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　関西大学は、1886年に関西法律学校として開校以来、130年を超える歴史と伝統を

有し、「正義を権力より護れ」を建学の精神として、学理と実際との調和を説いた「学の実

化（じつげ）」を学是に掲げ、一貫して社会・市民の啓発と教育に取り組んでまいりました。

　現在では、3万名を超える学生・生徒・児童が勉学や課外活動に励み、学園を巣立っ

ていった校友は既に48万名を超えました。

　現下の状況に目を向けますと、新型コロナウイルス感染症の長期にわたる拡大により、

本学においても対面授業とオンライン授業の併用や、各種行事・課外活動の制約など、

これまでの教育手法に大きな変化を求められており、また、社会の多様化・複雑化が急速

に進むなか、少子高齢化の一層の進行など、本法人を取り巻く環境は依然として厳しい

状況にあります。

　しかし、本学はこの状況を発展への好機と捉え、「令和」という新しい時代にふさわしい

高等教育を展開すべく、長期ビジョン「KANDAI Vision 150」を掲げ、教育・研究・

社会貢献・国際化の更なる充実を図ってまいります。

　2022年には大学令による旧制大学への昇格から100年を迎えます。今後も各設

置学校がそれぞれの特色を活かしながら緊密な連携を図るなどして、「オール関大」の

強みを発揮しつつ、激動する社会に果敢に挑戦し、自主的によく考え、自律的かつ積極

的に「考動」できる人材の育成に邁進してまいります。

　本学におきましては、厳しい財政状況の中、経費の削減や事業の選択と集中を図る

など出来る限りの自助努力をいたしておりますが、教育研究を支える財政基盤の安定と

強化のためには、皆様のより一層のご支援が不可欠でございます。 

　つきましては、関西大学の学是である「学の実化」の理念に基づき、教育研究をはじめと

する諸活動をさらに充実させるとともに、「誰1人修学を断念する者を出さない」ためにも募金

の趣旨をご理解いただき、何卒、格別のご協力を賜りますよう、心からお願い申し上げます。
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Kan-Dai学生サポート募金

給付奨学金等募金

関西大学奨学生会「葦の葉倶楽部」賛助募金

使途指定によるご寄付

理工系学部生・大学院生研究支援基金

KANDAI古本募金

スポーツサポート募金

文化会・学術研究会サポート募金

遺贈・相続財産によるご寄付

関西大学遺贈寄付信託制度

学校法人関西大学  理事長

芝井 敬司
関西大学  学長

研究活動支援 国際交流支援

学生・生徒・児童・園児
並びに教育への支援

その他の支援スポーツ・文化
活動支援

募金の使途・目的

募金の種別

関西大学のプロジェクト紹介

振込方法・インターネット募金

税制上の優遇措置

顕彰制度・寄付者特典

募金の方法・顕彰制度等
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■ご父母・保護者／お願いする口数は、学校ごとに別途ご案内いたします。
■校友・一般篤志家・法人・団体／金額に関係なくご協力をお願いいたします。

教育研究経費とはどのようなことに使われるのでしょうか。
授業の充実や新たな教育プログラムの開発、図書館・図書室に配置する図書の充実、キャリア形成支援、学生・生徒・児童の
教育研究の充実に使用します。

ご依頼金額

１口１万円
※1口未満のご寄付についてもありがたくお受けいたします。
※寄付は任意でございます。

Kan-Dai 学生サポート募金Kan-Dai 学生サポート募金Kan-Dai 学生サポート募金

学生・生徒・児童・園児並びに教育への支援 スポーツ・文化活動支援 研究活動支援 国際交流支援 その他の支援

「教育研
究促進募

金」が

リニューア
ル！ 「教育研究促進募金」から「Kan-Dai学生サポート募金」へ

　いまだ収束の見通しがたたないコロナ禍の長期化にあって、関西大学では「経済的な理由により修学を断念

し、退学する学生を一人も出さない」との基本的な考え方に基づき、「新型コロナウイルスに係る緊急奨学支援

金」に引き続き、今後も学生への支援が必要不可欠と考えています。

　これを踏まえ、「Kan-Dai学生サポート募金」は、従来の「教育研究促進募金」に「学生・生徒・児童への修学支援

目的」を加えた新たな募金として誕生しました。これまでの「教育研究促進募金」のネーミングを一新し、「学生・生

徒・児童ファースト」の視点に立って、学生・生徒・児童がより一層充実した大学・学校生活を送れるように、施設・

設備の環境を整え、授業や研究に必要な諸々の経費に充当するとともに、経済的に困窮している学生（生徒・児

童）への修学支援を行います。

新型コロナウイルス感染症拡大の長期化によって、学生・生徒・児童はこれまでにない影響を受けています。

どうか、皆様の温かいご支援をお願いいたします。

Q

Q

A

A&

教育研究に関する環境の整備・充実とはどのようなことをするのでしょうか。
ICT（情報通信技術）環境の充実や、学舎・校舎で使用する教材や備品の購入などを行います。

Q
A

在学生・在校生に係る教育研
究経費に充当

在学生・在校生に係る教育研究に
関する環境の整備・充実

新型コロナウイルス感染症などの
社会的影響が大きい事態によって
経済的に困窮している学生（生
徒・児童）への修学支援

Kan-Dai学生サポート募金　　つの目的3
Purpose 1 Purpose 2 Purpose 3
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募金の使途

