
寄附金受入状況（令和2年度後期）内訳 令和3年3月31日現在　

会計単位 寄附者名 受入教員名 受入年月日

武市　宣雄 広島大学基金（７５周年修学支援） 2020/10/01

土谷　真三 広島大学基金（７５周年一般基金） 2020/10/02

伊林　文子 広島大学基金（７５周年一般基金） 2020/10/05

医療法人昭和　原田整形外科病院 広島大学基金（冠事業） 2020/10/06

三好　薫 広島大学基金（７５周年一般基金） 2020/10/06

清水　栄治 広島大学基金（７５周年一般基金） 2020/10/06

内藤　亨 広島大学基金（７５周年一般基金） 2020/10/06

難波　竜芳 広島大学基金（７５周年修学支援） 2020/10/06

医療法人おち眼科医院 広島大学基金（冠事業） 2020/10/07

佐藤　利行 広島大学基金（冠事業） 2020/10/07

越智　光夫 広島大学基金（冠事業） 2020/10/07

医療法人エム・エム会 広島大学基金（冠事業） 2020/10/07

坂下　勝 広島大学基金（冠事業） 2020/10/07

医療法人社団慈恵会いまだ病院 広島大学基金（冠事業） 2020/10/07

医療法人社団仁慈会 広島大学基金（冠事業） 2020/10/07

株式会社バルコム 広島大学基金（冠事業） 2020/10/07

大谷　美奈子 広島大学基金（冠事業） 2020/10/07

医療法人社団スマイル博愛クリニック 広島大学基金（冠事業） 2020/10/07

オタフクソース株式会社 広島大学基金（冠事業） 2020/10/07

医療法人社団清流会 広島大学基金（冠事業） 2020/10/07

医療法人社団まりも会 広島大学基金（冠事業） 2020/10/07

医療法人S.R.C.中光整形外科リハビリクリ
ニック

広島大学基金（冠事業） 2020/10/07

医療法人社団楓会林病院 広島大学基金（冠事業） 2020/10/07

株式会社やまだ屋 広島大学基金（冠事業） 2020/10/07

株式会社日本クライメイトシステムズ 広島大学基金（冠事業） 2020/10/07

小林　健二 広島大学基金（冠事業） 2020/10/07

田中　純子 広島大学基金（冠事業） 2020/10/07

小笠原　文武 広島大学基金（７５周年一般基金） 2020/10/07

浅枝　正司 広島大学基金（７５周年一般基金） 2020/10/07

高橋　康平 広島大学基金（７５周年修学支援） 2020/10/09

普家　朋子 広島大学基金（ファミリーハウス基金） 2020/10/10

株式会社総合広告社 広島大学基金（冠事業） 2020/10/12

基金室



寄附金受入状況（令和2年度後期）内訳 令和3年3月31日現在　

会計単位 寄附者名 受入教員名 受入年月日

戸田工業株式会社 広島大学基金（冠事業） 2020/10/12

久高　靖 広島大学基金（７５周年一般基金） 2020/10/12

皆本　仁美 広島大学基金（７５周年一般基金） 2020/10/13

医療法人明笑会 広島大学基金（冠事業） 2020/10/14

医療法人KOC　金谷整形外科クリニック 広島大学基金（冠事業） 2020/10/14

弁護士　緒方　俊平 広島大学基金（冠事業） 2020/10/14

中村　文三 広島大学基金（７５周年修学支援） 2020/10/14

鈴木　敏夫 広島大学基金（７５周年一般基金） 2020/10/15

加藤　正昭 広島大学基金（歯学部基金） 2020/10/15

平　幸子 広島大学基金（７５周年修学支援） 2020/10/16

大賀　裕見子 広島大学基金（７５周年一般基金） 2020/10/16

山本　純弘 広島大学基金（７５周年一般基金） 2020/10/16

医療法人社団マッキー 広島大学基金（冠事業） 2020/10/19

松尾　英貴 広島大学基金（ファミリーハウス基金） 2020/10/19

中村　帛江 広島大学基金（７５周年修学支援） 2020/10/19

松尾　英貴 広島大学基金（７５周年一般基金） 2020/10/19

檜垣　重俊 広島大学基金（７５周年修学支援） 2020/10/19

保田　浩志 広島大学基金（一般目的寄付金） 2020/10/19

三好　明 広島大学基金（一般目的寄付金） 2020/10/19

木島　正明 広島大学基金（一般目的寄付金） 2020/10/19

前田　広美 広島大学基金（一般目的寄付金） 2020/10/19

宿南　知佐 広島大学基金（一般目的寄付金） 2020/10/19

大平　光子 広島大学基金（一般目的寄付金） 2020/10/19

藤田　直人 広島大学基金（一般目的寄付金） 2020/10/19

古田　拓也 広島大学基金（一般目的寄付金） 2020/10/19

杉本　智裕 広島大学基金（一般目的寄付金） 2020/10/19

八木　健太郎 広島大学基金（一般目的寄付金） 2020/10/19

桐本　光 広島大学基金（一般目的寄付金） 2020/10/19

濱岡　剛 広島大学基金（一般目的寄付金） 2020/10/19

石田　丈典 広島大学基金（一般目的寄付金） 2020/10/19

佐伯　昇 広島大学基金（一般目的寄付金） 2020/10/19

亭島　淳 広島大学基金（一般目的寄付金） 2020/10/19

基金室



寄附金受入状況（令和2年度後期）内訳 令和3年3月31日現在　

会計単位 寄附者名 受入教員名 受入年月日

米田　真康 広島大学基金（一般目的寄付金） 2020/10/19

黒田　慎太郎 広島大学基金（一般目的寄付金） 2020/10/19

小林　剛 広島大学基金（一般目的寄付金） 2020/10/19

仁井内　浩 広島大学基金（一般目的寄付金） 2020/10/19

田中　信治 広島大学基金（一般目的寄付金） 2020/10/19

大毛　宏喜 広島大学基金（一般目的寄付金） 2020/10/19

山岡　秀寿 広島大学基金（一般目的寄付金） 2020/10/19

中前　敦雄 広島大学基金（一般目的寄付金） 2020/10/19

河岡　友和 広島大学基金（一般目的寄付金） 2020/10/19

濱田　智恵 広島大学基金（一般目的寄付金） 2020/10/19

平山　恭之 広島大学基金（一般目的寄付金） 2020/10/19

谷口　真紀 広島大学基金（一般目的寄付金） 2020/10/19

兒玉　祥 広島大学基金（一般目的寄付金） 2020/10/19

和田　昌子 広島大学基金（一般目的寄付金） 2020/10/19

川瀬　孝和 広島大学基金（一般目的寄付金） 2020/10/19

石川　正和 広島大学基金（一般目的寄付金） 2020/10/19

梶川　幸一 広島大学基金（一般目的寄付金） 2020/10/19

實藤　大 広島大学基金（一般目的寄付金） 2020/10/19

加藤　健伍 広島大学基金（一般目的寄付金） 2020/10/19

服巻　豊 広島大学基金（一般目的寄付金） 2020/10/19

高谷　紀夫 広島大学基金（一般目的寄付金） 2020/10/19

杉山　英二 広島大学基金（一般目的寄付金） 2020/10/19

小山　正孝 修学支援基金（一般目的寄付金） 2020/10/19

隅田　博臣 修学支援基金（一般目的寄付金） 2020/10/19

栗田　雄一 修学支援基金（一般目的寄付金） 2020/10/19

石坂　昌司 修学支援基金（一般目的寄付金） 2020/10/19

河本　健 修学支援基金（一般目的寄付金） 2020/10/19

吉栖　正生 修学支援基金（一般目的寄付金） 2020/10/19

藤島　実 修学支援基金（一般目的寄付金） 2020/10/19

塩野　毅 修学支援基金（一般目的寄付金） 2020/10/19

一戸　辰夫 修学支援基金（一般目的寄付金） 2020/10/19

冨樫　祐一 修学支援基金（一般目的寄付金） 2020/10/19

基金室



寄附金受入状況（令和2年度後期）内訳 令和3年3月31日現在　

会計単位 寄附者名 受入教員名 受入年月日

本田　義央 修学支援基金（一般目的寄付金） 2020/10/19

前野　弘志 修学支援基金（一般目的寄付金） 2020/10/19

黄　正国 修学支援基金（一般目的寄付金） 2020/10/19

仁科　陽江 修学支援基金（一般目的寄付金） 2020/10/19

桐本　光 修学支援基金（一般目的寄付金） 2020/10/19

藤野　ひとみ 修学支援基金（一般目的寄付金） 2020/10/19

丸山　恭司 修学支援基金（一般目的寄付金） 2020/10/19

砂田　典明 修学支援基金（一般目的寄付金） 2020/10/19

山川　和義 修学支援基金（一般目的寄付金） 2020/10/19

渡邉　研志 修学支援基金（一般目的寄付金） 2020/10/19

北池　ゆかり 修学支援基金（一般目的寄付金） 2020/10/19

田中　純子 修学支援基金（一般目的寄付金） 2020/10/19

安井　弥 修学支援基金（一般目的寄付金） 2020/10/19

坂口　剛正 修学支援基金（一般目的寄付金） 2020/10/19

茶山　一彰 修学支援基金（一般目的寄付金） 2020/10/19

横崎　恭之 修学支援基金（一般目的寄付金） 2020/10/19

園田　峰加 修学支援基金（一般目的寄付金） 2020/10/19

山野　喜 修学支援基金（一般目的寄付金） 2020/10/19

越智　光夫 修学支援基金（一般目的寄付金） 2020/10/19

柘植　雅貴 修学支援基金（一般目的寄付金） 2020/10/19

藤井　輝久 修学支援基金（一般目的寄付金） 2020/10/19

横崎　典哉 修学支援基金（一般目的寄付金） 2020/10/19

丸山　博文 修学支援基金（一般目的寄付金） 2020/10/19

砂川　融 修学支援基金（一般目的寄付金） 2020/10/19

工藤　美樹 修学支援基金（一般目的寄付金） 2020/10/19

木村　浩彰 修学支援基金（一般目的寄付金） 2020/10/19

川口　浩史 修学支援基金（一般目的寄付金） 2020/10/19

正木　崇生 修学支援基金（一般目的寄付金） 2020/10/19

伊藤　義広 修学支援基金（一般目的寄付金） 2020/10/19

宮内　睦美 修学支援基金（一般目的寄付金） 2020/10/19

杉田　誠 修学支援基金（一般目的寄付金） 2020/10/19

柴　秀樹 修学支援基金（一般目的寄付金） 2020/10/19

基金室



寄附金受入状況（令和2年度後期）内訳 令和3年3月31日現在　

会計単位 寄附者名 受入教員名 受入年月日

相原　玲二 修学支援基金（一般目的寄付金） 2020/10/19

餘利野　直人 修学支援基金（一般目的寄付金） 2020/10/19

