
【給与等からの払込申し込み】 

学校法人福岡大学寄付申込書（教職員用） 

令和  年  月  日 

学校法人福岡大学 理事長 殿 

                所 属          職員番号              

氏 名
フ リ ガ ナ

                   ㊞ 

     住 所  〒 

                        

下記のとおり、給与等からの控除により寄付いたします。 

 

寄付金額 

 

＊該当する項目の☑

印をいれてくださ

い。 

１回：          円（給与：   月、賞与：□6月 □12 月） 

継続：計          円（給与：      円    ×    回） 

                （賞与：      円 □6 月 □12 月） 

停止を申し出るまで継続 

 □毎 月：       円     □賞与月：      円（□6月 □12 月） 

※継続寄付の方で退職等により停止をされる場合は、控除前月末までにご連絡ください。 

 

 

寄付目的 

 

＊該当する使途の☑

印をいれてください。 

 

＊複数の使途を指定

される場合は、それぞ

れの金額をご記載く

ださい。 

学校法人福岡大学未来サポート募金※別紙【支援事業一覧】より選択ください 

寄付部門: □A:福岡大学(学生支援)旧福岡大学学生サポート募金 

□B:福岡大学(学部・学科他)  □C:福岡大学（研究科・専攻他) 

      □D:福岡大学(学友会：体育部会) □E:福岡大学(学友会：学術文化部会) 

□F:福岡大学(公認団体)  □G:福岡大学病院 

□H:福岡大学筑紫病院   □I:福岡大学西新病院  

 □J:福岡大学附属大濠高等学校 □K:福岡大学附属若葉高等学校   

□L:福岡大学附属大濠中学校 

寄付指定先：                             

（複数の場合の金額内訳：                     ） 

※ご指定のない場合は、福岡大学経済的困窮学生に対する奨学金への寄付とさせていただきます 

 

学校法人福岡大学キャンパス整備募金 

 □自修寮               ◆寄付者銘板（5万円以上のご寄付より）  

 □体育寮               □ご芳名掲載 

      □ご芳名不掲載 

 （複数の場合の内訳：                      ） 

※ご指定のない場合は、体育寮への寄付とさせていただきます。 

確認事項 

◆学園通信等へのご芳名掲載を希望しない場合は☑印をいれてください。 

  希望しない 

※☑印の無い場合は実名での掲載とさせていただきます。 

◆寄付金領収書の送付について、控除月毎の送付を希望のされる場合は☑印を

いれてください。（下記 3を参照） 

控除月毎の送付 

※1.給与控除については、本申込書を提出した翌月（毎月 25 日締め切り）から開始します。 

 2.申込書はメール、学内便もしくは FAX にてお送りください。 

 3.寄付金控除手続きは、確定申告で行っていただきます。給与または賞与からの控除によるご寄付の場合

は、翌年 1 月に前年 1 年間に行われた寄付の領収書を発送いたします。寄付金控除の証明書としてご利用

ください。確定申告に必要な書類は、寄付金領収書に同封いたします。 



【給与等からの払込申し込み】 

【記入例】学校法人福岡大学寄付申込書（教職員用） 

令和 ＊ 年 ＊ 月 ＊ 日 

学校法人福岡大学 理事長 殿 

                               所 属   財務部助成課 職員番号  00099999   

氏 名
フ リ ガ ナ

    福
フク

大
ダイ

 太郎
タ ロ ウ

         ㊞ 

          住 所  〒 814-0180 

                             福岡市城南区七隈八丁目１９－１  

下記のとおり、給与等からの控除により寄付いたします。 

 

寄付金額 

 

＊該当する項目の☑

印をいれてくださ

い。 

□１回：          円（給与：   月、賞与：□6月 □12 月） 

☑継続：計  70,000     円（給与：  10,000 円    ×  2  回） 

               （賞与：   50,000 円  ☑6 月 □12 月） 

□停止を申し出るまで継続 

 □毎 月：      円    □賞与月：      円（□6月 □12 月） 

※継続寄付の方で退職等により停止をされる場合は、控除前月末までにご連絡ください。 

 

 

寄付目的 

 

＊該当する使途の☑

印をいれてください。 

 

＊複数の使途を指定

される場合は、それぞ

れの金額をご記載く

ださい。 

☑学校法人福岡大学未来サポート募金※別紙【支援事業一覧】より選択ください 

寄付部門: ☑A:福岡大学(学生支援)旧福岡大学学生サポート募金 

□B:福岡大学(学部・学科他)  □C:福岡大学（研究科・専攻他) 

