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10 年余り前に小宮山総長 ( 当時 ) の提唱

で 発足しました Friends of UTokyo, Inc.

（FUTI）は、 皆様のご支援のもと順調に発展

し、今では 20 名前後の夏期交換留学生に加え、 

伊藤財団のご支援のもと、10 名近い東大生を中長

期留学生として、アメリカに呼ぶ事が出来るように

なりました。

最近、日本の学生が内向きになっていると言う話をよく

聞きますが、我々のここ数年の活動で得た結論では必ずし

もそうではなく、是非アメリカに来て勉強したい、可能性を

追求したいと云う東大生は数多くいるということがわかり、

またアメリカの一流大学にも、東大で勉強したいと云う学生が

たくさんいるということもわかりまし

た。

FUTI サイトに掲載してある彼等のレポー

トの抜粋でご覧いただけますように、留学

先での彼等の新しい経験が、 将来への飛躍の

第一歩になっていると云う事が良く分かりま

す。小宮山先生が言われるように , 先の見えな

い激動期にある世界には、様々な国の個人同士

の直接の対話による交流が重要です。今年は , 

我々にとって 大変嬉しいニュースがあります。昨

年から FUTI の奨学金で勉学に励んでおられる二

人の学生が、アメリカの大学、大学院で優秀な成績を収め、それぞれ、大変栄

誉ある賞を受賞しました。詳しくは彼らの報告にありますが、このような

我々の奨学生達の国際社会での大きな活躍は、我々 FUTI 関係者一同を大い

に励ましてくれるものであります。

また今年も引き続き、コロンビア大とエール大が東大と教育研究交流する活動

にも助成金を出しています。 これも一重に、ご寄付を賜った皆様のご支援による

ものであり , 改めて厚く御礼申し上げます。 ニューヨークを初め世界各地に東

大卒業生の交流の場を提供する赤門会、銀杏会等のグループが結成されています

が、「東大友の会」は、この組織と協力しつつ 、一人でも多くの後輩が 将来、世界で

又日本でグローバルリーダーとなるよう若い人材の育成を目指し活動しているも

のであります。 今後とも、皆様の一層のご理解とご支援を御願い申し上げます。

理事長　山田雅章

東大友の会

FUTI 理事長からのご挨拶
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東大友の会10周年記念メッセージ：
　小宮山元東大総長