■給付奨学金事業の財源となる基金に充当

ご依頼金額

■金額に関係なくご協力をお願いします。

冠奨学金について

給付人数
3,395人

給付額
約9億6,400万円

■寄付金額が、個人で3,000万円以上、法人・団体で5,000万円以上の場合、
　寄付された基金にお名前や法人名称等を冠することが可能です。

給付奨学金等募金

2019年度の給付実績

システム理工学部

吉岡 日向 さん

　関西大学では、学生の勉学や経済面を支援するだけでなく、課外活動や留学など、目標に向かって頑張る人の充実した学生生
活をサポートする奨学金制度を整えています。昨今の厳しい経済状況が続く中、経済的な支援を必要としている学生は急増してお
り、その財源として、基金の充実を図ることにより、運用果実による奨学金をより多くの学生に支援してまいりたいと考えています。

直近3か年の「給付奨学金等募金」
の平均寄付額は623万円となって
います。「奨学金制度」をより一層
充実させるため、少しでも現在の
給付実績額に近づくように更なる
ご支援をお願いいたします。

学生・生徒・児童・園児並びに教育への支援 スポーツ・文化活動支援 研究活動支援 国際交流支援 その他の支援

　大学進学による親の経済的負担を心配していた私に、高校の先生から「関西大学『学の実化』
入学前予約採用型給付奨学金」制度の存在を教わり、すぐに申請しました。一般入試の出願前に
採用内定を得ることができ、安心して受験に臨めました。現在はアルバイトもしていますが、時間
を有効に使う意識が高まり、何事にもより計画的に取り組むようになりました。
　また、給付奨学金を受給している学生達で構成する「葦の葉倶楽部」にも所属し、定期的な交流会
を通じて、多くの学生や卒業生の方々から、就職活動や様々な仕事の話を聞けるという貴重な体験を
しています。これからも感謝の気持ちを忘れず、学生生活を有意義なものにしていきたいと思います。

給付奨学生の声

給付人数
2,622人

給付額
約8億3,400万円

 2020年度の給付実績

募金の使途

本倶楽部の目的を達成するため、次の事業を行うための諸経費に充当する。

❶ 会員相互の交流に関すること
❷ 各種講習会に関すること
❸ 各種団体等との連携・協力に関すること
❹ 倶楽部運営管理に関すること
❺ その他必要と認めた事業に関すること

※金額に関係なく、随時受付しております。　※「寄附講座」については、通常、開設期間が5年以内（延長可）で、講義は原則、年間全15回（1回90分）となっています。

募金目標額

■1,500,000円（単年度）

ご依頼金額

■個人／年額：１口 10,000円
■法人・団体／年額：１口 50,000円

関西大学奨学生会「葦の葉倶楽部」賛助募金
　関西大学では、創立130周年を機に、本学独自の給付奨学金を受給している学生たちが交流
するための組織である関西大学奨学生会「葦の葉倶楽部」を設立いたしました。奨学生同士が
交流するための会の設立は、他大学でも例を見ない、先駆的な取組みです。
　関西大学奨学生会「葦の葉倶楽部」は、現役の給付奨学生である「学生会員」、学生会員が
卒業後に入会する「卒業生会員」、そして会に賛同する支援者である「賛助会員」の3つの会員で構成されます。
　様々な分野で活躍する学生同士が学部や学年を越えて交流し、互いを高め合うコミュニティとして「横のつながり」を築くと
ともに、卒業生や趣旨に賛同する支援者が奨学生との交流の機会を得て「縦のつながり」が生まれ、縦横無尽の「学縁」を創出
することをめざしています。

指定寄付例

● A教授の「〇〇の開発」に対する研究助成
● B学部が実践する〇〇教育への支援金として
● C学部の寄附講座（〇〇学）の開講
● D学部主催の自由研究コンテストへの支援として

● E学部創設〇〇周年記念事業に対し
● 留学生の就職支援として
● 留学生の受入れ等に係る国際交流支援として
● 図書館図書の購入費用として

使途指定によるご寄付
　使途指定の寄付金は、「関西大学の共同研究・個人研究への助成」並びに「寄附講座の開講」への支援など、様々な目的に使
用させていただいております。皆様からお寄せいただいたご寄付は、関西大学の様々な活動の大きな支えとなっております。

