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$1,837,000
寄付金合計

卒業生
からの
寄付

575+

寄附実績
奨学金、グラント

実績

皆様に 2019 年の年次報告書を謹んでお届け致します。

東大友の会 （FUTI） は 2007 年の設立以来、 桝田、 小林　両理事長のリーダーシッ

プの下、 FUTI 夏季奨学金 （国際リーダーシップ賞） を通じて、 米国と日本の優秀

な学生に素晴らしい留学の機会を提供して参りました。  2015 年、 山田教授が FUTI

理事長に就任した後、 2016 年度から開始した米国伊藤財団の寄付の恩恵を受け

FUTI の活動範囲は中長期的な海外留学プログラムへと大幅に拡大致しました。 これ

らの奨学金は、 科学、 技術、 芸術および人文科学の分野で次世代のグローバルリ

ーダーとなる可能性を持つ優秀な東大生および米国大学生の初期のキャリア推進に

とても重要な機会を与えており、 確実に成果を挙げております。 この度、 大貢献された山田教授を引き継ぎ、 第４代目の

FUTI 理事長に就任致しました。 桑間副副理事長、 FUTI 理事会、 諮問委員会のメンバーと共に、 FUTI の使命を引き続き

推進する所存です。 さらに、 東大ニューヨークオフィス とお互いの活動に相乗的な効果をもたらす様な協力関係を構築して

行きたいと思っております。 明日のグローバルリーダーを育成という FUTI の趣旨にご賛同していただいた皆様に心からお礼

を申し上げるとともに、 今後共より一層の御支援をお願い申し上げます。

理事長　尾島　巌　

東大友の会
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FUTI 理事長からのご挨拶

米国伊藤財団－FUTI
奨学金

40

大学へのグラント

21

FUTI 国際リーダーシップ
奨学金

165+

東大友の会活動要約 2007-2019

Shintech社

米国伊藤財団

個人からの
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$726,400

$617,000
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東大卒業生と関係企業からのご寄付を財源として、 東大と米国の大学の相互間の夏季留学を奨学金として支援しています。

2019 年度には 21 名の東大生の応募があり、 8 名を採択し奨学金を支給しました。

東大の留学支援制度が近年非常に充実して来ました。 留学決定以前に外国の夏季講習や宿舎を自分で探す必要もなく、

外国の大学とやりとりすることもなく、 東大の提供する 「定食的な制度」 に応募し実質的に学内選考をパスするだけで奨学

金付の留学が決まる制度が、年々拡充しています。 しかしながらこの奨学金は必要経費全額をカバーするには至らないので、

FUTI が優秀者と認定した学生に必要な支援の補助を行っています。

現在も GEfIL (Global Education for Innovation and Leadership) からの応募がとても活発です。 　GEfIL は 3 年生と 4 年生の 2

回の夏季留学が必修です。 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、 授業料も生活費も高価な米国で

はそれだけではとても必要額に満たない事もあり、 米国留学希望者には GEfIL が FUTI への応募を推奨しています。 今年度

に FUTI は Harvard、 UC Davies、 Michigan 大に夏季留学する 3 名を支援しました。

東大医学部では６年制の最終年度の４月～５月に、 数週間の病院実習を必修としています。 中には東大 IRCN 研

（International Research Center for Neurointelligence） 仲介で Harvard の大学病院での実習を希望している応募者から FUTI

奨学金を希望する学生が 2018 年以降出現しています。 2019 年度は 2 名を支援しました。

米大生の東大への夏季留学希望は活況を呈しており、 旺盛

な奨学金需要があります。 2019 年度は FUTI 奨学金に 50 名

の応募があり、 9 名を採択しました。

 

理工系の実習 (=Internship) には、 UTRIP （理学系）、 UTSIP

（柏の新領域創成科学）、 ESEP （工学系） があります。 そ

れぞれ米国を始めとして世界の大学の優秀な学部生に夏季実

習の機会を作り、 将来東大の修士課程に応募してくれること

を期待しています。 生活費を含めた滞在全費用を東大側が

用意していますが、 FUTI は優秀者に全費用、 または宿舎費

以外の全費用を支給して、 学生と東大を支援しています。

 

