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鹿大 ｢進取の精神｣ 支援基金は、2015（平成27）年に、地域活性化の中核的拠点の構築、世

界に開かれた教育・研究拠点の形成を図るため、人材育成およびイノベーション機能の強化に

取り組み、質の高い教育研究の推進および地域貢献活動の一層の活性化に向けた整備・充実に

充てることを目的として創設いたしました。

これまで、多くの法人・団体、同窓生、保護者及び教職員の皆様方からご寄附を賜っており、

本学の教育・研究活動の充実のため、大切に活用させていただいております。特に、令和２年

度はコロナ禍でアルバイト収入が大幅に減少するなど生活困窮に喘ぐ学生が多く出ていること

を鑑み、本学独自の学生支援策として、「鹿児島大学学生緊急支援金」を設立しまして新たに

募った寄附金を原資に387人の学生に対し総額約2,000万円の支援金を同年9月に給付すること

ができました。皆様方からは多大なご支援をいただき、この場をおかりしまして心より御礼申

し上げます。

鹿児島大学は、９つの学部と９つの大学院研究科を擁し、約11,000名の学部学生及び大学院

生が在籍する南九州最大の総合大学です。明治以降に設立された旧制第七高等学校造士館をは

じめ各種の高等専門学校を統合して1949（昭和24）年に新制国立鹿児島大学が発足し、歴史を

積み重ね、2019（令和元）年に70周年の節目を迎えました。この70年の間には、戦後の復興と

高度経済成長を経て、日本は世界有数の先進国となり、平和な社会を獲得しました。本学はそ

の間、最先端の学術研究の教育を受けた多くの人材を輩出し大きな役割を果たしてきました。

本学の大学憲章では、「自主自律と進取の精神を培い、自ら困難に立ち向かい、地域社会や国

際社会で活躍しうる人材を育成する」と謳っています。また、本学の位置する鹿児島は、アジ

アと世界の諸地域に開かれた南の玄関口として、海外との交流を通じ異文化の導入を率先して

行い、豊かな文化や学術を育み、我が国の変革と近代化を推進した進取の精神にあふれる人材

を数多く輩出してきた地でもあります。

今後、本学は、南九州から南西諸島など南北600キロに及ぶ県土を本学のキャンパスとして、

そこにある自然・歴史・風土・産業を土台としつつ、地域とともにある大学としての「地 ( 知 )

の拠点」の活力を通じて、そしてまた「知の力」をもって地球レベルの困難に立ち向かう人材

育成機関として、“ 南九州から世界に羽ばたくグローカル教育研究拠点・鹿児島大学 ” となる

ことを目指しています。

今後とも一層のご支援を賜りますようお願い申し上げます。

国立大学法人鹿児島大学

学長　佐 野　輝

「南九州から世界に羽ばたく
　　グローカル教育研究拠点・
	 鹿児島大学」を目指して
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鹿大「進取の精神」支援基金は、地域活性化の中核的拠点の構築、世界に開かれた教育・研究
拠点の形成を図るため、人材育成及びイノベーションの機能の強化、質の高い教育研究の推進及
び地域貢献活動の一層の活性化に向けて整備・充実を図ることを目的としております。

本基金は、各種の教育・研究活動に幅広く活用させていただく一般資金、使途を特定した特定
資金により構成されており、支援目的を選択してご寄附いただけます。

歯学部基金
歯学部の教育・研究活動の充実や施設・環境整備、国際医療人育成等に関する
事業を支援します。

鹿児島大学病院基金
鹿児島大学病院の病院設備の充実や患者サービスの向上、医療従事者育成等に
関する事業を支援します。

練習船基金
水産学部附属練習船を用いた教育、研究、社会・国際貢献の充実や練習船の環
境整備等に関する事業を支援します。

医学部医学科教育基金
医学部医学科の教育の充実や施設・環境整備、地域または国際医療人の育成等
に関する事業を支援します。

教育学部附属学校園基金
教育学部附属学校園の施設整備、教育環境、先導的研究・実践及び教育実習等
を支援します。

動物病院基金
動物病院の病院設備の充実や環境整備、獣医療従事者等に関する事業を支援し
ます。

学生の海外派遣や留学生受入支援、若手研究者の支援など教育・研究・社会連携活動等を幅広く支援します。
＜現在進行中のプロジェクト＞
・学生海外派遣助成事業
・留学生受入推進事業
・若手教員海外研修支援事業　等

