
【２．救援物資等】　②義援金

支部名 大学名 活　　動　　実　　績

北海道 北海道大学

○学内で義援金を募り，集まった17,306,898円を日本赤十字に寄付。（５月１６日）
○学内義援金とりまとめ終了後も，引き続き博物館に募金箱を設置し，来館者から寄せられ
た47,692円を日本赤十字社に寄附。（５月１６日）
○工学部・工学院において，外国人留学生教育相談室の教員が発起人となって英語コース所
属の留学生から義援金を募り，集まった義援金２６万円を，工学部・工学院所属の被災学生
１５名に交付セレモニーを実施後配分。（６月９日）
◯文学研究科・文学部において，部局内で義援金を募り，石巻市における震災ボランティア
活動に参加した同研究科・学部の学生２５名に対し，旅費の一部支援として各１万円を支
給。（１０月中旬）
◯文学研究科・文学部において，部局内で義援金を募り，集まった300,000円を東北大学
文学部に寄附。（１月２５日）
◯先端生命科学研究院Ｘ線構造生物学研究室において義援金を募り，集まった88,000円を
日本赤十字社に寄附。（４月２２日）

北海道 室蘭工業大学
○学内で募金活動を行い，集まった1,822,699円を日本赤十字社に寄付した(3月29日)
URL:http://www.muroran-it.ac.jp/saisin/disaster/index.html

北海道 小樽商科大学 ○学内で募金活動を行い，集まった1,280,000円を日本赤十字社に寄附（４月２８日）

北海道 帯広畜産大学 学内で募金活動を行い，集まった261,690円を日本赤十字に寄付した（4月28日）。

北海道教育大学

《全学》○北海道教育大学被災学生義援金募金を実施中（現金，給与天引き，口座振り込
み）（23.4.19から5.31まで）集まった6,100,000円を８月１７日被災学生本学の被災
した学生27名（実家が全壊・半壊・床上浸水、学資支給人が死亡・行方不明）に対し、
（学資支給人が死亡・行方不明45万円、全壊22万円、半壊15万円）を支給した。
《全学》○東日本大震災被災者義援金募金実施中（募金箱）（23.4.19から5.31まで）
集まった101,759円を日本赤十字社に寄付(6月7日)
《全学》○国際交流協定を締結している韓国漢城大学から3月23日送金され義援金
253,772円を北海道教育大学被災学生義援金募金に募金した。
《札幌校》○札幌校に在籍する交換留学生が募金活動を行い，集まった31,006円を北海道
教育大学被災学生義援金募金に募金した。
《札幌中学校》○生徒会で募金活動を行い、集まった２４４，７５５円を日本赤十字に寄付
（３月２８日）
《旭川校》○学内外で教職員及び学生が募金活動を行い、集まった912，767円を日本赤
十字社に寄付(4月20日)
URL:http://www.asa.hokkyodai.ac.jp/news/student/000175.html
《旭川小学校》○児童会を中心に募金活動を行い、集まった272，425円を日本赤十字社
に寄付(4月7日)
《旭川中学校》○父母と先生の会から義援金として、481，500円を北海道新聞東日本大
震災義援基金に寄付（3月19日掲載）
《旭川中学校》○旭川市中連生活部の呼びかけによる募金活動を行い、集まった162，
218円を北海道新聞東日本大震災義援基金に寄付（4月5日掲載）
《旭川幼稚園》○園内教職員からの募金14，000円を日本赤十字社北海道支部に寄付（3
月28日）
《旭川幼稚園》○幼稚園ＰＴＡからの募金10，000円を日本赤十字社北海道支部に寄付
（4月7日）
《釧路校》○学生による義援金活動を行い，集まった90,244円を日本赤十字社に寄付（５
月２日）
《附属釧路中学校》○生徒会を中心に全校生徒，保護者（卒業生も含む）及び教職員への呼
びかけを行い，集まった418,604円を日本赤十字社釧路事務局へ寄付（３月２４日）
《附属釧路中学校》○ＰＴＡから，釧路市ＰＴＡ連合会を通じて5,000円を被災地へ寄付
（４月１９日）
《旭川校》○学内に募金箱を設置し、集まった20，409円を日本赤十字社に寄付(6月2日)
《岩見沢校》○学生による街頭等募金活動の募金全額と，教職員による義援金765,000円
を日本赤十字社に寄付（３月末）

北海道
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北海道 旭川医科大学
○学内で募金活動を行い，集まった2,195,225円を日本赤十字に寄付
　(平成23年5月2日寄附)

北海道 北見工業大学
教職員に協力を依頼するとともに、学位記授与式で卒業生及び父母に協力を依頼した。集
まった義援金は、1,656,539円を日本赤十字社に寄附した。（3月31日）

東北 弘前大学

○学内で募金を募り、２，１６７，８３４円が集まり、被災学生の生活支援費として給付す
ることとした。
○6月24日医学研究科脳神経外科学講座より「河北新報社３．１１大震災見舞金」へ100
万円を寄附した。
○医学研究科脳神経外科学講座：9月に弘前において主催した「第20回日本意識障害学
会」会場に募金箱を設置し、集まった29,550円を「日本赤十字社 東日本大震災義援金」
に寄付した。