国際化、環境問題、AI などがさらに進む将来、東大友の会や奨学生に何

を期待するかグローバリゼーションとは国境が低くなることです

ね。何に対する国境でしょう。人、モノ、

金、情報、制度？これらすべてに国境

がなくなる状況は、世界単一国家の

実現です。しかし、それは見果てぬ

夢かもしれません。

人、モノ、金、情報、そして通

貨の国境をなくし、財政や

政策は個別という実験を

行っているのが EU で

す。そこでは、ギリシャ

の人々をドイツなど裕福な国家のお金で救う

ことに関する合意を得るのに苦労していま

す。単一国家の日本では、北海道に多額の交

付金が配られることに、東京の人は文句を

言いません。さらには、移民に反対する国

粋主義的な政党が跋扈する土壌が芽生

えつつあります。EU の実験は成功する

のか、不安に駆られます。米国の政治に

関する不安は、言うにや及ぶです。

こうした状況を反映して、グローバ

リゼーション、国民国家、民主主義

は共生できないという、いわゆるト

リレンマの議論が盛んです。それ

どころか、ノーベル経済学賞受賞

者達やハーバードビジネスス

クールなど、いわば自由主義経済

のチャンピオンたちが、資本主

義そのものに大いなる危機感を

表明しています。

り 。

最近、日本の学生が内向きになっていると言う話を

聞きますが、我々のここ数年の活動で得た結論では

もそうではなく、是非アメリカに来て勉強したい、可

追求したいと云う東大生は数多くいるということ

またアメリカの一流大学にも、東大で勉強したいと

たくさんいるということ

た。

FUTI サイトに掲載してあ

トの抜粋でご覧いただけま

先での彼等の新しい経験が

第一歩になっていると云

す。小宮山先生が言われる

い激動期にある世界には、

の直接の対話による交流が

我々にとって 大変嬉しい

年から FUTI の奨学金で勉

人の学生が、アメリカの大学、大学院で優秀な成績

誉ある賞を受賞しました。詳しくは彼らの報告にあ

我々の奨学生達の国際社会での大きな活躍は、我々

に励ましてくれるものであります。

FUTI 理事長
山田雅章

東京大学元総長
小宮山 宏
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東大友の会活動要約
2007-2017

世界は先の見えない激動期にあります。こうした状況

だからこそ個人同士の対話が重要です。私の人生を

豊かにしてくれたのも多様な人との対話です。世

界の情報交換に取り残されがちな日本。海外と

の対話の拠点としての東大友の会や、その支

援する奨学生たちに大いに期待しています。

小宮山宏

（株）三菱総合研究所理事長

東京大学元総長

東大友の会名誉理事

$423,000
Shintech社

寄付金合計： $1,227,000

$310,000
米国伊藤財団

$494,000
個人からの
寄付金

卒業生からの寄付： 450+

詳しくは、

friendsofutokyo.org

をご覧ください。



Camille Biscarrat

UCバークレー校、学部4年 • 工学物理、電気工学とコンピューター科学

UTRIP 合田 圭介教授研究室

Beatrice Ciabattoni

UCバークレー校、学部1年 • 環境設計、持続可能な環境設計

東大GSP、“Sustainable Urban Development”

Grace Kuffner

MIT、学部1年 • 生物学

UTSIP-Kashiwa

松本 真理愛

東京大学、学部２年 • 経済学

ハーバード大学でのサマースクール

グローバル・リーダーシップ・プログラムでは、東大卒業生と関係者、及びシンテック社のご寄付を財源として、東大生の
夏季米国留学と、米大生の夏季東大留学を奨学金で支援しています。

学事暦の影響で 2016 年度は東大生の夏季留学希望者が減り、FUTI 奨学金の応募者が減少しましたが、幸い今年度（2017
年度）は応募 23 名と持ち直した中から 8 名を選びました。持ち直した原因は GEfIL（Global Education for Innovation 
and Leadership）所属の学生から大量応募があったからです。

東大生の夏季留学を促進するプログラムは主に３種類ほどあります。1）東大国際交流課が支援しているプログラム、2）
IARU （The International Alliance of Research Universities） による GSP （Global Summer Program）、及び３）その他学
生が自主的に探してくるサマー・プログラム。

東大の本部国際交流課が奨学金を斡旋して東大生を夏季留学に送り出していますが ( 上記１)、金額的に不足するので、優
秀な学生には FUTI が補完しています。今年度に FUTI は UC バークレー校に 2 名、スタンフォード大学に 1 名 (GEfIL と
ダブルカウント ) を送りました。 さらに GSP 主催の UC バークレー校でのプログラム参加の東大生 1 名をサポートしま
した。上記３）の、自主的に学生が探して来るプログラムへの応募のほとんどは、GEfIL に属する学生からです。その名の通
り、国際社会に通用するリーダーを育成する東大の学部横断的なプログラムです。学部 2 年生の秋に全学部から 100 名を
選抜して、各学部の正規授業の他に土曜日を中心に英語による国際リーダーシップ授業と実習などを行います。3 年生と 4
年生の 2 回の夏季留学が必修で、企業の寄付を財源とした GEfIL 独自の奨学金を支給しますが不足するので、米国留学希
望者には FUTI への応募が推奨されています。今年度、FUTI はハーバード大学に 3 名、スタンフォード大学に 2 名を送り