上記の一環として、 UC カリフォルニア大の各校は、 日本を

含む全世界への留学制度 UCEAPUC Education Abroad Program の拡充を図っており、 夏季留学も主要対象になっています。 

2019 年度には理工系実習に 5 名の FUTI 応募があり、 2 名を採択しました。 更に東大 IRCN 研の仲介で、 Harvard の生命

科学の学部生のうち 2 名を FUTI として支援しました。 

米大生の東大夏季留学は、 特定の研究室での実習が多いのですが、 これまでの実績から研究室の学生 ・ 職員と米大生と

の異文化交流が起こる事により東大の国際化に貢献できている実感があります。 東大生の米国夏季留学では、 短期間にも

拘わらず留学前には予想しなかったような視野の拡大と刺激があって、 見違えるように成長して帰国する過程を、 留学報告

書などから読み取ることができます。 FUTI の奨学金事業の目的である 「東大の国際化への貢献」 が出来ていることを実感

しています。

FUTI 国際リーダーシップ奨学金の報告

FUTI 国際リーダーシップ賞受賞者、

ニコール・リー（左から2番目）とESEP参加者
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FUTI国際リーダーシップ賞受賞者名簿、2019

注 ： 所属、 専攻及び学年は申請書類に記入された情報

ジィヨン・リー
Jiyeon Lee

東京大学
修士２年

総合文化研究科
国際社会科学専攻

UCバークレー校
サマーコース

スウェン・ニコール・リー
Suwen Nicole Lee

UCバークレー校
学部２年
生物工学

東京大学
UCEAP

Summer Engineering Lab Research

カール・マッシュ・リン
Karl Matthew Lin

ミドルベリー・カレッジ
学部３年

分子生物学・生物化学

東京大学
UTSIP-Kashiwa

アイヴィー・リー 
Ivee Lee

UCアーヴァイン校
学部２年

薬学系研究科

東京大学
UCEAP

Summer Engineering Lab Research

中野 和磨
Kazuma Nakano

東京大学
学部２年

文科Ⅲ類（PEAK)

ハーバード大学
ビジネス分野

データマイニング・プログラム

アレックス・リウ
Alex Liu

MIT
学部１年

化学

東京大学
山内研究室

インターンシップ

タオ・ディン
Thao Dinh

MIT
学部２年

物理

東京大学
UTSIP-Kashiwa

マミ・ホリカワ
Mami Horikawa

南カリフォルニア大学
学部３年

化学

東京大学
UTRIP

亀井 郁夫
Ikuo Kamei

東京大学
学部４年

情報理工学系研究科

UCバークレー校
サマーコース
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高橋 優輔
Yusuke Takahashi

東京大学
医学5年

ハーバード大学
Medical Research Program for Medicine

ジェニファー・ワン
Jennifer Wang

ハーバード大学
学部１年

東京大学
International Research Center
for Neurointelligence (IRCN)

園田 優貴
Yuki Sonoda

東京大学
医学５年

John Hopkins University
Clinical Clerkship

大門 かおり
Kaori Okado

東京大学
学部２年

総合文化研究科

UCデーヴィス校
サマースクール

吉田 航
Wataru Yoshida

東京大学
修士２年

総合文化研究科 国際社会科学

ミシガン大学
ICPSRプログラム

バネッサ・ローザー
Vanessa Roser

ハーバード大学
学部２年
神経科学

東京大学
International Research Center
for Neurointelligence (IRCN)

