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FUTI 組織表

― ― 理事会 理事会 ―

━理事長・大学担当理事

山田雅章

プリンストン・プラズマ物理研究所、

栄誉研究員

━副理事長・財務担当理事

桑間雄一郎

Mount Sinai Beth Israel、

東京海上記念診療所院長

━理事

伊藤澄子

Arcadia Capital, Inc. 社長、

ニューヨーク銀杏会副会長

桜井信子

Lotus Circle Asia Foundation、

アドバイザー

田村史子

Certified Public Accountant

濱田宏一

イェール大学名誉教授、

東京大学名誉教授

古谷　研

東京大学理事･副学長

松下重悳

Japan Wink Communications

元社長、Member of the Japanese 

Computer Pioneers

━名誉理事長

小林久志

プリンストン大学名誉教授、

元工学部長

桝田淳二

長島・大野・常松法律事務所　弁護士、

ニューヨーク銀杏会名誉理事長

━名誉理事

小宮山宏

三菱総合研究所（株）理事長、

東京大学名誉総長

― ― 諮問委員会 諮問委員会 ―

━委員長

小林久志

プリンストン大学名誉教授、

元工学部長

2007 年の秋に設立された東大友の会

（Friends of UTokyo, 略称 FUTI） も発足

以来もう十年になります。お陰さまで、順

調に発展し、東京大学と米国の大学の間で

学生の交換留学や連携協力を支援すること

により、東京大学の国際化と日米間の学術

文化交流を促進してまいりました。詳細は私共のウェブサイ

ト（todaitomonokai.org）に報告がありますが、今では 20 名

前後の夏期交換留学生を支援し、今年から米国伊藤財団のご

支援のもと、別に９名の東大生を中長期留学生として、アメ

リカの一流大学に呼ぶことができるようになりました。これ

も、多大なご支援をして下さる皆様のお陰と、心より御礼を

申し上げます。

昨年は私も、日米両方の教授陣が共同でプラズマ物理に関し

て、一週間ほど集中講義をするという企画で、米国の物理学

科の学生数人を東大に連れて行き、自身で国際間の共同授業、

共同研究の体験をいろいろ致しました。また私の滞在中、世

界の一流校から学生が集まる東大の GSP（Global Summer 

Program) というプログラムのパーティに参加し、最近の東

大の企画が学生の交流に役に立ちつつあるということを身を

以て感じました。彼らは学生寮や、宿泊先でいろいろな国か

らの学生達と語り合い、刺激し合い、国際的視野を身につけ

ていっているようです。学生の成長に一番効果的なのは、留

学先で現地の同世代の人たちと交流することのようです。こ

の報告書の中にも掲載されていますが、FUTI の奨学生から

我々に寄せられる感想文を読みますと、このことが解ります。

将来日本や米国でリーダーとなり得る若い人材の発掘と育成

を目指す FUTI の活動の意義にご賛同いただき、皆様から引

き続きご支援を賜りますようお願い申し上げます。

理事長　山田雅章

東大友の会

FUTI 理事長からのご挨拶

━委員

尾島巌

University Distinguished Professor, 

Stony Brook University - State 

University of New York

岡本康夫

Hughes, Hubard ＆Reed LLP パート

ナー、ニューヨーク銀杏会理事長

ギータ・メータ

コロンビア大学教授（非常勤）

岸岡駿一郎

ITA, Inc. 会長、

シカゴ赤門会名誉理事長

コー・ヤン・タン（董　克勇）

Morrison Foerster 上席顧問（Senior 

Counsellor)

ニューヨーク銀杏会副会長

河本　雄

内閣官房日本経済再生総合事務局　

参事官

― ― Scholarship 委員会 ―

━委員長

松下重悳

Japan Wink Communications

元社長、Member of the Japanese 

Computer Pioneers

━委員

尾島巌

University Distinguished Professor, 

Stony Brook University - State 

University of New York

大迫政子

Executive Director of the 

International Longevity Center (ILC) 

Global Alliance、

さつき会アメリカ幹事

小林久志

プリンストン大学名誉教授、

元工学部長

桜井信子

Lotus Circle Asia Foundation、

アドバイザー

山田雅章

プリンストン・プラズマ物理研究所、

栄誉研究員

todaitomonokai.org/recipients

奨学金授賞者の

レポートを読む
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2016 年度のサマー・スカラシップ奨学生の選考について奨

