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学校法人  杏林学園

［教育・研究・医療環境整備募金］

未来を担う若者と
心のかよう医療のために
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杏林学園の紹介
概要
学校法人 杏林学園
所在地　  ［三鷹キャンパス・本部］東京都三鷹市新川 6-20-2
　　　　  ［井の頭キャンパス］東京都三鷹市下連雀 5-4-1
　　　　　　  [八王子キャンパス]　　　　　東京都八王子市宮下町 476
理事長　  松田剛明
創立　　  1966 年
学部　　  医学部、保健学部、総合政策学部、外国語学部
研究科　  医学研究科、保健学研究科、国際協力研究科
教職員数　3,225 人（2021 年 5 月 1 日現在）　
学生数　  5,725 人（2021 年 5 月 1 日現在）
杏林大学 Web サイト　https://www.kyorin-u.ac.jp/　

杏林大学建学の精神「眞善美の探究」
「眞善美の探究」を通じて、優れた人格を持ち、人のために尽くすことのできる
人材を育成することが、本学の教育理念です。

先人の思いを引き継ぐ「杏林」の名
杏林大学の名は、中国に伝わる故事に由来しています。
中国は廬山の医師 董奉 ( とうほう ) は、治療代の代わりに病気が治った人には、杏の苗を植えてもらっていました。
するといつしか 10 万余株の杏の木がうっそうと茂る大きな林ができあがったといわれ、後世良医のことを杏林と呼
ぶようになりました。
杏林大学は、専門的知識だけでなく、立派な人格を備え、社会に貢献できる良き職業人を育成します。
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三鷹新川病院開設（医学部付属病院の前身）

杏林学園短期大学開設

杏林大学医学部、医学部付属病院開設

大学院医学研究科開設

保健学部開設、医学部付属病院に救命救急センター開設（1994 年 高度救命救急センターに認定）

社会科学部（現在の総合政策学部）、大学院保健学研究科開設

外国語学部開設

大学院国際協力研究科開設

医学部付属病院 特定機能病院に認定

杏林学園 50 周年、井の頭キャンパス開設

　杏林大学は建学の精神である「眞善美の探究」を通じて人のために尽くすことの
出来る多くの人材を育成して参りました。そして皆様のご尽力により、2016 年に
創立 50 年を迎えることが出来ました。
　その周年事業として行った井の頭キャンパスへの移転を機に保健学部、総合政策学部
そして外国語学部の教育環境は大きく改善致しました。これもひとえに皆様の
ご厚情の賜物と感謝しております。
　本学では、次の 50 年に向けて医学部を中心に三鷹キャンパスの環境整備を進める
予定です。何よりも学生のために、そして教職員の意欲向上のために整備を実行し、
教育の中身の充実にも力を入れたいと考えております。
　現在、付属病院では新型コロナウイルスに打ち勝つために職員一丸となって奮闘
しております。大学でもアルバイトができなくなったり、親の仕事の関係で経済的
余裕がなくなる学生が増えてきました。こうした学生達や病院の最前線で闘っている
医療従事者達、付随した病院施設の整備などのためにも、ご支援、ご協力を賜りたく
お願いする次第です。
　私共の目標は、社会に必要とされ人の役に立つ人材育成に力を注ぎ、本学を国際的
な総合大学に発展させることであります。本学の将来に向けた教育環境充実への皆様
のご支援が必ずこの目標達成に結びつくことをお約束して、私のご挨拶と致します。
何卒、よろしくお願い申し上げます。

ご挨拶

学校法人 杏林学園
募金委員会代表
理事長 松田 剛明
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杏林学園が目指すもの