佐藤 理帆
Riho Sato

東京大学
学部２年

総合文化研究科Ⅰ類

ハーバード大学
サマースクール

マクスウェル・シガール
Maxwell Sigal

ノースウェスターン大学
学部３年

化学、生物学、総合理科

東京大学
UTRIP

QRコードをスキャンして
FUTI奨学金受賞者の
名簿とレポートを読む

friendsofutokyo.org/meibo



I. 凝縮物質物理の最前線 （C-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

FUTI の支援を受けて、 2012 年度以降、 植村教授 （コロンビア大学物理学部） は、 東京大学の研究者と協力して 「凝縮

物質物理学のフロンティア」 （FCMP） に関する国際的な共同研究および教育プログラムを継続してきました。 このプログラム

には (1） 二年ごとの外国の加速器施設での国際ワークショップ、 （2） コロンビア大学で行われる 「FCMP」 大学院講義コー

ス （東京大学を含む複数の研究機関へのビデオ / サイマルキャスト放送を含む）、 および （3） 東京大学およびコロンビア大

学間での固体物理学の最前線のトピックスの研究が含まれます。

（1） では、 2018 年 6 月に Frascati （イタリア） で FCMP ワークショップを開催し、 さらに 2020 年 6 月にもこれに続く会議を

同都市で開催予定です。 これらの会議では、 １００人ほどの一流の研究者および、 ２０人ほどの大学院生が参加します。

（2） に関しては、 FCMP 講義コースが 2018 年と 2019 年秋学期に行われ、 それぞれ 30〜35 人のコロンビア大学の大学院

生および東京大学と理研の講師が参加しました。

(3) の共同研究プログラムでは、 東京大学柏キャンパスの芝内孝禎教授と共同で複数回にわたり異なった所在地の研究施設
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米国伊藤財団ーFUTI奨学金受賞者名簿、2019-2020

シンシン・チュ
Xinxin Qiu

東京大学
学部３年

現代文芸論研究

ワシントン大学
English and Creative Writing

佐々木 智也
Tomoya Sasaki

MIT
博士課程１年

政治学科

MIT
政治学科

上林 勇太
Yuta Kambayashi

東京大学
学部３年

総合文化研究科

イリノイ大学
Urbana-Champaign校

佐藤 綾野
Ayano Sato

東京大学
2012卒

国際関係、国際社会科学

コロンビア大学
Teachers College

アーツアドミニストレーション

助野 裕紀
Hiroki Sukeno

東京大学
博士課程２年

物理

ニューヨーク州立大学
ストーニーブルック校物理・天文学

山越 貴耀
Takateru Yamakoshi

東京大学
学部１年
理科Ⅲ類

プリンストン大学

本多 正俊志
Masatoshi Honda

東京大学
2012卒

材料工学

コロンビア大学
Fu Foundation School of Engineering

and Applied Science

岩渕 和祥
Kazuaki Iwabuchi

コロンビア大学
博士課程１年

Teachers College
Department of International
and Transcultural Studies

コロンビア大学
Teachers College

Department of International
and Transcultural Studies

江島 舟星
Shusei Eshima

ハーバード大学
博士課程１年

政治学科

ハーバード大学
政治学科

を利用した実験研究を企画し、 東大大学院生 3 名、 コロンビアの大学院生 2 名、 学部生 1 名、 カナダのマクマスター大大

学院生 1 名が参加しました。 植村教授の率いるチームでは、 新しい超伝導体 Fe(Se,S) の高品質な単結晶を東大で合成した

後、 バンクーバーのカナダ国立加速器研究所 TRIUMF でミューオンスピン緩和法 (MuSR) を用いる共同研究をしています。 

FUTI からの支援を旅費に充当することによ

り、 日本、 カナダ、 イタリアでチームワーク

を継続できました。 この活動を通じて、 東大

大学院生二人は 2020 年 4 月までに博士課

程を修了し、 卒業後 NEC と NTT の研究所に

就職予定です。

また、 これらの研究活動を通して、 Fe(Se,S)