東北 秋田大学

○学内において３月１６日から４月末まで募金活動を行い，２，９３８，９９９円を日本赤
十字社秋田県支部に寄付。
○教育文化学部所属の被災学生への学生支援基金給付（返済不要）を決定。希望する学生を
募集し，給付している。
http://www.akita-u.ac.jp/eduhuman/eventa/item.cgi?pro&137
○学内教職員からの寄附金により，被災学生へ見舞金を給付した。
○学外からの寄附金により，被災学生へ入学準備金･生活支援金･就職活動支援金を給付して
いくこととしている。

東北 山形大学

○東日本大震災被災学生に対する理学部緊急経済支援として、教科書購入等に係る学資支援
として、理学部被災学生６３人に対して一人につき１万５千円分の図書カードを支給した。
○学内及び病院内で募金活動を行い、集まった20万円を山形放送愛の事業団に寄附（3月
28日）
○医学部卒業生一同による義援金（山形新聞愛の事業団へ５４万円、３／２８）
○農学部で、義援金42,000円を日本赤十字社へ寄付（5/2）義援金58,115円を日本赤十
字社へ寄付(6/24)
○被災学生５２人に対して，一人２万円の図書券を配布した。

関東・
甲信越

群馬大学

○教育学部附属特別支援学校で募金活動を行い，集まった69,000円を日本赤十字社東北関
東大震災義援金に寄附

○教育学部学生委員会を中心に卒業生等学生有志から義援金を募り，集まった150,000円
を日本赤十字社群馬支部に寄附

○教育学部附属幼稚園では，PTA・教職員一同が募集活動を行い，集まった382,883円を
日本赤十字社東日本大震災義援金に寄附

○教職員による義援金の募集を行い，集まった４７８万円を被災した本学学生に御見舞金と
して総額８８万円を贈呈するとともに，３９０万円を被災地復興支援に役立てていただくた
め日本赤十字社群馬県支部へ寄附

○工学部同窓会である群馬大学工業会会員から学生支援（寄附２０万円）があり，被災した
学生及び原発事故による避難者へ寄附

○教育学部附属特別支援学校で実施した「ふようまつり」における模擬店及び作業製品の売
上げの一部，会場での募金の合計額14,069円を義援金として日本赤十字社群馬県支部へ寄
附
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関東・
甲信越

埼玉大学 ○エコポイント１９１万１，０００点を日本赤十字社に寄附（４月１日）

関東・
甲信越

千葉大学

〇緊急災害募金（募金対象：教職員、学生及び学生の保護者）
　　　１，７４７，０２８円（５月２日及び９日に日本赤十字社に寄託）
〇千葉大学校友会及び千葉大学経済人倶楽部「絆」の募金
　　　１，４６４，１７５円（内８０万円を３月３１日に日本赤十字社千葉県支部に寄託）
〇千葉大学SEEDS基金被災支援特別募金
　　　４月２５日から募金活動を開始
〇学生による募金活動
　　学外での募金活動（西千葉駅、千葉駅周辺）
　　　５，２６０，７２９円
　　学内での募金活動（ガイダンス時等）
　　　　　１１９，００６円
　　学内での募金活動（留学生による大学祭開催時）
　　　　　１０８，６０５円
○千葉大学海外校友会及び校友からの寄附金
　　海外在住千葉大学卒業生有志
　　　　　１１４，６３７円
　　中国校友会
　　　　　３０１，０６５円

東京 東京大学

○東日本大震災の被災者救援義援金の開設を募集を行い、集まった義援金を岩手県、宮城
県、福島県、茨城県、釜石市、遠野市、大槌町にお届けした（平成２３年８月３日まで）。
○東京大学被災学生支援等義援金の開設募集を行った。集まった義援金は本学被災学生の奨
学金として活用定した（前期支給決定：平成２３年７月２２日、後期支給決定：１１月２８
日）。
http://www.u-tokyo.ac.jp/public/anti_disaster_20110311_03_j.html
○上記義援金の受付けを平成２３年６月２２日をもって締切り、新たに「東京大学東日本大
地震に関する救援・復興支援プロジェクト基金」を設立。東京大学が行う救援・復興支援活
動、ボランティア活動、東京大学の被災学生への経済的援助等に活用予定。
http://utf.u-tokyo.ac.jp/project/pjt13.html

東京 東京医科歯科大学
○学内で募金活動を行い、集まった12,161,633円を日本赤十字社に寄附を行った。（５
月１１
   日）

東京 東京学芸大学

・学内に設置した募金箱により義援金を集め、５月２日に日本赤十字社を通じて７８８，４
９７円の寄附を行った。
・学内に設置した募金箱により義援金を集め、被害が大きかった宮城教育大学に６月１６日
に３００,０００円の寄附を行った。

東京 東京農工大学
○学内で義援金活動を4月末日まで行い、集まった義援金1,446,547円の一部を家屋が全
壊又は半壊した７名の学生に見舞金として支給し、残額は6月28日に日本赤十字社へ寄付
した。

