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新型コロナ禍により家計が急変した学生・生徒等の修学継続のための支援策に生かすた
め、昨年の6月1日に立ち上げ本年5月31日まで実施いたしました「新型コロナ禍により学費
支弁が困難な学生・生徒等修学支援募金」につきましては、多くの皆さまのご協力を賜り誠
にありがとうございました。お蔭様をもちまして、資料の通り多くの寄付金が集まりました。
これもひとえに皆さまの温かい善意の賜物として誠に感謝の念にたえません。

明星学苑は、皆さまの厚いお志にお応えするよう、6月初旬に、コロナ禍によって家計収入
の大幅な減少や学費の支弁が困難となっている学生・生徒に給付金を届けました。皆さま
のご支援により、学生・生徒が現在直面している困難な状況が少しでも改善されることと思
います。
厳しい経済環境の中ではございますが、今回の募金事業にご賛同・ご協力いただきました

卒業生、保護者、篤志家、教職員の皆さまに対しまして、格別のご支援を賜りましたことに
重ねて厚く御礼申し上げます。

学校法人明星学苑募金委員会委員長

吉田元一（明星学苑理事長）

学校法人明星学苑 明星大学 明星中学校・高等学校 明星小学校 明星幼稚園

理事長 吉田元一 学長 落合一泰 校長 福本眞也 校長 細水保宏 園長 渡邊智恵子

「新型コロナ禍により学費支弁が困難な学生・生徒等修学支援募金」
ご協力へのお礼と支援給付実施のご報告

【コロナ禍対策修学支援給付金実施状況】

■ 給付金対象者： 349名（学部生336名、大学院生13名）
26名（府中校）

■ 給付額： 10万円/1人 合計 37,500,000円
※ 残額については、引き続きコロナ禍対策支援金として、

有効に利用させていただきます。
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  件　数 　　　　金　額　(円)

158

156

27

20

9

-49

321

〔備考〕

　(１) 募集期間は2020年6月1日～2021年5月31日(1年間)にて実施いたしました。

　(２) 2021年3月末退職教職員は教職員(役員・評議員含)の欄に記載しています。

　

 

青木　秀雄 浅野　邦夫 池田　雄毅 井上　文夫

青島　秀子 浅見　典彦 磯野　茂 岩井　一郎

匿名 浅見　義明 匿名 岩瀬　肇

秋山　哲男 飯塚　貢 市川　勤 岩瀬　祐子

阿久津　知幸 池田　壯 一家　明雄 植田　重彦

　(３) (区分重複者)*1の欄は教職員、退職教職員の同窓生分を同窓生欄にも重複して表記して
       いる為に調整をしています。

 

12,202,670

12,895,000

　　　　　         区 　分

3,730,000

個
人

 法人・団体

 (区分重複者) *1

　　             　合 　 計

 同窓生

 教職員(役員・評議員含)

 退職教職員(名誉教授含)

 一般(保護者・篤志家) 810,000

22,790,000

-8,940,000

43,487,670
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ご寄付者芳名録 〔５０音順：敬称略〕