修学支援事業基金
経済的な理由により修学が困難な学生等に対して経済的支援を行い、勉学の意欲のある学生を支援します。
※令和２年度には、本基金を活用して、新型コロナウイルス感染

拡大の影響により大幅にアルバイト収入が減少した学生、又は
家計が急変した世帯の学生など生活要支援の状態にある学生に
対し、返済を要しない「鹿児島大学学生緊急支援金」の給付を
行いました。

寄 附 の メ ニ ュ ー

一般資金（全学的な活動を支援）

特定資金（特定の事業を支援）

学
部
等
支
援
基
金
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鹿大「進取の精神」支援基金へのご寄附は、学生の海外留学の支援、留学生受入推進プロジェ

クト、若手教員の海外研究機関等での研修の支援など、様々な事業に活用しています。

ここに基金の支援を受けた学生・教職員からの感謝の声を一部ご紹介させていただきます。

農林水産学研究科1年（令和元年度派遣時） 　姫野　絢圭
フィリピン・東南アジア漁業開発センター（SEAFDEC）およびタイ・カセサート大学

農連合農学研究科2年（令和元年度派遣時） 　中尾　祥宏
ウガンダ・国立作物資源研究所（NaCRRI）および韓国・忠北大学校

総合教育機構グローバルセンター講師（平成30年度派遣時） 　市島　佑起子
英国・SOAS, University of London

温暖化先取り留学　～海藻で鹿児島の海と産業を活性化～

持続的・安定的な農業生産技術開発のための留学

世界中の留学生を惹きつけ続ける英国ロンドンで、日本語に関わる人々に出会い、言語学習と留学の意義を再考した日々

私は、海藻を専門にしています。今回の留学では、温暖化が進行した近未来の鹿
児島の海にも対応できるように、日本より海水温の高い東南アジアでトロピカル
な藻類についての見識を広げました。フィリピンでは「養殖場」という「現場」を
重視した経験をし、タイでは「研究」という「学術的」な視点から、高温化する
鹿児島の海に柔軟に対応する術を身に付けることが出来ました。留学の成果を活
かして、今後鹿児島の水産業界の発展に貢献していきたいと思います。このよう
な経験を積むチャンスをご提供頂いた、支援者の方々に心より感謝申し上げます。

この度、鹿大「進取の精神」支援基金の援助を賜り、アフリカ東部のウガンダ
共和国の国立作物資源研究所及び、韓国の忠北大学校で活動してきました。現
地では3カ月間「低コストで行う稲作」のための研究活動を行いました。活動の
結果、ウガンダの農業試験場における農家配布用イネ種子生産の農場およそ4ヘ
クタールにて、これまで開発を行ってきた技術が採用されました。今後も世界・
鹿児島の農業生産の現場に還元できるような研究活動を行っていきたいと考え
ています。ご寄附いただいた皆様にこの場を借りて厚く御礼申し上げます。あり
がとうございました。

古くより日本語教育が盛んな SOAS, University of London に7か月滞在し、英国及び欧
州の日本語教育、日本留学の現状について調査研究する機会を頂きました。現在英国の
日本語専攻課程の多くでは、長期日本留学が必修化されており、日本に渡り、暮らし、
学ぶ際の課題について、元留学生や現場の教師から多くの示唆を得ることができました。
本研修の成果を今後の留学生受入の充実、地域グローバル化の推進に活かして参ります。
ご寄附頂いた皆様のご支援に厚く御礼申し上げます。