東京 東京藝術大学

○平成23年3月22日～4月22日までの期間、口座振込による募金、及び学生支援課事務
室、横浜校地大学院映像研究科事務室、取手校地美術学部事務室、美術館エントランスホー
ル、奏楽堂において募金箱を設置した。
募金活動にお寄せいただいた義援金は、４月22日現在で、991,668円となり、日本赤十
字社へ送金した。
また、奏楽堂においては引き続き募金箱を設置し、文化庁が進めている「東北地方太平洋沖
地震被災文化財等救援事業（文化財レスキュー事業）」のため(公財)文化財保護・芸術研究
助成財団が行っている東日本大震災被災文化財の救援と復旧のための募金へ送金する予定。
○【文化財保存学】学外にて卒業式を開催した際に募金活動を行い、日本赤十字社を通して
239,500円を寄付（平成23年３月28日）
http://www.tokyogeidai-hozon.com
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東京 東京工業大学

○募金活動を行い、6月7日に約360万円を日本赤十字社に寄附

○タイ国にて、東工大タイオフィス・TAIST Tokyo Tech・タイ蔵前会・NSTDA職員で
共同で募金を行い、約8万円を日本赤十字に寄附。

東京 東京海洋大学

○　品川・越中島両キャンパスに募金箱を設置、並びに義援金口座を開設してＨＰに掲載
し、
　募金活動を実施。4/28日まで実施し、集まった義援金（２，８５８，６３１円）につい
ては日
　本赤十字社に寄附（５月１０日）
http://www.kaiyodai.ac.jp/topics/2101/15341.html

○　被災した本学学生への継続的な就学支援を目的に「東京海洋大学東日本大震災被災
　学生支援募金」を開始した。（５月１０日）
http://www.kaiyodai.ac.jp/topics/2101/15408.html

東京 お茶の水女子大学

○被災学生支援基金を設立し本学被災学生の修学支援を行い、１万円を
　１１４人に支援し、なかでも被害の大きかった８人に、その被害程度に応じ、３０万円ま
たは１５万円を支援。平成２４年度の入学者、在学生に対しても一部制度を適用。
○学生自治会及び学生有志による募金活動を実施（実施中）
○大学及び学生団体との共催によるチャリティイベントを開催し、集まったお金を「全国友
の会」に寄付した。

東京 電気通信大学

○東日本大震災被災者義援金（日本赤十字社を通じて被災地の復興支援のための義援金）、
電気通信大学被災学生義援金（東日本大震災より経済的支援が必要な本学学生への奨学金等
のための義援金）の２種類を５月３１日までの受付期間で口座開設をした。
参考：http://www.uec.ac.jp/news/announcement/20110711-1.html
震災義援金　　４，６８８，２２９円を日本赤十字社に寄付した。（６月７日）
学生義援金　　５，９５０，０００円を本学の対象学生１６名に支給した。（７月１１日）

○学生ボランティアによる卒業式、入学式での募金活動で集まった約16万円の義援金を日
本赤十字社に寄付した。

東京 一橋大学
○7月31日まで、教職員・学生を対象に募金活動を行い、集まった義援金を日本赤十字へ
寄付を行った。

東京 政策研究大学院大学 ○学内HPにて義援金募集団体の情報提供(平成２４年３月末終了予定）

関東・
甲信越

横浜国立大学

○3月15日から31日の間の教職員・学生による義援金1,383,991円を、日本赤十字社と
日本ユニセフ協会に寄付した。(4月4日)
○4月8日から9月20日の間の大学と同窓会による義援金620,158円を、日本赤十字社と
日本ユニセフ協会に寄附した。（9月29日）

関東・
甲信越

新潟大学
○ 学内募金による義援金（9,479,514円）を日本赤十字社新潟県支部に寄附した。
(5/30)
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関東・
甲信越

長岡技術科学大学

・学内に義援金箱を設置、入学式で有志が募金活動、タイ、バンコクで本学留学生、元留学
生が募金活動イベントに参加
・集まった義援金は、２大学、５高専へ寄付（４月２８日）及び日本赤十字に寄付予定
・本学協力会から受入れた義援金を被災学生に配分（１２月２２日）

関東・
甲信越

上越教育大学

○学内で募金活動を行い，集まった６２３，５９１円を日本赤十字社に寄付（５月２日）
○特別支援教育実践研究センターにおいて，教員を対象にした心理検査に関するチャリ
ティー研修会を開催し，義援金１２８，０００円を日本赤十字社に寄付（７月２日）
○学生有志ボランティアが募金活動等を実施し，１，４１３，４０４円を寄付
　　（３月１７日～９月３０日）
○大学祭執行部が，第２９回越秋祭(１０月２９日～３０日)にて，学祭Ｔシャツの売り上げ
の
　 一部と募金を義援金として寄付

関東・
甲信越

山梨大学

○学内及び同窓生等に呼びかけ募金活動を行い、3,975,940円を寄付。（5月19日）
○学生が街頭で募金活動を行い、集まった250,646円を日本赤十字に寄付。（3月28日）
○附属病院内設置の募金箱に寄せられた82,000円を震災救援金として山日ＹＢＳ厚生文化
事業団に寄付。（11月25日）