島田　学 修学支援基金（一般目的寄付金） 2020/10/19

松木　一弘 修学支援基金（一般目的寄付金） 2020/10/19

矢吹　彰広 修学支援基金（一般目的寄付金） 2020/10/19

内田　龍彦 修学支援基金（一般目的寄付金） 2020/10/19

栗田　多喜夫 修学支援基金（一般目的寄付金） 2020/10/19

西堀　正英 修学支援基金（一般目的寄付金） 2020/10/19

多賀　信政 修学支援基金（一般目的寄付金） 2020/10/19

吉村　慎太郎 修学支援基金（一般目的寄付金） 2020/10/19

中川　直樹 修学支援基金（一般目的寄付金） 2020/10/19

竹内　哲弘 修学支援基金（一般目的寄付金） 2020/10/19

石田　洋子 修学支援基金（一般目的寄付金） 2020/10/19

草薙　邦広 修学支援基金（一般目的寄付金） 2020/10/19

長谷川　宰 修学支援基金（一般目的寄付金） 2020/10/19

原　準一 修学支援基金（一般目的寄付金） 2020/10/19

大膳　司 修学支援基金（一般目的寄付金） 2020/10/19

山下　洋一 修学支援基金（一般目的寄付金） 2020/10/19

吉盛　光昭 修学支援基金（一般目的寄付金） 2020/10/19

羽田　雄志 修学支援基金（一般目的寄付金） 2020/10/19

堀田　泰司 修学支援基金（一般目的寄付金） 2020/10/19

伊藤　公訓 修学支援基金（一般目的寄付金） 2020/10/19

日山　亨 修学支援基金（一般目的寄付金） 2020/10/19

永田　純一 修学支援基金（一般目的寄付金） 2020/10/19

山本　幹雄 修学支援基金（一般目的寄付金） 2020/10/19

李　漢洙 修学支援基金（一般目的寄付金） 2020/10/19

片柳　真理 修学支援基金（一般目的寄付金） 2020/10/19

岩坂　正和 修学支援基金（一般目的寄付金） 2020/10/19

乾　雅祝 修学支援基金（一般目的寄付金） 2020/10/19

藤原　章正 修学支援基金（一般目的寄付金） 2020/10/19

中谷　久恵 修学支援基金（一般目的寄付金） 2020/10/19

松尾　裕彰 修学支援基金（一般目的寄付金） 2020/10/19

基金室



寄附金受入状況（令和2年度後期）内訳 令和3年3月31日現在　

会計単位 寄附者名 受入教員名 受入年月日

佐久間　雅子 広島大学基金（７５周年修学支援） 2020/10/20

保田　秀洋 広島大学基金（７５周年修学支援） 2020/10/21

株式会社紀陽 広島大学基金（冠事業） 2020/10/26

医療法人せいざん　青山病院 広島大学基金（冠事業） 2020/10/26

牛尾　やよい 広島大学基金（７５周年一般基金） 2020/10/27

株式会社日経不動産 広島大学基金（７５周年一般基金） 2020/10/28

平尾　泰保 広島大学基金（７５周年一般基金） 2020/10/28

石通　宏行 広島大学基金（歯学部基金） 2020/10/29

坂下　勝 広島大学基金（７５周年一般基金） 2020/10/29

鈴木　康平 広島大学基金（７５周年一般基金） 2020/10/29

佐々木　元 広島大学基金（歯学部基金） 2020/10/29

株式会社にしき堂 広島大学基金（冠事業） 2020/10/30

児玉　晄子 広島大学基金（７５周年修学支援） 2020/10/30

由比　友顕 広島大学基金（７５周年一般基金） 2020/11/02

株式会社バルコム 広島大学基金（７５周年一般基金） 2020/11/04

山本　紀代美 広島大学基金（ファミリーハウス基金） 2020/11/05

山本　拓実 広島大学基金（ファミリーハウス基金） 2020/11/05

三浦　省五 広島大学基金（７５周年一般基金） 2020/11/06

医療法人おち眼科医院 広島大学基金（冠事業） 2020/11/09

佐藤　利行 広島大学基金（冠事業） 2020/11/09

越智　光夫 広島大学基金（冠事業） 2020/11/09

医療法人エム・エム会 広島大学基金（冠事業） 2020/11/09

坂下　勝 広島大学基金（冠事業） 2020/11/09

医療法人社団慈恵会いまだ病院 広島大学基金（冠事業） 2020/11/09

医療法人社団仁慈会 広島大学基金（冠事業） 2020/11/09

株式会社バルコム 広島大学基金（冠事業） 2020/11/09

大谷　美奈子 広島大学基金（冠事業） 2020/11/09

医療法人社団スマイル博愛クリニック 広島大学基金（冠事業） 2020/11/09

オタフクソース株式会社 広島大学基金（冠事業） 2020/11/09

医療法人社団清流会 広島大学基金（冠事業） 2020/11/09

医療法人社団まりも会 広島大学基金（冠事業） 2020/11/09

医療法人S.R.C.中光整形外科リハビリクリ
ニック

広島大学基金（冠事業） 2020/11/09

基金室



寄附金受入状況（令和2年度後期）内訳 令和3年3月31日現在　

会計単位 寄附者名 受入教員名 受入年月日

医療法人社団楓会林病院 広島大学基金（冠事業） 2020/11/09

株式会社やまだ屋 広島大学基金（冠事業） 2020/11/09

株式会社日本クライメイトシステムズ 広島大学基金（冠事業） 2020/11/09

小林　健二 広島大学基金（冠事業） 2020/11/09

田中　純子 広島大学基金（冠事業） 2020/11/09

株式会社総合広告社 広島大学基金（冠事業） 2020/11/10

戸田工業株式会社 広島大学基金（冠事業） 2020/11/10

久我　成一 広島大学基金（７５周年修学支援） 2020/11/10

医療法人明笑会 広島大学基金（冠事業） 2020/11/16

医療法人KOC　金谷整形外科クリニック 広島大学基金（冠事業） 2020/11/16

弁護士　緒方　俊平 広島大学基金（冠事業） 2020/11/16

岩原　恭代 広島大学基金（７５周年修学支援） 2020/11/16

飯塚　保久 広島大学基金（７５周年一般基金） 2020/11/16

志村　徹 広島大学基金（７５周年修学支援） 2020/11/16

小林　正夫 広島大学基金（ファミリーハウス基金） 2020/11/16

齋藤　修 広島大学基金（７５周年一般基金） 2020/11/16

原屋　寛之 広島大学基金（７５周年一般基金） 2020/11/16

三嶋　弘 広島大学基金（７５周年修学支援） 2020/11/16

保田　浩志 広島大学基金（一般目的寄付金） 2020/11/17

三好　明 広島大学基金（一般目的寄付金） 2020/11/17

木島　正明 広島大学基金（一般目的寄付金） 2020/11/17

前田　広美 広島大学基金（一般目的寄付金） 2020/11/17

宿南　知佐 広島大学基金（一般目的寄付金） 2020/11/17

大平　光子 広島大学基金（一般目的寄付金） 2020/11/17

藤田　直人 広島大学基金（一般目的寄付金） 2020/11/17

古田　拓也 広島大学基金（一般目的寄付金） 2020/11/17

杉本　智裕 広島大学基金（一般目的寄付金） 2020/11/17

八木　健太郎 広島大学基金（一般目的寄付金） 2020/11/17

桐本　光 広島大学基金（一般目的寄付金） 2020/11/17

濱岡　剛 広島大学基金（一般目的寄付金） 2020/11/17

石田　丈典 広島大学基金（一般目的寄付金） 2020/11/17

佐伯　昇 広島大学基金（一般目的寄付金） 2020/11/17

基金室



寄附金受入状況（令和2年度後期）内訳 令和3年3月31日現在　

会計単位 寄附者名 受入教員名 受入年月日

亭島　淳 広島大学基金（一般目的寄付金） 2020/11/17

米田　真康 広島大学基金（一般目的寄付金） 2020/11/17

黒田　慎太郎 広島大学基金（一般目的寄付金） 2020/11/17

小林　剛 広島大学基金（一般目的寄付金） 2020/11/17

仁井内　浩 広島大学基金（一般目的寄付金） 2020/11/17

田中　信治 広島大学基金（一般目的寄付金） 2020/11/17

大毛　宏喜 広島大学基金（一般目的寄付金） 2020/11/17

山岡　秀寿 広島大学基金（一般目的寄付金） 2020/11/17

中前　敦雄 広島大学基金（一般目的寄付金） 2020/11/17

河岡　友和 広島大学基金（一般目的寄付金） 2020/11/17

濱田　智恵 広島大学基金（一般目的寄付金） 2020/11/17

平山　恭之 広島大学基金（一般目的寄付金） 2020/11/17

谷口　真紀 広島大学基金（一般目的寄付金） 2020/11/17

兒玉　祥 広島大学基金（一般目的寄付金） 2020/11/17

和田　昌子 広島大学基金（一般目的寄付金） 2020/11/17

川瀬　孝和 広島大学基金（一般目的寄付金） 2020/11/17

石川　正和 広島大学基金（一般目的寄付金） 2020/11/17

梶川　幸一 広島大学基金（一般目的寄付金） 2020/11/17

實藤　大 広島大学基金（一般目的寄付金） 2020/11/17

加藤　健伍 広島大学基金（一般目的寄付金） 2020/11/17

服巻　豊 広島大学基金（一般目的寄付金） 2020/11/17

高谷　紀夫 広島大学基金（一般目的寄付金） 2020/11/17

杉山　英二 広島大学基金（一般目的寄付金） 2020/11/17

小山　正孝 修学支援基金（一般目的寄付金） 2020/11/17

隅田　博臣 修学支援基金（一般目的寄付金） 2020/11/17

栗田　雄一 修学支援基金（一般目的寄付金） 2020/11/17

石坂　昌司 修学支援基金（一般目的寄付金） 2020/11/17

河本　健 修学支援基金（一般目的寄付金） 2020/11/17

吉栖　正生 修学支援基金（一般目的寄付金） 2020/11/17

藤島　実 修学支援基金（一般目的寄付金） 2020/11/17

塩野　毅 修学支援基金（一般目的寄付金） 2020/11/17

一戸　辰夫 修学支援基金（一般目的寄付金） 2020/11/17

基金室



寄附金受入状況（令和2年度後期）内訳 令和3年3月31日現在　

会計単位 寄附者名 受入教員名 受入年月日

冨樫　祐一 修学支援基金（一般目的寄付金） 2020/11/17

本田　義央 修学支援基金（一般目的寄付金） 2020/11/17

前野　弘志 修学支援基金（一般目的寄付金） 2020/11/17

黄　正国 修学支援基金（一般目的寄付金） 2020/11/17

仁科　陽江 修学支援基金（一般目的寄付金） 2020/11/17