FUTI 国際リーダシップ奨学金の報告

FUTI 国際リーダーシップ賞受賞者名簿
Surbhi Bharadwaj

イェール大学、学部1年 • 専攻未定

東大GSP、“Japan in Today's World”

Yasin Kaya

プリンストン大学、博士3年 • 電気工学

University-wide Student Exchange Program (USTEP)

Jensen Lo

プリンストン大学、学部3年 • 物理

UTSIP-Kashiwa

森川 敬太

東京大学、学部3年 • 医学部

スタンフォード大学・VIAでのVIA Medical Exchange & Discovery

Kayu (Anna) Cheung

東京大学、修士1年 • 経済学部、計量経済学

UC バークレー校でのサマーコース
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Zane Rossi

シカゴ大学、学部２年 • 物理、数学

UTRIP、物理、東京大学

Tra Nguyen

イェール大学、学部3年 • 経済学と数学

UTSIP-Kashiwa

坪田 大河

東京大学、学部２年 • 工学、土木工学

スタンフォード大学でのStanford Summer International Honors Program

Kotaro Tsutsumi

ノースウェスターン大学、学部3年 • 生化学/生物物理学、ヴァイオリン演奏、コンピューター科学（副専攻）

UTRIP 小澤 岳昌教授研究室

William Yarinsky

ライス大学、学部２年 • 校学部、機械工学

東京大学工学系研究科サマープログラム

Simon Oberhoffer

東京大学、修士２年 • IME Graduate Program（専門科目：機械工学）

UCバークレー校でのサマーコース

土屋 晴香

東京大学、学部1年 • 社会人文科学

UCバークレー校でのGSP、“Islam Phobia and Constructing Otherness”

山本 麻由

東京大学、学部3年 • 農学部、持続可能な国際開発農学

ハーバード大学でのサマースクール

島村 勇徳

東京大学、学部3年 • 精密工学科、工学部

ハーバード大学でのサマースクール

出しました。これらのプログラム参加者の合計は 8 名です。

一方、東大に夏季留学する米大生は引き続き活発です。理学系のインターンシップである UTRIP (University of Tokyo 
Research Internship Program) は、毎年数十名が FUTI 奨学金に応募してくれて嬉しい悲鳴です。FUTI が将来の社会貢献
が望める優秀な学生を選ぶのと、受け入れ先の理学系研究室が各研究テーマに最適な学生を選ぶのとで若干のズレが生じ
ますが、結果的に今年度は 3 名に奨学金を支給しました。

同様なインターンシップが柏キャンパスの大学院新領域創成科学研究科にもあり、UTSIP(University of Tokyo Summer 
Internship Program) と名付けています。UTSIP への世界からの応募は千名を越えるそうですが、米国からの応募は比較的
少なく、FUTI への応募から 3 名を選考しました。工学系も同様なインターンシップ（School of Engineering University of 
Tokyo）を 2016 年度から開始し、FUTI 奨学金への応募は今年度が初めてです。1 名の奨学生を選びました。 またそれ以外
のインターンシップ・プログラムで米大生 1 名を選び、更に Yale 大学と UC バークレー校から東大での GSP に参加する
留学生各１名を選び、合計 10 名の米大生を選びました。

今年度東大生 8 名の参加したサマー・プログラムは医学、経済、ビジネス、ファイナンス、政治学などと多岐にわたりまし
たが、理工系はありませんでした。 米国人留学生 10 名の参加プログラムの内訳は二人の学生が参加した GSP を除く全部
が理工系です。

夏季留学は学生にとって比較的リスクが小さい投資になります。1 学期以上の中長期の本格的留学という大きな投資をす
る前の瀬踏みの効果があります。その意味で FUTI としては、夏季留学を支援することで東大生の国際化促進に貢献した
いと願っています。
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米国伊藤財団―FUTI 奨学金プログラムの報告

