑦手銭正道奨励金
　　　○湘南校舎　１名

　◆代々木校舎

　　①学生の諸活動への補助
　　　○建学祭に対する補助
　　　○課外活動に対する補助
　　　○AED使用料

　　②教職員の研修に対する補助
　　　○大学行政管理学会
　　　○スチューデントコンサルタント認定

　◆高輪校舎

　　①�学生・教職員と地域住民との地域貢献施策に
対する補助

　　　○公開セミナー開催PR新聞チラシ折込代
　　　○公開セミナー開催通知発送切手代
　　　○公開セミナー講演者講演料

　　②�学生・教職員と地域住民との地域貢献施策に
対する補助
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　　　○学生支援講座「リーダーズ研修」支払報酬
　　　○FD研修会　講演料

　　③学生の諸活動に対する補助
　　　○建学祭に対する補助　
　　　・建学祭に対する補助　
　　　・学部長賞商品券

　◆清水校舎

　　①学部企画事業に対する支援
　　　○人文学部新設に伴う事業
　　　○特別公開授業

　　②職員の自己啓発に対する支援
　　　○講習会参加

　◆伊勢原校舎

　　①教職員の資質向上のための研修等補助費
　　　○�関係機関への研修、視察、研究会、資格取

得等の参加経費補助

　　②�伊勢原キャンパスにおける学生の諸活動に対
する補助金

　　　○建学祭補助金
　　　○課外活動等

　◆熊本校舎

　　①クラブ活動支援費
　　　○交通費・グラウンド使用料
　　　・交通費（貸切バス代）

　　②職員の資質向上のための国内研修補助費
　　　○旅費・参加費等
　　　・参加費、情報交換会費等

　　③建学祭補助
　　　○熊本・阿蘇校舎（合同建学祭）

　◆札幌校舎

　　①�学生の主体性を引き出す特色ある教育活動に
対する補助

　　　○フィールドワーク（デザイン文化学科）

　　②地域連携に関わる活動に対する補助
　　　○臨海実験所成果報告会

　　③本学付属施設の活用に対する補助�
　　　○�北海道臨海実験所を活用した卒業研究及び

ゼミ

　　④学生の課外活動に対する補助
　　　○全国大会出場
　　　・�第74回秩父宮賜杯全日本バレーボール大

学男子選手権大会
　　　・�第68回秩父宮妃賜杯全日本大学女子選手

権大会
　　　・第70回全日本大学サッカー選手権大会
　　　・�清瀬杯第53回全日本大学選抜準硬式野球

大会
　　　・全日本学生柔道優勝大会（男子70回）
　　　・�天皇賜盃第90回日本学生陸上競技対校選

手権
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●特別教育活動指導者奨励賞
（2021年度全日本学生柔道優勝大会において、同部
を優勝へ導いた功績）

　今年度は２年ぶりに大会が開催されたこと、そのなか
で結果を残せたことを非常にありがたく思っています。こ
の賞をいただくことが１年間の充実度を示す大きな役割
を担っているため、再びこの場に戻ってくることができて、
とても嬉しく思っています。５月に男子柔道部で新型コ
ロナのクラスターが発生したこともあり、今年はチームの
仕上がりが明らかに遅かったのですが、常に最悪の場合
に備える練習で「準備力」を養ってきたことが功を奏し、
見事逆転で優勝することができました。次年度も、東海
大学の柔道部員であることを誇りに思えるようなチーム
づくりを進めていきたいと思っています。

上水　研一朗 東海大学教授
東海大学柔道部
男子監督

●特別教育活動指導者奨励賞
（第68回秩父宮妃賜杯全日本バレーボール大学女子選手権大会ミキプ

ルーンスーパーカレッジバレー2021において、同部を優勝へ導いた功績）

　コロナ禍で大変な中、大学関係者や保護者など様々な
方々の協力で粛々と練習できたことが、何よりも勝因だ
と考えています。昨年度唯一の公式戦だった全日本イン
カレの決勝に立ったメンバーがそのまま残っていた今年
度は、経験値の点で有利でしたが、夏から秋にかけてケ
ガで戦列を離れる選手も出て、最終的にベストなメンバー
が揃ったのは準決勝からでした。その分、新鮮な気持ち
で試合に臨めたのかもしれません。選手にプレッシャー
を与えるつもりはありませんが、連覇の機会があるのは
我々だけですし、本人たちも十分にわかっているはずで
すから、ぜひ連覇をめざしたいと思っています。