桐本　光 修学支援基金（一般目的寄付金） 2020/11/17

藤野　ひとみ 修学支援基金（一般目的寄付金） 2020/11/17

丸山　恭司 修学支援基金（一般目的寄付金） 2020/11/17

砂田　典明 修学支援基金（一般目的寄付金） 2020/11/17

山川　和義 修学支援基金（一般目的寄付金） 2020/11/17

渡邉　研志 修学支援基金（一般目的寄付金） 2020/11/17

北池　ゆかり 修学支援基金（一般目的寄付金） 2020/11/17

田中　純子 修学支援基金（一般目的寄付金） 2020/11/17

安井　弥 修学支援基金（一般目的寄付金） 2020/11/17

坂口　剛正 修学支援基金（一般目的寄付金） 2020/11/17

茶山　一彰 修学支援基金（一般目的寄付金） 2020/11/17

横崎　恭之 修学支援基金（一般目的寄付金） 2020/11/17

園田　峰加 修学支援基金（一般目的寄付金） 2020/11/17

山野　喜 修学支援基金（一般目的寄付金） 2020/11/17

越智　光夫 修学支援基金（一般目的寄付金） 2020/11/17

柘植　雅貴 修学支援基金（一般目的寄付金） 2020/11/17

藤井　輝久 修学支援基金（一般目的寄付金） 2020/11/17

横崎　典哉 修学支援基金（一般目的寄付金） 2020/11/17

丸山　博文 修学支援基金（一般目的寄付金） 2020/11/17

砂川　融 修学支援基金（一般目的寄付金） 2020/11/17

工藤　美樹 修学支援基金（一般目的寄付金） 2020/11/17

木村　浩彰 修学支援基金（一般目的寄付金） 2020/11/17

川口　浩史 修学支援基金（一般目的寄付金） 2020/11/17

正木　崇生 修学支援基金（一般目的寄付金） 2020/11/17

伊藤　義広 修学支援基金（一般目的寄付金） 2020/11/17

宮内　睦美 修学支援基金（一般目的寄付金） 2020/11/17

杉田　誠 修学支援基金（一般目的寄付金） 2020/11/17

基金室



寄附金受入状況（令和2年度後期）内訳 令和3年3月31日現在　

会計単位 寄附者名 受入教員名 受入年月日

柴　秀樹 修学支援基金（一般目的寄付金） 2020/11/17

相原　玲二 修学支援基金（一般目的寄付金） 2020/11/17

餘利野　直人 修学支援基金（一般目的寄付金） 2020/11/17

島田　学 修学支援基金（一般目的寄付金） 2020/11/17

松木　一弘 修学支援基金（一般目的寄付金） 2020/11/17

矢吹　彰広 修学支援基金（一般目的寄付金） 2020/11/17

内田　龍彦 修学支援基金（一般目的寄付金） 2020/11/17

栗田　多喜夫 修学支援基金（一般目的寄付金） 2020/11/17

西堀　正英 修学支援基金（一般目的寄付金） 2020/11/17

多賀　信政 修学支援基金（一般目的寄付金） 2020/11/17

吉村　慎太郎 修学支援基金（一般目的寄付金） 2020/11/17

中川　直樹 修学支援基金（一般目的寄付金） 2020/11/17

竹内　哲弘 修学支援基金（一般目的寄付金） 2020/11/17

石田　洋子 修学支援基金（一般目的寄付金） 2020/11/17

草薙　邦広 修学支援基金（一般目的寄付金） 2020/11/17

長谷川　宰 修学支援基金（一般目的寄付金） 2020/11/17

原　準一 修学支援基金（一般目的寄付金） 2020/11/17

大膳　司 修学支援基金（一般目的寄付金） 2020/11/17

山下　洋一 修学支援基金（一般目的寄付金） 2020/11/17

吉盛　光昭 修学支援基金（一般目的寄付金） 2020/11/17

羽田　雄志 修学支援基金（一般目的寄付金） 2020/11/17

堀田　泰司 修学支援基金（一般目的寄付金） 2020/11/17

伊藤　公訓 修学支援基金（一般目的寄付金） 2020/11/17

日山　亨 修学支援基金（一般目的寄付金） 2020/11/17

永田　純一 修学支援基金（一般目的寄付金） 2020/11/17

山本　幹雄 修学支援基金（一般目的寄付金） 2020/11/17

李　漢洙 修学支援基金（一般目的寄付金） 2020/11/17

片柳　真理 修学支援基金（一般目的寄付金） 2020/11/17

岩坂　正和 修学支援基金（一般目的寄付金） 2020/11/17

乾　雅祝 修学支援基金（一般目的寄付金） 2020/11/17

藤原　章正 修学支援基金（一般目的寄付金） 2020/11/17

中谷　久恵 修学支援基金（一般目的寄付金） 2020/11/17

基金室



寄附金受入状況（令和2年度後期）内訳 令和3年3月31日現在　

会計単位 寄附者名 受入教員名 受入年月日

松尾　裕彰 修学支援基金（一般目的寄付金） 2020/11/17

今田　和秀 広島大学基金（７５周年修学支援） 2020/11/19

今田　美知子 広島大学基金（７５周年修学支援） 2020/11/19

医療法人社団マッキー 広島大学基金（冠事業） 2020/11/24

渡邉　俊成 広島大学基金（７５周年一般基金） 2020/11/24

医療法人昭和　原田整形外科病院 広島大学基金（冠事業） 2020/11/25

株式会社紀陽 広島大学基金（冠事業） 2020/11/25

医療法人せいざん　青山病院 広島大学基金（冠事業） 2020/11/26

株式会社にしき堂 広島大学基金（冠事業） 2020/11/30

迫田　久美子 広島大学基金（７５周年一般基金） 2020/12/01

青木　義和 広島大学基金（ファミリーハウス基金） 2020/12/02

川口　英雄 広島大学基金（７５周年一般基金） 2020/12/03

荒木　政裕 広島大学基金（ファミリーハウス基金） 2020/12/03

医療法人昭和　原田整形外科病院 広島大学基金（冠事業） 2020/12/07

株式会社総合広告社 広島大学基金（冠事業） 2020/12/08

三枝　省三 広島大学基金（７５周年修学支援） 2020/12/08

医療法人おち眼科医院 広島大学基金（冠事業） 2020/12/08

佐藤　利行 広島大学基金（冠事業） 2020/12/08

越智　光夫 広島大学基金（冠事業） 2020/12/08

医療法人エム・エム会 広島大学基金（冠事業） 2020/12/08

坂下　勝 広島大学基金（冠事業） 2020/12/08

医療法人社団慈恵会いまだ病院 広島大学基金（冠事業） 2020/12/08

医療法人社団仁慈会 広島大学基金（冠事業） 2020/12/08

株式会社バルコム 広島大学基金（冠事業） 2020/12/08

大谷　美奈子 広島大学基金（冠事業） 2020/12/08

医療法人社団スマイル博愛クリニック 広島大学基金（冠事業） 2020/12/08

オタフクソース株式会社 広島大学基金（冠事業） 2020/12/08

医療法人社団清流会 広島大学基金（冠事業） 2020/12/08

医療法人社団まりも会 広島大学基金（冠事業） 2020/12/08

医療法人S.R.C.中光整形外科リハビリクリ
ニック

広島大学基金（冠事業） 2020/12/08

医療法人社団楓会林病院 広島大学基金（冠事業） 2020/12/08

株式会社やまだ屋 広島大学基金（冠事業） 2020/12/08

基金室



寄附金受入状況（令和2年度後期）内訳 令和3年3月31日現在　

会計単位 寄附者名 受入教員名 受入年月日

株式会社日本クライメイトシステムズ 広島大学基金（冠事業） 2020/12/08

小林　健二 広島大学基金（冠事業） 2020/12/08

田中　純子 広島大学基金（冠事業） 2020/12/08

松川　博之 広島大学基金（ファミリーハウス基金） 2020/12/09

戸田工業株式会社 広島大学基金（冠事業） 2020/12/10

山口　裕毅 広島大学基金（７５周年修学支援） 2020/12/10

渡邉　和彦 広島大学基金（７５周年一般基金） 2020/12/11

吉田　美和子 広島大学基金（７５周年一般基金） 2020/12/14

大木　洋 広島大学基金（７５周年一般基金） 2020/12/14

西田　修実 広島大学基金（７５周年修学支援） 2020/12/14

田中　信治 広島大学基金（７５周年修学支援） 2020/12/14

土谷　真三 広島大学基金（７５周年一般基金） 2020/12/14

初瀬　麻未 広島大学基金（７５周年一般基金） 2020/12/15

和泉　浩基 広島大学基金（スポーツ振興基金） 2020/12/15

深江　誠二 広島大学基金（７５周年修学支援） 2020/12/15

登田　隆 広島大学基金（７５周年一般基金） 2020/12/15

安藤　清 広島大学基金（７５周年一般基金） 2020/12/15

福畠　義和 広島大学基金（７５周年修学支援） 2020/12/15

中原　元気 広島大学基金（７５周年修学支援） 2020/12/15

医療法人明笑会 広島大学基金（冠事業） 2020/12/15

医療法人KOC　金谷整形外科クリニック 広島大学基金（冠事業） 2020/12/15

弁護士　緒方　俊平 広島大学基金（冠事業） 2020/12/15

児玉　匡敏 広島大学基金（７５周年一般基金） 2020/12/15

高見　俊輔 広島大学基金（７５周年一般基金） 2020/12/15

石田　秀幸 広島大学基金（歯学部基金） 2020/12/15

医療法人社団マッキー 広島大学基金（冠事業） 2020/12/16

木田　徳司 広島大学基金（７５周年一般基金） 2020/12/16

円山　健太郎 広島大学基金（７５周年一般基金） 2020/12/16

國松　仁志 広島大学基金（７５周年一般基金） 2020/12/16

塩本　文夫 広島大学基金（７５周年一般基金） 2020/12/16

秋野　成人 広島大学基金（７５周年一般基金） 2020/12/16

鈴木　淳司 広島大学基金（歯学部基金） 2020/12/16

基金室



寄附金受入状況（令和2年度後期）内訳 令和3年3月31日現在　

会計単位 寄附者名 受入教員名 受入年月日

岡田　英治 広島大学基金（７５周年一般基金） 2020/12/17

保田　浩志 広島大学基金（一般目的寄付金） 2020/12/17

三好　明 広島大学基金（一般目的寄付金） 2020/12/17

木島　正明 広島大学基金（一般目的寄付金） 2020/12/17

前田　広美 広島大学基金（一般目的寄付金） 2020/12/17

宿南　知佐 広島大学基金（一般目的寄付金） 2020/12/17

大平　光子 広島大学基金（一般目的寄付金） 2020/12/17