未来に向かい志をいだく学生を徹底サポート

　杏林大学は医療従事者の道を志す者の学び舎として始まった大学です。

　医学部、保健学部、総合政策学部、外国語学部を備えた総合大学として、

建学の精神「眞善美の探究」のもと、人のために尽くす人材を育成して

います。

　杏林大学は、文化の街としても知られる三鷹・吉祥寺地域にあります。

　医学部付属病院を有する三鷹キャンパスと、最新設備を備えた井の頭

キャンパスで、学生たちはそれぞれの専門の学びを深めています。

　杏林大学が大切にしている学びの形があります。それは、学生一人ひと

りの「志」に向き合う少人数教育、身近な社会で行われる実践教育、よ

き医療人そしてよき職業人を育てる設備と教育体制、国際的な視野を養

い、可能性を切り拓く留学の支援などです。

　2016 年に創立 50 周年を迎えた杏林大学は、これからも国際的な視野

と地域への貢献をテーマに人材の育成に取り組んでいきます。

あたたかい心のかよう良質な医療を提供
　

　杏林大学医学部付属病院は、多摩地域唯一の大学医学部付属病院の本院

であり、高度急性期病院として先進的な医療の提供及び開発・評価、研

修を行う能力を有する特定機能病院です。

　今後も地域の医療連携を積極的に実践し、患者さんと医療機関から信

頼される地域に根差した病院でありたいと考えています。当院の理念は

「あたたかい心のかよう、良質な医療を患者さんに提供します」です。こ

れからも、患者さんが質の高い医療を安全かつ安心して継続的に受けら

れるように全職員が一丸となり取り組んでいきます。

◇　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◇　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◇　　　　　　　　　　　　

寄付の種類

心のかよう医療のために心のかよう医療のために

医学部付属病院
    への寄付

研
究

活

動の発展と社会貢献のた
め

に

研
究

活

動の発展と社会貢献のた
め

に　 奨学寄付金
（研究活動への寄付）

学生生活の充実のために学生生活の充実のために

　 杏林大学
リサイクル募金

学

園の発展のために

　   遺贈
（遺産による寄付）
学園の発展に活用します。
遺言により財産の一部またはすべて
　を寄付していただくものです。

未
来

を担う若者（学生）のため
に未

来

を担う若者（学生）のため
に   杏林大学

教育研究募金
学生への経済的支援、留学支援、IT 教育環境
の整備・充実、校舎の改築、実習や研究のため
の材料費などに活用します。の材料費などに活用します。

杏林大学医学部付属病院の最前線で闘ってい杏林大学医学部付属病院の最前線で闘ってい
るスタッフへの支援、施設・設備・環境整備るスタッフへの支援、施設・設備・環境整備
等に活用します。等に活用します。

指定いただいた学部・教室の研究活動の
推進等に活用します。学生生活の充実のために活用します。

読み終えた本・DVD 等を提供いただき、
その査定金額が杏林大学に寄付されます。
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あたたかいご支援に感謝します
　杏林大学教育研究募金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6,120,000 円　　　

　医学部付属病院への寄付　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6,125,500 円

   杏林大学リサイクル募金 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　217,582 円　　　　　　 
20,747,600 円                             

　学業継続の意思があるにもかかわらず、保護者の経済的な状況の急変等により修学の継続が極めて困難になった学生
への支援に役立てさせていただきました。また、教室や実習室、部活動で使用する施設の機器や備品の整備、井の頭図
書館・医学図書館の蔵書・電子ジャーナル等の充実、語学サロンやパソコン室等学習施設の教材や備品を整備しました。

　救急医療、周産期医療など高度先進医療のための施設設備の充実、患者さんが病院で快適に過ごせるよう、院内環境
の整備を行いました。また、新型コロナウイルスの感染が拡大するなか、医療の最前線に立つ医療従事者、並びにスタッ
フへの支援のために活用させていただきました。

杏林大学医学部講義棟建設募金  　 140,075,560 円 /募集期間（2021 年 1 月～ 2022 年 3 月 ) の累計 195,735,560 円
　医学部講義棟は 2022 年 3 月に完成しました。地上 6 階、免震構造となっており、カフェテリアを併設したラーニングコ
モンズ、情報演習室、大小講義室、演習室、自習室などがあります。未来を担う学生たちの学習環境が整備されました。
　杏林大学医学部講義棟建設募金は 2022 年 3 月末をもちまして終了しました。ご寄付いただきました皆様、ありがと
うございました。

　不要になった本・DVD 等を提供いただき、その査定換金額を杏林大学にご寄付いただく取り組みです。寄付は、学生生活
の充実のために活用させていただきました。

   奨学寄付金   　　　　　　　　　　　　　　　　　                     　　　   206,357,600 円                             
　奨学寄付金は、大学が学術研究の振興及び発展を目的として、民間企業、公益法人や個人の方等から受け入れる寄付
金です。ご指定頂いた学部・教室で行われている基礎研究や臨床研究の充実・発展のために活用させていただきました。

[ 2021 年 4 月 1 日～ 2022 年 3 月 31 日 ]
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医学部講義棟（左）と松田進勇記念アリーナ