藤井　壮浩 東海大学教授
東海大学バレーボール部
部長教員・監督

●特別教育活動指導者奨励賞
（2021年度全日本学生柔道優勝大会において、同部
を優勝へ導いた功績）

　柔道は超濃厚接触スポーツなので、体調管理には細心
の注意を払いながら練習を重ねました。大変だったのは、
外部との練習試合ができなくなってしまったこと。互いに
よく知る部員同士の稽古からでも実戦力を身につけられ
るよう、一つひとつの組手の意味や目的を言葉で明確に
説明するように心がけていました。モチベーションを保て
ないと訴える選手に対しては、少し練習を休み、柔道以
外の世界に視野を広げてみてはどうかと助言することも
ありました。大会本番は厳しい組み合わせとなったものの、
かえって気が引き締まったのか、チームとしてまとまって
戦い、力を出し切ることができました。

塚田　真希 東海大学准教授
東海大学柔道部
女子監督

●特別教育活動指導者奨励賞
（第69回全日本吹奏楽コンクール（大学の部）におい
て、同部を金賞へ導いた功績）

　コロナ禍で練習や演奏会などが軒並み中止になり、学
生はモチベーションを保つことが難しかったのですが、
先の見通しを伝え、そのために何が必要なのかを学生と
話し合いながら、オンライン配信での合奏など工夫を重
ねてきたことが今回の受賞につながったと思っています。
音楽は本来、競い合うものではありませんが、日々の練
習の積み重ねで完成度を高めていったことへの評価だと
考えれば、５大会連続での金賞は誇らしいものです。今
後も、スクールバンドとして、学生がその活動を通して
成長できるような仕組みを維持しながら、より良い響き
を届けられるために尽力するつもりです。

藤野　裕弘 東海大学教授
東海大学吹奏楽研究会
部長教員

主な受賞者

インタビュ
（身分・役職・学年等は受賞時のもの）
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●特別教育活動指導者奨励賞
（第93回選抜高等学校野球大会において、同部を優勝
へ導いた功績）

　甲子園に行く望みが叶うと信じ、“いつも通り” 練習し
ていたところに出場決定の吉報が届きました。諦めずに
チーム全員で頑張り続けていたことが、優勝への大きな
力になったのだと思います。選抜大会では、途中からや
むなくキャプテンが出場できなくなりましたが、生徒達は
皆落ち着いて、いつもと変わらない雰囲気でよくプレー
してくれました。指導者側が思っている以上にたくましい
生徒たちだと感じています。大会後に退任された門馬敬
治監督、生徒達と共に栄誉ある奨励賞をいただいたと感
謝しております。学園の皆様には、いつも多くの応援を
寄せていただき、誠にありがとうございます。

長谷川　将也 東海大学付属相模高等学校教諭
東海大学付属相模高等学校
硬式野球部部長教員

●特別教育活動指導者奨励賞
（All Japan Cheerleading & Dance Championship USA School & College 

Nationals 2021〈高校編成jazz部門〉において、同部を優勝へ導いた功績）

　本校では「人の心を動かすには、自分の心を使うこと」
をモットーに、自分の頭で考えさせる指導を心がけてい
ます。今回の大会テーマも部員たち自身が考えたもので、
コロナ禍で大会に出られない苦しみを乗り越えて、皆で
ダンスができる喜びを表現しました。苦手としていたjazz
部門で優勝を勝ち取ることができたのは、自分の心を存
分に使った演技ができた結果であると考えています。ま
た、コロナ対策として常にマスクを着用し、息苦しさに
耐えながら練習を重ねたことで、体力や根性も培われま
した。来年度はjazz部門に加え、得意のSong/Pom部門で
も優勝を狙っていきたいと考えています。