の新しい超伝導合対状態を発見できたので、

まもなく主要な リサーチ ・ ジャーナル （メディ

ア） に掲載される予定です。 このように、 

FUTI 支援のお陰で FCMP プログラムは、 東

大とコロンビア大大学院生に対して、 ユニー

クで貴重な国際協力経験を提供することが出

来ました。

II. イェール大学―東大 ・ 研究交流プログラム

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 ) を一昨年

度から開始しましたが、 今年度 （2018-19 年） も支援を継続しました。 昨年から各講師に 2 回の講演をお願いしています。

第 13 回の山川記念講演会は 2018 年 12 月にイェール大学政

治学部の国際政治の第一人者である、 Alexandre Debbs 教

授をお招きして、 駒場と本郷のキャンパスで行われました。

駒場では 「The Strategic Tensions of the July Crisis」 と題し、

第一次世界大戦の起源に関し、 従来の説明の陥穽を埋める

数理モデルを発表され、 国際関係の教員、 客員研究者、 若

手研究者、 院生と活発な議論がなされました。 翌日、 本郷

キャンパスでは近共著 Nuclear Politics: The Strategic Causes 

of Proliferation (Cambridge University Press, 2017) に沿って

「The Strategic Causes of Nuclear Proliferation: Northeast 

Asia in Comparative Perspective」 という、 北東アジアでの核

拡散に関する講演をなさいした。 学内研究者のみならず、 多

くの実務家や学外関係者も出席され、 活発な議論がなされました。

第 15 回の山川記念講演会は 2019 年 5 月にイェール大学政治学部の政治行動 ・ 意識の新進気鋭の研究者で特に実験的調

査の第一人者である、 イェール大学政治学部から Alexander Coppock 先生をお招きして、 駒場と本郷のキャンパスで行わ

れました。 駒場では 「The Persuasion in Parallel」 と題し、 人々が新たな情報を与えられた時に、 その政治的意見を変える

かを実験的に調査して、 被験者の党派性にかかわ

らず同じ方向の意見を変えるとの結果を発表されまし

た。 翌日の本郷キャンパスでの 「When to Worry 

About Sensitivity Bias: Theory and Evidence from 30 

Years of List Experiments」 と題する研究会では、

正直答えるのが憚られる微妙な項目について調査す

る場合に、 どのような方法で調査の正確性が確保さ

れるべきかについての知見を披露された。 いずれの

研究会も学内外の専門家、 研究者、 院生などが参

加され、 活発な議論が展開されました。

この講義シリーズは、 両大学間の既存の研究協力

を強化するとともに、 新しい研究関係を開拓すること

を目的としています。 今年度から講演会は本郷、 駒場キャンパス各一回の計 2 回の開催となり、 そのうちの一つは、 研究

者向けのイェール大学での最先端の研究動向の議論、 もう一つはより広い若手研究者や学生、 一般聴衆を対象に講演者

の専門分野の最近の研究成果を紹介する場となっています。 なお、第14回の山川レクチャーは東大法学部の主催で催され、

東大友の会からの支援はありませんでした。

注 ： 所属、 専攻及び学年は申請書類に記入された情報
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米国伊藤財団-FUTI 奨学金プログラムの報告

（株） セブン＆アイ ・ ホールディングス名誉会長の伊藤雅俊氏が理事長の米国伊藤財団からのご寄付を財源に、 日本社会

に将来貢献できる学生の 1 学期以上の中長期留学を奨学金で支援しています。 2016 年発足以来の実績では、 東大生が対

象ですが、 国内他大学の学部卒業後に東大大学院に進学した学生も多く、 また東大への外国人留学生が米国に留学する

場合や、 東大に留学する米大生も少数名含まれています。

2019 年度には、 前年度からの継続希望 3 名と博士課程追加 1 名を含め 26 名の応募があり、 前年度からの継続 3 名を含
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を利用した実験研究を企画し、 東大大学院生 3 名、 コロンビアの大学院生 2 名、 学部生 1 名、 カナダのマクマスター大大

学院生 1 名が参加しました。 植村教授の率いるチームでは、 新しい超伝導体 Fe(Se,S) の高品質な単結晶を東大で合成した

後、 バンクーバーのカナダ国立加速器研究所 TRIUMF でミューオンスピン緩和法 (MuSR) を用いる共同研究をしています。 

FUTI からの支援を旅費に充当することによ

り、 日本、 カナダ、 イタリアでチームワーク

を継続できました。 この活動を通じて、 東大

大学院生二人は 2020 年 4 月までに博士課

程を修了し、 卒業後 NEC と NTT の研究所に

就職予定です。

また、 これらの研究活動を通して、 Fe(Se,S)