学生・教職員からの感謝の声

海外派遣日本人学生

海外派遣若手教員

ウガンダの農業試験場における研究活動の様子

クラスメイトとお疲れ会、ボラカイ島 ( フィリ
ピン ) にて

調査協力者の元留学生と共に
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鹿大「進取の精神」支援基金へご寄附いただいた寄附者の皆様から寄せられたメッセージをご
紹介させていただきます。これからも引き続き、本学の各種活動にご支援を賜りますよう、心よ
りお願い申し上げます。

◉今後の御発展を祈念致します。
◉貴学のますますの御発展を心よりお祈り申し上げます。
◉鹿大の益々の発展を祈念致します。
◉母校に感謝を込めて
◉ほんの僅かですが、母校の後輩の援助になれればと思っています。
◉卒業生として、コロナの状況下でも歯を食いしばって勉学等に励んでいる学生の皆さんに、ほんの少しで

もお役に立てればと思っています。
◉少しですがお役に立てれば幸いです。
◉コロナ禍で困窮されている学生さんたちに使っていただければ幸いです。
◉将来鹿児島のみならず日本、世界をけん引される後輩の皆様の活躍を祈念します！チェスト！
◉コロナウイルス感染症により、生活困窮した学生さんの支援に使ってください。
◉少額ですが、学生さんのお役に立てればと思います。
◉動物医療の充実を願っております。頑張ってください。
◉がんばれ　苦学生
◉少額ですが、私を育ててくれた大学への恩返しです。後輩の力になれると嬉しいです。
◉本大学でお世話になっている息子の保護者です。新型コロナウイルスにより勉学の場が失われる事がない

ように、全学生が目指す道を進めるよう、願っています。
◉息子が、とても良い大学で学ぶことができて、ありがたく思います。
◉頑張って下さい。
◉学生や児童・生徒のために役立ててください。
◉鹿児島大学病院の発展のために尽力致します。
◉探求熱心な学生が資金不足のため、大学を諦めてしまうことがないように、このような援助があることを

周知徹底してくださるようよろしくお願いします！
◉頑張れ！鹿大生
◉有効活用によって、鹿大が発展することを祈念いたします。
◉北辰斜めにさすところヘ集う後輩たちへ、細やかなに支援します。
◉日本のみならず世界を舞台に活躍出来る人材の育成を期待します。
◉今回の新型コロナウイルス禍で困難な状況に立たされている学生の方々の助けに役立てていただければと

思い、寄付させていただきます。
◉少しでもお役に立てましたら、幸いです。また折を見て寄付をできたらと思っております。
◉微力ながら経済的に苦しい学生の助けになればと思い寄付させて頂きました。少しでも学生の為になればと思います。
◉コロナ禍で苦しんでいる学生の皆さんに対して、少しでも貢献できれば幸いです。
◉学生に対する支援に使ってください。
◉コロナに負けず、きばいもんそ、鹿大生！
◉グローカルな人材育成には、教職員・学生一丸となって前に進む姿勢が重要です。是非みんなで、苦しい

学生を支えて行きましょう。
◉コロナウイルスの影響で、収入に困った学生の資金になれば幸いです。
◉貴院の目指す「心豊かな医療人による安心・安全・高度な医療」が実現出来るよう心よりご祈念申し上げます。
◉使命深き地域医療へご貢献、いつもありがとうございます。

皆 様 の ご 声 援 が 鹿 児 島 大 学 の 充 実・ 発 展 の 原 動 力 で す。

寄附者からのメッセージ
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鹿大「進取の精神」支援基金では、Web サイト、本学所定の振込用紙もしくは寄附申込書によ
るお申し込みより、ご寄附を受け賜っております。また、リサイクル募金や遺贈によるご寄附も
受け賜っております。
※本学所定の振込用紙で指定金融機関（ゆうちょ銀行・郵便局、鹿児島銀行）窓口からお振り込みされる場合は、振込手数料は本学が

