茂様 白井 徹哉様 新里 智昭様 野口

敦様 吉田

徳様 西山 克則様 吉澤

勇様 吉田 一彦様

拓様 吉栖 立格様

聡様 野里

聡様 野田ひとみ様 野村 陽子様 若林 壮一様 渡辺

薫様

昇様 梶原ひろみ様 新福大一郎様 末澤 由博様 野尻 雄達様 野田 俊靖様 吉田 賢吉様 吉田 徳弘様

掛橋 芳樹様 樫尾
梶谷
勝又雄一郎様 勝呂 公也様 須賀 幸夫様 菅田

門井 秀夫様 加藤 隆邦様 杉崎 祥宏様 菅野 康浩様 萩野谷則明様 萩原富四郎様 渡邊 賢治様 渡辺 弘一様

亮様 只野 芳郎様 田仲 恵子様 牧

徹様 尾形

靖様 荻野

訓様

障様 松井 敏朗様 風間 秀晃様 金谷真由美様

好幸様 増田 耕一様 柿沼 幹男様 鍵和田義嗣様

栄様 小島 正人様 小林 達雄様 竹田 恵一様 竹山 直樹様 本多 英夫様 本間浩一郎様 小澤 俊二様 海道 直人様
実様 増田

靖様 上岡 陽子様

修様 金城 則男様 久保 重也様

正様 田中 康信様 棚田 泰行様 松川 壮夫様 松川 義弘様 樺沢

浩様 伊藤 雅孝様 小松 昭二様 小峰夕起子様 田中 啓久様 田中
靖様 稲恒 芳郎様 小宮山真一郎様 小室

修様 宮内 正秋様 篠塚

敦様 澁谷 義浩様

卓様 三木 久広様 佐藤 直也様 佐藤 美也様

治様 三浦 正三様 三日尻幸純様 坂本 昌幸様 佐藤 謙一様
高明様 三上

朗様

剛様 土谷 昌得様 恒遠俊一郎様 宮澤 千穂様 宮下 伸市様 清水 宣夫様 新藤 一雄様

博様 笹川 修栄様 手塚 香代様 寺岡 久明様 宮本 敏行様 三好 雅俊様 鈴木啓三郎様 須藤

清様 大貫 博志様 岡田 健二様 澤田 光弘様 重道 宗克様 中村 恒夫様 中村 光興様 山下 保信様 山田 臣一様 渡部雄一郎様
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日米財団様

潤様

「教育研究振興協力資金募金」
のお願い

専修大学は、１８８０年
（明治１３年）
の創立以来、多くの方々に支えら
れて今日に至っております。
現在、
「学生を基本に据えた大学づくり」を念頭に置き、人間性豊
かな倫理観のある人材の育成を目指し、骨太の大学改革に取り組ん
でおります。創立１４０年、そして１５０年に向けてさらなる躍進を続け
るために、皆様方のご支援、ご協力を賜りますことを切にお願い申
し上げます。
専修大学募金局 ☎０３・３２６５・３１５７
※詳しくはホームページをご覧ください。ネットバンクを使ったホ
ームページからの振り込みと、コンビニエンスストアからの振り
込みができるようになりました。