　私は現在、アジア文化専修に所属しており、日本を含めたアジアの諸文化について学ぶゼミに所属し
ています。また、体育会水上競技部にも所属しており、毎日他の部員たちと楽しく練習に励んでいます。
　勉学と部活動を両立させるにあたって、アルバイトに割く時間がほとんど確保できないため、給付い
ただいた奨学金は全て学費などの修学に関する費用に充てています。その結果、勉学面では希望する
ゼミに所属することができ、部活動ではインカレ（日本学生選手権）に出場することができました。
　奨学金のおかげで、何事にも目標に向かって全力で打ち込むことができ、充実した毎日を送ることが
できています。今後も学生である今しかできない様々なことに挑戦し、感謝の気持ちを忘れず、さらなる
成長を目指し、勉強、練習に励んでいきます。

給付奨学生の声

文学部

原 美都紀 さん
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提携会社：（株）VALUE BOOKS（バリューブックス）

KANDAI古本募金の流れ

❶ 書籍を段ボール・紙袋に詰めます。
❷ 右記QＲコードから「本で寄付」するを選択し、WEB申込を行います。 
❸ 希望集荷日に宅配業者が引き取りに伺います。（5点から送料無料、1回の送付につき、段ボール箱3箱までとなります。）
❹ 査定買取代金が関西大学に寄付されます。

〈お取り扱いできないもの〉
ISBNのない本、百科事典、コンビニコミック、個人出版の本、マンガ雑誌、一般雑誌等。また、2010年以前に出版された本は査定対象外となるものがあります。

募金の使途

「理工系学部生・大学院生研究支援基金」に充当し、その運用果実
をもって支援を行う。 

❶ 理工系大学院生の短期海外実習の支援
❷ 理工系学部生の学会講演等に係る費用の補助
❸ 理工系学部生・大学院生の資格取得補助
❹ その他理工系学生の研究活動を支援するために必要な事業

募金目標額

■1億円

ご依頼金額

■個人／１口 50,000円 （１口未満のご寄付についてもありがたくお受けいたします）
■法人・団体／金額に関係なくご協力をお願いします。

KANDAI古本募金
　KANDAI古本募金は、趣旨にご賛同いただける方々から書籍（CD、DVD等含む）をお送りいただき、その書籍の査定買取代
金を寄付として頂戴するシステムです。皆様からのご寄付は教育研究に必要な書籍購入に使わせていただきます。ご自宅で
は段ボール・紙袋につめてWEB申込をするだけです。５点以上ならば送料は無料です。

理工系学部生・大学院生研究支援基金
　関西大学工学部は、1958年の創立以来、高度経済成長期に我が国の産業を支える技術者
養成の使命を果たしてまいりました。2007年には工学部をシステム理工学部、環境都市工学
部、化学生命工学部の3学部に再編し、21世紀のモノづくりを担う人材『技術立国日本を支え
る人材』の育成を脈々と引き継いでいます。この研究支援基金は、あらゆるところで活躍を志
す関大生を応援するために設けられました。

5点から
送料無料

WEB申込
で簡単

学生・生徒・児童・園児並びに教育への支援 スポーツ・文化活動支援 研究活動支援 国際交流支援 その他の支援

募金の使途

■関西大学体育会・単独パートの各クラブの活動支援

ご依頼金額

■１口 1,000円　※口数に関係なくお申込みいただけます。

　体育会「カイザーズ（KAISERS）」と単独パートの各クラブ活動を指定して
寄付ができる制度です。皆様方の深いご理解とご支援を、直接各団体にお
届けすることができます。

［体育会］
体育会本部（体育会全体）／関大スポーツ編集局／ATルーム学生トレーナー部／関西大学学生S&C／合気道部／アイススケート部／
アイスホッケー部／アーチェリー部／アメリカンフットボール部／空手道部／器械体操部／弓道部／ボクシング部／剣道部／拳法部／航空部／
ゴルフ部／サッカー部／山岳部／自動車部／射撃部／柔道部／重量挙部／水上競技部／スキー競技部／相撲部／卓球部／テニス部／
ソフトテニス部／準硬式野球部／馬術部／バスケットボール部／バドミントン部／バレーボール部／ハンドボール部／フェンシング部／
ホッケー部／漕艇部／野球部／ヨット部／ラグビー部／陸上競技部／レスリング部／ワンダーフォーゲル部／古武道部／自転車部／
ソフトボール部／なぎなた部／少林寺拳法部

［単独パート］
応援団（応援団全体） ／ 応援団バトンチアリーダー部 ／ 応援団リーダー部 ／ 応援団吹奏楽部

募金の使途

■関西大学文化会・学術研究会、単独パートの各クラブの活動支援

ご依頼金額

■１口 1,000円　※口数に関係なくお申込みいただけます。

［文化会］
文化会本部（文化会全体） ／ 囲碁部 ／ 映画研究部 ／ 演劇研究部 ／ 奇術研究部 ／ 吟詩部 ／ グリークラブ ／ 軽音楽部 ／ 交響楽団
混声合唱団ひびき ／ 茶道部 ／ 写真部 ／ 書道部 ／ 将棋部 ／ 速記部 ／ 探検部 ／ 能楽部 ／ 邦楽部 ／ 美術部 ／ 文芸部 ／ マンドリン倶楽部
ユネスコ研究部 ／ レコード音楽部 ／ ユースホステルクラブ ／ ギタークラブ ／ 落語大学 ／ 混声合唱団「葦」 ／ ポピュラーミュージック創作研究会