学生選考委員会は東大生 6 人並びに米国大学生 8 人を今年

のサマー･プログラム奨学生として決定いたしました。

FUTI サマー・スカラシップを受賞した東大生者の数は

2015 年の 9 人から今年度は 6 人と大幅に減少しました。こ

れは、新しく導入された東大での 4- ターム制によるものと

思われます。さらに、昨年は米国大学の英語研修プログラ

ムに 3 人、GSP に 2 人が FUTI の支援のもとに参加しまし

たが、残念ながら今年度は該当受賞者がありませんでした。

今後これらのプログラムでの応募者、受賞者が大幅に増加

することが強く望まれます。

選ばれた東大生 6 人は各々イェール大学、MIT、UC バー

クレー校、スタンフォード大学 , ミシガン大学での様々なサ

マー・コースを受講しました。東大生の専攻別の内訳は、理工系が 2 人、文科系が 3 人、PEAK 生が 1 人です。学年別では、学

部生が 4 人（1 年生 1 人、2 年生 1 人、4 年生 2 人）、大学院生が 2 人 ( 修士課程 1 年生 1 人、同 2 年生 1 人 ) です。

米国大学生 8 人のうち東大理学部又は工学部の研究室でイ

ンターンとして研鑽を積んだ学生が 6 人いますが、このう

ち 3 人は理学部教授がホスト役として研究指導に当たる 

University of Tokyo Research Internship Program

（UTRIP） に参加、1 人は東京大学院新領域創成科学研究科

の主催する University of Tokyo Internship Program 

Kashiwa （UTSIP Kashiwa） に参加、残りの 1 人はそれ以

外のプログラムに参加しました。これらの学生は全員理工

系専攻の学部学生（3 年生と 4 年生）で、インディアナ大学、

ペンシルベニア州立大学、べ―ツ・カレッジ、 南カリフォ

ルニア大学、UC バークレー校に在籍しています。なお、

FUTI サマー・スカラシップの競争は激しく、たとえば、

UTRIP 参加の受賞者は米国各地の大学から応募した 40 余

名の中から選抜されました。応募者の多くが一流大学のトッ

プクラスの学生達でし

た。

上記のインターン生以外の 3 人は、イェール大学の学生 （2 年生と 4 年生）および UC バー

クレー校 2 年生で、東大の GSP に参加し、「ナノサイエンス」、｢現在世界における日本｣など

のコースを受講しました。

これらの日米の学生達が将来グローバルリーダーとして世界に貢献する人材に成長されてい

くことを期待しています。FUTIのプロブラムに携わった東大及び米国大学教授陣及びスタッ

フの方々に厚くお礼申し上げます。

受賞者の名前、写真、大学名、専攻学科、参加したプログラムは次のページに掲載してあり

ます。受賞者達の「現場からの報告」は FUTI のフェースブックページでご覧になれ、最終

報告書は www.todaitomonokai.org でご覧になれます。

FUTI スカラシップ委員長松下重悳と
UTSIP-Kashiwaの参加者、ロクサン・ライ

MIT Outing Club とハイキングを楽しむMIT Neuroscience
Research Internship参加者、土井ゆりか（左下）

サマー・スカラシップ・プログラムの報告

東大の安東研究室で
coil-coil actuatorを担当する
メング・ルオ
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FUTI国際リーダーシップ賞受賞者名簿