関東・
甲信越

信州大学

○学内で募金活動を行った。集まった義援金について，日本赤十字社及び長野県栄村への寄
附，学生への見舞金支給を５月に行った。役職員，学生，大学生協，国際交流協定校から集
まった総額8,986,049円について，義援金として日本赤十字社に6,754,279円，栄村に
1,000,000円を寄附し，1,231,770円を被災した学生への見舞金とした。（５月10日）

東海・
北陸

富山大学
○学内で募金活動を実施し、義援金（３，６６９，１００円）を日本赤十字社富山県支部へ
寄付（６月１７日）http://www.u-
toyama.ac.jp/jp/news/2011_taiou/110711/index.html

東海・
北陸

金沢大学

・3月15日学内周知，集まった8,884,897円を被災在学生（28人）への見舞金（各10万
円），平成22年度卒業生（1人）への見舞金（5万円）を支給。残金及び利子は日本赤十字
社に寄付(6,035,139円・6月27日)
・人間社会学類学校教育学類附属中学校で募金活動を行い，集まった140,000円を日本
　赤十字社へ寄付（3月17日）
・人間社会学類学校教育学類附属特別支援学校で募金活動を行い，集まった130,000円を
　日本赤十字社へ寄付（3月18日）
・人間社会学類学校教育学類附属高等学校の生徒会で募金活動を行い，
　集まった163,466円を岩手県，福島県及び宮城県の災害対策本部へ寄付（5月6日）

東海・
北陸

福井大学

○教育地域科学部送別会（兼同窓会入会式）会場において募集した義援金85,940円を、社
会福祉法人福井県共同募金に寄付（3月末）
○日本赤十字社福井県支部に教職員、学生からの義援金、チャリティーコンサート入場料等
2,474,000円を寄付（4月8日）、その後も募集を続け，新たに４月末までに集まった義援
金を福島県へ調査団を派遣した際に4,000,000円寄附（5月24日）、日本赤十字社福井県
支部に362,687円寄附（7月8日）

東海・
北陸

岐阜大学
教職員・学生対象の義援金の募集、卒業生・保護者等対象の義援金受付口座を開設
集まった 9,275,834円（9月末まで実施）を日本赤十字社に寄附。
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東海・
北陸

静岡大学
○学内で募金活動を行い、集まった3,118千円を日本赤十字社に寄附。（5月13日）
URL:http://www.shizuoka.ac.jp/th_earthquake/eq20110315_bkn.html

東海・
北陸

浜松医科大学 学内で募金活動を行い、集まった3,272,203円を日本赤十字社に寄付（4月28日）

東海・
北陸

名古屋大学

 学内で募金活動を行い、集まった２３，６２０，０００円を愛知県被災地域支援対策本部
長(大村愛知県知事)に届けた(3月31日)
 附属病院内で募金活動を行い、集まった１，２２０，３６１円を愛知県被災地域支援対策
本部長(大村愛知県知事)に届けた(11月7日)

東海・
北陸

愛知教育大学

○学生や教職員が中心となって，駅前や卒業式会場等において支援金を募ったり，チャリ
ティ演奏会を開催し,これまでに１００万円を超える募金を復興支援金として日本赤十字社
に送金した（３月３１日）。また，５月１８日～２２日に開催する大学祭においても実行委
員会（学生）が中心となって募金活動を行う予定である。い，学生，教職員合わせて１６万
円近くの募金を復興支援金として日本赤十字社に送金した（６月１５日）。
○大学後援会から，義援金１００万円を中日新聞社を通じて寄付した。（３月３０日）
○音楽教育講座に所属する教員によるチャリティーコンサートを開催し，募金活動を行っ
た。
　集まった約１０万円を義援金として中日新聞社を通じて寄付した。（３月１７日）
○同窓会から，中日新聞社会事業団へ１００万円を寄付した。（５月２６日）
○学内で募金活動を行い，集まった１５万円を全附連カンガルーフレンズ事務局に寄付(１
０月１７日)
○附属岡崎小学校が街頭募金活動を行い７万円を集めた（１１月１４日）。また，校内にて
募金活動を行い３万円を集めた。（１１月１０日，１１日，１５日）　※その中から８万円
を南相馬市立太田小学校の再開を支える義援金として１２月に寄付した。残りを前述の緊急
物資支援の購入に充てた。
○附属岡崎小学校が街頭募金活動を行い約３万円を集めた（１２月１６日）。また，校内に
て募金活動を行い約１０万円を集めた。（１２月１６日，１９日）　※その中から１０万円
を南相馬市立太田小学校の再開後の生活を支援する義援金として３月に寄付する予定。残り
を前述の緊急物資支援の購入に充てた。

東海・
北陸

名古屋工業大学
○学内で募金活動を行い、集まった1,203,481円を愛知県に寄付(３月１８日～６月２３
日)
URL:http://www.nitech.ac.jp/other/anti_disaster_16.html

東海・
北陸

豊橋技術科学大学

○３月18日～４月28日まで義援金募集。
○５月10日～７月29日まで義援金募集（受付期間延長）
○被災した国立高等専門学校５校，独立行政法人国立高等専門学校機構及び日本赤十字社へ
義援金振込（５月）
○家計支持者の住居が全壊した本学学生７名に対し見舞金を支給（７月・２月）。
○義援金を独立行政法人国立高等専門学校機構へ寄附予定（３月）。