2016 年度から始まったこの奨学金制度は、米国伊藤財団のご寄付を財源として、1 学期以上の中長期の米国留学

を希望する東大生と東大卒業生に奨学金を支給しています。学部・修士課程の学生の留学は、東大が支援し奨学

金を供与する留学制度と重複する場合が多いので、東大と調整してお互いに補完するようにしています。今年度

（2017 年度）は 2 名でした。一方、(1) 東大を卒業してすぐ米大学に留学する場合、(2) 過去に卒業して今年度留学

する場合、(3) 博士課程から留学する場合などは、東大の留学制度が適用されないため、FUTI の役割がより大き

な領域です（今年度 8 名）。

この奨学金に今年度は 29 名の応募があり、10 名の学生に奨学金を支給しました。2016 年度は 28 名から 9 名

でしたので、順当に見えます。但し 2016 年度の奨学生で今年度に 2 年目の支援を希望された学生が 4 名あり、

全員を採用しました。初年度の応募だけを見ると、今年度は 25 名から 6 名（女子 4 名）を選んだことになり、全員

が初年度応募だった 2016 年度と比べると減少しています。上記 (1) の応募数が減少しているからですが、その

理由は今後の推移から考察したいと思います。

今年度選抜した奨学生 10 名を学部・研究科別に見ると、一番多いのが工学系で 3 名（2 年目 2 名）、法学系から

中村優理子

東京大学、学部3年 • 法学部、公法

ハーバード大学 • Visiting Undergraduate Student、Sociology、Government, and Economics

米国伊藤財団―FUTI 奨学金受賞者名簿

浅羽　愛

東京大学 • 医学系研究科、国際保健学修士卒、2012

トゥレーン大学 • 博士課程、School of Public Health and Tropical Medicine, Global Community

Health and Behavioral Sciences

浅

東

ト

He

浅井 淳平

東京大学 • 土木工学修士卒、2015

UCバークレー校 • 修士課程、College of Environmental Design,

Department of Landscape Architecture

古澤 えり

東京大学 • 建築卒、2016

コロンビア大学 • 修士課程、Graduate School of Architecture, Planning and Preservation,

Urban Planning Program

後藤 美波

東京大学 • 美術史卒、2015

コロンビア大学 • 修士課程、Film/Creative Producing

中村優理子
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2 名（うち公共政策から 1 名）でした。 文学系からも 2 名（2 年目 1 名）でしたが、うち 1 名は東大の博士課程から

UCB に委託指導で留学中の Mark Twain 研究者です。2 年目の 1 名は東大で美術を学んだ後にコロンビア大学

で映画制作の修士課程に入り、既に大きな映画企画賞を受賞するなど大活躍しています。

東大教養学部に PEAK=Programs in English At Komaba という英語だけで卒業できる 4 年制プログラムがあ

り、外国学校の卒業生や帰国子女を受け入れています。PEAK からは帰国子女 1 名を選考しました。その他理学

系と医学系（保健）から各 1 名を選び、合計 10 名です。これらの奨学生は、次の大学で勉学中です。コロンビア大

学 (３名 ), ジョージア工科大学、ハーバード大学、ジョンスホプキンス大学、プリンストン大学、ツーレイン大学、 

UC バークレイ校 （２名）。

東大在籍者と卒業生の中からトップクラスの奨学生を選考することができていると感じています。既に着々と大

きな成果を上げている奨学生の活動報告を見ると、将来の飛躍と社会貢献を期待しないではいられません。

西川 尋哉

東京大学 • 物理卒、2016

ジョンズ・ホプキンズ大学 • 修士課程、Physics and Astronomy

岡本 一秀

東京大学 •  航空宇宙工学、修士卒、2014

ジョージア工科大学 •  博士課程、Aerospace Engineering

杉村 篤志

東京大学 • 博士課程、人文社会系研究科、欧米系文化研究専攻、英語英米文学専門分野

UCバークレー校 • Mark Twain Papers & Project (American Literature)

