
緊急学生支援金（香川大学支援基金）へのご寄附について（お礼） 
 

過日，新型コロナウイルス感染拡大に伴い経済的に困窮している学生のため，ご寄附を，
本学ホームページ，SNS 等で広く募集したところ，多くの卒業生，関係者，法人・団体等
の皆様から多くのご寄附をいただいております。 

皆様からいただいたご寄附については，早速，学生に支援金として給付したところであ
り，今後も引き続き，７月まで給付を行う予定としております。 

同時に，学生からは深い感謝のメッセージが多く寄せられております。これもひとえに
皆様の温かいご支援によるものと，学⻑として深くお礼を申し上げますと共に，以下にご
寄附いただいた方のご芳名を掲載させていただきます。 

今後とも，本学への温かいご支援・ご助言を賜りますよう，お願い申し上げます。 
 

香 川 大 学 ⻑ 
筧  善 行 

 
 

寄附者のご芳名（五十音順・敬称略） 
令和２年５月３１日現在 

＜個人＞ 
あ行 朝國 誠司  浅野 文恵  新井 信之  

石井 明   石田 美砂  市原 多香子 市村 和也  伊藤 文子 
稲毛 敏宏  井内 義寿  伊吹 英美  今井 良行  今井田 克己 
植田 和也  上田 修史  上野 正樹  植村 友香子 臼杵 尚志 
大麻 敬洋  岡田 宏基  岡本 晃   奥山 浩之  尾﨑 典子 

か行 筧 善行   加地 良雄  梶谷 孝啓  片岡 元子  勝又 暢久 
加藤 琢磨  門脇 則光  金地 伸拓  金川 誠   金田 義行 
川池 晃子  川池 秀文  川池 拓史  川田 晃生  川端 美都子 
川端 義則  韓 ⻘     
木下 博之   
倉原 琳   ⿊野 宏則 
合谷 祥一  後藤 篤   小橋 久美子 小橋 康紀  小原 英幹 

さ行 笹屋 孝允  佐藤 明宏 
塩入 英次  塩入 賀寿子 清水 顕人  清水 香織  清水 裕子 
白神 豪太郎 城下 悦夫 
杉元 幹史  鈴木 達也  鈴木 裕美  鈴木 正行  鈴間 潔 
妹尾 理子   
造田 大輔  祖父江 理 

た行 田岡 利宣也 高木 由美子 髙嶋 実   髙橋 昂輝  髙橋 重雄 



高水 徹   武智 尚子  多田 邦尚  田宮 隆 
近泉 尚哉  張 霞    張 暁紅 
筒井 徹也  堤 英敬 
徳田 雅明  土肥 洋一郎 富永 洋和 

な行 永尾 智   ⻑岡 元彦  中島 一浩  中村 昌子  中屋敷 隆博 
鍋井 理恵  成重 伸昭 
⻄ 美由紀 
野毛 誠示  野々村 敦子 野村 美加   

は行 朴 恩芝   ⻑谷 綾子  ⻑谷川 修一 林 裕樹 
樋口 輝昭  平野 勝也 
藤井 宏史  藤井 豊   藤原 雄三  佛圓 哲朗 
星川 広史 

ま行 松岡 祐貴  松川 旭仁  松田 陽子  松本 真治  鍋 光輝 
三木 誠   三野 靖   三村 尚子  三宅 啓介  宮武 伸行 
宮本 賢作  三好 秀和 
森永 裕美子 門田 敏秀  

や行 山神 眞一  山口 裕毅  山本 木ノ実  
横井 徹   吉田 秀典  米倉 リナ 

ら行 劉 大革 
わ行 若井 亜希子 若井 健司  和田 健司  渡邊 康一郎 

 
＜法人・団体＞ 

あ行 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 
か行 株式会社香川銀行         香川証券株式会社 

株式会社合田不動産 
さ行 四国石油株式会社         株式会社四国日立システムズ 

有限会社貞観           医療法人社団善紀クリニック 
た行 高松グリーンロータリークラブ 
な行  
は行 株式会社平井料理システム  
ま行  
や行  
ら行 税理士法人六条 
わ行  

※ ご了承をいただいた方のみ掲載しております。 
また，ご寄附いただきました方で万一お名前がもれておりましたら，誠に恐縮ではござ

いますが，以下までご連絡いただきますようお願いいたします。 
 



香川大学支援基金事務室 
〒760-8521 
香川県高松市幸町 1 番 1 号 
TEL：087-832-1382 
FAX：087-832-1053 
E-mail：kikin@ao.kagawa-u.ac.jp 
 