東海・
北陸

三重大学

○学内で募金活動を行い、集まった１,０００万円を日本赤十字に寄附。（４月１４日）
○本学の協定校であるタイのコンケン大学から、東北地震被災者に対する義援金１００万円
が贈られ三重テレビ及び中日新聞社にそれぞれ５０万円ずつ寄託。（４月２０日）

東海・
北陸

北陸先端科学技術大
学院大学

学内で義援金を募り、４月末までに集まった７００，０４４円を日本赤十字へ５月上旬に寄
附予定（５月２日）。
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近畿 滋賀大学
○被災者の方々への救援、復興のため、役員、教職員、学生の有志が呼びかけ人となり、義
援金の募金活動を行っており、日本赤十字社を通じて5月20日に寄付した。
http://www.shiga-u.ac.jp/main.cgi?c=35:4

近畿 滋賀医科大学

○学内で募金活動を行い、集まった１０００万円を日本赤十字社滋賀県支部に寄附（４月６
日）
○学内で募金活動を行い、集まった約８万円を日本赤十字社滋賀県支部に寄附（8月11
日）

近畿 京都大学

・大学全体にて東日本大震災の被災者義援金を募集終了（９月２９日まで実施）中
URL:http://www.kyoto-
u.ac.jp/ja/news_data/h/h1/news5/2010/110328_1.htm
・卒業式・入学式において義援金を募集
URL:http://www.kyoto-
u.ac.jp/ja/news_data/h/h1/news5/2010/110322_1.htm
・被災者救援義援金の送付
URL:http://www.kyoto-
u.ac.jp/ja/news_data/h/h1/news7/2011/110824_1.htm
・その他、研究科・講座単位等にて義援金の募集・提供

近畿 京都教育大学

○学内で募金活動を行い、集まった493,715円（３月分）を日本赤十字社に寄付した。
（４月６日)
○大学開放行事で募金活動を行い、集まった10,814円を日本赤十字社に寄付した。（４月
１１日)
○被災地出身の学生が呼びかけ人となり賛同した学生たちによる､伏見区内での街頭募金(3
月18日～21日)を募った。
○学生自治会・学園祭実行委員会・学生有志が中心になっての学内での活動などにより募金
を募り、義援金を日本赤十字社に寄付した。
○学内で募金活動を行い、集まった107,647円（４月分）を日本赤十字社に寄付した。
（５月２日)
○東日本大震災宮城教育大学被災学生支援募金」について、教職員からの募金及び音楽科関
係教員有志によるチャリティーコンサートによる収益の263,370円を宮城教育大学に寄付
した。

近畿 京都工芸繊維大学
○学内で募金活動を行い、集まった1,184,168円を日本赤十字社に寄附(9月末まで実施)
URL:http://www.kit.ac.jp/01/shinsaitaiou.html

近畿 大阪大学
○学内で募金活動を行い、集まった14,028,597円（5/10現在）のうち、第一弾として
10,000,000円を日本赤十字社に寄付（4/8)、その後、６月末まで募金を受け付け、第二
弾として5,441,065円を日本赤十字社に寄付（7/8）

近畿 大阪教育大学
◯学内で募金活動を行い，集まった１，１４２，４８７円を日本赤十字社に寄附（４月１９
日）
◯３２５，８６０円を日本赤十字社に寄附（５月１６日）
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近畿 兵庫教育大学

・被災地の復興支援のため３月１８日から学内で募金活動を行い，本学教職員，学生，児
童，生徒，ＰＴＡ等から1,259,743円の義援金があり，４月７日，全額を日本赤十字社を
通じて寄付した。
・附属小学校において，児童，教職員が募金活動を行い，４月２７日に64,447円を日本赤
十字社を通じて寄付した。
・３月１７日，１８日　加古川駅前において，吹奏楽部によるチャリティーコンサートを開
催し，収益金４６万円を義援金として寄付した。
・毎年，学位記授与式の後に実施している院生協主催の大学院の謝恩会（３月２３日）を中
止し，当該実施予算を義援金として寄付した。
・３月２４日，後援会から，義援金として２０万円を寄付した。
・４月１１日～２２日の間，ボランティアサークルが学内で募金活動を行い，４月２７日に
72,839円を日本赤十字社を通じて寄付した。
・５月１２日に，学部学生が学内でフリーマーケットを開き，売上金の6,242円を義援金
として寄付した。
・７月１２日に，大学院同窓会から，被害の大きい岩手県，宮城県，福島県の教育委員会に
学校等の教育支援を目的として，各２０万円，合計６０万円を寄付した。
・宮城教育大学が実施している「宮城教育大学被災学生支援募金」の趣旨に賛同し，６月２
日～６月３０日の間，募金活動を行い，８月１日に208,113円を寄付した