野村 実広

東京大学 • 学部4年、国際環境学プログラム

プリンストン大学 • 修士課程、Department of Civil and Environmental Engineering

Environmental Engineering and Water Resources Program

柴田 莉沙

東京大学 • 修士1年、公共政策大学院

コロンビア大学 • 修士課程、School of International and Public Affairs
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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。

2017 年 1 月、植村泰朋教授は、東大友の会、日本原子力研究開発機構お

よび米国 NSF の資金援助に基づき、日本で 5 日間のツアー・ワーク

ショップ・シンポジウムを開催しました。このイベントには、コロンビ

ア大の大学院生 13 名、その他の北米の大学の 6 人（ハーバード大学、オ

レゴン大学ユージーン、ライス大学、UCLA、マクマスター大学）、IOP

北京大学の 2 名、浙江大学の 1 名、さらに東京大学大学院生約 10 名、

理研からインドネシア出身の 4 名が参加しました。

最初のイベントとして、1 月 13 日に茨城県東海村にある日本最大の加

速器施設である JPARC の実験施設を訪問、中性子散乱、ミューオンス

ピン緩和、JPARC の素粒子物理学の施設を見学し、ほとんどの大学院

生が参加しました。さらに 1 月 14 日から 16 日にかけて、東海村では

3 日間にわたり強相関電子物理とスピン・トロニクスに関するワークショップが開催され、約 60 人の科学者と上記の 

外国と日本の 40 人の大学院生が参加しました。これらのイベントの後には、日米中の著名な講師が講演したモット転

移シンポジウムが東京大学で開催され ,  参加した約 30 名の大学院生は各自が行った研究のポスターを発表しました。

植村教授は コロンビア・グループと東大生を伴い、ミュオン実験のためにバンクーバーの TRIUMF とチューリッヒ

の Paul Scherrer Institute を数年前から毎年夏期に利用していますが、それに参加した４名の東大大学院生は 2017 年

1 月のイベントで、当時研究を共にした北米の学生と再会しました。またその他の東大と理研の大学院生も、 外国の同

世代の学生や最先端の研究者と交流する貴重な機会を得ました。

2012 年度以降、東大友の会は毎年コロンビア大学と東

た。例えば、最新の同時放送・ビデオを使用した講義シ

それに続く国際ワークショップや学生ツアー、並びに

な活動が行われました。

2017 年 1 月、植村泰朋教授は、東大友の会、日本原子力

よび米国 NSF の資金援助に基づき、日本で 5 日間のツ

ショップ・シンポジウムを開催しました。このイベン

ア大の大学院生 13 名、その他の北米の大学の 6 人（ハ

レゴン大学ユージーン、ライス大学、UCLA、マクマス

北京大学の 2 名、浙江大学の 1 名、さらに東京大学大学

理研からインドネシア出身の 4 名が参加しました。

最初 イベ トとして 1 月 13 日に茨城県東海村にあ

ピン緩和、JPARC の素粒子物理学の施設を見学し、ほ

生が参加しました。さらに 1 月 14 日から 16 日にかけ

3 日間にわたり強相関電子物理とスピン・トロニクス

外国と日本の 40 人の大学院生が参加しました。これら

移シンポジウムが東京大学で開催され ,  参加した約 3

植村教授は コロンビア・グループと東大生を伴い、ミ

の Paul Scherrer Institute を数年前から毎年夏期に利

1 月のイベントで、当時研究を共にした北米の学生と再

世代の学生や最先端の研究者と交流する貴重な機会を得ました。

最初のイベントとして、1 月 13 日に茨城県東海村にあ

速器施設である JPARC の実験施設を訪問、中性子散乱

ピン緩和 JPARC の素粒子物理学の施設を見学し ほ

東大友の会による研究支援の報告

I. 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）

II. 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 )

教育を支援してきまし

r Physics (F-CMP)”と、

よる共同研究など様々

の

転

た。

ヒ

年

同

東大間の凝縮物質物理学での共同研究と教

シリーズ “Frontiers of Condensed Matter

F-CMP コースを受けた大学院生数名に

力研究開発機構お

ツアー・ワーク

トには、コロンビ

ハーバード大学、オ

ター大学）、IOP

学院生約 10 名、

ある日本最大 加

とんどの大学院

けて、東海村では

スに関するワークショップが開催され、約 60 人の科学者と上記

らのイベントの後には、日米中の著名な講師が講演したモット転