安西 範真様 渡邉 敬一様 尾鷲 和文様 垣本 明則様 下川 廣子様 庄司 利郎様 西山

渡辺 東右様

在学生父母

正様

隆様 橋本 信之様 橋本 英世様 渡部 伸仁様 渡邉 裕導様

隆様 加藤 英信様 鈴木 一郎様 鈴木 和久様 橋本 秀次様 橋本 直也様 渡邊伸一郎様 渡邉

稔様 秋葉 昌樹様 加藤 雅和様 金井 隆明様 鈴木 恭一様 鈴木

會川 修一様 青木 明彦様 加藤

赤間

孝様 長谷川幸雄様 畑中 茂則様 綿引 義弘様

政忠様

新入生父母

秋本 昌寿様 秋山 信行様 金井 伸行様 金子 純夫様 鈴木 孝司様 鈴木

勇様 瀬川 和雄様 早川 修一様 林

秋山 博久様 浅沼 勇司様 金田 正彦様 唐澤 徳治様 鈴木 統夫様 鈴木 昌聡様 花木 友明様 浜畑 洋一様

浅野 浩一様 浅見 喜好様 川井 一郎様 河合 正人様 清田

久史様

操様 秋山 保久様 淺田 義治様

幸一様 原

淺海庄一郎様 阿曽 一広様 川崎 直朗様 川島 保彦様 関根 久雄様 瀬下 敏男様 原

麻生 利勝様 阿部 利明様 川畑 隆夫様 川原 忠良様 千賀 信治様 千場 和広様 張眞 敬三様 番匠

晃様

満様 川元 勝則様 曹

優様

薫様 荒井久美子様 川村

永治様 添田 光威様 稗田眞由美様 東野 克巳様 渥美 謙二様 阿部

新井

荒川 昭正様 荒木 秀男様 菅野 嗣雄様 菅野 徳子様 曽我 弘和様 高市 文人様 日出 忠光様 兵藤 武志様 阿部 貴子様 新井

有坂 俊夫様 粟野 正夫様 北出 秀司様 北村 誠一様 高江洲昌勝様 高木 健二様 廣井 恭一様 福川 智子様 新井 有里様 飯泉 俊江様

飯田 秀男様 五十嵐 勉様 城戸口主浩様 木下 哲志様 髙木 文隆様 田頭 啓史様 福永 敬一様 藤澤富士夫様 五十嵐貞江様 池田まゆみ様

直樹様 堀井

清様 星谷 武志様 大熊 靖夫様 大塚多恵子様

守様

貢様 藤原 信雄様 市瀬 宏文様 伊藤 統明様

五十嵐吉雄様 井川 幸子様 岐部 文明様 木村 和雄様 髙田 雅之様 高橋 信一様 藤田 利弘様 藤田 光男様 石田 公一様 石本 勝昭様

池田 義春様 伊佐 哲夫様 木村 亮郎様 工藤 修弘様 高橋 恒夫様 高橋 信行様 藤田
明様 穂苅

斎様 髙橋文一郎様 舩山 清隆様 古谷 忠志様 井上 真二様 遠藤

石井 千華様 石田 一郎様 黒川 正浩様 黒木 有一様 髙橋 賢二様 滝沢

石井貴久江様 石井 昭二様 久保田雅彦様 栗原 孝志様 高橋

みやぎ登米農業協同組合様

浩様 桑原 弘幸様 田口 昭博様 田口 正昭様 堀

石塚

伊藤

伊藤 治雄様 伊藤 英俊様 小林 秀匡様 小林

市原 章次様 伊藤

石橋 孝之様 五十川順子様 河野 匡一様 小笹 雅弘様 武内 信二様 竹川 則子様 本郷 進一様 本多 英雄様 小椋 栄次様 小倉 孝之様

栄様 石橋 邦雄様 桑原

㈱モスフードサービス様

校友・一般篤志
家・教職員ほか
保彦様 稲熊

薫様 松本 泰幸様 桑名 秀一様 小久保健弘様

相福 孝俊様 縣

清様 今野まゆみ様 今野 光男様 田原 秀洋様 玉井 俊光様 松本

浅野 良長様 石井 洋一様 稲葉 光典様 犬塚 寿宏様 小室 敏之様 今野 公介様 田辺 章子様 谷村 敬彦様 松本 英二様 松本
洋様 猪原

稲葉電気興業㈱様
石綿 豊大様 市川 辰雄様 井上

稲飯 幸喜様 大谷 郁史様 井原 寿成様 今村 義幸様 權瓶ツヤ子様 斉藤 健次様 玉村 富生様 田村 信二様 松山 昌子様 丸田 庄一様 小曽根浩志様 小宮山 泰様

栄日様 張

実様 垂石 晃二様 丹波
豊様 趙

真様 斎藤 弘之様

㈱クリマテック様

久保 次三様 桑澤

正様 田村 洋子様 丸山 孝佳様 三浦 利行様 齋藤

亀谷 裕敬様 川端 英二様 井水 良彦様 岩切 達弥様 齋藤 幸市様 齋藤 広範様 田村
北田 敬子様 北田 直紀様 岩田 正司様 岩波 利彦様 齋藤 政和様 斎藤
神山 愛子様 小林 昭裕様 上野 誠一様