望月　直巳 東海大学付属静岡翔洋高等学校教諭
東海大学付属静岡翔洋高等学校
チアリーダー部監督

●特別教育活動指導者奨励賞
（令和３年度全国高等学校総合体育大会陸上競技大会〈男子学
校対校フィールド得点〉において、同部を優勝へ導いた功績）

　指導者として常に念頭に置いているのは「スポーツ選
手は多少わがままでもよい」ということです。例えば、「全
体練習を休んで別の競技場で練習したい」という選手が
いたら、わがままを諫めるのではなく、なるべく希望を
叶えられるように調整する。それが選手の個性や能力を
伸ばすことにつながるからです。一方、真夏のインター
ハイなど過酷な状況下でも安定的に力を発揮できるよう、
普段の練習では基礎を繰り返して体の強さを鍛えていま
す。部としての目標は総合優勝ですが、インターハイを
ゴールとするのではなく、将来的にオリンピックなど世界
で活躍できる選手の育成をめざしています。

菅間　友一 東海大学付属静岡翔洋高等学校教諭
東海大学付属静岡翔洋高等学校
陸上競技部監督

●特別教育活動指導者奨励賞
（第８回全国高等学校７人制ラグビーフットボール大会及び第101回全国

高等学校ラグビーフットボール大会において、同部を優勝へ導いた功績）

　７人制ラグビーは豊富な運動量が必要で、さらに攻守
が素早く入れ代わるため、瞬時に状況を判断し戦術を組
み立てることができる豊かな発想力が必要です。ハード
ワークに強い選手が揃っていて、発想力を鍛える練習が
功を奏したのだと思っています。また、15人制ラグビー
はメンバー全員の総力戦であり、基礎基本をしっかり固
めた上で、各自の役割をしっかり果たしていくことが重要
です。そのことを生徒はしっかりと理解し、実行してくれ
ました。チーム作りで大切なのは「本音」を伝えられる
環境です。今後もそんなチーム作りを心がけながら、“チー
ム仰星” の一翼を担っていきたいと考えています。

湯浅　大智 東海大学付属大阪仰星高等学校教諭
東海大学付属大阪仰星高等学校
ラグビー部監督

　学校法人東海大学松前重義記念基金では、建学の精神に基づき、文化・スポー
ツ・学術研究の分野で顕著な成績（業績）を収めた学園の学生、生徒、児童、
園児、教職員及び卒業生に対し、その成績（業績）を讃え、表彰しています。
　ここでは、「特別教育活動指導者奨励賞」を中心とした主な受賞者のなかから、
受賞に関するインタビューを掲載いたします。また、以下のURL・QRコード
から、受賞者の皆さんのコメント動画もご覧になれます。

https://www.tokai.ac.jp/donation/report/ceremony2021/



松前重義記念基金だより◦第27号◦

10

●特別教育活動指導者奨励賞
（第69回全日本吹奏楽コンクール（高等学校の部）に
おいて、同部を金賞へ導いた功績）

　この度は栄えある賞をいただき大変光栄です。コンクー
ルは新型コロナの影響で２年ぶりの開催でしたが、演奏
後には大きな拍手に包まれ、達成感と安堵感、保護者
や関係者の皆様に対する感謝の気持ちなどが交錯し、多
くの生徒が涙していました。「人は知り合って知人になり、
互いに語り合って友人になり、一緒に乗り越えて仲間に
なる」と、いつも生徒に話しています。共に困難を乗り
越え、「いつも通りやるぞ」というモチベーションを高く
保ち、目標に向かって一生懸命やってくれたことが金賞
に結びつきました。新たなチームも先輩を超えようという
目標を掲げ、好調なスタートを切ったところです。