藤田　直人 広島大学基金（一般目的寄付金） 2020/12/17

古田　拓也 広島大学基金（一般目的寄付金） 2020/12/17

杉本　智裕 広島大学基金（一般目的寄付金） 2020/12/17

八木　健太郎 広島大学基金（一般目的寄付金） 2020/12/17

桐本　光 広島大学基金（一般目的寄付金） 2020/12/17

濱岡　剛 広島大学基金（一般目的寄付金） 2020/12/17

石田　丈典 広島大学基金（一般目的寄付金） 2020/12/17

佐伯　昇 広島大学基金（一般目的寄付金） 2020/12/17

亭島　淳 広島大学基金（一般目的寄付金） 2020/12/17

米田　真康 広島大学基金（一般目的寄付金） 2020/12/17

黒田　慎太郎 広島大学基金（一般目的寄付金） 2020/12/17

小林　剛 広島大学基金（一般目的寄付金） 2020/12/17

仁井内　浩 広島大学基金（一般目的寄付金） 2020/12/17

田中　信治 広島大学基金（一般目的寄付金） 2020/12/17

大毛　宏喜 広島大学基金（一般目的寄付金） 2020/12/17

山岡　秀寿 広島大学基金（一般目的寄付金） 2020/12/17

中前　敦雄 広島大学基金（一般目的寄付金） 2020/12/17

河岡　友和 広島大学基金（一般目的寄付金） 2020/12/17

濱田　智恵 広島大学基金（一般目的寄付金） 2020/12/17

平山　恭之 広島大学基金（一般目的寄付金） 2020/12/17

谷口　真紀 広島大学基金（一般目的寄付金） 2020/12/17

兒玉　祥 広島大学基金（一般目的寄付金） 2020/12/17

和田　昌子 広島大学基金（一般目的寄付金） 2020/12/17

川瀬　孝和 広島大学基金（一般目的寄付金） 2020/12/17

石川　正和 広島大学基金（一般目的寄付金） 2020/12/17

基金室



寄附金受入状況（令和2年度後期）内訳 令和3年3月31日現在　

会計単位 寄附者名 受入教員名 受入年月日

梶川　幸一 広島大学基金（一般目的寄付金） 2020/12/17

實藤　大 広島大学基金（一般目的寄付金） 2020/12/17

加藤　健伍 広島大学基金（一般目的寄付金） 2020/12/17

服巻　豊 広島大学基金（一般目的寄付金） 2020/12/17

高谷　紀夫 広島大学基金（一般目的寄付金） 2020/12/17

杉山　英二 広島大学基金（一般目的寄付金） 2020/12/17

小山　正孝 修学支援基金（一般目的寄付金） 2020/12/17

隅田　博臣 修学支援基金（一般目的寄付金） 2020/12/17

栗田　雄一 修学支援基金（一般目的寄付金） 2020/12/17

石坂　昌司 修学支援基金（一般目的寄付金） 2020/12/17

河本　健 修学支援基金（一般目的寄付金） 2020/12/17

吉栖　正生 修学支援基金（一般目的寄付金） 2020/12/17

藤島　実 修学支援基金（一般目的寄付金） 2020/12/17

塩野　毅 修学支援基金（一般目的寄付金） 2020/12/17

一戸　辰夫 修学支援基金（一般目的寄付金） 2020/12/17

冨樫　祐一 修学支援基金（一般目的寄付金） 2020/12/17

本田　義央 修学支援基金（一般目的寄付金） 2020/12/17

前野　弘志 修学支援基金（一般目的寄付金） 2020/12/17

黄　正国 修学支援基金（一般目的寄付金） 2020/12/17

仁科　陽江 修学支援基金（一般目的寄付金） 2020/12/17

桐本　光 修学支援基金（一般目的寄付金） 2020/12/17

藤野　ひとみ 修学支援基金（一般目的寄付金） 2020/12/17

丸山　恭司 修学支援基金（一般目的寄付金） 2020/12/17

砂田　典明 修学支援基金（一般目的寄付金） 2020/12/17

山川　和義 修学支援基金（一般目的寄付金） 2020/12/17

渡邉　研志 修学支援基金（一般目的寄付金） 2020/12/17

北池　ゆかり 修学支援基金（一般目的寄付金） 2020/12/17

田中　純子 修学支援基金（一般目的寄付金） 2020/12/17

安井　弥 修学支援基金（一般目的寄付金） 2020/12/17

坂口　剛正 修学支援基金（一般目的寄付金） 2020/12/17

茶山　一彰 修学支援基金（一般目的寄付金） 2020/12/17

横崎　恭之 修学支援基金（一般目的寄付金） 2020/12/17

基金室



寄附金受入状況（令和2年度後期）内訳 令和3年3月31日現在　

会計単位 寄附者名 受入教員名 受入年月日

園田　峰加 修学支援基金（一般目的寄付金） 2020/12/17

山野　喜 修学支援基金（一般目的寄付金） 2020/12/17

越智　光夫 修学支援基金（一般目的寄付金） 2020/12/17

柘植　雅貴 修学支援基金（一般目的寄付金） 2020/12/17

藤井　輝久 修学支援基金（一般目的寄付金） 2020/12/17

横崎　典哉 修学支援基金（一般目的寄付金） 2020/12/17

丸山　博文 修学支援基金（一般目的寄付金） 2020/12/17

砂川　融 修学支援基金（一般目的寄付金） 2020/12/17

工藤　美樹 修学支援基金（一般目的寄付金） 2020/12/17

木村　浩彰 修学支援基金（一般目的寄付金） 2020/12/17

川口　浩史 修学支援基金（一般目的寄付金） 2020/12/17

正木　崇生 修学支援基金（一般目的寄付金） 2020/12/17

伊藤　義広 修学支援基金（一般目的寄付金） 2020/12/17

宮内　睦美 修学支援基金（一般目的寄付金） 2020/12/17

杉田　誠 修学支援基金（一般目的寄付金） 2020/12/17

柴　秀樹 修学支援基金（一般目的寄付金） 2020/12/17

相原　玲二 修学支援基金（一般目的寄付金） 2020/12/17

餘利野　直人 修学支援基金（一般目的寄付金） 2020/12/17

島田　学 修学支援基金（一般目的寄付金） 2020/12/17

松木　一弘 修学支援基金（一般目的寄付金） 2020/12/17

矢吹　彰広 修学支援基金（一般目的寄付金） 2020/12/17

内田　龍彦 修学支援基金（一般目的寄付金） 2020/12/17

栗田　多喜夫 修学支援基金（一般目的寄付金） 2020/12/17

西堀　正英 修学支援基金（一般目的寄付金） 2020/12/17

多賀　信政 修学支援基金（一般目的寄付金） 2020/12/17

吉村　慎太郎 修学支援基金（一般目的寄付金） 2020/12/17

中川　直樹 修学支援基金（一般目的寄付金） 2020/12/17

竹内　哲弘 修学支援基金（一般目的寄付金） 2020/12/17

石田　洋子 修学支援基金（一般目的寄付金） 2020/12/17

草薙　邦広 修学支援基金（一般目的寄付金） 2020/12/17

長谷川　宰 修学支援基金（一般目的寄付金） 2020/12/17

原　準一 修学支援基金（一般目的寄付金） 2020/12/17

基金室



寄附金受入状況（令和2年度後期）内訳 令和3年3月31日現在　

会計単位 寄附者名 受入教員名 受入年月日

大膳　司 修学支援基金（一般目的寄付金） 2020/12/17

山下　洋一 修学支援基金（一般目的寄付金） 2020/12/17

吉盛　光昭 修学支援基金（一般目的寄付金） 2020/12/17

羽田　雄志 修学支援基金（一般目的寄付金） 2020/12/17

堀田　泰司 修学支援基金（一般目的寄付金） 2020/12/17

伊藤　公訓 修学支援基金（一般目的寄付金） 2020/12/17

日山　亨 修学支援基金（一般目的寄付金） 2020/12/17

永田　純一 修学支援基金（一般目的寄付金） 2020/12/17

山本　幹雄 修学支援基金（一般目的寄付金） 2020/12/17

李　漢洙 修学支援基金（一般目的寄付金） 2020/12/17

片柳　真理 修学支援基金（一般目的寄付金） 2020/12/17

岩坂　正和 修学支援基金（一般目的寄付金） 2020/12/17

乾　雅祝 修学支援基金（一般目的寄付金） 2020/12/17

藤原　章正 修学支援基金（一般目的寄付金） 2020/12/17

中谷　久恵 修学支援基金（一般目的寄付金） 2020/12/17

松尾　裕彰 修学支援基金（一般目的寄付金） 2020/12/17

医療法人たんぽぽ会 広島大学基金（７５周年一般基金） 2020/12/17

大嶋　俊一 広島大学基金（７５周年一般基金） 2020/12/17

日本基準寝具株式会社 広島大学基金（７５周年一般基金） 2020/12/18

村上　和美 広島大学基金（７５周年一般基金） 2020/12/18

山本　茂 広島大学基金（７５周年一般基金） 2020/12/18

長谷川　公一 広島大学基金（７５周年一般基金） 2020/12/18

松井　研司 広島大学基金（７５周年修学支援） 2020/12/18

中外テクノス株式会社 広島大学基金（７５周年一般基金） 2020/12/18

石井　康隆 広島大学基金（７５周年一般基金） 2020/12/18

川田　和德 広島大学基金（７５周年一般基金） 2020/12/21

池上　隆志 広島大学基金（７５周年一般基金） 2020/12/21

広島大学硬式野球部ＯＢ会 広島大学基金（７５周年一般基金） 2020/12/21

坪井　悟 広島大学基金（７５周年一般基金） 2020/12/21

小谷　泰三 広島大学基金（７５周年一般基金） 2020/12/22

一丸　八郎 広島大学基金（７５周年一般基金） 2020/12/22

新開　洋一 広島大学基金（７５周年一般基金） 2020/12/22

基金室



寄附金受入状況（令和2年度後期）内訳 令和3年3月31日現在　

会計単位 寄附者名 受入教員名 受入年月日

松林　滋 広島大学基金（７５周年一般基金） 2020/12/23

栗原　幡二 広島大学基金（７５周年一般基金） 2020/12/23

藤井　輝久 広島大学基金（７５周年一般基金） 2020/12/23

倉本　卿介 広島大学基金（７５周年修学支援） 2020/12/23

榊原　誠 広島大学基金（７５周年一般基金） 2020/12/24

株式会社紀陽 広島大学基金（冠事業） 2020/12/25

医療法人せいざん　青山病院 広島大学基金（冠事業） 2020/12/25

田中　敬子 広島大学基金（７５周年一般基金） 2020/12/25

菊間　秀樹 広島大学基金（７５周年一般基金） 2020/12/28

岡田　こずえ 広島大学基金（ファミリーハウス基金） 2020/12/28

屋敷　太郎 広島大学基金（７５周年一般基金） 2020/12/28