      □D:福岡大学(学友会：体育部会) □E:福岡大学(学友会：学術文化部会) 

□F:福岡大学(公認団体)  ☑G:福岡大学病院 

□H:福岡大学筑紫病院   □I:福岡大学西新病院  

 □J:福岡大学附属大濠高等学校 □K:福岡大学附属若葉高等学校   

□L:福岡大学附属大濠中学校 

寄付指定先： 経済的困窮学生に対する奨学金、診療科名 等  

（複数の場合の金額内訳：各 10,000 円                ） 

※ご指定のない場合は、福岡大学経済的困窮学生に対する奨学金への寄付とさせていただきます 

 

☑学校法人福岡大学キャンパス整備募金 

 ☑自修寮                   ◆寄付者銘板（5万円以上のご寄付より） 

 ☑体育寮   □ご芳名掲載 

     □ご芳名不掲載 

 （複数の場合の内訳： 自修寮・体育寮各 25,000 円 ） 

※ご指定のない場合は、体育寮への寄付とさせていただきます 

確認事項 

◆学園通信等へのご芳名掲載を希望しない場合は☑印をいれてください。 

 □希望しない 

※☑印の無い場合は実名での掲載とさせていただきます。 

◆寄付金領収書の送付について、控除月毎の送付を希望のされる場合は☑印を

いれてください。（下記 3を参照） 

 □控除月毎の送付 

※1.給与控除については、本申込書を提出した翌月（毎月 25 日締め切り）から開始します。 

 2.申込書はメール、学内便もしくは FAX にてお送りください。 

 3.寄付金控除手続きは、確定申告で行っていただきます。給与または賞与からの控除によるご寄付の場合

は、翌年 1 月に前年 1 年間に行われた寄付の領収書を発送いたします。寄付金控除の証明書としてご利用

ください。確定申告に必要な書類は、寄付金領収書に同封いたします。 

全てご記入ください。 
（寄付金領収書にはこちらの住所が
記載されます。） 

寄付金額をご記入ください。 
（控除月は、お礼状に記載いたしま
すので、そちらをご確認ください。） 

該当する項目がありましたら 
☑ 印をいれてください。 

寄付を希望する部門を選択し、 
寄付指定先をご記入ください。 
複数の場合は、必ず内訳をご記入
ください。 

各建設募金で 5 万円以上をお申
込みの方は、どちらかをご選択
ください。 

署名または捺印
ください。 



1
2
3
4
5
6

※

(2021.04.01現在) A:福岡大学(学生支援) 

学校法人福岡大学未来サポート募金 具体的支援事業一覧

A:福岡大学(学生支援)  旧福岡大学学生サポート募金
支援事業

福岡大学学生サポート募金は、学校法人福岡大学未来サポート募金に改編しました。支援事
業(従来の寄付金の使途)の内容に変更はありません。

入学前予約型奨学金
経済的困窮学生に対する奨学金
国際交流に関する支援
学生のスポーツ強化に対する支援
正課外教育及び社会貢献活動に対する支援
その他学生の教育、学習及び生活に関する支援の充実を図る事業

1



1 福岡大学 23 理学部
2 人文学部 24 理学部応用数学科
3 人文学部文化学科 25 理学部物理科学科
4 人文学部歴史学科 26 理学部化学科
5 人文学部日本語日本文学科 27 理学部地球圏科学科
6 人文学部教育・臨床心理学科 28 工学部
7 人文学部英語学科 29 工学部機械工学科
8 人文学部ドイツ語学科 30 工学部電気工学科
9 人文学部フランス語学科 31 工学部電子情報工学科
10 人文学部東アジア地域言語学科 32 工学部化学システム工学科
11 法学部 33 工学部社会デザイン工学科
12 法学部法律学科 34 工学部建築学科
13 法学部経営法学科 35 医学部
14 経済学部 36 医学部医学科
15 経済学部経済学科 37 医学部看護学科
16 経済学部産業経済学科 38 薬学部（薬学科）
17 商学部 39 スポーツ科学部
18 商学部商学科 40 スポーツ科学部スポーツ科学科
19 商学部経営学科 41 スポーツ科学部健康運動科学科
20 商学部貿易学科
21 商学部第二部（商学科）
22 商学部第二部奨学基金