加島　貞夫 東海大学菅生高等学校教諭
東海大学菅生高等学校吹奏楽部
部長教員

●牧野不二雄奨励賞
（障害のある学生及び児童生徒への教育支援に係る功
績）

　障害のある東海大学の学生や近隣の子どもたちの、体
育やスポーツ活動の支援を行っています。普通のことを
積み重ねてきただけですから、この賞をお受けするのが
本当に相応しいのか戸惑う一方で、非常に光栄なことだ
と感謝しています。障害者の体育・スポーツを考える上
で大切なのは、「できないことはない」ということです。ルー
ルを変えてもいい、会場や道具を変えてもいい、ハンデ
ィをつけてもいい、とにかくできるように工夫することが
重要です。それが、その人にとっての「最適解」の運動
を見つけていく「アダプテッド・スポーツ」の考え方を推
し進めていくことになると思っています。

内田　匡輔 東海大学体育学部教授

●松前信子奨励賞
（東南アジアにおけるクラゲ類の分類学・集団遺伝学
に関わる功績）

　クラゲ類が世界各地で大量発生し問題になっています。
これまであまり研究されて来なかった熱帯地域の東南ア
ジアに足を運び、クラゲ類の遺伝学、形態学的解析等の
調査研究を行ってきました。ベトナムの調査では、既知
のBlackfordia�virginica種と似たクラゲの触手の数が、既
報のものと異なると判明。遺伝子解析も含めて検討した
結果、未知種の可能性が高いとわかり論文にまとめまし
た。新型コロナの影響で現地での研究が難しい状況です
が、１日も早く再開できることを願っています。将来は研
究機関などに所属し、プランクトンの形状などに範囲を
広げ、研究の道を歩みたいと考えています。

飯田　茜 東海大学大学院
生物科学研究科３年

●巽良知研究奨励賞
（学習による技能の向上とエキスパートの優れた技能
を実現する脳の仕組に関する研究）

　着任して３年ですが、その間の研究業績を評価してい
ただき非常に嬉しく思います。コンピュータの研究で博
士号を取得しましたが、人間の方が賢いと考え、専門を
脳科学に変えました。今回の研究では、言語や将棋とい
った高度な認知機能に小脳が関わっていること、記憶の
定着率を高めるには同じことを繰り返す学習より、ある
程度ランダムな学習の方が効率的なことなどの知見が得
られました。これらは学生の教育方法やエキスパートの
養成方法につながる可能性があると思っています。今後
は、信じる宗教とその民族の性格、うつ病の早期検出と
予防など、新分野にも研究を広げていくつもりです。

中谷　裕教 東海大学情報通信学部講師
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○学校法人東海大学松前重義記念基金