東大友の会

東京大学の学生

* 2016年のプログラムに参加した2015年度の受賞者

Fahd Khan *

東京大学、修士2年
化学

プリンストン大学 Visiting Student

Research Collaborator (VSRC) Program

土井 ゆりか

東京大学、学部4年
工学部

MITでのGraybiel研究室、McGovern

Institute of Brain Research

Yuchen Yan
東京大学

PEAK環境、2年

スタンフォード大学でのStanford Summer

International Honors Program

江島 舟星

東京大学、修士1年
法学

ミシガン大学でのICPSRプログラム

Photo
not

available

打越 文弥

東京大学、修士2年

社会学

ミシガン大学でのICPSRプログラム

川端 野乃子

東京大学、学部4年

臨床心理学

UC バークレー校でのサマーコース

関 彩花

東京大学、学部1年

理科三類

イェール大学でのサマーコース

FUTI のフェイスブック
ページで受賞者の
「現場からの報告」を読む

facebook.com/friendsofutokyo



米国大学の学生

Jeffrey Gau

イェール大学、学部4年

機械工学

東大GSP ナノサイエンス・日本語

Roxanne Lai

南カリフォルニア大学、学部3年

地質学・環境科

UTSIP-Kashiwa

Tianyi Dong

UC バークレー校、学部2年

歴史

東大GSP 現在世界における日本

Niccolò Bigagli

べ―ツ・カレッジ、学部3年

物理・数学

UTRIP 酒井広文教授研究室

Lexa Kai Brieck

Tupelo高校

ミシシッピー州

東京大学Programs in English at Komaba

David Burke

インディアナ大学、学部3年

化学

UTRIP 塩谷光彦教授研究室

注：所属、専攻及び学年は申請書類に記入された情報

Meng Luo

UC バークレー校、学部２年

物理

安東正樹研究室

Grace Pan

イェール大学、学部3年

物理

東大GSP ナノサイエンス

Rocco Vitalone

ペンシルベニア州立大学、学部3年

物理・数学

UTRIP 島野亮教授研究室

FUTI国際リーダーシップ賞受賞者名簿 · Page 42016年度年次報告書



米国伊藤財団-FUTI奨学金の報告

米国伊藤財団の資金提供で今年から始まった米国伊藤財団

-FUTI 奨学金は、短期留学と違って東大から米大学への 1

学期以上の中長期留学を主対象にしているため、どの程度

の 応募者が集まるか予測できませんでしたが、結果的には

多数の優秀な応募者がありました。東大本部と各学部各研

究科の周知努力が実ったものと感謝しています。米大学か

ら東大への留学も対象として受けるのですが、今年は応募

がありませんでした。

初年度の応募状況を見ますと、結果的に三種類のタイプに

分類されることが分かりました。①東大を卒業後に米大学で

建築やデザインのような特定の専門性を身に付ける修士課

程に進む学生、②それに似ていますが、東大を既に卒業し米

大学修士課程に在学中で学費を必要としている学生、③諸般

の事情で東大の学部生留学制度に乗らない東大学部生、で

す。３つとも、東大の現留学支援制度に乗らないニーズによるものでした。東大の学部からの留学生は、申請時期が早い東大斡

旋の日本学生支援機構 (JASSO) の奨学金を申請する人が多いのですが、JASSO の金額以上の奨学金を他から受けてはいけない

という制約があり、金額的に限定されます。

奨学金委員全員が応募者全員を選考する形で慎重に

協議の結果、フルサポートに近い奨学生を 2 名、部

分サポートを７名、計 9 名に奨学金を支給すること

になりました。なお来年度も留学が続く可能性が高

い学生についても、コミットは今年度だけとし、来

年度は改めて応募して頂くこととしました。今年選

ばれた奨学生 9 名中、女性が 5 名で、男女約半々と

なりました。

ほとんどの奨学生は秋学期からの支援でしたが、一

部夏学期からの支援もありました。優れた奨学生を

選考できたので、米国伊藤財団も FUTI も達成感を

共有していま

す。今後も青雲の

志が高い各奨学生が、財団と FUTI の期待に応えてくれることを切望している次第です。

受賞者の名前、写真、大学名、専攻学科、参加したプログラムは次のページに掲載してあり

ます。受賞者達の「現場からの報告」は FUTI のフェースブックページでご覧になれ、最終

報告書は www.todaitomonokai.org でご覧になれます。

週末を楽しむMITでの
学部生交換プログラムの
参加者、西山　希

コロンビア大学のDigital Media Centerで映像を