今井　郁子 広島大学基金（７５周年一般基金） 2020/12/28

清瀬　啓輔 広島大学基金（７５周年一般基金） 2020/12/28

徳毛　浩 広島大学基金（７５周年一般基金） 2020/12/28

藤井　紀子 広島大学基金（７５周年一般基金） 2020/12/28

谷　友博 広島大学基金（７５周年修学支援） 2020/12/28

株式会社にしき堂 広島大学基金（冠事業） 2020/12/29

角舎　学行 広島大学基金（７５周年一般基金） 2020/12/29

石川　和雄 広島大学基金（７５周年一般基金） 2020/12/29

藤谷　義信 広島大学基金（７５周年一般基金） 2020/12/29

飯島　弘晃 広島大学基金（７５周年修学支援） 2020/12/30

清水　信而 広島大学基金（７５周年修学支援） 2020/12/31

平川　裕 広島大学基金（７５周年一般基金） 2021/01/04

ウイリアムス　浩子 広島大学基金（７５周年一般基金） 2021/01/05

医療法人昭和　原田整形外科病院 広島大学基金（冠事業） 2021/01/06

万福寺仏教婦人会 広島大学基金（ファミリーハウス基金） 2021/01/06

渡邉　峰朗 広島大学基金（歯学部基金） 2021/01/06

医療法人おち眼科医院 広島大学基金（冠事業） 2021/01/07

佐藤　利行 広島大学基金（冠事業） 2021/01/07

越智　光夫 広島大学基金（冠事業） 2021/01/07

医療法人エム・エム会 広島大学基金（冠事業） 2021/01/07

坂下　勝 広島大学基金（冠事業） 2021/01/07

基金室



寄附金受入状況（令和2年度後期）内訳 令和3年3月31日現在　

会計単位 寄附者名 受入教員名 受入年月日

医療法人社団慈恵会いまだ病院 広島大学基金（冠事業） 2021/01/07

医療法人社団仁慈会 広島大学基金（冠事業） 2021/01/07

株式会社バルコム 広島大学基金（冠事業） 2021/01/07

大谷　美奈子 広島大学基金（冠事業） 2021/01/07

医療法人社団スマイル博愛クリニック 広島大学基金（冠事業） 2021/01/07

オタフクソース株式会社 広島大学基金（冠事業） 2021/01/07

医療法人社団清流会 広島大学基金（冠事業） 2021/01/07

医療法人社団まりも会 広島大学基金（冠事業） 2021/01/07

医療法人S.R.C.中光整形外科リハビリクリ
ニック

広島大学基金（冠事業） 2021/01/07

医療法人社団楓会林病院 広島大学基金（冠事業） 2021/01/07

株式会社やまだ屋 広島大学基金（冠事業） 2021/01/07

株式会社日本クライメイトシステムズ 広島大学基金（冠事業） 2021/01/07

小林　健二 広島大学基金（冠事業） 2021/01/07

田中　純子 広島大学基金（冠事業） 2021/01/07

株式会社総合広告社 広島大学基金（冠事業） 2021/01/08

芳田　浩司 広島大学基金（７５周年一般基金） 2021/01/08

大賀　裕見子 広島大学基金（７５周年一般基金） 2021/01/08

戸田工業株式会社 広島大学基金（冠事業） 2021/01/12

赤木　盛久 広島大学基金（７５周年一般基金） 2021/01/14

医療法人明笑会 広島大学基金（冠事業） 2021/01/15

医療法人KOC　金谷整形外科クリニック 広島大学基金（冠事業） 2021/01/15

弁護士　緒方　俊平 広島大学基金（冠事業） 2021/01/15

池永　孝 広島大学基金（７５周年一般基金） 2021/01/15

保田　浩志 広島大学基金（一般目的寄付金） 2021/01/18

三好　明 広島大学基金（一般目的寄付金） 2021/01/18

木島　正明 広島大学基金（一般目的寄付金） 2021/01/18

前田　広美 広島大学基金（一般目的寄付金） 2021/01/18

宿南　知佐 広島大学基金（一般目的寄付金） 2021/01/18

大平　光子 広島大学基金（一般目的寄付金） 2021/01/18

藤田　直人 広島大学基金（一般目的寄付金） 2021/01/18

古田　拓也 広島大学基金（一般目的寄付金） 2021/01/18

杉本　智裕 広島大学基金（一般目的寄付金） 2021/01/18

基金室



寄附金受入状況（令和2年度後期）内訳 令和3年3月31日現在　

会計単位 寄附者名 受入教員名 受入年月日

八木　健太郎 広島大学基金（一般目的寄付金） 2021/01/18

桐本　光 広島大学基金（一般目的寄付金） 2021/01/18

濱岡　剛 広島大学基金（一般目的寄付金） 2021/01/18

石田　丈典 広島大学基金（一般目的寄付金） 2021/01/18

佐伯　昇 広島大学基金（一般目的寄付金） 2021/01/18

亭島　淳 広島大学基金（一般目的寄付金） 2021/01/18

米田　真康 広島大学基金（一般目的寄付金） 2021/01/18

黒田　慎太郎 広島大学基金（一般目的寄付金） 2021/01/18

小林　剛 広島大学基金（一般目的寄付金） 2021/01/18

仁井内　浩 広島大学基金（一般目的寄付金） 2021/01/18

田中　信治 広島大学基金（一般目的寄付金） 2021/01/18

大毛　宏喜 広島大学基金（一般目的寄付金） 2021/01/18

山岡　秀寿 広島大学基金（一般目的寄付金） 2021/01/18

中前　敦雄 広島大学基金（一般目的寄付金） 2021/01/18

河岡　友和 広島大学基金（一般目的寄付金） 2021/01/18

濱田　智恵 広島大学基金（一般目的寄付金） 2021/01/18

平山　恭之 広島大学基金（一般目的寄付金） 2021/01/18

谷口　真紀 広島大学基金（一般目的寄付金） 2021/01/18

兒玉　祥 広島大学基金（一般目的寄付金） 2021/01/18

和田　昌子 広島大学基金（一般目的寄付金） 2021/01/18

川瀬　孝和 広島大学基金（一般目的寄付金） 2021/01/18

石川　正和 広島大学基金（一般目的寄付金） 2021/01/18

梶川　幸一 広島大学基金（一般目的寄付金） 2021/01/18

實藤　大 広島大学基金（一般目的寄付金） 2021/01/18

加藤　健伍 広島大学基金（一般目的寄付金） 2021/01/18

服巻　豊 広島大学基金（一般目的寄付金） 2021/01/18

高谷　紀夫 広島大学基金（一般目的寄付金） 2021/01/18

杉山　英二 広島大学基金（一般目的寄付金） 2021/01/18

小山　正孝 修学支援基金（一般目的寄付金） 2021/01/18

隅田　博臣 修学支援基金（一般目的寄付金） 2021/01/18

栗田　雄一 修学支援基金（一般目的寄付金） 2021/01/18

石坂　昌司 修学支援基金（一般目的寄付金） 2021/01/18

基金室



寄附金受入状況（令和2年度後期）内訳 令和3年3月31日現在　

会計単位 寄附者名 受入教員名 受入年月日

河本　健 修学支援基金（一般目的寄付金） 2021/01/18

吉栖　正生 修学支援基金（一般目的寄付金） 2021/01/18

藤島　実 修学支援基金（一般目的寄付金） 2021/01/18

塩野　毅 修学支援基金（一般目的寄付金） 2021/01/18

一戸　辰夫 修学支援基金（一般目的寄付金） 2021/01/18

冨樫　祐一 修学支援基金（一般目的寄付金） 2021/01/18

本田　義央 修学支援基金（一般目的寄付金） 2021/01/18

前野　弘志 修学支援基金（一般目的寄付金） 2021/01/18

黄　正国 修学支援基金（一般目的寄付金） 2021/01/18

仁科　陽江 修学支援基金（一般目的寄付金） 2021/01/18

桐本　光 修学支援基金（一般目的寄付金） 2021/01/18

藤野　ひとみ 修学支援基金（一般目的寄付金） 2021/01/18

丸山　恭司 修学支援基金（一般目的寄付金） 2021/01/18

砂田　典明 修学支援基金（一般目的寄付金） 2021/01/18

山川　和義 修学支援基金（一般目的寄付金） 2021/01/18

渡邉　研志 修学支援基金（一般目的寄付金） 2021/01/18

北池　ゆかり 修学支援基金（一般目的寄付金） 2021/01/18

田中　純子 修学支援基金（一般目的寄付金） 2021/01/18

安井　弥 修学支援基金（一般目的寄付金） 2021/01/18

坂口　剛正 修学支援基金（一般目的寄付金） 2021/01/18

茶山　一彰 修学支援基金（一般目的寄付金） 2021/01/18

横崎　恭之 修学支援基金（一般目的寄付金） 2021/01/18

園田　峰加 修学支援基金（一般目的寄付金） 2021/01/18

山野　喜 修学支援基金（一般目的寄付金） 2021/01/18

越智　光夫 修学支援基金（一般目的寄付金） 2021/01/18

柘植　雅貴 修学支援基金（一般目的寄付金） 2021/01/18

藤井　輝久 修学支援基金（一般目的寄付金） 2021/01/18

横崎　典哉 修学支援基金（一般目的寄付金） 2021/01/18

丸山　博文 修学支援基金（一般目的寄付金） 2021/01/18

砂川　融 修学支援基金（一般目的寄付金） 2021/01/18

工藤　美樹 修学支援基金（一般目的寄付金） 2021/01/18

木村　浩彰 修学支援基金（一般目的寄付金） 2021/01/18

基金室



寄附金受入状況（令和2年度後期）内訳 令和3年3月31日現在　

会計単位 寄附者名 受入教員名 受入年月日

川口　浩史 修学支援基金（一般目的寄付金） 2021/01/18

正木　崇生 修学支援基金（一般目的寄付金） 2021/01/18

伊藤　義広 修学支援基金（一般目的寄付金） 2021/01/18

宮内　睦美 修学支援基金（一般目的寄付金） 2021/01/18

杉田　誠 修学支援基金（一般目的寄付金） 2021/01/18

柴　秀樹 修学支援基金（一般目的寄付金） 2021/01/18

相原　玲二 修学支援基金（一般目的寄付金） 2021/01/18

餘利野　直人 修学支援基金（一般目的寄付金） 2021/01/18

島田　学 修学支援基金（一般目的寄付金） 2021/01/18

松木　一弘 修学支援基金（一般目的寄付金） 2021/01/18

矢吹　彰広 修学支援基金（一般目的寄付金） 2021/01/18

栗田　多喜夫 修学支援基金（一般目的寄付金） 2021/01/18

西堀　正英 修学支援基金（一般目的寄付金） 2021/01/18

多賀　信政 修学支援基金（一般目的寄付金） 2021/01/18