［学術研究会］
学術研究会本部（学術研究会全体） ／ 英語研究部 ／ 経済研究部 ／ 現代文学研究部 ／ 広告研究部 ／ 国文学研究部 ／ 史学研究部
会計学研究部 ／ 証券研究部 ／ マス・コミュニケーション学研究部 ／ 心理学教育学研究部 ／ 政治学研究部 ／ 千里山法律学会 ／ 中国語研究部
独逸文学研究部 ／ 仏蘭西文学研究部 ／ 法律相談所 ／ スペイン語研究部 ／ 情報処理研究部 ／ 海外調査研究部

［単独パート］
放送研究会（KBC）

スポーツサポート募金

　文化会・学術研究会、単独パートの各クラブ活動を指定して寄付ができ
る制度です。皆様方の深いご理解とご支援を直接、各団体にお届けする
ことができます。

文化会・学術研究会サポート募金

WEB申込はこちらから
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遺贈・相続財産によるご寄付

「遺贈」は社会貢献のひとつの“カタチ”です。

　「人生の集大成に社会貢献したい」「自身の遺産を社会に役立てたい」「将来を担う関西大学の学生のために、少しでも財産を
使ってほしい」といったことを考えられる方が近年、増えてきています。このような皆様方の声に寄り添うために、関西大学では
「遺贈・相続財産によるご寄付」（三井住友信託銀行・りそな銀行と提携）及び「関西大学遺贈寄付信託制度」(りそな銀行と提携)
の2種類を用意しております。
　いずれも関西大学へご遺贈いただいた財産については、相続税は非課税となります。また、「相続財産によるご寄付」につい
ても、ご逝去された翌日から10カ月以内に相続税申告の手続きを税務署にて行っていただければ、相続税は非課税となります。
（関西大学にて文部科学省発行の「相続税非課税対象法人の証明書」の申請を行います。）
　「遺贈」や「相続財産によるご寄付」をされた方に対して、寄付金額が100万円以上の場合、感謝状や栄誉称号の贈呈をさせて
いただきます。（詳細はP.17「顕彰制度・寄付者特典」をご参照ください。）
　関西大学にご相談いただければ、提携金融機関へのご紹介や該当するパンフレットをお送りさせていただきますので、何卒、
本学への遺贈寄付についてご検討いただきたく、よろしくお願い申し上げます。

関西大学遺贈寄付信託制度
　「関西大学遺贈寄付信託制度」は、「遺言信託」から一歩進んだ、全く新しい「遺贈寄付」の制度です。従来よりも簡便な手続き
で申込みができ、りそな銀行による「関西大学遺贈寄付サポートプラン」を利用した、本学独自の制度となっています。
　また、本制度は、寄付者様が「遺贈への想い」をりそな銀行に託してから実際に関西大学に遺贈されるまでの間、有効活用
して資産運用を行うというわが国で初めてとなる「資産運用型の遺贈寄付信託制度」です。

りそな銀行の「関西大学遺贈寄付サポートプラン」の概要

ご生前 ご逝去後

❶ あらかじめ関西大学への寄付をお決めいただいて、ご逝去後に寄付をします。
遺言信託よりも簡単な手続きで申込みできます。（金額は300万円からお申込みいただけます。)

❷ ご生前に、関西大学から「感謝状」が寄付者ご本人に贈呈されます。
生前顕彰（感謝状贈呈）のほか、ご逝去後にはなりますが関西大学から配偶者様などご遺族の方へ「栄誉称号（金額100万円以上の方が
対象）」が贈呈され、ご芳名が末永く顕彰されます。

❸ りそな銀行がご意向に沿った運用を行います。
寄付されるまでの間、長年の年金運用で培った運用ノウハウを有するりそな銀行が、ファンドラップ契約に基づいて寄付者様のご意向に
沿った運用を行い、将来のご寄付資金を増やしたり、一定の運用収益をお受け取りいただくことができます。