【同窓生】 158件 12,202,670円

募金集計表



上田　康弘 小下　健彦 谷口　通雄 藤木　正典

榎本　立雄 後藤　信夫 匿名 藤林一郎

榎本　良夫 小早川　直 匿名 藤村　厚夫

遠藤　弘子 小林　利志郎 鶴田　千香子 藤森　俊晴

匿名 小林　正雄 照沼　丈史 古田　幸子

大室　容一 小林　洋子 時田　文乃 古田　俊光

大和田　知子 小宮　利介 時田　安健 細川　孝信

匿名 匿名 富田　剛 前原　征司

小川　伊三男 近藤　伸二 豊嶋　智美 町田　照良

小佐野　台 金野　光毅 中江　正司 松木　　高

小沢　伸光 斉藤　昌之 中澤　哲夫 三樹　秀文

織田澤　正典 坂本　万里子 中島　芳彦 宮﨑　茂男

小美野　喬 澤　利夫 中西　徹 宮地　美和

海藤　慶子 澤田　忠信 中村　憲和 宮永　隆治

金井　延訓 匿名 名取　淳 村岡 正己

金井　由美 重枝　孝和 成木　正浩 村山　光子

金田　佳子 匿名 西村　柚美 望月　雅晴

神山　敬章 渋市　浩志 匿名 本村　愛

匿名 島﨑　伊智朗 野々村 清隆 八木　敏廣

菊地　晃子 清水　安紀 萩原　政夫 安田　　満

川上　雄二 菅原　知穂 橋本　忍 栁橋　一郎

川久保　政茂 須﨑　保 長谷　清康 山田　茂男

川嶋　恵子 鈴木　和憲 畑野　理美 山田　大平

菊田　秀次 鈴木　　隆 濵田　壽一 山田　長司

木住野　暢大 鈴木　雅 濱中　俊男 山田　朋子

木田　明男 高木　幹夫 濱野　裕美 匿名

清野　幸俊 髙橋　知沙 羽山　徹 山本　真興

工藤　富明 匿名 原田　久志 吉木　英和・京子

匿名 髙山 巌 菱沼　淑子 吉田　和則

熊谷　　孝 竹内　治 平澤　浩一 吉田　元一

熊木　義徳 田子 大輔 匿名 渡邊　智恵子

栗林　祐太 田代　律朗 福井　みどり 渡邊　祐一

匿名 田中　和幸 福島　由夫 綿貫　敏雄

栗山　浩和 田中　英和 福田　龍男

黒澤　真一 田中　正浩 藤ヶ崎　重幸
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青木　秀雄 川本　洋令 匿名 平塚　大輔

青田　淳 神田　正美 多賀井　映美 福井　みどり

青山　英正 菊地　滋夫 高木　謙次 福本　眞也

赤坂　哲也 北川　英一 高木　幹夫 匿名

赤山　徹 冨宿　賢一 高島　美穂 細水　保宏

浅見　典彦 匿名 吾郷　万里子 匿名

阿部　英樹 匿名 多司馬　茂 前原　征司

五十嵐　美子 匿名 谷井　良 増田　知宏

石井　雄吉 熊谷　　孝 匿名 松木　　高

石井　美樹 熊本　博之 鶴田　千香子 松田　隆治

石田　隆張 小泉　和義 匿名 松本　一嗣

匿名 小下　健彦 冨樫　伸 匿名

伊藤　雅春 古田島　洋介 徳永　修一 宮﨑　茂男

稲葉　公俊 小林　一岳 匿名 宮本　岳史

匿名 小林　広樹 匿名 宮脇　健太郎

岩谷　禎久 小宮　利介 中江　正司 村山　光子

上杉　剛 近藤　伊佐夫 中島　洋行 明官　茂

上田　康弘 齊籐　哲也 中田　勇人 毛利　聡子

宇田川　剛志 齊藤　文彦 中田　芳幸 望月　雅晴

瓜生　芳徳 齋藤　政子 中西　徹 本村　愛

榎本　立雄 境　敦史 中村　憲和 森　光次郎

江本　奈穂 阪上　龍也 浪貝　美砂 安田　　満

大友　末吉 坂本　瑞紀 西浦　定継 柳川　亜季

大林　満美 佐藤　浩二 西條　純一 栁橋　一郎

大室　容一 澤　利夫 萩原　陽子 山田　茂男

大和田　知子 澤田　就子 橋本　忍 山田　朋子

小川　哲生 志手　英毅 長谷川　岳雄 山井　理恵

奥村　賢 篠﨑　正男 畑野　理美 山本　和男

小佐野　台 篠原　聡 服部　裕 山本　真興

小沢　伸光 柴崎　菊恵 濵田　明子 山本　陽子

鴛海　優子 柴田　雅生 濵田　壽一 鈴木　陽子

落合　一泰 匿名 濵野　喬士 匿名

小野　次朗 白石　範孝 濱野　裕美 吉沢　道夫

忰田　康之 鈴木　邦治 林　雄介 吉田　元一

加藤　めぐみ 鈴木　　隆 原田　久志 吉冨　芳正

神山　敬章 鈴木　浩子 樋口　豊隆 渡邊　智恵子

菊地　晃子 須藤　広行 匿名 渡辺　直子

匿名 諏訪　洋司 匿名 渡辺　春志

川松　亮 叢　小榕 匿名 渡邊　祐一
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【教職員(役員・評議員含)】 156件 12,895,000円



匿名 加藤　隆久 匿名 水野　文夫

上田　俊昭 木下　瑞夫 髙重　正明 山下　善明

上原　秀樹 佐々井　利夫 土屋　尚 山中　一由

氏原　淳一 佐々木　滋 長田　哲夫 匿名

大橋　有弘 澤田　忠信 長谷部　信也 渡戸　一郎

小美野　喬 志村　正吾 濱口　和洋 綿貫　敏雄

片山　幸一 住本　規子 日江井　榮二郎

上田　孔徳 佐野　公英 内藤　博美 匿名

匿名 匿名 名取　重幸 堀　士郎

加藤　陽子 匿名 西村　守正 山田　五月

黒川　礼子 杉浦　孝志 匿名 山本　伸一

匿名 田尻　仁子 平野　史樹 蕨　清次

(株)飯田ボーリング工業【飯田孝一郎(同窓生)】

H&Y社会保険労務士法人【山本宏史(同窓生)】

(株)キョーワ ﾋﾟｰﾌﾞｲﾃｨー【飯田和道(同窓生)】

(株)デンケン【福島由夫(同窓生)】

(株)明星大学出版部

明星大学同窓会

明星大学同窓商工会(有志)