　収入の部� ─────────────────────

寄付金� 518,100,051円

「新高校現代文明論」他印税代� 510,840円

運用益� 204,192,248円

前年度より繰越金（有価証券含む）� 12,903,277,020円

合計� 13,626,080,159円

　支出の部� ─────────────────────

学部奨学金（４年生除く）� 153,500,000円

松前重義留学生奨学金� 32,252,750円

建学記念奨学金〈大学・短大の部〉� 500,000円

建学記念奨学金〈高校・中等部の部〉� 400,000円

建学記念奨学金〈小学校・幼稚園の部〉� 45,000円

自己研鑚奨学金� 741,144円

松前重義短期大学（部）派遣留学生奨学金� 0円

河上益夫・内田荘祐奨学金� 100,000円

内木文英奨学金� 200,000円

学業奨励奨学金� 8,900,000円

東海大学大学院特別奨学金� 0円

特別教育活動指導者奨励賞� 4,500,000円

特別教育活動団体奨励賞� 4,500,000円

特別教育活動奨励賞（個人）� 0円

松前信子奨励賞� 200,000円

牧野不二雄奨励賞� 250,000円

巽良知研究奨励賞� 300,000円

国際活動助成� 0円

松前重義賞学術部門副賞� 1,000,000円

学園スポーツコーチングアワード副賞� 100,000円

有価証券調整額� 1,174,896円

次年度への繰越金（有価証券含む）� 13,417,416,369円

合計� 13,626,080,159円

○東海大学松前重義記念基金

　収入の部� ─────────────────────

還付金� 53,000,000円

利息� 1,507,838円

前年度繰越金（有価証券含む）� 395,763,320円

移管分利息� 272円

合計� 450,271,430円

　支出の部� ─────────────────────

湘南校舎� 8,346,711円

渋谷校舎� 656,650円

高輪校舎� 1,413,750円

清水校舎� 556,992円

伊勢原校舎� 1,793,030円

熊本校舎� 2,374,649円

札幌校舎� 1,019,590円

学修サポート給付型奨学金� 13,400,000円

次年度繰越金（有価証券含む）� 420,710,058円

合計� 450,271,430円

　2021年度決算では原資が134億円に達しました。利息（運用益）は２億419万円となり、事業も順調に 
運営されております。

2021年度決算報告・2022年度予算および事業計画

2021年度決算報告
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　2021年10月に開催された企画委員会において、2022年度

予算および事業計画について審議され、下記のとおり決定

いたしました。

○学校法人東海大学松前重義記念基金

　１．事業予算� 352,000千円

　　　（うち運用益見込額）� (170,000千円)

　２．事業計画� 224,650千円

①学部奨学金� 149,900千円

②松前重義留学生奨学金� 41,100千円

③建学記念奨学金〈大学の部〉� 700千円

④建学記念奨学金〈高校･中等部の部〉� 400千円

⑤建学記念奨学金〈小学校･幼稚園の部〉� 50千円

⑥自己研鑚奨学金� 4,500千円

⑦河上益夫・内田荘祐奨学金� 100千円

⑧内木文英奨学金� 300千円

⑨学業奨励奨学金� 5,000千円

⑩特別教育活動指導者奨励賞� 5,000千円

⑪特別教育活動団体奨励賞� 5,000千円

⑫特別教育活動奨励賞（個人）� 1,000千円

⑬松前信子奨励賞� 1,000千円

⑭牧野不二雄奨励賞� 2,000千円

⑮巽良知研究奨励賞� 300千円

⑯国際活動助成� 2,500千円

⑰松前重義賞学術部門副賞� 2,500千円

⑱学園スポーツコーチングアワード副賞� 300千円

⑲予備費・その他の助成� 3,000千円

○東海大学松前重義記念基金

　１．事業予算� 92,790千円

　２．事業計画

①湘南校舎 77,750千円

１ ユニーク発想、試みのチーム・グルー

プなどに対する補助および特別活動に

対する補助（他校舎分の400万円含む）

10,000千円

２ 職員の資質向上に役立つ研修への補助 3,000千円

３ 職員の業務改革をするための他大学等

の視察・研修

�1,000千円

４ 学術セミナーおよび各種行事の補助 2,000千円

５ 建学祭における学生の学術的発表に対

する補助

4,000千円

６ 各種団体の活動に対する補助 14,000千円

７ 学生の自己研鑽に対する奨学金 �500千円

８ 東海大学各種奨学金 39,200千円

＊キャンパス間留学（他校舎含む）

　6,000千円

＊学修サポート給付型奨学金

春学期�83名　16,600千円

秋学期�83名　16,600千円

９ 特別補助 4,000千円

10 手銭正道奨励金

湘南校舎　１名

50千円

②渋谷校舎 1,800千円

１ 学生への諸活動への補助� 840千円

＊建学祭に対する補助� 500千円

＊課外活動に対する補助� 200千円

＊AED使用料� 140千円

２ 教職員の研修に対する補助

（大学行政管理学会、スチューデントコ

ンサルタント認定、教職員研修等）

240千円

３ 学生・教職員の地域交流に対する補助

（町会イベント関連、渋谷区交流事業） 100千円

４ 学生間交流に対する補助

（食堂プロジェクト、クラブ活動応援、

他校舎訪問）

370千円

５ 教職員、学生の他大学との交流に対す

る補助

150千円

６ 講演会・シンポジウム開催に対する補

助

100千円

2022年度予算および事業計画
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③高輪校舎 1,800千円