❹ 万が一のときに一部資金をお引出しすることが可能です。
健康上の理由等で不測のご資金が必要となった場合には、資金の一部または全部のご解約（※）ができます。

遺贈ファンドラップ契約（投資一任）

〈 遺贈によるご寄付の流れ 〉

遺贈によるご寄付をお考えの方

関西大学に事前のご相談

信託銀行のご紹介関西大学遺贈寄付信託制度

りそな銀行（天六支店）による
「関西大学遺贈寄付サポート
プラン」を利用

寄付者ご逝去後にご遺族様
からりそな銀行へご連絡

※契約後、関西大学から感謝状
　の贈呈（生前顕彰）

信託銀行にてご相談

遺言書の作成・管理・保管

遺言の執行

関西大学への寄付金として受入れ

〈 相続財産によるご寄付の流れ 〉

寄付者

ご遺族様からのご相談・お申出

関西大学にて、故人様と本学とのご関係等についてお伺い

ご寄付に関する事前確認書類の送付

ご遺族様から書類の提出・ご寄付の受入れ
※関西大学から感謝状及び栄誉称号の贈呈（100万円以上）

関西大学にて文部科学省に
「相続税非課税対象法人の証明書」発行申請を行い、

相続税の申告に必要な書類の送付

ご遺族様にて相続税の申告・納付

※ご逝去された翌日から10カ月以内に手続きを行ってください。 
　文部科学省からの証明書の発行は、約2カ月を要します。

※全部解約時には、運用資産の換金後資金のうち20％相当額を関西大学に寄付をし、残額をお支払いします。

※関西大学へご遺贈いただいた財産については、原則として相続税は非課税となります。

※関西大学から、寄付金領収書の送付、栄誉称号の贈呈（100万円以上の場合）
※通常の遺贈の場合、入金確認後に感謝状の贈呈（100万円以上）

資産承継特約付贈与契約

顕彰（感謝状の贈呈）

学生・生徒・児童・園児並びに教育への支援 スポーツ・文化活動支援 研究活動支援 国際交流支援 その他の支援

2021年度から
新しくスタート！

9 10



「KANDAI for SDGs推進プロジェクト」
寄付種別

教育研究促進募金

新型コロナウイルスに係る緊急奨学支援金

KANDAI古本募金

給付奨学金等募金

関西大学奨学生会「葦の葉倶楽部」賛助募金

理工系学部生・大学院生研究支援基金

スポーツサポート募金

文化会・学術研究会サポート募金

使途指定による寄付金

合　計

63 

2,507 

60 

12 

47 

10 

129 

2 

161 

2,991

188,098,287 

524,194,655 

221,789 

876,000 

716,000 

2,138,000 

8,179,161 

20,000 

173,688,717 

898,132,609 

件数 金額（円）

「大学昇格100年記念事業」

2020年12月に発足した「大学昇格100年記念事業実行委員会」が
中心となり、2022年度に向けて、式典及びシンポジウムの開催、山
岡順太郎氏胸像エリア（第2学舎１号館前広場）の整備、記念誌の
発行、記念展示の実施などの準備を行います。

　関西大学は、「人間、地球、豊かさのことを考え、国際社会の協働的パートナーシップの下、自由で平和な世界を実現できる
「考動力」と「革新力」を兼ね備えた人材を育成し、SDGsに資する研究や社会貢献を展開していきます。」という行動指針を掲げ、
学長の元に「KANDAI for SDGs推進プロジェクト」を設置し、積極的に取り組んでいます。2021年度は、2020年度に引き続き、法
政大学と共催実施した学生参加型の「SDGsアクションプランコンテスト」など、各部局での取り組みを展開していきます。さら
に、SDGsに関連する授業科目の体系化や、自治体・企業・市民団体・関西SDGsプラットフォーム等との連携、2025年日本国際博
覧会（大阪・関西万博）への参画の在り方について検討を行います。

関西大学のプロジェクト紹介 2020年度寄付実績

寄付者からのメッセージ（一部抜粋）

SDGsの関連付け

SDGsラーニングラボ

SDGs推進の強化

における活動の推進
「SDGs関連項目」履修制度

大阪・関西万博
TEAM EXPO 2025
共創パートナー／
共創チャレンジへの参画
テーマ：いのち輝く未来社会のデザイン

※検討中もしくは検討予定のものを
　含んでいます

出典：関西大学130年のあゆみ

SDGs関連項目の体系化へ

導入の検討

各プラットフォームや
企業・自治体との連携による

シラバスや各教員の研究テーマと

経済的な理由で大学生活を諦める人が出ないよう、少しですがお手伝いしたいです。卒業生

私自身関大一中から関西大学に通わせて頂き息子2人も現在関西大学と関大一高でお世話になっております。このコロナ禍で1人の退
学者も出さないという大学の決意に少しでも応援出来ましたらと寄付させて頂きます。

娘が関西大学を卒業したことは、私にとってとても誇りです。どうかこの危機を乗り越え、在籍されている皆様すべてが無事に卒業でき
ますよう、心から願っています。

社会人になって改めて、好きなことを好きなだけ学べる大学での4年間は貴重だと感じています。人生で何度あるのだろうかという大変な時
期を過ごしている学生の皆様の、貴重な4年間の支えになることを願い、微力ながらご支援させて頂きたく存じます。

関大で人生を豊かにする多くの出会いがありました。少しでも恩返しができたらと思います。卒業生

今の自分がいるのは関西大学での学びのお陰です。応援しています。

多くのことを学び、沢山の出会いを得て、今の私があります。どうか一人でも多くの学びの機会を守ってあげてください。

卒業生

娘がとても楽しく学び多い、得難い大学生活を送らせて頂き感謝しております。このコロナでそれを断念する学生さんがいらっしゃると
したら、とても残念でなりません。どうかこの艱難を乗り越えられますようにお祈りします。