の新しい超伝導合対状態を発見できたので、

まもなく主要な リサーチ ・ ジャーナル （メディ

ア） に掲載される予定です。 このように、 

FUTI 支援のお陰で FCMP プログラムは、 東

大とコロンビア大大学院生に対して、 ユニー

クで貴重な国際協力経験を提供することが出

来ました。

II. イェール大学―東大 ・ 研究交流プログラム

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 ) を一昨年

度から開始しましたが、 今年度 （2018-19 年） も支援を継続しました。 昨年から各講師に 2 回の講演をお願いしています。

第 13 回の山川記念講演会は 2018 年 12 月にイェール大学政

治学部の国際政治の第一人者である、 Alexandre Debbs 教

授をお招きして、 駒場と本郷のキャンパスで行われました。

駒場では 「The Strategic Tensions of the July Crisis」 と題し、

第一次世界大戦の起源に関し、 従来の説明の陥穽を埋める

数理モデルを発表され、 国際関係の教員、 客員研究者、 若

手研究者、 院生と活発な議論がなされました。 翌日、 本郷

キャンパスでは近共著 Nuclear Politics: The Strategic Causes 

of Proliferation (Cambridge University Press, 2017) に沿って

「The Strategic Causes of Nuclear Proliferation: Northeast 

Asia in Comparative Perspective」 という、 北東アジアでの核

拡散に関する講演をなさいした。 学内研究者のみならず、 多

くの実務家や学外関係者も出席され、 活発な議論がなされました。

第 15 回の山川記念講演会は 2019 年 5 月にイェール大学政治学部の政治行動 ・ 意識の新進気鋭の研究者で特に実験的調

査の第一人者である、 イェール大学政治学部から Alexander Coppock 先生をお招きして、 駒場と本郷のキャンパスで行わ

れました。 駒場では 「The Persuasion in Parallel」 と題し、 人々が新たな情報を与えられた時に、 その政治的意見を変える

かを実験的に調査して、 被験者の党派性にかかわ

らず同じ方向の意見を変えるとの結果を発表されまし

た。 翌日の本郷キャンパスでの 「When to Worry 

About Sensitivity Bias: Theory and Evidence from 30 

Years of List Experiments」 と題する研究会では、

正直答えるのが憚られる微妙な項目について調査す

る場合に、 どのような方法で調査の正確性が確保さ

れるべきかについての知見を披露された。 いずれの

研究会も学内外の専門家、 研究者、 院生などが参

加され、 活発な議論が展開されました。

この講義シリーズは、 両大学間の既存の研究協力

を強化するとともに、 新しい研究関係を開拓すること

を目的としています。 今年度から講演会は本郷、 駒場キャンパス各一回の計 2 回の開催となり、 そのうちの一つは、 研究

者向けのイェール大学での最先端の研究動向の議論、 もう一つはより広い若手研究者や学生、 一般聴衆を対象に講演者

の専門分野の最近の研究成果を紹介する場となっています。 なお、第14回の山川レクチャーは東大法学部の主催で催され、

東大友の会からの支援はありませんでした。



I. 凝縮物質物理の最前線 （C-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

FUTI の支援を受けて、 2012 年度以降、 植村教授 （コロンビア大学物理学部） は、 東京大学の研究者と協力して 「凝縮

物質物理学のフロンティア」 （FCMP） に関する国際的な共同研究および教育プログラムを継続してきました。 このプログラム

には (1） 二年ごとの外国の加速器施設での国際ワークショップ、 （2） コロンビア大学で行われる 「FCMP」 大学院講義コー

ス （東京大学を含む複数の研究機関へのビデオ / サイマルキャスト放送を含む）、 および （3） 東京大学およびコロンビア大

学間での固体物理学の最前線のトピックスの研究が含まれます。

（1） では、 2018 年 6 月に Frascati （イタリア） で FCMP ワークショップを開催し、 さらに 2020 年 6 月にもこれに続く会議を

同都市で開催予定です。 これらの会議では、 １００人ほどの一流の研究者および、 ２０人ほどの大学院生が参加します。

（2） に関しては、 FCMP 講義コースが 2018 年と 2019 年秋学期に行われ、 それぞれ 30〜35 人のコロンビア大学の大学院

生および東京大学と理研の講師が参加しました。

(3) の共同研究プログラムでは、 東京大学柏キャンパスの芝内孝禎教授と共同で複数回にわたり異なった所在地の研究施設
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に一度、 アメリカでの Association の総会を New York 本部にて開催、 さらに 2) FAA Facebook Page (Alumni および関係者