吉村　慎太郎 修学支援基金（一般目的寄付金） 2021/01/18

中川　直樹 修学支援基金（一般目的寄付金） 2021/01/18

竹内　哲弘 修学支援基金（一般目的寄付金） 2021/01/18

石田　洋子 修学支援基金（一般目的寄付金） 2021/01/18

草薙　邦広 修学支援基金（一般目的寄付金） 2021/01/18

長谷川　宰 修学支援基金（一般目的寄付金） 2021/01/18

原　準一 修学支援基金（一般目的寄付金） 2021/01/18

大膳　司 修学支援基金（一般目的寄付金） 2021/01/18

山下　洋一 修学支援基金（一般目的寄付金） 2021/01/18

吉盛　光昭 修学支援基金（一般目的寄付金） 2021/01/18

羽田　雄志 修学支援基金（一般目的寄付金） 2021/01/18

堀田　泰司 修学支援基金（一般目的寄付金） 2021/01/18

伊藤　公訓 修学支援基金（一般目的寄付金） 2021/01/18

日山　亨 修学支援基金（一般目的寄付金） 2021/01/18

永田　純一 修学支援基金（一般目的寄付金） 2021/01/18

山本　幹雄 修学支援基金（一般目的寄付金） 2021/01/18

李　漢洙 修学支援基金（一般目的寄付金） 2021/01/18

片柳　真理 修学支援基金（一般目的寄付金） 2021/01/18

基金室



寄附金受入状況（令和2年度後期）内訳 令和3年3月31日現在　

会計単位 寄附者名 受入教員名 受入年月日

岩坂　正和 修学支援基金（一般目的寄付金） 2021/01/18

乾　雅祝 修学支援基金（一般目的寄付金） 2021/01/18

藤原　章正 修学支援基金（一般目的寄付金） 2021/01/18

中谷　久恵 修学支援基金（一般目的寄付金） 2021/01/18

松尾　裕彰 修学支援基金（一般目的寄付金） 2021/01/18

医療法人社団マッキー 広島大学基金（冠事業） 2021/01/19

ＲＦ技研工業株式会社 広島大学基金（医学科基金） 2021/01/19

穐丸　壽美 広島大学基金（７５周年一般基金） 2021/01/19

大賀　裕見子 広島大学基金（７５周年一般基金） 2021/01/19

医療法人社団井原クリニック 広島大学基金（７５周年一般基金） 2021/01/20

株式会社紀陽 広島大学基金（冠事業） 2021/01/25

医療法人せいざん　青山病院 広島大学基金（冠事業） 2021/01/26

橋本　青明 広島大学基金（７５周年修学支援） 2021/01/26

平田　勝裕 広島大学基金（７５周年一般基金） 2021/01/27

株式会社にしき堂 広島大学基金（冠事業） 2021/01/29

川嶋　滋則 広島大学基金（７５周年一般基金） 2021/01/29

渡邉　一浩 広島大学基金（７５周年修学支援） 2021/01/29

高橋　健 広島大学基金（７５周年修学支援） 2021/02/01

結城　清 広島大学基金（７５周年一般基金） 2021/02/01

下西　末淑 広島大学基金（７５周年一般基金） 2021/02/01

宮本　博子 広島大学基金（７５周年一般基金） 2021/02/09

角本　松樹 広島大学基金（ファミリーハウス基金） 2021/02/09

医療法人おち眼科医院 広島大学基金（冠事業） 2021/02/09

佐藤　利行 広島大学基金（冠事業） 2021/02/09

越智　光夫 広島大学基金（冠事業） 2021/02/09

医療法人エム・エム会 広島大学基金（冠事業） 2021/02/09

坂下　勝 広島大学基金（冠事業） 2021/02/09

医療法人社団慈恵会いまだ病院 広島大学基金（冠事業） 2021/02/09

医療法人社団仁慈会 広島大学基金（冠事業） 2021/02/09

株式会社バルコム 広島大学基金（冠事業） 2021/02/09

大谷　美奈子 広島大学基金（冠事業） 2021/02/09

医療法人社団スマイル博愛クリニック 広島大学基金（冠事業） 2021/02/09

基金室



寄附金受入状況（令和2年度後期）内訳 令和3年3月31日現在　

会計単位 寄附者名 受入教員名 受入年月日

オタフクソース株式会社 広島大学基金（冠事業） 2021/02/09

医療法人社団清流会 広島大学基金（冠事業） 2021/02/09

医療法人社団まりも会 広島大学基金（冠事業） 2021/02/09

医療法人S.R.C.中光整形外科リハビリクリ
ニック

広島大学基金（冠事業） 2021/02/09

医療法人社団楓会林病院 広島大学基金（冠事業） 2021/02/09

株式会社やまだ屋 広島大学基金（冠事業） 2021/02/09

株式会社日本クライメイトシステムズ 広島大学基金（冠事業） 2021/02/09

医療法人K&Clover 広島大学基金（冠事業） 2021/02/09

田中　純子 広島大学基金（冠事業） 2021/02/09

株式会社総合広告社 広島大学基金（冠事業） 2021/02/10

戸田工業株式会社 広島大学基金（冠事業） 2021/02/10

戸田工業株式会社 広島大学基金（７５周年一般基金） 2021/02/10

広島消化器病研究会 広島大学基金（７５周年一般基金） 2021/02/10

医療法人昭和　原田整形外科病院 広島大学基金（冠事業） 2021/02/15

延原　浩 広島大学基金（歯学部基金） 2021/02/15

登田　隆 広島大学基金（７５周年一般基金） 2021/02/15

伊藤　祐二 広島大学基金（７５周年一般基金） 2021/02/15

岡田　賢 広島大学基金（７５周年一般基金） 2021/02/15

杉田　清治 広島大学基金（７５周年一般基金） 2021/02/16

榎本　咲良 広島大学基金（７５周年一般基金） 2021/02/16

小川　九人雄 広島大学基金（７５周年修学支援） 2021/02/16

渡辺　信治 広島大学基金（７５周年一般基金） 2021/02/16

新畑　茂充 広島大学基金（７５周年一般基金） 2021/02/16

大木　洋 広島大学基金（７５周年一般基金） 2021/02/16

長尾　浩樹 広島大学基金（７５周年一般基金） 2021/02/16

長谷川　公一 広島大学基金（歯学部基金） 2021/02/16

木田　徳司 広島大学基金（７５周年一般基金） 2021/02/17

医療法人明笑会 広島大学基金（冠事業） 2021/02/17

医療法人KOC　金谷整形外科クリニック 広島大学基金（冠事業） 2021/02/17

弁護士　緒方　俊平 広島大学基金（冠事業） 2021/02/17

保田　浩志 広島大学基金（一般目的寄付金） 2021/02/17

三好　明 広島大学基金（一般目的寄付金） 2021/02/17

基金室



寄附金受入状況（令和2年度後期）内訳 令和3年3月31日現在　

会計単位 寄附者名 受入教員名 受入年月日

木島　正明 広島大学基金（一般目的寄付金） 2021/02/17

前田　広美 広島大学基金（一般目的寄付金） 2021/02/17

宿南　知佐 広島大学基金（一般目的寄付金） 2021/02/17

大平　光子 広島大学基金（一般目的寄付金） 2021/02/17

藤田　直人 広島大学基金（一般目的寄付金） 2021/02/17

古田　拓也 広島大学基金（一般目的寄付金） 2021/02/17

杉本　智裕 広島大学基金（一般目的寄付金） 2021/02/17

八木　健太郎 広島大学基金（一般目的寄付金） 2021/02/17

桐本　光 広島大学基金（一般目的寄付金） 2021/02/17

濱岡　剛 広島大学基金（一般目的寄付金） 2021/02/17

石田　丈典 広島大学基金（一般目的寄付金） 2021/02/17

佐伯　昇 広島大学基金（一般目的寄付金） 2021/02/17

亭島　淳 広島大学基金（一般目的寄付金） 2021/02/17

米田　真康 広島大学基金（一般目的寄付金） 2021/02/17

黒田　慎太郎 広島大学基金（一般目的寄付金） 2021/02/17

小林　剛 広島大学基金（一般目的寄付金） 2021/02/17

仁井内　浩 広島大学基金（一般目的寄付金） 2021/02/17

田中　信治 広島大学基金（一般目的寄付金） 2021/02/17

大毛　宏喜 広島大学基金（一般目的寄付金） 2021/02/17

山岡　秀寿 広島大学基金（一般目的寄付金） 2021/02/17

中前　敦雄 広島大学基金（一般目的寄付金） 2021/02/17

河岡　友和 広島大学基金（一般目的寄付金） 2021/02/17

濱田　智恵 広島大学基金（一般目的寄付金） 2021/02/17

平山　恭之 広島大学基金（一般目的寄付金） 2021/02/17

谷口　真紀 広島大学基金（一般目的寄付金） 2021/02/17

兒玉　祥 広島大学基金（一般目的寄付金） 2021/02/17

和田　昌子 広島大学基金（一般目的寄付金） 2021/02/17

川瀬　孝和 広島大学基金（一般目的寄付金） 2021/02/17

石川　正和 広島大学基金（一般目的寄付金） 2021/02/17

梶川　幸一 広島大学基金（一般目的寄付金） 2021/02/17

實藤　大 広島大学基金（一般目的寄付金） 2021/02/17

加藤　健伍 広島大学基金（一般目的寄付金） 2021/02/17

基金室



寄附金受入状況（令和2年度後期）内訳 令和3年3月31日現在　

会計単位 寄附者名 受入教員名 受入年月日

服巻　豊 広島大学基金（一般目的寄付金） 2021/02/17

高谷　紀夫 広島大学基金（一般目的寄付金） 2021/02/17

杉山　英二 広島大学基金（一般目的寄付金） 2021/02/17

小山　正孝 修学支援基金（一般目的寄付金） 2021/02/17

隅田　博臣 修学支援基金（一般目的寄付金） 2021/02/17

栗田　雄一 修学支援基金（一般目的寄付金） 2021/02/17

石坂　昌司 修学支援基金（一般目的寄付金） 2021/02/17

河本　健 修学支援基金（一般目的寄付金） 2021/02/17

吉栖　正生 修学支援基金（一般目的寄付金） 2021/02/17

藤島　実 修学支援基金（一般目的寄付金） 2021/02/17

塩野　毅 修学支援基金（一般目的寄付金） 2021/02/17

一戸　辰夫 修学支援基金（一般目的寄付金） 2021/02/17

冨樫　祐一 修学支援基金（一般目的寄付金） 2021/02/17

本田　義央 修学支援基金（一般目的寄付金） 2021/02/17

前野　弘志 修学支援基金（一般目的寄付金） 2021/02/17

黄　正国 修学支援基金（一般目的寄付金） 2021/02/17

仁科　陽江 修学支援基金（一般目的寄付金） 2021/02/17