世界に羽ばたく関大に期待しております。

在学生の
保護者

在学生の
保護者

卒業生の
保護者・
親族

卒業生の
保護者・
親族

卒業生

卒業生

2022年は、1922（大正11）年の

じつげ

から数えて 100年 を迎える節目の年に当たります。

● 大学令による大学への昇格
● 千里山学舎の竣工
● 大学部及び大学予科の千里山移転
● 学歌の制定
● 山岡順太郎総理事による「学の実化」提唱
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お申込み・お振込み・インターネット募金のご案内

■ 申込み方法

●インターネットからの申込み 右ページ手順をご参照ください。

●金融機関窓口からの申込み 必要事項をご記入いただきお振込みください。

銀行振込

郵便振替

下記指定銀行の全国の本支店窓口をご利用の場合は、振込手数料は無料です。

振込手数料は無料です。

りそな銀行（天六支店） 三井住友銀行（天六支店） 三菱UFJ銀行（豊中駅前支店） みずほ銀行（梅田支店）

ゆうちょ銀行

■ その他
①インターネット募金によるご寄付の場合、領収書の日付は決済代行会社から本学に入金された日付となります。お手続きいただいた日付とは
　異なりますので、予めご了承願います。
②２千円を超えるご寄付は、税制上の優遇措置を受けることができます。詳細は、P.15「寄付金に対する税制上の優遇措置」をご参照ください。
③ご寄付いただいた方は同意のもと、Web芳名録に公表させていただきます。同意されない場合は、「匿名」扱いといたします。
④ご寄付いただいた金額は、栄誉称号制度に係る寄付金累計額に加算いたします。
⑤個人情報の取扱いについては、「関西大学個人情報保護規程」に基づき厳重に管理いたします。

パソコンから スマートフォンから

インターネット募金のご利用方法について
※パソコンからでも、スマートフォンからでも、どちらからでもご利用いただけます。

関西大学webサイト（www.kansai-u.ac.jp/）トップページ右上のメニューから
「ご寄付」をクリック
1 1

以下のタイトルのインターネット募金ホームページが表示
されます。

3

寄付サイトページの下部にある「寄付をする」をクリックし、以下 　 へ2

個人情報の取扱いについて同意した後、寄付者情報フォー
ムに必要事項を入力

4

寄付カテゴリを選択し、寄付金額と寄付の方法を入力5

確認事項について入力6

支払方法入力画面にて支払方法を選択7

クレジットカード、コンビニエンスストア払いの場合は、必要
事項を入力し、確認画面で確認ののち確定
Pay-easy払いでインターネットバンキングの場合は、「決済
手続き」を開始するから手続き

8

以下のQRコードを読み取る

「インターネット募金を申し込む」をクリック
し、以下  　 へ

2
3

3

   ● 所定の「払込取扱票（振込通知書）」に必要事項をご記入のうえ、金融機関の窓口からお振込みください。「払込取扱票（振込通知書）」に記載
しております下記の指定銀行（取りまとめ店）の本支店、またはゆうちょ銀行（郵便局）からお振込みいただいた場合は、振込手数料は不要
です。なお、指定銀行は変更する可能性があります。

   ● 金融機関窓口において10万円を超える現金の振込みを行う場合には、本人確認書類の提示が必要になる場合があります。ご寄付の
お振込みにあたってはご注意ください。

個人情報の取り扱いについて
   ●「払込取扱票（振込通知書）」に記載されたお名前で領収書の発行及びweb芳名録への掲載をさせていただきます。なお、匿名希望の場合
はお申出ください。

   ● 皆様からお知らせいただいた個人情報は、募金に係る業務のために利用いたします。なお、当該業務を遂行するにあたり、個人情報の全部
または一部を発送委託業者に提供することがあります。また、スポーツサポート募金及び文化会・学術研究会サポート募金にご寄付いただ
きました皆様の個人情報は、当該学生クラブ団体に提供することがありますので、あらかじめご了承願います。

   ● 本学の寄付金に対して、個人住民税の寄付金税額控除の対象と指定した地方公共団体から、条例等により寄付者名簿の提出を求められる
場合があります。その際は、寄付者の氏名・住所・寄付金額・寄付金受領日を記載した寄付者名簿を提出することになっておりますので、
その旨ご了承願います。

■ 特定公益増進法人に対する寄付金
「払込取扱票（振込通知書）」に必要事項をご記入いただきお振込みください。

■ 受配者指定寄付金
日本私立学校振興・共済事業団（以下「事業団」）宛に申込手続きをする必要がありますので、本学所定の「寄付申込書」のほか、事業
団所定の「寄付申込書」にそれぞれ必要事項をご記入いただき、関西大学までご返送ください。事業団への諸手続きは、本学にて行い
ます。受配者指定寄付金をご希望の場合は、関西大学財務局募金室までお問い合わせください。事業団所定の「寄付申込書」をお送り
いたします。

