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政経 130 周年記念グローバル・リーダー養成ファンド

へのご支援に心より御礼申し上げます

「政経 130 周年記念グローバル・リーダー養成ファンド」につきましては、

2012 年 12 月よりご寄付の募集を行ってまいりましたが、卒業生、在学生ご家

族、教職員、法人・同窓会組織、一般篤志家の皆様方から多大なるご支援を

賜り、目標額を超える、約 5 億 888 万円に達しました。あらためて多くの皆

様のご賛同とご厚志に厚く御礼を申し上げます。

早稲田大学は、現在、創立 150 周年を迎える 2032 年のあるべき姿に向けた

将来計画「Waseda Vision 150」に基づいて、「国際水準の教育・研究大学への

躍進」を実現すべく教育研究の改革を強力に推し進めております。この将来計

画では「人間力、洞察力を備えたグローバル・リーダーの育成」を重要な教育

目標として掲げていますが、政治経済学部では学部創設 130 周年を契機に、教

育研究の国際化・高度化の施策として、英語による授業科目の拡大、海外留学

の促進と外国人留学生受入の拡大、派遣留学生・受入留学生を対象とした奨学

金の創設、カリキュラム再構築による少人数教育の徹底、次世代型教育研究拠

点の整備などを一つずつ実行に移し、グローバル・パースペクティブをもつリ

ーダーの養成を目指して改革に取り組んでいます。

今後も、皆様からのご寄付により設置した「政経 130 周年記念グローバル・

リーダー養成ファンド」を基に、この改革を更に加速させ、引き続きグローバ

ル社会の未来を切り開く次世代の創出に向けて全力で取り組む所存でござい

ます。皆様におかれましては、今後とも政治経済学部・政治経済学術院への変

わらぬご支援とご指導を賜りますようお願い申し上げます。

2016 年 11 月吉日

早稲田大学総長 鎌田 薫

早稲田大学政治経済学術院長・政治経済学部長 須賀 晃一



政経130周年記念グローバル・リーダー養成ファンド報告

政経 130 周年記念グローバル・リーダー養成ファンドへのご支援に心より御礼申し上げます。

寄付金総額 508,881,707 円

内 訳 件 数 金 額（円）

卒 業 生 1,818 266,728,315

在学生父母・卒業生父母 135 11,045,000

教 職 員 324 24,193,500

一 般 27 2,638,700

法 人 11 134,758,159

団 体 12 69,518,033

合 計 2,327 508,881,707

※募集期間中、上記寄付金の他に物品（現物）寄付および

遺贈のお申し出も多くいただきました。

≪ご参考≫

上記の他、寄付募集期間（2012 年 12 月～2016 年 3 月）には、「政経 130 周年記念グローバル・リーダー

養成ファンド」とは別口で次の「教育振興資金」のご寄付を頂戴しております。

◆教育振興資金（2012 年 12 月～2016 年 3 月）

内 訳 件 数 金 額（円）

在学生父母・卒業生父母 70 11,285,000

「政経 130 周年記念グローバル・リーダー養成ファンド」と「教育振興資金」の合計額は次のとおりです。

件 数 金額（円）

政経 130 周年記念グローバル・リーダー養成ファンド 2,327 508,881,707

教育振興資金 70 11,285,000

合 計 2,397 520,166,707

政経 130 周年記念グローバル・リーダー養成ファンド寄付者芳銘板

政経 130 周年記念グローバル・リーダー養成ファ

ンドへの寄付金額累計が 10 万円以上の個人様、20

万円以上の団体様、100 万円以上の法人様のご芳

名を末永く顕彰させていただくため、3 号館 1 階

エントランスロビー内の壁面に寄付者芳銘板を設

置いたしました。（3 号館竣工時に設置し、2015

年 8 月に第二期、2016 年 11 月に最終第三期の追

加設置を実施。）



寄付金使途

◆政治経済学部グローバル・リーダー派遣留学生奨学基金の創設

◆政治経済学部グローバル・リーダー外国人受入留学生奨学資金の創設

◆ハワード・ハギヤ奨学資金の創設

◆Asian Future Leaders Scholarship Program に係る奨学金、プログラム開発・運営

◆寄附講座の設置・運営

◆実証政治経済学研究用大型計算機の導入 *2014 年 12 月発行 Newsletter ご参照

※「ハワード・ハギヤ奨学金の創設」、「Asian Future Leaders Scholarship Program に係る奨学金、プログラム開発・運営」、

「寄附講座の設置・運営」は、ご寄付者の指定に基づく使途となります。

皆様からいただきましたご厚志につきましては、上記のとおり主に奨学金として現役学生のために永続的