１ 学生・教職員と地域住民との地域貢献

施策に対する補助（公開セミナー開催、

クリスマスイルミネーション部材等）

240千円

２ 学生・教職員と地域住民との地域貢献

施策に対する補助（学生支援講座、FD

研修会、普通救命講習教材等）

530千円

３ 学生の諸活動に対する補助 1,030千円

＊建学祭に対する補助

＊課外活動に対する補助

＊その他各種活動に対する補助

④清水校舎 2,700千円

１ 学術セミナー事業に対する支援 100千円

２ 学部企画事業に対する支援 500千円

３ 地域・業界との交流事業に対する支援 1,200千円

４ 職員の自己啓発に対する支援 100千円

５ 清水キャンパス活性化事業に対する

支援

500千円

６ 学生の課外活動に対する支援 300千円

⑤伊勢原校舎 3,000千円

１ 教職員の資質向上のための研修等補助費 1,210千円

＊�関係機関への研修、視察、研究会、

資格取得等の参加経費補助等

２ 伊勢原キャンパスにおける学生の諸活

動に対する補助金

1,790千円

＊建学祭補助金� 400千円

＊課外活動等� 1,390千円

⑥熊本校舎 3,240千円

１ 学生会交流会補助費 400千円

２ 世界一行きたい科学広場IN熊本運営費 190千円

３ クラブ活動支援費 1,950千円

＊交通費・グラウンド使用料

４ 職員の資質向上のための国内研修補助費 100千円

＊旅費・参加費等

５ 建学祭補助 600千円

熊本・阿蘇校舎（合同建学祭）

⑦札幌校舎 2,500千円

１ 学生の主体性を引き出す特色ある教育 1,200千円

活動に対する補助

＊各学科フィールドワーク

２ 地域連携に関わる活動に対する補助 350千円

＊臨海実験所成果報告会

３ 本学付属施設の活用に対する補助 250千円

＊�北海道臨海実験所を活用した卒業研

究及びゼミ

４ 学生の課外活動に対する補助 600千円

＊全国大会出場に対する補助

５ 教職員の研修会等への参加に対する補助 100千円
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　松前重義記念基金は、学園の創立者松前重義の理想を継
承・発展させるために1993年11月の設立から28年が経過し、
今日に至っております。原資も前期末にて、134億円を超え
ました。お陰様でその果実をもって運営されている交付事
業は、年間1,400名を超す学生生徒等に還元することができ
ております。これからも更に多くの学生生徒等へ、学業の
みならず学園生活におけるより多くの活動場面で後押しし
てまいります。皆様には、そのための原資拡大に向け、本
基金の趣旨をご理解いただき、今後とも継続したご支援ご
協力を賜りますようお願い申し上げます。

◆募金名称：学校法人東海大学松前重義記念基金
◆募金区分：個人　１口１万円　� 企業等法人　１口５万円
　�個人・法人ともに口数・金額にかかわらず、お受けいた
します。
◆�寄付金の申込方法及び振込方法：個人でご寄付いただく
場合は、専用の振込用紙（払込取扱票）に必要事項をご
記入のうえ、最寄りの金融機関からお払い込みください。
また、企業等法人としてご寄付いただく場合は、専用の
「寄付申込書」に必要事項をご記入のうえ、ご返送ください。
本学に「寄付申込書」が到着後、振込先口座等のご連絡
をさせていただきます。
※�誠にお手数ではございますが、「専用の振込用紙」・「寄付
申込書」をご希望の場合は、右記お問い合わせ先にお電話・
ＦＡＸにてご請求ください。また、資料ご請求にあたっ
ては、「連絡票」ハガキもご利用いただけます。通信欄に「専
用用紙希望」とご記入のうえ、ご投函ください。