桐本　光 修学支援基金（一般目的寄付金） 2021/02/17

藤野　ひとみ 修学支援基金（一般目的寄付金） 2021/02/17

丸山　恭司 修学支援基金（一般目的寄付金） 2021/02/17

砂田　典明 修学支援基金（一般目的寄付金） 2021/02/17

山川　和義 修学支援基金（一般目的寄付金） 2021/02/17

渡邉　研志 修学支援基金（一般目的寄付金） 2021/02/17

北池　ゆかり 修学支援基金（一般目的寄付金） 2021/02/17

田中　純子 修学支援基金（一般目的寄付金） 2021/02/17

安井　弥 修学支援基金（一般目的寄付金） 2021/02/17

坂口　剛正 修学支援基金（一般目的寄付金） 2021/02/17

茶山　一彰 修学支援基金（一般目的寄付金） 2021/02/17

横崎　恭之 修学支援基金（一般目的寄付金） 2021/02/17

園田　峰加 修学支援基金（一般目的寄付金） 2021/02/17

山野　喜 修学支援基金（一般目的寄付金） 2021/02/17

越智　光夫 修学支援基金（一般目的寄付金） 2021/02/17

基金室



寄附金受入状況（令和2年度後期）内訳 令和3年3月31日現在　

会計単位 寄附者名 受入教員名 受入年月日

柘植　雅貴 修学支援基金（一般目的寄付金） 2021/02/17

藤井　輝久 修学支援基金（一般目的寄付金） 2021/02/17

横崎　典哉 修学支援基金（一般目的寄付金） 2021/02/17

丸山　博文 修学支援基金（一般目的寄付金） 2021/02/17

砂川　融 修学支援基金（一般目的寄付金） 2021/02/17

工藤　美樹 修学支援基金（一般目的寄付金） 2021/02/17

木村　浩彰 修学支援基金（一般目的寄付金） 2021/02/17

川口　浩史 修学支援基金（一般目的寄付金） 2021/02/17

正木　崇生 修学支援基金（一般目的寄付金） 2021/02/17

伊藤　義広 修学支援基金（一般目的寄付金） 2021/02/17

宮内　睦美 修学支援基金（一般目的寄付金） 2021/02/17

杉田　誠 修学支援基金（一般目的寄付金） 2021/02/17

柴　秀樹 修学支援基金（一般目的寄付金） 2021/02/17

相原　玲二 修学支援基金（一般目的寄付金） 2021/02/17

餘利野　直人 修学支援基金（一般目的寄付金） 2021/02/17

島田　学 修学支援基金（一般目的寄付金） 2021/02/17

松木　一弘 修学支援基金（一般目的寄付金） 2021/02/17

矢吹　彰広 修学支援基金（一般目的寄付金） 2021/02/17

栗田　多喜夫 修学支援基金（一般目的寄付金） 2021/02/17

西堀　正英 修学支援基金（一般目的寄付金） 2021/02/17

多賀　信政 修学支援基金（一般目的寄付金） 2021/02/17

吉村　慎太郎 修学支援基金（一般目的寄付金） 2021/02/17

中川　直樹 修学支援基金（一般目的寄付金） 2021/02/17

竹内　哲弘 修学支援基金（一般目的寄付金） 2021/02/17

石田　洋子 修学支援基金（一般目的寄付金） 2021/02/17

草薙　邦広 修学支援基金（一般目的寄付金） 2021/02/17

長谷川　宰 修学支援基金（一般目的寄付金） 2021/02/17

原　準一 修学支援基金（一般目的寄付金） 2021/02/17

大膳　司 修学支援基金（一般目的寄付金） 2021/02/17

山下　洋一 修学支援基金（一般目的寄付金） 2021/02/17

吉盛　光昭 修学支援基金（一般目的寄付金） 2021/02/17

羽田　雄志 修学支援基金（一般目的寄付金） 2021/02/17

基金室



寄附金受入状況（令和2年度後期）内訳 令和3年3月31日現在　

会計単位 寄附者名 受入教員名 受入年月日

堀田　泰司 修学支援基金（一般目的寄付金） 2021/02/17

伊藤　公訓 修学支援基金（一般目的寄付金） 2021/02/17

日山　亨 修学支援基金（一般目的寄付金） 2021/02/17

永田　純一 修学支援基金（一般目的寄付金） 2021/02/17

山本　幹雄 修学支援基金（一般目的寄付金） 2021/02/17

李　漢洙 修学支援基金（一般目的寄付金） 2021/02/17

片柳　真理 修学支援基金（一般目的寄付金） 2021/02/17

岩坂　正和 修学支援基金（一般目的寄付金） 2021/02/17

乾　雅祝 修学支援基金（一般目的寄付金） 2021/02/17

藤原　章正 修学支援基金（一般目的寄付金） 2021/02/17

中谷　久恵 修学支援基金（一般目的寄付金） 2021/02/17

松尾　裕彰 修学支援基金（一般目的寄付金） 2021/02/17

木下　康之 広島大学基金（７５周年一般基金） 2021/02/17

望月　豊博 広島大学基金（７５周年修学支援） 2021/02/18

塩本　文夫 広島大学基金（７５周年一般基金） 2021/02/18

山本　浩二 広島大学基金（７５周年一般基金） 2021/02/18

広島大学校友会 中家　さおり 2021/02/19

喜田　泰章 広島大学基金（７５周年一般基金） 2021/02/19

中田　弘子 広島大学基金（７５周年修学支援） 2021/02/19

平川　裕 広島大学基金（７５周年一般基金） 2021/02/19

児玉　匡敏 広島大学基金（７５周年一般基金） 2021/02/22

木本　泉 広島大学基金（７５周年一般基金） 2021/02/22

清水　栄治 広島大学基金（７５周年修学支援） 2021/02/22

渡辺　待男 広島大学基金（７５周年一般基金） 2021/02/23

新山　兵衛 広島大学基金（７５周年一般基金） 2021/02/24

勝岡　義博 広島大学基金（７５周年一般基金） 2021/02/24

株式会社にしき堂 広島大学基金（冠事業） 2021/02/25

株式会社紀陽 広島大学基金（冠事業） 2021/02/25

高橋　健 広島大学基金（７５周年修学支援） 2021/02/25

保田　博 広島大学基金（７５周年一般基金） 2021/02/25

医療法人せいざん　青山病院 広島大学基金（冠事業） 2021/02/26

堀　司郎 広島大学基金（７５周年一般基金） 2021/02/26

基金室



寄附金受入状況（令和2年度後期）内訳 令和3年3月31日現在　

会計単位 寄附者名 受入教員名 受入年月日

江本　知正 広島大学基金（７５周年一般基金） 2021/02/26

曽根　哲弥 広島大学基金（７５周年一般基金） 2021/02/27

三戸田　晃司 広島大学基金（７５周年一般基金） 2021/03/01

中畑　丈晴 広島大学基金（７５周年一般基金） 2021/03/01

田村　聡修 広島大学基金（７５周年修学支援） 2021/03/01

浜中　和子 広島大学基金（のぞみH基金） 2021/03/01

岡本　健志 広島大学基金（７５周年一般基金） 2021/03/02

林　志郎 広島大学基金（７５周年一般基金） 2021/03/02

井藤　久雄 広島大学基金（７５周年一般基金） 2021/03/03

水口　英樹 広島大学基金（７５周年一般基金） 2021/03/03

屋敷　太郎 広島大学基金（７５周年修学支援） 2021/03/04

医療法人昭和　原田整形外科病院 広島大学基金（冠事業） 2021/03/08

白川　泰山 広島大学基金（７５周年一般基金） 2021/03/08

医療法人おち眼科医院 広島大学基金（冠事業） 2021/03/09

佐藤　利行 広島大学基金（冠事業） 2021/03/09

越智　光夫 広島大学基金（冠事業） 2021/03/09

医療法人エム・エム会 広島大学基金（冠事業） 2021/03/09

坂下　勝 広島大学基金（冠事業） 2021/03/09

医療法人社団慈恵会いまだ病院 広島大学基金（冠事業） 2021/03/09

医療法人社団仁慈会 広島大学基金（冠事業） 2021/03/09

株式会社バルコム 広島大学基金（冠事業） 2021/03/09

大谷　美奈子 広島大学基金（冠事業） 2021/03/09

医療法人社団スマイル博愛クリニック 広島大学基金（冠事業） 2021/03/09

オタフクソース株式会社 広島大学基金（冠事業） 2021/03/09

医療法人社団清流会 広島大学基金（冠事業） 2021/03/09

医療法人社団まりも会 広島大学基金（冠事業） 2021/03/09

医療法人S.R.C.中光整形外科リハビリクリ
ニック

広島大学基金（冠事業） 2021/03/09

医療法人社団楓会林病院 広島大学基金（冠事業） 2021/03/09

株式会社やまだ屋 広島大学基金（冠事業） 2021/03/09

株式会社日本クライメイトシステムズ 広島大学基金（冠事業） 2021/03/09

医療法人K&Clover 広島大学基金（冠事業） 2021/03/09

田中　純子 広島大学基金（冠事業） 2021/03/09

基金室



寄附金受入状況（令和2年度後期）内訳 令和3年3月31日現在　

会計単位 寄附者名 受入教員名 受入年月日

株式会社総合広告社 広島大学基金（冠事業） 2021/03/10

戸田工業株式会社 広島大学基金（冠事業） 2021/03/10

野田　肇 広島大学基金（７５周年修学支援） 2021/03/10

新谷　貫之 広島大学基金（７５周年修学支援） 2021/03/10

株式会社エネルギア･ソリューション･アンド･
サービス

広島大学基金（７５周年一般基金） 2021/03/10

登田　隆 広島大学基金（７５周年一般基金） 2021/03/11

糸藤　夏樹 広島大学基金（PEACE PROJECT） 2021/03/15

正木　志歩 広島大学基金（７５周年修学支援） 2021/03/15

中村　直樹 広島大学基金（７５周年一般基金） 2021/03/15

中村　直樹 広島大学基金（７５周年修学支援） 2021/03/15

中村　直樹 広島大学基金（ファミリーハウス基金） 2021/03/15

松浦　昌宏 広島大学基金（７５周年一般基金） 2021/03/15

宮本　真次 広島大学基金（７５周年修学支援） 2021/03/15

瀬浪　正樹 広島大学基金（７５周年一般基金） 2021/03/15

大野　恭太 広島大学基金（７５周年一般基金） 2021/03/15

田口　暁穂 広島大学基金（７５周年一般基金） 2021/03/15

医療法人明笑会 広島大学基金（冠事業） 2021/03/16

医療法人KOC　金谷整形外科クリニック 広島大学基金（冠事業） 2021/03/16

弁護士　緒方　俊平 広島大学基金（冠事業） 2021/03/16