のみの Closed Group) および Mailing List 開設を予定しています。 アラムナイによる新規スカラシップ受賞者を対象とするメン

タープログラムも提案されています。 FUTI Alumni Association の立ち上げパーティは 2019 年 9 月 28 日に開催され、 米国

居住の FUTI アラムナイが 14 人出席して、 東大友の会の理事及び諮問委員会とも会談しました。
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を目的としています。 今年度から講演会は本郷、 駒場キャンパス各一回の計 2 回の開催となり、 そのうちの一つは、 研究

者向けのイェール大学での最先端の研究動向の議論、 もう一つはより広い若手研究者や学生、 一般聴衆を対象に講演者

の専門分野の最近の研究成果を紹介する場となっています。 なお、第14回の山川レクチャーは東大法学部の主催で催され、

東大友の会からの支援はありませんでした。

Alexander Coppock教授
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2018-2019会計年度の募金結果

2018/19 年度 （2018 年 7 月１日から 2019 年 6 月 30 日まで） は、 総額約 29 万 6 千ドルのご寄付を頂きました。 ちなみに

過去の寄付総額は、 2012/13 年度から 2017/18 年度まで、 約 13 万 1 千ドル、 11 万ドル、 11 万 6 千ドル、 31 万 6 千ドル、

19 万 9 千ドル、 31 万 3 千ドルと推移しました。 2015/16 年度から寄付総額が急増したのは、 同年度から開始された米国伊

藤財団からの毎年 20 万ドルを上限とする御寄付によります。

 

収入の一番大きな柱は米国伊藤財団からのご寄付です。 これは、 米国に 中長期 （一学期以上） 留学する東大の現学生

および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。 この御寄付は 2015/16 年度に 20 万ドル、

2016/2017 年度に 11 万ドル、 2017/18 年度に 21 万 6 千ドル、 2018/19 年度に 20 万ドルを頂きました。 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。 これは主に夏季の短期留学の支援に使われ、 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 3 万 5 千ドル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、 毎年 55-70 人で推移してきており、 2018/19 年度は 57 名でした。 1 万ドルを超える

ような大口個人寄付者は今年も出現しませんでした。 個人寄付総額は約 6 万１千ドルと、 昨年とほぼ同額で、 個人寄付の

重要性をご理解くださった何人かの寄付者が、 寄付額を大幅に増やしてくださったことが寄付総額を支えている状況です。 こ

れからは、 新たなサポーターの開拓が急務になっております。

 

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。 また、 今

後も引き続き、 米国伊藤財団からグラントを受け取りかつ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重要となっております。 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、 各種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が発展

する様、 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。 受賞者の中には留学の成果として、 立派な賞を

獲得される方々も出てきております。 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。

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

2011 201420132012 2015 2016 2017 2018 2019

東大友の会への寄付：2011-2019（単位：USドル）
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2018-2019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）

215,900
5,841

0

221,741

208,956
-

49,885
258,841

480,582

452,977
27,570

35

-

480,582

295,873
-

233

296,106

11,119

247,722
258,841

259,900

25,087

284,987

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

スニークプレビュー
短編映画 「ブレイカーズ」

次世代タキサンとその腫瘍特異的
投与法に基づく効果的な癌化学
療法の探求

次世代がん治療法の開発 ：
タンパク質デザインの役割

講師

後藤美波氏
（フィルム ・ ディレクター）

尾島　巌 教授
University Distinguished Professor,
Stony Brook University -  State University 
of New York