(2021.04.01現在) B:福岡大学（学部・学科他）

学校法人福岡大学未来サポート募金 具体的支援事業一覧

B:福岡大学（学部・学科他）
支援事業

2



1 福岡大学大学院 29 医学研究科
2 人文科学研究科 30 医学研究科人体生物系専攻
3 人文科学研究科史学専攻 31 医学研究科生体制御系専攻
4 人文科学研究科日本語日本文学専攻 32 医学研究科病態構造系専攻
5 人文科学研究科英語学英米文学専攻 33 医学研究科病態機能系専攻
6 人文科学研究科独語学独文学専攻 34 医学研究科社会医学系専攻
7 人文科学研究科仏語学仏文学専攻 35 医学研究科先端医療科学系専攻
8 人文科学研究科社会・文化論専攻 36 医学研究科看護学専攻
9 人文科学研究科教育・臨床心理専攻 37 薬学研究科
10 法学研究科 38 薬学研究科健康薬科学専攻
11 法学研究科公法専攻 39 薬学研究科薬学専攻
12 法学研究科⺠刑事法専攻 40 スポーツ健康科学研究科（スポーツ健康科学専攻）

13 経済学研究科（経済学専攻） 41 法曹実務研究科（法科大学院）
14 商学研究科（商学専攻） 42 留学生別科
15 理学研究科
16 理学研究科応用数学専攻
17 理学研究科応用物理学専攻
18 理学研究科化学専攻
19 理学研究科地球圏科学専攻
20 工学研究科
21 工学研究科機械工学専攻
22 工学研究科電気工学専攻
23 工学研究科電子情報工学専攻
24 工学研究科化学システム工学専攻
25 工学研究科建設工学専攻
26 工学研究科エネルギー・環境システム工学専攻

27 工学研究科情報・制御システム工学専攻
28 工学研究科資源循環・環境工学専攻

(2021.04.01現在) C:福岡大学（研究科・専攻他）

学校法人福岡大学未来サポート募金 具体的支援事業一覧

C:福岡大学（研究科・専攻他）
支援事業

3



1 福大スポーツ編集局 28 体操競技部
2 陸上競技部 29 馬術部
3 水泳部 30 レスリング部
4 柔道部 31 合氣道部
5 剣道部 32 ワンダーフォーゲル部
6 空手道部 33 アーチェリー部
7 弓道部 34 少林寺拳法部
8 ボクシング部 35 ソフトボール部
9 野球部 36 フェンシング部
10 準硬式野球部 37 応援指導部（リーダー部門）
11 庭球部 38 応援指導部（ブラスバンド部門）
12 ソフトテニス部 39 ハンドボール部
13 バスケットボール部 40 少林拳法部
14 バレーボール部 41 新体操競技部
15 卓球部 42 スカッシュラケット部
16 バドミントン部 43 アメリカンフットボール部
17 サッカー部 44 ゴルフ部
18 ラグビー部 45 なぎなた部
19 山岳部 46 ラクロス部
20 航空部
21 アイスホッケー部
22 スケート部
23 モーターボート・水上スキー部
24 ヨット部
25 自動車部
26 スキー部
27 重量挙部

休部中のため寄付の受入を休止します。

(2021.04.01現在) D:福岡大学（学友会:体育部会）

学校法人福岡大学未来サポート募金 具体的支援事業一覧

D:福岡大学（学友会:体育部会）
支援事業（体育部会）

4



1 法律研究部 28 歴史研究部
2 経営学研究部 29 落語研究会
3 会計学研究部 30 経済学研究部
4 珠算研究部 31 旅研究部
5 英語研究部 32 英文タイプ研究部
6 文芸部 33 速記研究部
7 美術部 34 交響楽団
8 写真部 35 和太鼓部「鼓舞猿」
9 演劇部
10 映画研究部
11 能楽部
12 メール・ハーモニー部
13 器楽部
14 囲碁部
15 音楽研究部 1 総務委員会
16 将棋部 2 代議員会
17 放送研究部 3 選挙管理委員会
18 書道部 4 会計監査委員会
19 茶道部 5 アルバム委員会
20 ゼミナール連合部 6 七隈祭実行委員会
21 新聞部
22 マンドリンクラブ
23 薬学研究部
24 無線部
25 吟道部
26 ユースホステル研究部
27 ペン習字部

休部中のため寄付の受入を休止します。

E:福岡大学（学友会:学術文化部会）
(2021.04.01現在)  F:福岡大学（公認団体）

学校法人福岡大学未来サポート募金 具体的支援事業一覧

E:福岡大学（学友会:学術文化部会） F:福岡大学（公認団体）
支援事業(学術文化部会) 支援事業(学術文化部会)

支援事業(公認団体)