勲様 控井美津江様 坂本

セルゲイ様 斉藤 良彦様 齋藤 良一様 塚本 幸雄様 土屋 智章様 見延

専修大学職員組合様

駒見 寿之様 小宮多喜次様 植野 利昭様 上平 純一様 酒井 喜博様 境野

誠様 ヴァーラモフ 齋藤 美保様 齋藤

専修大学育友会大分支部様

今野 邦廣様 坂田

實様 岩渕

専修大学育友会長野支部様

史様 戸田 宏士様 三輪 昌弘様 村上 俊介様 高井 浩三様 高木 博敏様

守様 佐々木 等様 佐々木康雄様 戸田 瑞栄様 刀根 克典様 村越 隆正様 村田 秀樹様 谷口 貴朗様 千葉 行雄様

広様 梅森 勤一様 佐々木 郎様 佐々木 淳様 冨樫
猛様 塩澤 迪夫様 浦野 洋司様 浦野

隆様 内山

専修大学会計人会様

坂誥 智美様 佐藤 公子様 梅田
佐藤

義浩様

記様 森外 米蔵様 野中 敏光様 藤井 正人様
鈴木 則行様 鈴木 文哉様 江川 恵子様 江藤 暢孝様 佐藤 勝則様 佐藤 克光様 内藤 一義様 仲

哲様 望月

勇様 佐藤 永一様 佐藤 和彦様 富山 伸江様 虎谷 秀一様 村田富美子様 村松 弘之様 塚本 恭治様 西

専修大学校友会流山支部様

様 森田 一夫様

貴様 松崎 忠雄様

孝様 山川 ふみ様 山口 明人様 山本 盛夫様 遊座

功様 佐藤 正人様 佐藤 道夫様 中川 知之様 永作日出夫様 矢吹 和博様 山内 規由様 山内 一豊様 山崎 敏宏様

哲様 中川 俊治様 遠藤ゆき子様 遠藤 善雄様 佐藤 裕行様 佐藤 文彦様 中川 重人様 中川 俊宏様 八木 正幸様 柳川 良清様 丸山
章様 大石 裕美様 大上

竹田 美幸様 田中 秋造様 遠藤 晴雄様 遠藤 祐彦様 佐藤 誠喜様 佐藤 剛利様 永岡 一信様 中川 敬一様 八重樫隆夫様 八木 拡道様 松浦
常松

長澤 哲雄様 永田

額賀 正己様 長谷川好秀様 大坂 文人様 大澤 和雄様 佐藤 靖彦様 佐藤 靖広様 中田 敏夫様 長塚

博様 小勝 通康様 奥芝 知郎様 雫田 善正様 篠田 隆一様 中村 わさ様 仲谷 邦男様 山田 利弘様 山田 喜一様

亮様 中西 佐智様 長根 伸樹様 山口 和彦様 山口 尚登様 由布 昭彦様 吉田 俊久様

羽田 紘一様 早川
古川

深様 中野みゆき様 中村 隆芳様 山口 昌宏様 山崎 正志様 吉野 正久様 渡部信太郎様

深澤 延幸様 布施 一晴様 大縄 正明様 大貫 賢一様 佐原
本間慎太郎様 松浦

隼夫様 乙守 順市様 小野 一也様 柴原 宏司様 澁谷隆太郎様 楢原千恵子様 西片 多門様 湯 不二夫様 横内 文也様

正彦様 嶋根 和心様 仁科 康隆様 西村 卓也様 横地 延彦様 吉泉 広樹様

外

茂様 澤井

サイエンス研究財団様
㈶電気通信普及財団様

庸様 南

純様 本間
豊橋日独協会様

道江 幸江様 三井 隆弘様 尾嶋 洋子様 小田 良博様 篠原 利春様 柴
弘様 小畑 君男様 小原茂一郎様 島

海
南

桃野 直樹様 諸角

進様 南雲 洋二様 並木 秀夫様 山中 政洋様 山本 淳史様

㈱富士ベーカリー様
卒業生有志 朱蘭会様

法学研究会

博様 大澤 弥生様 太田 昭仁様 佐藤 喜政様 里見

竹内産婦人科様

公益財団法人ソルト・

保護者有志一同様

卒業生及び卒業生の

不動産建設黒門会様

関口 駿輔様 武田 昌之様 江原 俊夫様 海老 信枝様 佐藤 浩二様 佐藤 二郎様 永井 泰子様 長尾 潤二様 森田 忠博様 森本 国秀様 不破 恒昭様 増田 耕一様

志村 裕道様 杉江 一美様 閏間 忠裕様 江川

!

専修大学校友会

千葉県支部連合会様

専修大学校友会

専修大学校友会様

自然環境研究センター様

一般財団法人

石巻」公演実行委員会様

カンタータ「大いなる故郷

㈱イズミテック様

㈱イーエス総合研究所様

公益財団法人旭硝子財団様

法人・団体

" 学校法人専修大学は、教育研究環境の整備拡充を目指し、
" さらなる飛躍と発展を期すため「教育研究振興協力資金募
"
" 金」を設けて、広く募集を行っております。
" 募金募集のおもな目的
"
" ・神田校舎５号館の建設など専修大学神田校舎教育施設設備
" の整備拡充
"
" ・国際交流会館の建設など専修大学生田校舎教育施設設備の
" 整備拡充
"
" ・東日本大震災激震の地で学ぶ石巻専修大学学生の教育支援
" ・奨学金制度の充実（被災した学生への奨学金など）
"
" ・学生スポーツ活動の振興
" 皆様方のご支援、ご協力を賜りますよう、何卒よろしくお
" 願い申し上げます。
"
（☎
" 寄付金のお申し込み、お問い合わせは「専修大学募金局」
" ０３・３２６５・３１５７）へお願いいたします。
"
#!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
"

２０１３年４月１日～８月３１日

教育研究振興協力資金募金寄付者芳名

第５１７号
（昭和４４年１０月１４日第３種郵便物認可）
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２０１３年（平成２５年）１０月１５日
（５）