30 名の大学院生は各自が行った研究のポスターを発表しました

ュオン実験のためにバンクーバーの TRIUMF とチューリッヒ

利用していますが、それに参加した４名の東大大学院生は 2017

再会しました。またその他の東大と理研の大学院生も、 外国の同

ある日本最大の加

乱、ミューオンス

とんどの大学院

東京大学でのモット・シンポジウム
（2017年1月）

7

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 ) を昨

年度から開始しましたが、今年も支援を継続しました。2017 年 5 月にはイェール大学政治学部の Nilekani インド・南ア

ジア学講座教授であるとともに、政治学部長を務められておられる Steven Wilkinson 教授が「War and Political Change」

というテーマの講演を東大でされ、また同７月には脳神経科学、心理学、精神医学を専門としているイェール大学医学部の

Dorys McConnell Duberg 講座教授である Daeyeol Lee 博士が「Reward and Uncertainty in the Prefrontal Cortex」とい

うテーマの講演をされました。

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います。
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2016-2017会計年度の募金結果

2016/17 年度（2016 年 7 月１日から 2017 年 6 月 30 日まで）の寄付キャンペーンは、年間寄付総額が約 19 万 9 千ドルで

した。2015/2016 年度から始まった米国伊藤財団からのご寄付を、 諸事情を考慮して、2015/2016 年度には 20 万ドル、

2016/2017 年度には 11 万ドル頂きました。それらを含めて総額は 2015/16 年度は約 31 万 6 千ドル、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

となりました。

米国伊藤財団からのグラントが、収入の一番大きな柱になります。このグラントは、米国に 1 学期以上の中長期に留学する

東大の現学生と卒業生を支援する奨学金「米国伊藤財団−FUTI 奨学金」に使用されます。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 を今年も

受領しました。シンテック社には長年にわたり継続的な寄付をいただいています。

個人寄付者 (general public) の数は、2014/15 年度が 54 名、2015/16 年度が 68 名、今年度は 65 名と、同水準でした。一方

で、総額では前年度の 8 万ドルより少ない 5 万 4 千ドルに留まりました。今年は個人の大口寄付者が出現しなかったこと

が、前年に及ばなかった原因です。

米国伊藤財団、シンテック社には、FUTI のミッションに対する寛大なご支援をいただき、心から感謝いたします。今後も引

き続き、米国伊藤財団からグラントを受け取りまた現在レベルの活動を続ける条件として、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。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。

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

個人からの寄付金

米国伊藤財団からのグラント

Shintech 社からのトラスト分配



貸借対照表（単位：USドル）

活動計算書（単位：USドル）

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
2017年度末正味財産合計

199,260
241
142

199,643

(43,403)

271,241
227,838

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

224,457

18,589

243,046

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

 393,165 

-

393,165

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

165,328

0

165,328

 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

158,153
19,800
49,885

227,838

393,166
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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頂き、東大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。   