◆�税制上の優遇措置：個人・企業等法人ともに受けられます。
（注１）
　個人の寄付金の所得税については、「税額控除制度」か「所
得控除制度」のいずれか一方を選択して確定申告を行うこ
とで所得税が還付されます。税額控除制度は、「所得税額」
から寄付金額を控除できる制度です。控除額は所得税額や
寄付金額等、個人個人の条件で異なりますが、一般的には
１万円のご寄付で3,200円、10万円ですと39,200円が還付さ
れます。所得控除制度は、「課税所得金額」から寄付金額を
控除できる制度です。詳しくは国税庁のホームページでご
確認いただけます。
（国税庁ホームページ◇タックスアンサー（よくある税の質
問）
　https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/index2.htm）

　（注１）「学校の入学に関してする寄附金」は、優遇措置を
受けることができません。
　個人の寄付金の住民税控除については、各自治体が条例
で指定している場合、「住民税額」から直接控除する制度です。
（都道府県民税４％、市区町村民税６％）※　なお、住民税
控除は全国一律ではありませんので、ご注意ください。詳
しい内容は総務省又は都道府県、市区町村のホームページ
等でご確認いただけます。
※�平成29年度税制改正大綱で、指定都市に住所を有する方
についての平成30年度分以後の個人住民税所得割の税率
が改正されたことにより、各自治体の条例で指定されて
いる団体に寄付をした場合の寄附金税額控除における道
府県民税の控除率は２％、市民税の控除率は８％になり
ました。

（総務省ホームページ＞　３都道府県・市区町村が条例で指
定する団体への寄附金について
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/
czaisei_seido/79172_2_kojin.html）

　企業等法人について、寄付金額を全額損金として取り扱
うことのできる「受配者指定寄付金制度」や「特定公益増
進法人」に対する寄付として取り扱うことができます。
　「受配者指定寄付金制度」は、私立学校の教育研究の発展
に寄与するために、日本私立学校振興・共済事業団を通じ
て寄付者（企業等法人）が指定した学校法人へ寄付をして
いただく制度です。法人税法上、寄付金額の全額を当該事
業年度の損金の額に算入することが認められています。決
算月にご寄付をいただく場合は、15日頃までにご送金の手
続きをお願いいたします。「特定公益増進法人」に対する寄
付は、一般の寄付先に対する寄付の損金算入限度額とは別
枠で、当該事業年度の損金に算入することができます。

〔領収書について〕
領収書の再発行はいたしませんので、振込票の受領証部分は
大切に保管してください。（確定申告の手続きをされる場合
には、受領証部分をご使用願います。）ただし、別途ご入用
の場合には、事務局にお問い合わせください。

——————◆お問い合わせ先◆——————
事務局：学校法人東海大学　学園事務センター

TEL. 03-3467- 2211（代表）

新たな未来を拓く

事 務 局 よ り

　学校法人東海大学は、2042年の建学100周年に向けた総合戦
略である「学園マスタープラン」を指針として、更なる教育・研究
環境の充実に向けた整備を進めております。また、80周年にあた
る本年2022年には、東海大学の全学的な学部の改組改編及びキャ
ンパス再編計画を実施し、全国５キャンパス23学部を整備いたし
ました。 
　新型コロナウイルス感染症拡大が長引く中、2021年度松前重義
記念基金においては概ね例年並みの事業運営を行うことができまし
た。これも偏に、皆様からの温かいご支援の賜物と心より感謝申し
上げます。 
　このたび、2021年度決算及び事業報告を『松前重義記念基金だ
より』として発行させていただきました。また、2020年５月より

約２か年にわたる募集を行ってまいりました「新型コロナウイルス
感染拡大に伴う学校法人東海大学松前重義記念基金（コロナ募金）」
の募集終了にあたり、今号にて寄付実績の報告を掲載させていただ
きましたので、併せてご高覧ください。 
　創立者が目指した人材育成等の一助となるべく、事務局といたし
ましても、より一層の事業充実を図って行く所存でございます。皆
様におかれましても、本基金に対するご意見、ご要望などがござい
ましたら、事務局までお寄せください。
　なお、学校法人東海大学のホームページでも、本基金の活動状況、
実積報告を掲載しておりますので、是非ご高覧ください。また、個
人情報保護の観点から、奨学生氏名は一部掲載を控えさせていただ
いておりますので、何卒ご了承願います。
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