法人の場合

個人の場合
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最大で

確定申告 ご寄付

を受けることができます。
約 50% の寄付金控除

税務署

関西大学優遇措置
所得税控除
住民税控除

・税額控除
・所得控除（ 領収書

証明書（写）
寄付者の
皆さま
寄付者の
皆さま

寄付金に対する税制上の優遇措置

個人の場合

課税所得500万円の方が10万円ご寄付いただいた場合

■寄付金控除を受けるための手続き

■寄付金控除を受けるための手続き

※限度額を超える部分の金額は、一般の寄付先への寄付として損金算入ができます。税額控除方式

寄付金額
10万円

限度額
2千円

控除率
40％

控除額
39,200円ー

（例）

＝

文部科学省から所得税の「税額控除対象法人」及び「特定公益増進法人」の認可を受けておりますので、寄付者様にて
「税額控除方式」または「所得控除方式」のいずれかのメリットの大きい方をご選択いただくことが可能です。 

法人の場合
寄付金に対する損金算入手続きには、「特定公益増進法人に対する寄付金」と「受配者指定寄付金」による方法
があり、どちらかを選択していただく必要があります。

下記の計算方法による｢寄付金控除額｣を、当該年の所得税額
から差し引くことができます。
（寄付金控除額は所得税額の25％を限度とする）

特定公益増進法人に対する寄付金

一般寄付金の損金算入限度額と別枠で損金算入することができます。

個人住民税の寄付金税額控除（地方公共団体の条例により指定された場合に限る）

住民税の寄付金税額控除の適用を受けることができます。
【関西大学を条例指定している地方公共団体：大阪府、大阪市、堺市、吹田市、高槻市】

所得控除方式

）（ × 寄付金額
10万円

限度額
2千円

所得税率
20％

控除額
19,600円ー

（例）

＝）（ ×

寄付金額
10万円

限度額
2千円

住民税控除率ー
（例）

）（ ×

個人がその年に支出した寄付金の額が２千円を超える場合
には、下記の計算方法による「寄付金控除額」を、当該年の総
所得金額等から差し引くことができます。

免税手続きに必要な本学発行の「寄付金領収書」及び文部科学省発行の「特定公益増進法人であることの証明書（写）」は寄付金
の入金確認ができ次第、送付いたします。

①寄付金の入金が確認でき次第、本学発行の「寄付
　金預り書」を発行し、送付いたします。

②この寄付金は、本学からいったん事業団に入金
　いたします。

③事業団から「寄付金受領書（寄付者宛）」が発行
　され次第、本学を経由して送付いたします。

事業団が寄付金を受理した日が損金算入日となりま
す。当該決算期に損金処理される予定の場合には、諸
手続きの関係上少なくとも決算日の2ヵ月前までにお
振込みいただきますようお願いいたします。

※お手元に事業団からの「寄付金受領書」が届くまでは
　更に2ヵ月程要しますので、お含み置き願います。

■寄付金控除を受けるための手続き

【お願い】

※ご寄付をいただいた年の翌年1月1日現在の住所地の都道府県・市区町村の条例指定が必要となります。

or

①所得税の寄付金控除と個人住民税の寄付金税額控除の両方の適用を受ける場合は、ご寄付をいただいた翌年の確定申告期間に
　所轄税務署に対して所得税の確定申告をする必要があります。

③上記の申告に当たっては、関西大学発行の領収書と証明書（写）を添えて行ってください。手続きに必要な書類は、寄付金の入金が確認でき次第、
　ご送付いたします。

④本学の寄付金に対して、個人住民税の寄付金税額控除の対象と指定した地方公共団体から、条例等により寄付者名簿の提出を求められる場合が
　あります。その際は、寄付者の氏名・住所・寄付金額・寄付金受領日を記載した寄付者名簿を提出することになっておりますので、その旨ご了承願います。 

②個人住民税の寄付金税額控除のみの適用を受けることもできます。詳細については、ご寄付いただいた翌年１月１日現在の住所地の
　都道府県・市区町村にお問い合わせください。

受配者指定寄付金

寄付金の全額を損金算入することができます。

受配者指定寄付金制度とは、学校法人に対する企業等法人からの寄付金をいったん日本私立学校振興・共済事業団（以下「事業団」）が
受入れて、その後、事業団から寄付者の指定した学校法人へ配付する制度です。寄付金を支出した事業年度において所得の金額の計
算上全額損金に算入することができます。

or

　関西大学へのご寄付には、税制上の優遇措置が適用されます。
　ご寄付をいただいた方にお送りする領収書の裏面に、文部科学省発行の「特定公益増進法人であることの証明書（写）」が
印刷されていますので、確定申告の際にご使用ください。
　なお、具体的な優遇措置は以下のとおりです。
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　2018年10月に「寄付者顕彰規程」を制定するとともに、「栄誉称号制度」を創設いたしました。この制度では、称号の贈呈
式の際に、本学関係者と称号受称者との交流会を開催しており、継続的に「学縁」ネットワークの拡大をめざしていくことも
目的としております。