講演テーマ 講師 日時 共催・後援

ノーベル賞、その後、

最近思うこと

19 世紀後半に展開した

バイオリンの演奏表現の革新 

睡眠・睡眠薬

大隅良典博士（2017 ノーベル生理学・

医学賞受賞者、 東京工業大学栄誉教授）

レイ・イワズミ博士

（ジュリアード音楽院教授）

松木則夫研教授（東大理事、副学長、東大

政策ビジョン研究センター特任教授、

Director of FUTI）

2017 年 4 月 21 日

2017 年 5 月 11 日

2017 年 10 月 2 日

• ニューヨーク銀杏会

• さつき会アメリカ

• ニューヨーク銀杏会

• さつき会アメリカ

• ニューヨーク銀杏会

• さつき会アメリカ

大隅博士及びイワズミ氏の講演については、ニューズレター 17 号を、

松木教授の講演についてはニューズレター 18 号を参照ください。

ニューズレター１７号 ニューズレター１８号
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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

大迫政子

Executive Director of the 

International Longevity Center (ILC) 

Global Alliance, 

さつき会アメリカ幹事

尾島　巌

University Distinguished Professor, 

Stony Brook University ‒ State 

University of New York

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

2017年10月1日に行われた

理事会・諮問委員会合同年次総会

S

委

松

J

元

C

委

大

E

I

G

さ

尾

U

S

U

小

プ

元

桜

L

ア

山

プ

栄

20

理

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

理事

桜井信子

Lotus Circle Asia Foundation、

アドバイザー

理事

浜田宏一

イェール大学名誉教授、

東京大学名誉教授

理事

松木則夫

東京大学理事･副学長

理事

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

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

委員長

小林久志

FUTI理事長、プリンストン大学

名誉教授、元工学部長

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）

President, Asia Initiatives

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）

ハーバード・ロー・スクール　講師

Vice Chairman, New York Ichokai

河本　雄

内閣官房日本経済再生総合事務局

参事官

諮問委員（エクスオフィシオ）

唐崎建二

サンフランシスコ赤門会、会長

ローレンスバークレー国立研究所、研究員

鈴木由利子 

さつき会アメリカ、代表幹事

Principal, Y SUZUKI CONSULTING 

LLC

FUTI 組織表



2016-2017会計年度寄付者芳名録

* ５百万ドルの信託基金からの今年度配当分
† SMBC Global Foundation, Inc.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

2016-17会計年度総計：3法人†、65人；$198,659.63‡
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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。

法人

Benefactor
($25,000 以上)

米国伊藤財団
$110,000

Shintech 社
$35,212.63*

個人

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

小林久志、正江
$5,000

松下 重悳、スミヱ
$5,000

山田 雅章
$5,000

桑間 雄一郎、千佳
$3,000

桜井 本篤、信子
$3,000

岡本 康夫
$2,500

尾島 巌
$2,500

大迫 政子
$2,000

小宮山 宏
$2,000

武神 淳之
$1,100

青木 昭明
$1,000

江崎 玲於奈
$1,000

小野 誠英
$1,000

楠原 千秋
$1,000

杉山 健一
$1,000

星 岳雄
$1,000

山崎 舜平
$1,000

Krishen & Geeta Mehta
$1,000

匿名
$1,000

Supporting Member
($500-$999)

浅見 徹
$800

行天 豊雄
$500

佐藤 淳
$500

祖開 健、亜希子‡
$500

三浦 宏一
$500

吉田 洋一
$500

渡邊 泰秀
$500

Friends
($250-$499)

Nhut Nguyen
$300

山田 雅子
$300

匿名
$300

林 啓一郎
$250

Erika White
$250

山田健一朗
$250

吉田 力
$250

$250 未満のご寄付

宅間 董
$177

匿名
$200

匿名
$150

洪 政国
$100

さつき会アメリカ
$100

匿名
$100

匿名
$100

匿名
$50

名前のみの方々
（五十音順）

雨宮 愛知
新井 聡
李 徳洋
植村 泰朋
小野 雅之、咲子
Yasushi Ono
亀田 寿夫
川島義之
岸岡 駿一郎
河本 雄
三道 弘明
浜田 宏一
Jotaro Hamada
原田 英治
藤崎 哲之助
藤松 忠夫
松本 拓
村野 和雄
森 繁