近畿 神戸大学

○学内で募金活動を行い、総計1942万円を日本赤十字社等に送金。
　http://www.kobe-u.ac.jp/info/topics/t2011_06_24_02-1.htm
○H23.8.3開催した東日本大震災に係る公開シンポジウムで、参加者から集まった義援金
９，９０８円をH23.8.5に日本赤十字社に寄附
○神戸新聞に\100,000円寄附(H23.5.11)
○青野原俘虜収容所再現コンサートで募金活動を行い、集まった義援金について、日本政府
を通じて送金(平成23年10月14日、16日)
　http://www.office.kobe-u.ac.jp/crsu-chiiki/news/111021_bokin.html

近畿 奈良教育大学

○教職員に募金を呼び掛け、集まった1,156,110円を日本赤十字に寄付(4月4日)。
○学内外で学生有志が募金活動を行い、集まった1,071,504円を日本赤十字社に寄付（3
月24日、4月4日）。
URL:http://www.nara-edu.ac.jp/ADMIN/SECRETARY/higasinihondaisinsai.html
○附属中学校生徒会が校内で募金を呼び掛け、集まった300,987円を日本赤十字社に寄付
（3月31日）。
URL:http://www.nara-edu.ac.jp/JHS/
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近畿 奈良女子大学

○大学として募金活動を行い、学内の募金活動だけでなく、学生及び教員の有志で行った学
内及び街頭での募金活動を行ったものも一括して,8月末で募金額は累計995,570円とな
り、日本赤十字社に寄附した。学内での募金活動は、現在も継続中である。
○大学を通じたものの他、附属学校独自でも行っており、附属中等教育学校では生徒会及び
卒業生有志による駅前での音楽演奏等を行い幅広く義援金を募り、集まった約300万円を
日本赤十字社他に寄附。（４月中）この活動は現在も継続中であり、７月末で募金額は累計
約700万円になり、日本赤十字社などに義援金として、宮城県名取市で医療活動支援を行
うNPO法人「地球のステージ」への支援金として送。支援を継続している。また、東日本
大震災支援委員会を立ち上げ、「地球のステージ」への募金活動の広報に協力した。さら
に、卒業生が被災地支援として作成したCD「復興の音色」の広報と販売にも協力した。
附属小学校においては、3月19日の創立百周年記念式典、並びに記念同窓会において、児
童、保護者、同窓生,教職員から義援金を募り、305,391円の募金があり、日本赤十字社奈
良県支部へ持参した。（5月11日）
附属幼稚園においては、卒園式において保護者に呼びかけ集まった約120,000円を日本赤
十字社に寄附。（3月22日）　また、4月29日にＰＴＡ総会等で呼びかけ、集まった30，
079円を全附連カンガル－フレンズ事務局に寄附をした。（5月2日）
○東日本大震災で被災した文化財の保全、救出、応急措置等の支援を目的として設立され
た、「文化財レスキュー応援せんと！実行委員会（事務局：奈良文化財研究所研究支援推進
部内）」に参画している。古代学学術研究センターにおいては、活動の一環として、第７回
若手研究者支援プログラム「古事記と萬葉集」（2011年8月21日～23日）のほか同セン
ターの研究会、本学史学会大会、国大協との共催シンポジウム「古都奈良の都市防災」、第
６回都城制研究集会(2012年2月5日）などにおいて募金活動を実施し、2月末で募金額は
20,969円となった。平成24年3月末までに集まった募金をとりまとめ、実行委員会に送
金予定であり、集募金は同委員会を通じて東日本大震災で被災した文化財の保全、救出、応
急措置等に役立てられる予定。募金活動は今後も継続して行う。
○文学部文化メディアコースでは、県立図書情報館で、海外での感謝の表し方や客のもてな
し方を調査した一環で、日本の代表的なもてなし文化である茶会を開催し、その収益を東日
本大震災の復興支援金として寄付した。

近畿 和歌山大学
学内で募金活動を行い、集まった669,235円のうち535,388円を日本赤十字社和歌山支
部に、133,847円を全国大学生活協同組合連合会に寄付。

近畿
奈良先端科学技術大
学院大学

○学内で募金活動を行い、集まった1,305,021円を日本赤十字に寄付(5月6日)

中国・
四国

鳥取大学
○学内で募金活動を行い、義援金として総額２２８万円を日本赤十字社に寄附
 (義援金の募集は，９月末まで実施)

中国・
四国

島根大学 ○学内及び入学式等で募金活動を行い，360万円を日本赤十字社へ寄附（4月25日）

中国・
四国

岡山大学
学内で募金活動を行い，累計１４，１６３，１５０円を社会福祉法人山陽新聞社社会事業団
を通じて東日本大震災義援金として寄付した。

中国・
四国

広島大学

○学内で募金活動を行い，３月末日までに集まった１５，０９２，２４９円を，日本赤十字
社へ振込(４月８日)
　なお，８月末日まで募金受付
○４月末日までに寄せられた義援金４，０４８，１１２円を，日本赤十字社へ振込(５月１
６日)。　義援金合計 １９，１４０，３６１円。５月３０日義援金「目録」を，日本赤十字
社広島県支部（事務局長）へ持参
○８月末日までに寄せられた義援金６８２，３８７円を，日本赤十字社へ振込完了（９月１
６日）。　義援金合計 １９，８２２，７４８円。
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中国・
四国