5



1 福岡大学病院 16 心臓血管外科
2 腫瘍・血液・感染症内科 17 皮膚科
3 内分泌・糖尿病内科 18 腎泌尿器外科
4 循環器内科 19 産婦人科
5 消化器内科 20 眼科
6 呼吸器内科 21 耳鼻咽喉科
7 腎臓・膠原病内科 22 放射線科
8 脳神経内科 23 麻酔科
9 精神神経科 24 ⻭科⼝腔外科
10 小児科 25 救命救急センター
11 消化器外科 26 総合診療部
12 呼吸器・乳腺内分泌・小児外科
13 整形外科
14 形成外科
15 脳神経外科

(2021.04.01現在) G:福岡大学病院

学校法人福岡大学未来サポート募金 具体的支援事業一覧

G:福岡大学病院
支援事業

6



1 福岡大学筑紫病院 10 脳神経外科
2 循環器内科 11 皮膚科
3 内分泌・糖尿病内科 12 泌尿器科
4 呼吸器内科 13 眼科
5 消化器内科 14 耳鼻いんこう科
6 小児科 15 放射線科
7 外科 16 救急科
8 呼吸器・乳腺外科 17 麻酔科
9 整形外科

(2021.04.01現在) H:福岡大学筑紫病院

学校法人福岡大学未来サポート募金 具体的支援事業一覧

H:福岡大学筑紫病院
支援事業

7



1 福岡大学⻄新病院
2 内科

循環器（心臓血管・リズムセンター）
消化器（消化器内視鏡センター）
呼吸器、糖尿病・代謝・内分泌
総合・健診、脳神経、放射線

3 小児科
小児（成育医療支援センター）

(2021.04.01現在) I:福岡大学⻄新病院

学校法人福岡大学未来サポート募金 具体的支援事業一覧

I:福岡大学⻄新病院
支援事業

8



1 福岡大学附属大濠高等学校 26 弁論部
2 正課外教育及び社会貢献活動に対する支援 27 吹奏楽部
3 硬式野球部 28 写真部
4 駅伝部 29 化学部
5 バスケットボール部 30 生物部
6 剣道部 31 天文部
7 柔道部 32 電気部
8 バレーボール部 33 英語研究部
9 軟式野球部 34 文芸部
10 陸上部 35 歴史文化部
11 サッカー部 36 かるた競技部
12 バドミントン部 37 模型部
13 テニス部 38 物理部
14 ソフトテニス部 39 放送委員会
15 卓球部 40 コンピュータ同好会
16 水泳部 41 合唱同好会
17 山岳部 42 インターアクト同好会
18 弓道部 43 囲碁・将棋部
19 応援指導部 44 華道部
20 空手道同好会 45 茶道部
21 合氣道同好会 46 図書委員会
22 新聞部
23 演劇部
24 美術部
25 書道部

(2021.04.01現在) J:福岡大学附属大濠高等学校

学校法人福岡大学未来サポート募金 具体的支援事業一覧

J:福岡大学附属大濠高等学校
支援事業
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1 福岡大学附属若葉高等学校 26 美術部
2 正課外教育及び社会貢献活動に対する支援 27 箏曲部
3 家計急変支援奨学金 28 放送部
4 野球部 29 保育同好会
5 サッカー部 30 フットサル同好会
6 ハンドボール部 31 卓球同好会
7 陸上部 32 軽音楽同好会
8 バスケットボール部 33 料理研究同好会
9 ダンス部 34 空手同好会
10 ソフトボール部 35 サイエンスラボ
11 バレーボール部 36 数学同好会
12 ソフトテニス部 37 ＥＳＳ
13 バドミントン部
14 硬式テニス部
15 弓道部
16 水泳部
17 ストリートダンス部
18 剣道部
19 吹奏楽部
20 茶道部
21 津軽三味線部
22 書道部
23 JRC部
24 写真部
25 華道部

(2021.04.01現在) K:福岡大学附属若葉高等学校

学校法人福岡大学未来サポート募金 具体的支援事業一覧

K:福岡大学附属若葉高等学校
支援事業
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1 福岡大学附属大濠中学校
2 正課外教育及び社会貢献活動に対する支援
3 陸上部
4 卓球部
5 剣道部
6 柔道部
7 バドミントン部
8 サッカー部
9 バスケットボール部
10 テニス部
11 野球部
12 パソコン部
13 囲碁・将棋部
14 自然科学部
15 ボランティア部
16 華道部
17 茶道部

(2021.04.01現在) L:福岡大学附属大濠中学校

L:福岡大学附属大濠中学校

学校法人福岡大学未来サポート募金 具体的支援事業一覧

支援事業
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