編集する後藤美波

UCバークレー大学在籍中ボランティアとして
creek rehabilitation projectに参加する浅井淳平

Page 5 · 米国伊藤財団-FUTI奨学金の報告 東大友の会



西川 尋哉

東京大学、学部4年

物理

ジョンズ・ホプキンス大学

物理・天文博士課程

Photo
not

available

Myeongok Kim

東京大学、PEAK環境、2年

理科II

スワースモア・カレッジ

学部生交換プログラム

浅井 淳平

東京大学

土木工学修士卒、2015

カリフォルニア大学バークレイ校

ランドスケープ・アーキテクチャー

修士課程

古澤 えり

東京大学、学部4年

建築

コロンビア大学

都市計画修士課程

後藤 美波

東京大学

美術史卒、2015

コロンビア大学

映画制作修士課程

Kim Schumacher

東京大学、博士課程3年

国際環境

ハーバード大学

政治・国際政策比較

西山 希

東京大学、学部2年

機械

MIT

学部生交換プログラム

山下 絢子

東京大学

教育学部卒、2009

コロンビア大学

社会・組織心理学修士課程

米国伊藤財団－FUTI奨学金受賞者名簿

日下部 夏希

東京大学、学部2年

教養国際関係

イリノイ大学

学部生交換プログラム

米国伊藤財団-FUTI奨学金受賞者名簿 · Page 62016年度年次報告書

注：所属、専攻及び学年は申請書類に記入された情報



東大友の会による研究支援の報告

I.　 東大 Kavli-IPMU とバークレー間の協力、交流、および啓蒙活動（主任担当教授：村山斉教授、東京大学）

「Kavli IPMU- バークレー・パートナーシップ」は東大のカブ

リ数物連携宇宙研究機構（Kavli IPMU）とカリフォルニア大学

バークレー校の BCTP（理論物理学バークレーセンター）の協

力を奨励するために創設され、大学院生、博士研究員（ポスドク）

の交流を中心に毎年斬新なプログラムを企画しています。

2015‐16 年度は Kavli IPMU の村山教授の企画で「Berkeley 

Week」が開催され、バークレーから 5 人のポスドクが日本を

訪れ、日本の学生と交流しました。昨年の FUTI 資金 1 万ドル

がバークレーポスドクの旅費に使われ、Kavli IPMU の大学院

生と 1 週間の非公式な交流が行われました。

今年度は昨年度とは逆に バークレーでの「Kavli IPMU 

Week」を企画しました。成功を収めた Kavli IPMU での

「Berkeley Week」と同様に、1 月の第 2 週目に一週間 Kavli 

IPMU の大学院生がバークレーを訪れ、講義や集会を行いました。今回も成功したと評価されれば、今後、同企画を両大学で交

互に行う予定です。

II.　 凝縮物質物理の最前線（F-CMP）での教育研究協力（主任担当教授：植村泰朋教授、コロンビア大学）

2012 年度以降、東大友の会は毎年コロンビア大学と東大間の凝縮物質物理学での共同研究と教育を支援してきました。例えば、

最新の同時放送・ビデオを使用した講義シリーズ「Frontiers of Condensed Matter Physics (F-CMP)」と、それに続く国際ワー

クショップや学生ツアー、並びに F-CMP コースを受けた大学院生数名による共同研究など様々な活動が行われました。

2015‐16 年度は東大、藤森淳教授、青木秀夫教授（本郷キャンパス、物理）と芝内孝禎教授（柏キャンパス、新領域創成科学

研究科 物質系専攻）が本郷キャンパスと柏キャンパスを結ぶ、新しい F-CMP コロキアムシリーズを開始しました。植村教授が

コロンビア大学やライス大学、オレゴン大学で行われた F-CMP 活動と同じような同時送信テクノロジーを使用して、京都大学、

JAEA-JPARC（東海村）や KEK（筑波）でも F-CMP 講義が同時放送されました。日本人大学院生による共同研究は日本でも

日米間でも続けられました。共同研究の成果は博士論文と学術誌 Nature Communications に発表されています。

2017 年１月 FCMP 日本ツアー：JPARC neutron + muon + HEP ツアー

Page 7 · 東大友の会による研究支援の報告 東大友の会



2015-2016会計年度の募金結果と会計報告

2015/16 年度（2015 年 7 月１日から 2016 年 6 月 30 日まで）の寄付金キャンペーンは、年間で約 31 万 6 千ドルという、過去

５年間に見られることのなかった大幅増収という結果で終わりました（2014/15 年度は約 11 万 6 千ドル、2013/14 年度は約

11 万ドル、2012/13 年度は約 13 万 1 千ドル、2011/12 年度は約 13 万 9 千ドル）。