小出昌平教授
New York University School of 
Medicine, Perlmutter Cancer Center

共催・後援

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

日時

2019 年 2 月 27 日

2019 年 3 月 15 日

2018 年 11 月 16 日

負債
 流動負債
  グラント（研究助成金、奨学金）未払い分
  未払費用

    固定負債
 
  負債合計

 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

資産
 流動資産
  当座預金、普通預金
  未収寄付金
  未収利息

 固定資産
  パソコン（未償却分）

  資産合計

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

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
2019年度末正味財産合計



法人
Benefactor
（$15,000 以上）

米国伊藤財団
$200,000
Shintech 社
$35,997*

個人

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

尾島 巌
$5,000
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

大迫 政子
$2,000
小宮山 宏
$2,000
杉山 健一
$2,000
武神 淳之
$1,500
Geeta Mehta
$1,500
小沼 和彦
$1,000
楠原 千秋
$1,000
董 克勇
$1,000
小出 昌平、明子
$1,000
小林 久志
　　小林昭七記念寄付
$1,000
浜田 宏一、Carolyn Beaudin
　　ニッポンクラブ女性コーラス
　　記念寄付
$1,000
三浦 宏一
$1,000

山崎 舜平
$1,000
若生 信弥
$1,000
渡邊 泰秀
$1,000

Supporting Member
($500-$999)

浅見 徹
$800
さつき会アメリカ
$587
匿名
$500
匿名
$500
吉田 洋一
$500

Friends
($250-$499)

河本 雄
$400

2018-2019会計年度寄付者芳名録

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。

匿名
$350
Erika White
$250
行天 豊雄
$250
古井 貞煕
$250
山田 健一朗
$250

$250未満のご寄付

匿名
$200
酒井 孝樹‡
$200
宅間 董
$186
シカゴ赤門会
$122
匿名
$100
市瀬 史
$100

*５百万ドルの信託基金からの今年度配当分
† MUFG Union Bank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

2018-19会計年度総計： 3法人†, 57人; $295,873‡

FUTI 組織表

職権上の諮問委員
大迫政子
シカゴ赤門会、会長

佐藤公一
サンフランシスコ赤門会、会長

中山由実
さつき会アメリカ、代表幹事

長谷川泰
スタンフォード・シリコンバレー赤門会、会長

山口勝之
ニューヨーク銀杏会、会長

Scholarship委員会

委員長
松下重悳

委員
大迫政子

尾島　巌

小出昌平
Professor, New York University School of 
Medicine, Perlmutter Cancer Center

桜井信子

山田雅章

理事メンバー

理事長・大学担当理事
尾島　巌
University Distinguished Professor, Stony Brook 
University – State University of New York

副理事長・会計、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
伊藤隆敏
コロンビア大学国際関係・公共政策大学院 教授

桜井信子
Lotus Circle Asia Foundation、アドバイザー

武神淳之
タイガーパシフィックキャピタル、LP
共同創設者兼アドバイザー

浜田宏一
イェール大学名誉教授、東京大学名誉教授

藤井輝夫
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

山田雅章
プリンストン・プラズマ物理研究所、栄誉研究員

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

諮問委員会メンバー

委員長
小林久志
プリンストン大学名誉教授、元工学部長

委員
伊喜利 佳業
Vice President & Assistant General Counsel, 
JPMorgan Chase Bank, N.A.

岡本康夫
Senior Counselor, Hughes, Hubard & Reed LLP

ギータ・メータ
コロンビア大学教授（非常勤）、
President、Asia Initiatives

小出明子
Research Assistant Professor,
New York University School of Medicine, 
Perlmutter Cancer Center

河本　雄
在米国日本国大使館　公使

鈴木由利子
Principal, Y SUZUKI CONSULTING, LLC

董　克勇
ハーバード・ロー・スクール　講師

藤崎哲之助

浜田 穣太郎
$100
後藤 美波
$80

名前のみの方々
（五十音順）

伊藤 澄子
植村  泰朋
小野 雅之、咲子
亀田 壽夫
三道 弘明
篠塚 京子
コロンビア大学
　　体験プログラム参加者
浜田 宏一、Carolyn Beaudin
原田 英治
藤崎 哲之助
藤松あつ子
　　藤松 忠夫記念寄付
洪 政國
村野和雄
森 繁
李 徳洋