負担いたします。
※その他の金融機関からお振り込みされる場合や本学所定の振込用紙を使用されない場合は、振込手数料は寄附者のご負担とさせてい

ただいております。

鹿大「進取の精神」支援基金への寄附はインターネットでの手続きが便利です。

寄 附 の 方 法

Web 申込フォームよりお申し込みいただき、下記の方法によりご寄附いただけます。
●クレジットカード決済 ●コンビニ決済 ●インターネットバンキング決済（Pay-easy） ●金融機関からの振込

※ Web 申込フォームより「金融機関からの振込」によるご寄附をお申し込みいただいた方へ、折り返し本学所定の振込用紙を送付いたします。

※ご不要になった本・DVD 等を段ボール箱に詰め、電話（☎0120-29-7000）または WEB からお申し込みいただければ、ご指定の
場所・時間に業者が引き取りに伺います。（※5点以上から何箱でも送料無料です。）

本学所定の振込用紙（寄附申込書も兼ねています）もしくは寄附申込書によりお申し込みいただいた後、金
融機関からの振込によりご寄附いただけます。本学所定の振込用紙もしくは寄附申込書をご提出いただけな
い場合、寄附者の確認が困難になり、寄附金領収書をお送りできない場合がございます。必ず、いずれかの
方法によるお手続きをお願いいたします。
※金融機関からの振込をご希望の方は、鹿児島大学（総務課広報・渉外室）へご連絡いただければ、折り返し本学所定の振込用紙もし

くは寄附申込書を送付いたします。

鹿児島大学では、所有しておられる資産の一部を、将来、本学に遺贈（遺言によるご寄附）したいとお考え
の方に対し、遺言信託業務を取り扱う提携銀行をご紹介しております。提携銀行では、遺言書作成のご相談
から遺言内容の執行まで、専門のスタッフがサポートいたします。
※本学への遺贈をご希望される場合は、鹿児島大学（総務課広報・渉外室）へお問い合わせください。また、提携銀行へ直接お問い合

わせいただいても結構です。
【提携信託銀行（五十音順）】鹿児島銀行 営業統括部 信託チーム／みずほ信託銀行 鹿児島支店／三井住友信託銀行 鹿児島支店

リサイクル募金とは、皆様から読み終えた本・DVD・ブランド品等をご提供いただき、その査定換金額が鹿児島大学に寄
附される取り組みです。寄附金は、質の高い教育研究の推進及び地域貢献活動の一層の活性化に向けた整備・充実に役立
てられます。申込受付から査定・報告､および送金は ｢リサイクル募金きしゃぽん｣（運営：嵯峨野株式会社）が担当します。

Web サイトによるご寄附

振込用紙もしくは寄附申込書によるご寄附

遺贈によるご寄附

リサイクル募金

もしくは kishapon.com/kagoshima-u/ にアクセスしてください。鹿児島大学　リサイクル基金 検索

も し く は https://www.kagoshima-u.ac.jp/kifukin/ 
にアクセスしてください。鹿児島大学　基金 検索
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2016年度の税制改正により、修学支援事業へのご寄附に対しては、従来の「所得控除」に加え、
「税額控除」も適用対象となりましたので、確定申告の際、所得控除又は税額控除のいずれか有利
な方式をご選択いただけます。

寄附をした翌年1月1日時点でお住まいの都道府県・市区町村が、条例で本学を寄附金税額控除の
対象として指定している場合、寄附金額（総所得の30％が限度）から2千円を除いた額に対し、都道
府県は4％、市区町村は6％を乗じた額が、翌年の住民税から控除されます。（双方指定の場合10％）
※鹿児島大学は、鹿児島県、鹿児島市から寄附金税額控除の対象として指定を受けています。その他の自治体につきましては、各自治