ラーニングコモンズラーニングコモンズ 講義室講義室

［法人の皆様］
本学募金 Web サイトにて、諸注意・お手続きの方法をご案内していますのでご確認ください。

募金の種類とお手続きについて

［個人の皆様］
銀行振込みまたは、オンライン決済（クレジットカード、コンビニ、インターネットバンキング［ペイジー］）でお願いします。
銀行振込みは、上記にてご案内しています。オンライン決済については以下の通りです。
　

［法人の皆様］　　
本学募金 Web サイトにて、諸注意・お手続きの方法をご案内していますのでご確認ください。

【ご利用の手順】 
本学募金 Web サイトでご案内しています。
オンライン決済・お申し込み QR コード　

 【所得と寄付金額  参考例】
例 A：課税所得 500 万円の方が 10 万円寄付した場合、税額控除の控除額は 39,200 円となり、所得控除より税額控除が 19,600 円有利。
例 B ： 課税所得 2000 万円の方が 500 万円寄付した場合、所得控除の控除額は 1,789,340 円となり、税額控除より所得控除が 488,340 円有利。

寄付金控除には確定申告が必要です。入金確認後、本学から送付する「領収書」「特定公益増進法人証明書（写）」
「税額控除に係る証明書（写）」を添えて、所轄税務署へ申請してください。

ご寄付への謝意について
ご寄付は学園活動に有効に活用させていただきます。寄付者のご芳名（希望者のみ）は、ホームページなどでご報告させ
ていただきます。

　　　　課税所得金額　　寄付金額 　　①税額控除の控除額　  ②所得控除の控除額　　　　 　　　備考
　例 A 　500 万円　　  100,000 円 39,200 円       ＞                 19,600 円            税額控除の方が 19,600 円有利
　例 B 2,000 万円　  5,000,000 円　　 1,301,000 円       ＜   　1,789,340 円       所得控除の方が 488,340 円有利
　                                       ※夫婦片働き、高校生・大学生の子どもの諸控除額を、課税所得金額に加算したうえで算定した推計値

税制上の優遇措置および謝意について
寄付者に対する税制上の優遇措置

［個人の皆様］
本学への寄付金は、文部科学省より寄付金控除の対象となる証明を受けています。控除には①税額控除制度と
②所得控除制度があり、どちらか一方の制度を確定申告の際に選択していただきます。

①税額控除制度：所得税率に関係なく所得税額から直接控除されます。多くの方の場合、所得税控除と比べ減税効果が大きくなります。
②所得控除制度：所得控除を行った後に所得税率をかけるため、所得金額に対して寄付金額が大きい場合は減税効果が大きくなります。

募金の種類　

お手続き

対象 ご案内・お問い合わせ方法個人 法人
杏林大学教育研究募金 ○ ○ 杏林学園募金 Web サイト、「杏林大学教育研究募金趣意書」にてご案内いたします
医学部付属病院への寄付 ○ ○ 杏林学園募金 Web サイトよりご案内しています

奨学寄付金 ○ ○
杏林学園募金 Web サイトよりご案内しています
医学部関係は、医学部事務課 TEL：0422-47-5511（代表）
上記以外は、井の頭事務部庶務課 TEL：0422-47-8000（代表）にお問い合わせください

杏林大学リサイクル募金 ○ ○ 杏林学園募金 Web サイトよりご案内しています
遺贈（遺産によるご寄付） ○ 杏林学園募金 Web サイトよりご案内しています　　　　　　

大まかな控除額
をチェック

▼オンライン決済は、個人のみご利用いただけます。
▼寄付者名とカード名義人は同一人であることが必要です。
▼ご利用いただけるカードは、VISA・Master・JCB・AMEX・DINERS です。

杏林　寄付　法人

杏林　寄付　法人
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学校法人 杏林学園 募金事務局（経理課内）
〒 181-8611 東京都三鷹市新川 6-20-2

ご連絡・お問い合わせ先

Tel：0120-50-1665（フリーダイヤル）平日（月 ~ 金）9:00 ～17:00
mail：bokin@ks.kyorin-u.ac.jp
杏林学園募金 Web サイト  https://www.kyorin-u.ac.jp/kifu/

P-D10010

個人情報の取扱いについて
募金にご協力いただきました皆様の個人情報は、「個人情報に
関する規程」に基づいて厳重に管理します。

2022 年 4 月版