に活用させていただきます。以下に創設した上記３種類の奨学金概要をご紹介いたします。

（趣 旨） 学業成績優秀な学生が経済的困難に陥ることなく、海外に留学できるよう支援すること

を目的とした奨学金です。

（対 象） 学部が提供する留学プログラムにより 1学期相当期間以上留学する政治経済学部在学生

（人数は年度ごとに定めます）

（奨学金額） 1 学期相当期間を超えて留学する者：50 万円

1 学期相当期間留学する者：25 万円

（趣 旨） 海外からの学業成績優秀な学生が経済的困難に陥ることなく、勉学あるいは研究を継続

できるよう支援することを目的とした奨学金です。

（対 象） 政治経済学部に在学する外国人留学生（5 名）

（奨学金額） 1 名につき年額 100 万円

（趣 旨） 台湾を拠点とするシュアジョイント企業グループの創業者ハワード・ハギヤ（萩谷博）

氏の篤志により創設した奨学金です。台湾へ留学する優秀な学生および台湾から本学を

目指す優秀な学生を支援することを目的としています。

（対 象） 台湾への派遣学生（日本人派遣学生 2 名）

台湾からの留学生（台湾人留学生 3 名）

（奨学金額） 派遣学生：1 名につき年額 80 万円（留学期間初年度のみ給付）

受入学生：1 名につき年額 100 万円（4 年間継続給付）

これらの奨学金を活用することで教育研究の更なる国際化と高度化を加速してまいります。

今後も引き続き、奨学金および政治経済学術院への寄付にご協力いただきますようお願いいたします。

この奨学基金はグローバル・リーダー養成ファンドの一部をもって設置する基金であり、

基金の果実から毎年奨学金を支出します。なお、今後は永続的にこの基金の原資拡充を図

ってまいりますので、引き続き皆様からの温かいご支援をお願い申し上げます。



政経 130 周年記念グローバル・リーダー養成ファンド事業および

政治経済学部・政治経済学術院の教育研究活動に関する略年表

2012.12 ・政経 130 周年記念グローバル・リーダー養成ファンド募集開始

2013. 4 ・経済学研究科において「5 年一貫博士プログラム」を開始

2013. 5 ・本学術院の研究プロジェクトである「市民のニーズを反映する制度

構築と政策形成の政治経済学」が「平成 25 年度科学研究費助

成事業-基盤研究（S）」に採択（早稲田の文系プロジェクトでは初）

2014. 4 ・学部において新カリキュラム開始（演習科目を拡充・強化）

2014. 7 ・本学術院の「世界トップレベルの実証政治経済学の教育研究拠

点の形成と新た人材育成システム」が文部科学省「平成 26 年度

私立大学戦略的研究基盤形成支援事業」に採択

2014. 9 ・新 3 号館竣工

・第一期寄付者芳銘板除幕式開催

・須賀晃一教授が政治経済学術院長・政治経済学部長に就任

・政治経済学部英語学位プログラム(EDESSA)の第一期生が卒業

・本学の「Waseda Ocean構想」（本学術院は「実証政治経済学」拠

点として同構想を構成）が文部科学省「平成 26 年度スーパーグ

ローバル大学創生支援」タイプ A（トップ型）に採択

・学部おいて「政経オナーズプログラム」（最短6年で博士学位を取

得するプログラム）を開始（2014 年度入学者から適用）

2015. 8 ・第二期寄付者芳銘板設置

2016. 7 ・スーパーグローバル大学創生支援事業の一環として本学術院の

実証政治経済学拠点がエセックス大学との共催により、大学院生

を対象とした「エセックス大学サマースクール in WASEDA」を開催

2016. 8 ・Asian Future Leaders Scholarship Program の一環として早稲田

大学において「百賢アジア研究院サマープログラム」を実施

2016.11 ・最終第三期寄付者芳銘板設置

◆お問い合わせ先

＜寄付の目的や使途に関すること＞ ＜寄付の手続に関すること＞

早稲田大学 政治経済学術院
政経 130 周年記念グローバル・リーダー養成ファンド事務局

〒169-8050 東京都新宿区西早稲田 1-6-1

[TEL] 03-3202-8353

[E-mail] pse130-bokin@list.waseda.jp

早稲田大学総長室社会連携課（募金担当）

〒169-8050 東京都新宿区戸塚町 1-104

[TEL] 03-3202-8844

[E-mail] kifu-ml@list.waseda.jp

あらためましてこの度のご芳志に厚く御礼申し上げます。

早稲田大学政治経済学術院は、不断の努力とともに、社会に有為な人材を輩出し続けます。

引き続き、皆様の変わらぬご支援を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。



早稲田大学 政治経済学術院

政経 130 周年記念

グローバル・リーダー養成ファンド事務局
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