体へお問い合わせください。

▪ 所得税の優遇措置

▪ 住民税の優遇措置

税 制 上 の 優 遇 措 置

　法人税法第37条第3項第2号より、寄附金の全額を損金算入することができます。

法人からのご寄附

個人からのご寄附

●修学支援事業基金以外へのご寄附（所得控除方式のみ）

寄附金額（総所得額の40％が限度）から2千円を除いた額を所得金額から控除することができます。

●修学支援事業基金へのご寄附（税額控除方式もしくは所得控除方式）

寄附金額（総所得額の40％が限度）から2千円を除いた額を所得税額から直接控除することがで

きます。そして、所得控除方式と比較して有利な方をご選択いただけます。

■所得控除とは
寄附者の所得に応じた税率を乗じて控除額を決定します。所得控除を行った後に所得税率を乗じるため、所得金
額に対して寄附金額が多い場合や所得税率の高い方の場合、所得控除を選択した方が有利な場合があります。確
定申告の際は寄附金領収書の提出が必要となります。（「税額控除に係る証明書（写）」は必要ありません。）

■税額控除とは
所得税額から直接寄附金額の一定割合を控除します。所得税率に関係なく直接控除されるため、多くの方にとっ
て所得控除より減税効果が大きくなります。確定申告の際は寄附金領収書と「税額控除に係る証明書（写）」の
提出が必要となります。（「税額控除に係る証明書（写）」は寄附金領収書とともにお送りいたします。）

所得金額 寄附金額※−2千円− 税率×
※寄附金の額が総所得額の40％を超える場合は40％相当額

所得金額 税率× 寄附金額※①−2千円− 40％×

※①寄附金の額が総所得額の40％を超える場合は40％相当額
※②控除対象額が所得税額の25％を超える場合は25％相当額

諸控除後（扶養控除等）の所得額

控除対象額 ※②
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寄附金のご入金の確認ができ次第、「寄附金領収書」をお送りします。確認作業の関係上、多少

のお時間を頂戴する場合がございますので、あらかじめご了承願います。なお、寄附金領収書の

発行日は、以下のとおりです。

クレジットカード決済／コンビニ決済／
インターネットバンキング決済（Pay-easy） 寄附金支払手続きの決済完了日※

金融機関からの振込 本学に入金された日付

※収納代行業者から本学への入金が決済完了日の翌月末日の送金となりますので、領収書の発行までに約1～2カ月のお
時間を頂戴しております。年末にご寄附いただく場合、領収書の発送が確定申告期間の間際になる場合がありますの
で、特にご留意ください。

＜寄附金領収書などに関するお問い合わせ先＞
鹿児島大学 財務部経理課収入係　TEL：099-285-3355　FAX：099-285-3374

E-mail：shunyu1@kuas.kagoshima-u.ac.jp

基金に関するお問い合わせ先
鹿児島大学 総務部総務課広報・渉外室　
〒890-8580 鹿児島市郡元1丁目21番24号

TEL：099-285-3101　FAX：099-285-3854

 E-mail：s-kikin@kuas.kagoshima-u.ac.jp URL：
https://www.kagoshima-u.ac.jp/kifukin/

ご寄附いただきました方々への感謝の意を込めて顕彰させていただきます。なお、掲載をご希

望されない寄附者様につきましては、掲載いたしません。

寄附金領収書について

寄 附 者 へ の 謝 意

個人の場合は20万円以上、法人・団体の場合は50万円以上の寄附者様のご芳名を記載した銘板を

「学習交流プラザ」（郡元キャンパス）に掲示させていただきます。
※「学部等支援基金」へのご寄附につきましては、それぞれ取扱いが異なりますので、下記の連絡先までお問い合わせください。

寄附者様のご芳名・ご寄附額を広報誌「鹿大ジャーナル」に掲載させていただきます。

銘板による顕彰

広報誌による顕彰