この寄付収益の大幅な増加は、米国伊

藤財団からのグラント $200,000 によ

るものです。このグラントは、米国で

勉強する東大の学生を財政的に援助す

る目的で 2015/16 年度に新たに導入

された「米国伊藤財団−FUTI 奨学金」

の財源として受領しました。

次に大きな寄付収益は、シンテック社

からのトラスト分配でした。

2014/15 年度に向こう５年間分の契

約が更新され、それに基づいた約

$35,000 を受領しました。

個人寄付者の数は、2014/15 年度が

54 名だったのに対し、今年度は 68

名に増加しました。一方で、総額では

前年度と同等の水準である 8 万ドル

に留まりました。この 8 万ドルには、

今年の大口寄付者である半導体分野で

著名な周博士（H. K. Chou Charity Foundation）からの２万ドルの寄付が含まれています。

米国伊藤財団、シンテック社、H. K. Chou Charity Foundation には、FUTI のミッションに対する寛大なご支援をいただき、心

2011 2012 2013 2014 2015 2016

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

Contributions - general public

Contribution from Ito Foundation

Trust distribution from Shintech

2016-17 年度も東京での F-CMP コロキアムとコロンビア大学での F-CMP 講義コースは続けられます。東大での F-CMP 討論

会シリーズを支援するために、アメリカから一流科学者が数人来日し、2016 年秋学期と 2017 年春学期に講義をします。コロン

ビア大学では 2017 年春学期に新たな F-CMP 講義コースを企画していますが、そこでは東京 F-CMP コロキアムでの講演もい

くつか放送される予定です。東京 F-CMP に参加する東大大学院生 3‐4 人を 2017 年にコロンビア大学やアメリカ研究施設に案

内しようという提案も出ています。

III. イェール大学―東大交流プログラム：山川健次郎記念講演会トラベル・グラント

主任担当教授：樋渡展洋教授　東京大学

イェール大学教員が東京大学での山川健次郎記念講演会で講演するのを支援するトラベル・グラント (7,000 ドル ) を今年度から

開始しました。この講義シリーズは、両大学間の新しい関係を確立し、既存の関係を強化することを目的としています。講演会

はイェール大の研究についての情報を広め、その研究領域の広さと奥深さを東大学部生・大学院生に紹介する場となっており、

彼らにキャリアの一環としてイェール大で研究、教育に従事することを考えてもらう好機となっています。

（次のページに続く）
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から感謝いたします。また、何にもおいて、多くの個人寄付者の皆様には、私たちの活動にご協力いただき、厚く御礼申し上げ

ます。今後も引き続き、米国伊藤財団からグラントを受け取る条件として、個人の寄付者から十分な寄付を集めることが必須となっ

ております。個人の皆様からのご寄付なくしては、「米国伊藤財団−FUTI 奨学金」を含め、FUTI のプログラムは存続できません。

今年は目標の $100,000 には届きませんでしたが、ご寄付いただいたお一人お一人に感謝すると共に、今後も個人の皆様からの

ご支援を賜りますよう心よりお願い申し上げます。

過去数年に渡り FUTI は大きな進歩を遂げ、プログラムを育ててきました。スカラシップと研究グラントプログラムの発展、そ

して受賞者が学業に励み努力する姿をみて喜ばしく思います。多くの著名な大学、特に先進国を代表する他大学との競争がます

ます激しくなっているグローバル•コミュニティにおいて、東京大学のプレゼンスを高めていくことは卒業生の喜びでもあります。

非常に優れた多くの学生たちをグローバル•コミュニティに送ることをサポートしてくださる皆様に FUTI より深く感謝申し上げ

ます。

2015-2016会計年度の募金結果と会計報告

2015-2016会計年度財務諸表の要約

貸借対照表（単位：USドル）

活動計算書（単位：USドル）

資産

   流動資産

 当座預金、普通預金

   固定資産

 パソコン（未償却分）

 資産合計

431,718

190

431,908

経常収益

 寄付金

 プログラム収入

 受取利息

経常収益合計

当期正味財産増額

前年度末正味財産合計

2016年度末正味財産合計

315,716

2,425

191

318,332

79,762

191,479

271,241

負債

   流動負債

 　グラント（研究助成金、奨学金）未払い分

   固定負債

 