明星大学同窓会社会学科会

明星大学同窓会２６期会

明星同窓会(府中校)

大和機械産業㈱【髙松佳史(同窓生保護者)】

【退職教職員(名誉教授含)】 27件 3,730,000円

【一般(保護者・篤志家)】 20件 810,000円

【法人・団体】 11件 22,790,000円
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1年女子
母子家庭で兄弟4人がおり、母はパート勤務で児童扶養手当を受けています。
生活費、学費が足りないため申請します。(姉は大学3年生、私は大学1年生、妹は高校2年生、弟は中学2年生)

1年男子

私は現在、スーパーでかごとカートを整理するアルバイトをしています。スーパー自体の時短営業による労働時間の減少はも
ちろん、部署(かご・カート整理)の出勤人数も1/3～1/2削減され最低限の人数しか出勤できない状態です。
また、私事になりますが私の家庭は母子家庭で介護士の母親は私と高校生の妹を生活させるのでいっぱいです。そのため
高校(通信制)の学費はアルバイトとその貯金で賄い、大学の学費もアルバイトと奨学金を借りて自分で賄います。
その中でアルバイトというものは私の生活を支える重要なものです。
学費の工面を考えていることもそうですが、自分が学生であるために少しでも学業に力を注ぐことが出来ればと思い、この度
申請させていただきました。

1年女子

飲食卸売業で勤務している父のボーナスが、50%カットになってしまった。それに加えて、妹の高校進学と、私が大学生になっ
て上京したことも重なり生活が厳しくなって、仕送りができない状況だ。また夏のボーナスは0になる予定と会社から告げられ
た。このままでは学費、生活費に影響がで兼ねない。そして、春から始めた飲食のバイトも時短営業により、シフトがなかなか
入れない状況が続いている。将来教師になるという夢を叶えるために、学びを続けたい。

1年女子
私は上京してきたので新しいバイト先を探しましたが、なかなか受かりませんでした。バイト先がやっと見つかりましたが、緊急
事態宣言がでたのでまだ、一度しか入れていません。親の収入も少なくなり援助してもらう予定でしたが難しくなりました。一
人暮らしなので生活費がなく大変です。

2年女子

アルバイト先の営業時間の短縮や、人件費削減のため、シフトに入ることができず、最低でも月5万円以上であったアルバイ
ト収入が0になった。現在はシフトに入れそうなアルバイト先を探しているが、コロナ禍でなかなか募集されているアルバイトも
少なく、採用されづらいため、日本学生支援機構の第二種の貸与型奨学金に頼って家賃や食費などの生活費すべてを賄っ
ている生活になっている。食費を抑えるために一週間800円でご飯を食べているが、そのような食費では一日三食満足に食
べれない現状になっている。

2年女子

 私はスーパーでアルバイトしているのですが、コロナ禍の中でもある程度シフトは入れてました。(食料だけは常に供給しなけ
ればならないので)
しかし緊急事態宣言が発令されたり、感染者が増加するとお客様があまりこなくお店の経営が悪化してしまい人件費削減の
ため1か月に16日入れてたシフトが5日になってしまったり収入が不安定な状態が続いています。
 また、学費支弁者である父は個人タクシー運転手でコロナの影響を大いに受けていて、コロナ禍になってから、ガソリン代を
含めて1日の収入が2000円ほどしかありませんでした。加えて父は70歳で認知機能の低下により昨年の12月に交通事故を
起こしてしまい、今に至るまで仕事に復帰出来ておらず、再開の目途もたっておらず収入源が私と私の姉のアルバイト代しか
ないです。お願いします。

2年男子

学費支弁者(母親)がコロナウイルスによる影響で、学校も自宅学習になったことから弟や妹の面倒をみるため収入が減り、前
年度の収入も14万円しかなく、姉に支援してもらい生計を立てているようです。そのため大学への学費支弁者からの支援も
なく、現在は給付金と奨学金でなんとか生計を立てています。食費にも十分にお金をかけられなく、この度、コロナ禍対策就
学支援給付金の案内があったため、申し込みしました。