顕彰制度・寄付者特典

〔寄付者特典〕

●  「栄誉称号」は個人による寄付をされた方を対象としています。
●  上記の「寄付金累計額」は、一括寄付だけでなく、複数の寄付額の累積によるものも含みます。
●  毎年、11月中旬頃に開催の「栄誉称号贈呈式並びに交流会（学縁の集い）」にご招待いたします。
●  贈呈式では、対象者の方に、「栄誉称号の記念楯」と「記念品」を贈呈するとともに、「栄誉称号名簿」を作成し、末永く保管いたします。
●  「特別栄誉号【學賓】」、「栄誉号【學篤】」及び「栄誉号【學誉】」を受称された方には、「栄誉称号銘板」にご芳名を掲出させていただきます。
●  1,000万円以上のご寄付を賜りました個人、企業、法人、団体の方につきましては、「高額寄付者顕彰銘板」にご芳名を掲出させていただきます。

栄誉称号の種類
１億円以上

5,000万円以上

1,000万円以上

500万円以上

100万円以上

原則として、2013年4月以降のご寄付

2018年11月以降のご寄付

寄付金累計額 寄付金累計の起点

栄誉称号記念楯栄誉称号記念楯 交流会（学縁の集い）の様子交流会（学縁の集い）の様子 栄誉称号銘板
於：関西大学会館１階
栄誉称号銘板
於：関西大学会館１階

高額寄付者顕彰銘板
於：新関西大学会館南棟１階
高額寄付者顕彰銘板
於：新関西大学会館南棟１階

項目 全員 1万円
以上

10万円
以上

100万円
以上

500万円
以上

1,000万円
以上No.

Web芳名録への掲載（匿名希望者除く）

記念品の贈呈（領収書送付時）

寄付金額に応じた返礼品の贈呈

感謝状の贈呈

広報誌の送付

本学主催の文化・芸術的催しへの招待

図書館優待カードの送付

「RIHGA GIFT CHECK」（全国共通のリーガロイヤルホテルご利用券）

栄誉称号銘板への記銘

○1

2

3

4

5

6

7

8

9

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

　1回あたりの寄付額が10万円以上の個人の寄付者様に対し返礼品を配送させていただきます。領収書送付時に、返礼
品希望調査ハガキを同封させていただきますので、希望商品をいずれか1点選択いただきご返信ください。

ご寄付に応じた返礼品の贈呈

アートコーヒー詰め合わせセット
（ドリップコーヒータイプ）

五感  洋菓子
詰め合わせセット

充電ラジオライト 超音波クリーナー

関大オリジナルロゴ入り
箱詰め・集の函

関大ロゴ入り
オリジナルレジカゴエコバッグ

Gift
Coffee

Sweets

Bag

10万円以上

50万円以上

100万円以上

五感 レモンケーキ
（檸檬燦）10個入り

Lemon Cake

Cleaner

UV除菌ボックス
ワイヤレス充電機能付き 五感 北浜本館カフェ＋お買い物ご利用券

（1万円相当）五感  洋菓子
詰め合わせセット

Radio&Light

Sweets Shopping Ticket

Removing
bacteria

寄付をして
「おうちギフト」をゲット！

【返礼品の配送に関する留意事項】

※上記はイメージです。ご利用期限はありません。北浜本館及びカカオ
　ティエゴカン高麗橋本店でご利用いただけます。

※化学生命工学部 老川典夫教授との共同研究による開発

返礼品対象の募金は、「Kan-Dai学生サポート募金」「給付奨学金等募金」「関西大学奨学生会『葦の葉倶楽部』賛助募金」「理工系学部生・
大学院生研究支援基金」「スポーツサポート募金」「文化会・学術研究会サポート募金」「使途指定によるご寄付」とし、個人による寄付とい
たします。また、寄付額は、累積ではなく、1回分の寄付額とします。
所定の返信期限にお返事のない方、お名前の書き忘れの方、あるいは該当欄のいずれにも〇を付しておられない場合は、原則として、
「返礼品の辞退」として取り扱わせていただきます。
返礼品の発送時期は、原則として、返礼品希望調査ハガキに記載の返信期限（8月末、11月末、2月末）の翌月とします。
ご希望の返礼品が在庫切れや製造中止の場合には、誠に恐れ入りますが、若干の遅延あるいは代替品となりますことを予め、お含みおき願います。
ご提供いただいた個人情報は、寄付の受付、返礼品の配送、寄付金領収書の発行および募金管理業務以外には利用することはなく、「関
西大学個人情報保護規程」に基づき厳重に管理いたします。
返礼品の配送については、本学指定の企業から該当する商品を直接、希望調査に記載されたご住所に配送いたします。

①

②

③
④
⑤

⑥

※3及び5～9は個人によるご寄付を対象にしています。

特別栄誉号 【學賓】

栄　誉　号 【學篤】

栄　誉　号 【學誉】

秀 麗 賛 助 員

学 縁 賛 助 員
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