 負債合計

160,667

0

160,667

経常費用

 グラント（研究助成金、奨学金）

 業務費用

経常費用合計

213,966

24,604

238,570

正味財産

 一般正味財産

 一 時制約的正味財産

 永久制約的正味財産

 正味財産合計

負債・正味財産合計

133,969

88,387

48,885

271,241

431,908
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FUTI講演シリーズ

FUTI 講演シリーズでは、米国を訪問された東大教授や著名な卒業生に講師になっていただき、東大卒業生卒業生などにとって

関心の深い問題を議論、検討する場を提供しています。イベントは通常ミッドマンハッタンで開催されます。

山田博士及びメータ氏の講演については、ニューズレター 15 号を、古谷教授の講演についてはニューズレター 16 号を参照ください。

講演テーマ

　未来のエネルギー源、核融合と宇宙のプラズマの研究

講師

　山田雅章（プリンストン・プラズマ研究所栄誉研究員 , 東大友の会理事長）

日時

　2016 年３月 11 日

共催・後援

　ニューヨーク銀杏会・さつき会アメリカ

講演テーマ

パナマ文書の考察　

講師

クリシェン・メータ（Senior Global Justice Fellow、イェール大学）　

日時

2016 年 5 月 16 日　

共催・後援

ニューヨーク銀杏会・さつき会アメリカ　

講演テーマ

　広がる海の砂漠

講師

　古谷研教授（東大理事、副学長、東大大学院農学生命科学研究科教授）

日時

　2016 年９月 30 日

共催・後援

　ニューヨーク銀杏会・さつき会アメリカ

FUTI講演シリーズ · Page 102016年度年次報告書



― ― 法人 ―

━Benefactor
($25,000 以上 )

米国伊藤財団
$200,000

Shintech 社 *
$35,079.71

*５百万ドルの信託基金からの
今年度配当分

― ― 個人 ―

━Sponsor
($20,000 以上 )

Hsun K. Chou
$20,000

Donor
($1,000-$9,999)

小林久志、正江
$6,000

山田雅章
$5,000

山崎舜平
$5,000

Donald Allison、伊藤澄子
$4,000‡

桜井本篤、信子
$3,000

岡本康夫
$2,500

桑間雄一郎、千佳
$2,500

小宮山宏
$2,000

大久保貞義
$1,752.90

大迫政子
$1,500

尾島 巌
$1,500

Marc Wilk
$1,000

小野誠英
$1,000

楠原千秋
$1,000

董 克勇
$1,000‡

菅野卓雄
$1,000

髙橋 規
$1,000

Takeo Hoshi
$1,000

三浦宏一
$1,000

Geeta Mehta
$1,000

匿名
$1,000

━Supporting Member
($500-$999)

植村泰朋
$500

岸岡駿一郎
$500

行天豊雄
$500

佐藤 淳
$500

祖開 健
$500

武神淳之
$500

吉田洋一
$500

渡邊泰秀
$500

匿名
$500

━Friends
($250-$499)

宅間 董
$357

山田雅子
$300

匿名
$300

小野雅之、咲子
$250

林 啓一郎
$250

Erika White
$250

山田健一朗
$250

━$250 未満のご寄付

三道弘明
$200

匿名
$200

匿名
$200

Takeo Iwamoto
$100

浜田穣太郎
$100

匿名
$100

匿名
$100

匿名
$100

匿名
$100

━名前のみの方々
（五十音順）

浦田伸夫
大森京太
亀田寿夫
唐戸俊一郎
河本 雄
寺井眞美
Thong Nguyen
浜田宏一
藤崎哲之助
藤松忠夫
古谷 研
洪 政国
松下重悳
吉田 力

2015-16年度総計：3法人†、63人；$316,709.61‡

† State Street Bank Foundationからマッチング・ギフトをいただきました。     ‡ マッチング・ギフトを含めた総額

東大友の会の活動に対する温かい御支援と多額の寄付を賜りましたそのご厚志に深く感謝申し上げます。

皆様のお陰で米国、日本、及び世界での東京大学の将来の持続的発展、共同プロジェクトや意見交換に協

力すべく経済的支援や機会を提供することができます。

2015-2016会計年度寄付者芳名録
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