2年女子

 父親がコロナ禍の影響もあり、収入が減少しているようです。また、妹の高校入学とも重なり、学費の負担が多く少し家庭が
厳しい状態にあります。両親は詳しくは私に話してはいませんが、銀行からお金を借りて何とかやりくりしている行動が最近見
受けられます。そのため、両親が定期代を半分支払ってくれると言っていたのですが、すべて自分で負担することにしまし
た。
 自宅から大学までの定期代が半年に十万円かかるので、アルバイトの収入を貯金して購入しようと思っていました。
私は飲食店でアルバイトをしているため、年明けごろからアルバイト先の営業時間短縮により、年明け前はひと月に8万円ほ
ど収入を得ていましたが、2月と3月の収入が4万円ほどと約半分減少してしまいました。そのため、今回は借りている奨学金
と自分の貯金を合わせて購入できましたが、借りている奨学金の額を増やしても前期の授業料と次回の定期代、教科書代
や実習費などすべて支払えるか不安です。このまま営業短縮が続くともっとアルバイトの収入が減ってしまいそうで怖いで
す。現在、アルバイトの出勤時間を削られてしまっているので３万円ほどしか収入が得られないです。
ちなみに、現在の貯金額は0になってしまい、あと半年で10万円貯金できるかわかりません。

2年女子

コロナウイルスが流行る前はホテルの宴会場や披露宴でのウエイトレスのアルバイトをしていましたが、2020年3月以降、コロ
ナウイルスの影響でアルバイトが完全になくなり、毎月7〜8万円ほどあった収入が0になりました。
コロナ禍で新しく以前と同じようにたくさんシフトに入れるアルバイトに就くのも難しいです。
また、母子家庭の為、授業料など大学にかかるお金やそれ以外の生活費や自分にかかるお金は全て自分でまかなっていま
す。その為収入が全く無いまま働かないわけにはいかないので、最低限自分の生活費を稼ぐために最近は派遣のアルバイト
に行っていますが、以前のように多いシフトに安定して入ることはできないので、アルバイトを探している状況です。その上今
学期から対面授業が始まり、学業とアルバイトの両立や定期代の出費も増えとても厳しい状況です。
給付金の支援をお願いしたいです。

―『学びの継続』への思い ―
コロナ禍対策修学支援募金への応募申請書(大学の部)から抜粋【原文】
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2年女子

  私の家庭は母子家庭のため、大学生になったらアルバイト収入を学費の一部とすることを決めていました。しかし昨年度はコ
ロナ禍により、アルバイトをすることが出来ませんでした。なぜなら、私には持病があることから、コロナ感染症にかかると重症化
するリスクがあるためです。しかし、このままでは学業継続に影響することから、少しでも学費の足しになるよう、現在アルバイト
を始めたばかりですが、当初予定していた収入より大幅に減少しています。また、コロナ感染症のリスクが怖いため、屋外での
アルバイトをしています。 以上のことから、学資支弁に影響があるため申請いたします。

２年女子 去年の3月からコロナで学費支弁者の仕事がなくなり、今年の確定申告の収入が28万円だったため学費支弁に影響がある。

3年女子

私は、飲食店のアルバイトをしているのですが、完全に休業になってしまいシフトに入れなくなりました。だから、金銭面でとても
困難な状況です。この緊急事態宣言によって、丸々1ヶ月の収入がほぼなくなってしまいました。休業補償は出ると聞きました
が、3割程度です。また、私が働いている飲食店は、12日から再開するはずだったのですが、緊急事態宣言が延長されて31日
まで休業になってしまいました。家庭も、親1人が働いているので、これから先が心配です。
私は、この明星大学に最後まで通いたいので、学費が払えなくなることが心配です。

3年女子

 4/8に明星大学の今年度の留学が中止という報告を受けました。私は留学をするためにこの大学を選び、一般試験で合格し、
入学しました。私は今、4年になるまでの必要な単位を3年の前期で全て取り終え、3年の後期に授業を取る必要をなくし、その3
年の後期の期間で留学に行きたいと考えています。私の入学当時に思い描いていた大学生活に近づけることができるように、
お助けしていただけませんでしょうか。さまざまな場所から寄付していただいたお金を私は寄付していただいた方の思いを胸に
しっかり刻み、その感謝の気持ちを行動で示させていただきたいと思います。
決して簡単なことでは無いことは分かっています。ですが、私の想いが少しでも伝わればと思いまして、申し込みさせていただき
ました。 この一生に一度の大学生の期間を無駄にしたくありません。どうか、よろしくお願いいたします。