山口大学

○学内で募金活動を行い、集まった７，１５５，３４６円を義援金（第1次）として日本赤
十字に
   寄付した。（４月２８日)。また、引き続き８月３１日まで義援金の募集を行う。
○８月３１日まで学内で募金活動を行い，集まった１，３１６，６０２円を義援金（第２
次）として日本赤十
   字に寄付した。（９月６日）

中国・
四国

徳島大学

○環境サークルエコイスツ（学生サークル）が義援金募集活動を行い、日本赤十字社徳島県
支部に寄附（3月27日）
○防災サークルまもりすと（学生サークル）が義援金募金活動を行った（3月19日）。ま
た、卒業式においても義援金募金活動を行い、日本赤十字社徳島県支部に寄附（3月23
日）
○学内において教職員、学生、患者の皆様に義援金を募集中（24年3月31日まで）
○教職員に対し、被災地支援金を募集中（5月31日まで実施）
○東日本大震災義援金と被災地支援金880万円を日本赤十字社徳島県支部に寄附(6月3日)

中国・
四国

鳴門教育大学

○学生による，募金活動を3月18日に実施し，集まった寄附金146,532円を日本赤十字社
徳島県支部へ義援金として寄附した。(3月22日)
○学生による，チャリティイベント(フットサル大会)を3月20日に実施し，集まった寄附金
10,976円を日本赤十字社徳島県支部へ義援金として寄附した。(3月20日)
○学生によるチャリティーバザーを4月9日から13日まで実施し，売上金及び寄附金の合計
95,169円で必要な学用品(ハーモニカ吹口，ピアニカ等)を購入し,ユネスコ・スクールの
ネットワークを通じて，被災地の学校へ送付した。(4月25日)
○学生・教員による，チャリティーライブを5月20日に実施し，集まった寄附金110,955
円を日本赤十字社徳島県支部へ義援金として寄附した。(5月20日)
○鳴門教育大学と鳴門市との連携による募金活動を3月22日から9月30日まで実施し，学
生，教職員からの寄附金として，日本赤十字社徳島県支部へ次の寄附を行った。
　・45,357円(3月25日)
　・30,089円(4月8日)
　・34,765円(4月22日)
　・23,000円(5月17日)
　・46,787円(6月24日)
　・26,600円(7月29日)
　・60,701円(10月3日)
　合計　267,299円

※鳴門教育大学ホームページ
　URL： http://www.naruto-u.ac.jp/earthquake/

中国・
四国

香川大学

○学内等で募金活動を行い、集まった4,470,467円を日本赤十字に寄託（４月19日）
※上記、義援金には、帰国留学生ネットワーク（香川大学への留学生ＯＢ）中国支部からの
義援金約42万円を含む。
URL:http://www.kagawa-u.ac.jp/articles/000/006/974/
○教育学部附属坂出小学校児童会８名が、校内で募った義援金290,584円を坂出市役所を
通じて日本赤十字社へ寄託（３月24日）
○教育学部附属高松中学校生徒会が、生徒会で募った義援金100,000円を日本赤十字社へ
寄託（３月30日）
○教育学部附属高松小学校教頭が、児童のお小遣い等から募った義援金55,340円を日本赤
十字社へ寄託（５月12日）



【２．救援物資等】　②義援金

支部名 大学名 活　　動　　実　　績

中国・
四国

愛媛大学

○学内学生団体等が，松山市内で募金活動を実施した。（３月１６日）
○附属高校生徒会で募金活動（募金箱の設置）を行い，集まった49,914円を日本赤十字社
（愛媛県支部）に寄付した。（３月１８日）
○海外研修「リーダーシップ・チャレンジ in 韓国」参加学生が，韓国で募金活動を行い，
集まった約154万8000ウォン（米ドル・日本円含む）を韓国赤十字社に寄附した。（３
月２２日）
○附属中学校内PTAで募金活動を行い，集まった228,821円を愛媛県教育委員会に寄付し
た。(３月２３日)
○附属小学校児童会の呼びかけで義援金活動を行い、赤十字社を通して２５４，７６５円
（３月２４日）、全附連カンガルーフレンズ事務局を通して２００，００２円（４月１９
日）を寄付した。
○附属幼稚園内PTAで募金活動を行い，集まった32,047円を愛媛県教育委員会に寄附し
た。（３月末送付）
○学内で募金活動（3月末卒業式での募金活動を含む。）を行い，集まった6,939,158円
を日本赤十字（愛媛県支部）に寄付した。(４月７日)
○学生吹奏楽団が「スプリングチャリティコンサート」を開催し，集まった義援金を日本赤
十字社に寄附した。（４月２３日，２４日）
○附属特別支援学校生徒会を中心に募金活動を行い，集まった169,989円の内47,500円
を全附連東日本大震災義援金活動に、122,489円を全国特別支援学校知的障害教育校ＰＴ
Ａ連合会に寄付した。(５月１８日19日)
○附属高校農業クラブが愛媛県学校農業クラブ連盟を通して，会費の一部，1,030円を義
援金として寄付した。（５月２５日）
○附属幼稚園、小学校、中学校、特別支援学校、教育実践総合センターの教員92名で
27,390円を愛媛県教育会に寄付した。（６月２４日）
○附属幼稚園ＰＴＡで募金活動を行い、集まった15,158円を全国国立大学附属学校連盟に
寄付した。（７月１９日）
○附属高校愛附祭での利益の一部，72,006円を義援金として寄付した。（１０月）
○実家が被災し，家が全壊した理学部生１名に理学部後援会から１０万円を支給した。