医療法人社団マッキー 広島大学基金（冠事業） 2021/03/17

保田　浩志 広島大学基金（一般目的寄付金） 2021/03/17

三好　明 広島大学基金（一般目的寄付金） 2021/03/17

木島　正明 広島大学基金（一般目的寄付金） 2021/03/17

前田　広美 広島大学基金（一般目的寄付金） 2021/03/17

宿南　知佐 広島大学基金（一般目的寄付金） 2021/03/17

大平　光子 広島大学基金（一般目的寄付金） 2021/03/17

藤田　直人 広島大学基金（一般目的寄付金） 2021/03/17

古田　拓也 広島大学基金（一般目的寄付金） 2021/03/17

杉本　智裕 広島大学基金（一般目的寄付金） 2021/03/17

八木　健太郎 広島大学基金（一般目的寄付金） 2021/03/17

桐本　光 広島大学基金（一般目的寄付金） 2021/03/17

濱岡　剛 広島大学基金（一般目的寄付金） 2021/03/17

基金室



寄附金受入状況（令和2年度後期）内訳 令和3年3月31日現在　

会計単位 寄附者名 受入教員名 受入年月日

石田　丈典 広島大学基金（一般目的寄付金） 2021/03/17

佐伯　昇 広島大学基金（一般目的寄付金） 2021/03/17

亭島　淳 広島大学基金（一般目的寄付金） 2021/03/17

米田　真康 広島大学基金（一般目的寄付金） 2021/03/17

黒田　慎太郎 広島大学基金（一般目的寄付金） 2021/03/17

小林　剛 広島大学基金（一般目的寄付金） 2021/03/17

仁井内　浩 広島大学基金（一般目的寄付金） 2021/03/17

田中　信治 広島大学基金（一般目的寄付金） 2021/03/17

大毛　宏喜 広島大学基金（一般目的寄付金） 2021/03/17

山岡　秀寿 広島大学基金（一般目的寄付金） 2021/03/17

中前　敦雄 広島大学基金（一般目的寄付金） 2021/03/17

濱田　智恵 広島大学基金（一般目的寄付金） 2021/03/17

平山　恭之 広島大学基金（一般目的寄付金） 2021/03/17

谷口　真紀 広島大学基金（一般目的寄付金） 2021/03/17

兒玉　祥 広島大学基金（一般目的寄付金） 2021/03/17

和田　昌子 広島大学基金（一般目的寄付金） 2021/03/17

川瀬　孝和 広島大学基金（一般目的寄付金） 2021/03/17

石川　正和 広島大学基金（一般目的寄付金） 2021/03/17

梶川　幸一 広島大学基金（一般目的寄付金） 2021/03/17

實藤　大 広島大学基金（一般目的寄付金） 2021/03/17

加藤　健伍 広島大学基金（一般目的寄付金） 2021/03/17

服巻　豊 広島大学基金（一般目的寄付金） 2021/03/17

高谷　紀夫 広島大学基金（一般目的寄付金） 2021/03/17

杉山　英二 広島大学基金（一般目的寄付金） 2021/03/17

小山　正孝 修学支援基金（一般目的寄付金） 2021/03/17

隅田　博臣 修学支援基金（一般目的寄付金） 2021/03/17

栗田　雄一 修学支援基金（一般目的寄付金） 2021/03/17

石坂　昌司 修学支援基金（一般目的寄付金） 2021/03/17

河本　健 修学支援基金（一般目的寄付金） 2021/03/17

吉栖　正生 修学支援基金（一般目的寄付金） 2021/03/17

藤島　実 修学支援基金（一般目的寄付金） 2021/03/17

塩野　毅 修学支援基金（一般目的寄付金） 2021/03/17

基金室



寄附金受入状況（令和2年度後期）内訳 令和3年3月31日現在　

会計単位 寄附者名 受入教員名 受入年月日

一戸　辰夫 修学支援基金（一般目的寄付金） 2021/03/17

冨樫　祐一 修学支援基金（一般目的寄付金） 2021/03/17

本田　義央 修学支援基金（一般目的寄付金） 2021/03/17

前野　弘志 修学支援基金（一般目的寄付金） 2021/03/17

黄　正国 修学支援基金（一般目的寄付金） 2021/03/17

仁科　陽江 修学支援基金（一般目的寄付金） 2021/03/17

桐本　光 修学支援基金（一般目的寄付金） 2021/03/17

藤野　ひとみ 修学支援基金（一般目的寄付金） 2021/03/17

丸山　恭司 修学支援基金（一般目的寄付金） 2021/03/17

砂田　典明 修学支援基金（一般目的寄付金） 2021/03/17

山川　和義 修学支援基金（一般目的寄付金） 2021/03/17

渡邉　研志 修学支援基金（一般目的寄付金） 2021/03/17

北池　ゆかり 修学支援基金（一般目的寄付金） 2021/03/17

田中　純子 修学支援基金（一般目的寄付金） 2021/03/17

安井　弥 修学支援基金（一般目的寄付金） 2021/03/17

坂口　剛正 修学支援基金（一般目的寄付金） 2021/03/17

茶山　一彰 修学支援基金（一般目的寄付金） 2021/03/17

横崎　恭之 修学支援基金（一般目的寄付金） 2021/03/17

園田　峰加 修学支援基金（一般目的寄付金） 2021/03/17

山野　喜 修学支援基金（一般目的寄付金） 2021/03/17

越智　光夫 修学支援基金（一般目的寄付金） 2021/03/17

柘植　雅貴 修学支援基金（一般目的寄付金） 2021/03/17

藤井　輝久 修学支援基金（一般目的寄付金） 2021/03/17

横崎　典哉 修学支援基金（一般目的寄付金） 2021/03/17

丸山　博文 修学支援基金（一般目的寄付金） 2021/03/17

砂川　融 修学支援基金（一般目的寄付金） 2021/03/17

工藤　美樹 修学支援基金（一般目的寄付金） 2021/03/17

木村　浩彰 修学支援基金（一般目的寄付金） 2021/03/17

川口　浩史 修学支援基金（一般目的寄付金） 2021/03/17

正木　崇生 修学支援基金（一般目的寄付金） 2021/03/17

伊藤　義広 修学支援基金（一般目的寄付金） 2021/03/17

宮内　睦美 修学支援基金（一般目的寄付金） 2021/03/17

基金室



寄附金受入状況（令和2年度後期）内訳 令和3年3月31日現在　

会計単位 寄附者名 受入教員名 受入年月日

杉田　誠 修学支援基金（一般目的寄付金） 2021/03/17

柴　秀樹 修学支援基金（一般目的寄付金） 2021/03/17

相原　玲二 修学支援基金（一般目的寄付金） 2021/03/17

餘利野　直人 修学支援基金（一般目的寄付金） 2021/03/17

島田　学 修学支援基金（一般目的寄付金） 2021/03/17

松木　一弘 修学支援基金（一般目的寄付金） 2021/03/17

矢吹　彰広 修学支援基金（一般目的寄付金） 2021/03/17

栗田　多喜夫 修学支援基金（一般目的寄付金） 2021/03/17

西堀　正英 修学支援基金（一般目的寄付金） 2021/03/17

多賀　信政 修学支援基金（一般目的寄付金） 2021/03/17

吉村　慎太郎 修学支援基金（一般目的寄付金） 2021/03/17

中川　直樹 修学支援基金（一般目的寄付金） 2021/03/17

竹内　哲弘 修学支援基金（一般目的寄付金） 2021/03/17

石田　洋子 修学支援基金（一般目的寄付金） 2021/03/17

草薙　邦広 修学支援基金（一般目的寄付金） 2021/03/17

長谷川　宰 修学支援基金（一般目的寄付金） 2021/03/17

原　準一 修学支援基金（一般目的寄付金） 2021/03/17

大膳　司 修学支援基金（一般目的寄付金） 2021/03/17

山下　洋一 修学支援基金（一般目的寄付金） 2021/03/17

吉盛　光昭 修学支援基金（一般目的寄付金） 2021/03/17

羽田　雄志 修学支援基金（一般目的寄付金） 2021/03/17

堀田　泰司 修学支援基金（一般目的寄付金） 2021/03/17

伊藤　公訓 修学支援基金（一般目的寄付金） 2021/03/17

日山　亨 修学支援基金（一般目的寄付金） 2021/03/17

永田　純一 修学支援基金（一般目的寄付金） 2021/03/17

山本　幹雄 修学支援基金（一般目的寄付金） 2021/03/17

李　漢洙 修学支援基金（一般目的寄付金） 2021/03/17

片柳　真理 修学支援基金（一般目的寄付金） 2021/03/17

岩坂　正和 修学支援基金（一般目的寄付金） 2021/03/17

乾　雅祝 修学支援基金（一般目的寄付金） 2021/03/17

藤原　章正 修学支援基金（一般目的寄付金） 2021/03/17

中谷　久恵 修学支援基金（一般目的寄付金） 2021/03/17

基金室



寄附金受入状況（令和2年度後期）内訳 令和3年3月31日現在　

会計単位 寄附者名 受入教員名 受入年月日

松尾　裕彰 修学支援基金（一般目的寄付金） 2021/03/17

東儀　宣哲 広島大学基金（７５周年一般基金） 2021/03/17

亭島　淳 広島大学基金（７５周年修学支援） 2021/03/18

広島市医師婦人会 広島大学基金（ファミリーハウス基金） 2021/03/19

松浦　昌宏 広島大学基金（７５周年一般基金） 2021/03/24

神田　都 広島大学基金（ファミリーハウス基金） 2021/03/24

医療法人たんぽぽ会 広島大学基金（７５周年一般基金） 2021/03/24

株式会社紀陽 広島大学基金（冠事業） 2021/03/25

株式会社ダイクレ 広島大学基金（冠事業） 2021/03/25

医療法人社団伯瑛会　のぞみ整形外科 広島大学基金（冠事業） 2021/03/25

医療法人社団伯瑛会　のぞみ整形外科 広島大学基金（７５周年一般基金） 2021/03/25

医療法人せいざん　青山病院 広島大学基金（冠事業） 2021/03/26

広島大学校友会 中家　さおり 2021/03/26

綾　雅樹 広島大学基金（ファミリーハウス基金） 2021/03/28

株式会社にしき堂 広島大学基金（冠事業） 2021/03/29

中電プラント株式会社 広島大学基金（７５周年一般基金） 2021/03/29

金子　千賀子 広島大学基金（７５周年一般基金） 2021/03/31

大賀　裕見子 広島大学基金（７５周年一般基金） 2021/03/31

株式会社エネルギア・コミュニケーションズ 広島大学基金（７５周年一般基金） 2021/03/31

松浦　明子 広島大学基金（ファミリーハウス基金） 2021/03/31

寄附金額（円）
89,936,471

157,027,151

基金室

その他（　１０６１　件）

合計（　２１０５　件）