3年女子
自分は一人暮らしをしていて家賃半分と光熱費などのお金を自分で支払っています。コロナの影響でアルバイトのシフトにもあ
まり入れず月に5、6万くらいしか稼げません。親からの仕送りも無くなってしまいました。親の収入も減給してきたそうです。今回
の給付金で親にも分けてあげたいです。

3年男子

私は一人暮らしをしていて、家賃、光熱費等はすべて自己負担です。そのため、アルバイトの給料と奨学金で生活しています。
しかし、度重なる緊急事態宣言によって働いている居酒屋ではシフトを大幅に削られ、また営業時間も短縮されたため給料が
緊急事態宣言の前より平均で60%ほど減少しました。その結果、毎月家賃と光熱費、食費だけで精一杯な状態です。また、母
子家庭で弟が春から私立大学に進学したため、保護者からの支援は望めない状況にあります。

3年女子

私は都内にある大型ショッピングセンターでアルバイトをしています。コロナ渦の影響でシフトは半分以上削られました。そのうえ
緊急事態宣言が出てしまったせいで、ショッピングモールは休館になり、社員さんは休業手当が出るみたいなのですが、アルバ
イトには出ないらしく、先月、今月のお給料は前月比の50%以上減少です。それどころか来月の収入はほぼゼロに等しいです。
私は、携帯代、定期代、学費の一部を毎月親に払ってます。このままでは学費はおろか、学校に行くための定期代も払えませ
ん。両親も一生懸命頑張ってくれていますが、このままだと学校をやめることも頭に入れておきなさいと言われてしまいました。ど
うしても大学は卒業したいです。ご協力お願い致します。

3年女子

  昨年から自分のアルバイト出勤日数が減り、母は9月末で仕事がなくなりました。
短期の仕事をしながら、今年3月半ばにパートの仕事が始まったばかりです。高3だった弟は進学を諦めて就職を選びました。
自分も大学を中退しようかと悩んだ時期がありましたが、弟のようにきちんと働いて、進学時や1年生の時に借りた奨学金を返済
し、自立した生活を送りたいです。もともと、就職に良いという事で選んだ経営学部なので、卒業まで頑張っていくつもりです。

4年男子

2018年に父の勤務先の会社が突然倒産しました。その後、新しい勤務先に入社しましたが、収入が充分ではありません。母は
パート勤めをしながら、祖父母宅の家事の手伝い、祖父母の通院の付き添いをしています。去年、勤務先の都合で母は退社と
なりました。その後、新しい会社に就職しましたが、収入は減りました。私は、勤労奨学金制度と他のバイトを掛け持ちしていまし
たが、バイト先の仕事も減り収入が大幅に減少しました。

4年女子
学費支弁者である母がコロナによって職を失ってから再就職できず家計が厳しい。また私のアルバイト活動もコロナによって客
数が減ったこともありシフトを入れるのが厳しい。また就職活動も相まってあまりアルバイトをすることができない。

4年男子

学費は全額自分で支払っているが、新型コロナウイルスの影響で、アルバイト先が雇用を減らし、日数と時間を少なくしたた
め、日数が半分以下になってしまい収入も大幅に減少してしまった。また、家が飲食店の自営業でコロナの影響を受けてしまっ
ているため、通学のための交通費や教科書、文具などとインターネットの回線代などもすべて自分で支払っているがまかなうの
が困難である。

4年男子

 コロナウイルスの影響によるアルバイト先の業績不振のため、営業時間の短縮、人件費削減。その結果アルバイト代が前月比
50%以上減少してしまいました。また母の働いているパート先も人件費削減により、家庭の財政状況を悪化してしまいました。
ファイナンシャルプランナー、ビジネス検定の資格試験のためアルバイトを減らし、勉学に励みたいところですが、家庭状況もあ
り時間が足りない状況です。

4年女子

学費,生活費ともに奨学金とアルバイトの収入で支払いをしていますが、コロナウイルスの影響でバイトにはほとんど出勤出来な
い状況が続いています。平均8～9万円あったアルバイト収入がほぼ0円になってしまい、休業補償等もなく、現在は貯金を切り
崩したり、派遣バイトに応募したりしています。派遣バイトも現在応募が殺到し、倍率が高くなっており希望通り出勤することが出
来ていません。
家庭も母子家庭の3人兄弟で親にも頼れないという点、また、これからも意欲的に学習に励みたいという思いから今回の「コロナ
渦対策修学支援給付金」に申し込みをさせて頂きました。

―７―
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