中国・
四国

高知大学
○学内で募金活動を行い、集まった3,408,850円を高知県庁を通じて被災地に寄付(4月5
日)

九州 福岡教育大学

○学内で募金活動を行い，集まった１，３９６，１５６円を日本赤十字に寄付(４月２０日)
　http://www.fukuoka-edu.ac.jp/whatsnew/details.php?id=430
○社会のみなさまへも呼び掛け，東日本大震災の被災者を救援するために，義援金を募って
いる。

九州 九州大学

・本学学生、教職員に募金への協力を呼びかけ、第1回締切日4/6、第2回締切日6/15、
第3回締切日9/21までに寄せられた寄付金を日本赤十字社に送金。
・マス・フォア・インダストリ研究所、文学部、文学部親交会、法学部、比較社会文化研究
院、数理学研究院、附属図書館においても募金活動、寄付を実施。

九州 九州工業大学
○学内外で募金活動を行い、集まった4,871,899円を区役所を通じて日本赤十字社に寄付
　した。(４月２８日まで受付)
　〔 URL:http://www.kyutech.ac.jp/info/id413.html 〕

九州 佐賀大学

○　学内等で募金活動を行い、集まった２，０５６，５００円を「社会福祉法人佐賀県共同
募金会」及び「社会福祉法人佐賀県社会福祉協議会」に寄附（４月２２日）
○　学生ボランティアが学内外で募金活動を行い、集まった約１５０万円を「社会福祉法人
佐賀県共同募金会」等に寄附（３月２８日）
○　文化教育学部東日本大震災復興支援チャリティー講演会、学内声楽コンサート（５月２
０日）を行い、集まった２６，７３０円を「日本赤十字社佐賀県支部」に寄附（６月１３
日）
○　留学生会で募金活動を行い、集まった１７，１５８円を佐賀新聞社へ持参（５月２７
日）



【２．救援物資等】　②義援金

支部名 大学名 活　　動　　実　　績

九州 長崎大学 ○学内外で募金活動を行い、集まった２，３７３，０００円を日本赤十字に寄付

九州 熊本大学

○教職員・学生等を対象に義援金を募り、集まった11,036,240円を熊本日日新聞社を経
由して日本赤十字社へ寄付（平成23年3月31日、4月25日）
　http://www.kumamoto-u.ac.jp/whatsnew/2010/news1329.html（第一次報
告）
　http://www.kumamoto-u.ac.jp/whatsnew/2011/news1344.html（第二次報
告）

九州 大分大学
３月３１日に大分合同福祉事業団へ義援金を届けた。
　　・教職員からの義援金　8,390,000円
　　・患者さんからの義援金　 40,661円

九州 宮崎大学
○学内で募金活動を行い、集まった5,834,625円（国際交流協定校からの義援金を含む）
を日本赤十字社に寄付（5月10日、6月22日）

九州 鹿児島大学

○ 全学の取組（全学教職員・学生対象）
・第一次：3月14日～3月31日（1,456万円）
（4月14日に日本赤十字社鹿児島支部長（伊藤鹿児島県知事）へ目録贈呈、同日振込）
URL:http://www.kagoshima-u.ac.jp/topics/2011/04/post-68.html
  ・第二次：4月 1日～4月25日（98万円）　5月13日に日本赤十字社鹿児島県支部へ振
込
　・第三次：5月10日～7月29日（718,782円） 8月9日に日本赤十字社鹿児島県支部へ
振込
　・ 第四次：8月8日～12月22日（410,551円）1月6日に日本赤十字社鹿児島県支部へ
振込
  ・第五次：1月11日～3月22日
　（鹿児島宇宙焼酎ミッション（「宇宙だより」収益金の一部　 717,120円の申込みあ
り）
○ボランティア支援センターの取組（金額は上記に含む）
・学内に募金箱を設置（3月14日～3月31日）
・学生が、天文館等で募金活動（3月17日～3月20日まで）
・学内において募金活動（4月 1日～4月25日）
・学祭期間中、学内において募金活動（11月11日～１１月12日）

九州 鹿屋体育大学 ○学内で募金活動を行い、集まった680,901円をに日本赤十字社に寄附（５月１３日）

九州 琉球大学

○東日本大震災で被災された方々のために在学生の保護者、学生及び教職員等から義援金を
募集し、約６百万円の寄附を行った。（一部を３月２９日に中央共同募金会へ寄附し、残金
については、５月１１日に日本赤十字社に寄附を行った。）また、８月２４日に宮城県災害
対策本部へ約３８万円の寄附を行った。なお、学内での義援金の募集を９月２２日まで継続
して行い、９月末までに全額を日本赤十字社へ寄附を行う予定としている。


