
部局名 寄附者名 受入教員名 受入年月日 寄附金額

寄附金受入状況（平成21年度前期）内訳 平成21年9月30日現在

工学研究科(工学部) 財団法人マザック財団 竹澤  晃弘 2009/04/03 500,000

財団法人矢崎科学技術振興記念財団 都留  稔了 2009/04/13 4,000,000

株式会社間組  技術・環境本部  技術研究所 静間  清 2009/04/22 300,000

株式会社クリモトテクノス 藤井  堅 2009/04/27 1,800,000

粉体工学情報センター 山本  徹也 2009/04/27 1,000,000

財団法人電気通信普及財団 藤田  聡 2009/04/30 500,000

三井化学株式会社  生産・技術本部  生産統
括部

礒本  良則 2009/04/30 500,000

ＳＲＩスポーツ株式会社 坂和  正敏 2009/04/30 500,000

社団法人日本アンカー協会 一井  康二 2009/05/01 500,000

財団法人軽金属奨学会 佐々木  元 2009/05/11 250,000

財団法人ソルト・サイエンス研究財団 矢吹  彰広 2009/05/11 1,400,000

ユニバーサル造船株式会社  技術研究所 北村  充 2009/05/20 500,000

株式会社アイアイラボ 石井  抱 2009/05/22 2,500,000

株式会社ブリヂストン 瀧宮  和男 2009/05/25 200,000

田中　智行（財団法人日本科学協会） 田中 智行 2009/05/25 750,000

財団法人高橋産業経済研究財団 西﨑  一郎 2009/05/26 1,000,000

第一工業製薬株式会社　電子材料事業部 奥山  喜久夫 2009/05/29 500,000

オー・エイチ・ティー株式会社 坂和  正敏 2009/05/29 500,000

水環境モニタリング有限責任事業組合 金子  新 2009/06/01 800,000

山田  啓司（財団法人スズキ財団） 山田  啓司 2009/06/02 100,000

日本バルカー工業株式会社　基幹産業開発部 澤  俊行 2009/06/02 800,000

川西  澄（財団法人河川環境管理財団） 川西  澄 2009/06/04 800,000

株式会社ブリヂストン 塩野  毅 2009/06/05 300,000

財団法人古川技術振興財団 米山  公啓 2009/06/10 1,000,000

財団法人古川技術振興財団 増淵  泉 2009/06/10 1,000,000
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工学研究科(工学部) 高速道路関連社会貢献協議会 塚井  誠人 2009/06/24 2,820,000

株式会社ハリソン光技術研究所 澤  俊行 2009/06/30 400,000

財団法人近畿地方発明センター 大山  陽介 2009/06/30 1,000,000

株式会社東京建設コンサルタント 河原  能久 2009/06/30 1,000,000

ダイセル化学工業株式会社 塩野  毅 2009/06/30 1,000,000

財団法人近畿地方発明センター 米山  公啓 2009/06/30 1,100,000

財団法人広島大学後援会 作野　裕司 2009/07/02 300,000

財団法人広島大学後援会 春木　将司 2009/07/02 300,000

財団法人広島大学後援会 米山　公啓 2009/07/02 300,000

財団法人広島大学後援会 有尾　一郎 2009/07/02 200,000

株式会社トルネックス 犬丸  啓 2009/07/07 400,000

財団法人池谷科学技術振興財団 大山  陽介 2009/07/15 900,000

財団法人池谷科学技術振興財団 都留  稔了 2009/07/15 1,000,000

株式会社新来島どっく 岩下  英嗣 2009/07/17 4,000,000

呉地域ｵｰﾌﾟﾝｶﾚｯｼﾞﾈｯﾄﾜｰｸ会議 岩下 英嗣 2009/07/24 15,400

株式会社デイ・シイ 河合  研至 2009/07/31 500,000

株式会社積水インテグレーテッドリサーチ 大下  浄治 2009/07/31 1,000,000

株式会社ＡＤＥＫＡ 瀧宮  和男 2009/07/31 300,000

株式会社積水インテグレーテッドリサーチ 播磨  裕 2009/07/31 1,000,000

鹿島建設株式会社  技術研究所 柴  建次 2009/07/31 500,000

池田  隆（財団法人スズキ財団） 池田  隆 2009/07/31 180,000

株式会社ピーエス三菱 佐藤 良一 2009/07/31 500,000

三協化成株式会社 大下  浄治 2009/08/05 1,000,000

財団法人村田学術振興財団 田中  義和 2009/08/07 170,000

財団法人村田学術振興財団 大山  陽介 2009/08/07 1,200,000
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工学研究科(工学部) 日本ペイント株式会社 矢吹  彰広 2009/08/10 1,000,000

三井化学株式会社　岩国大竹工場 塩野  毅 2009/08/12 750,000

三井化学株式会社　岩国大竹工場 石塚  悟 2009/08/12 750,000

五洋建設株式会社 土田  孝 2009/08/20 1,000,000

水環境モニタリング有限責任事業組合 金子  新 2009/08/24 800,000

株式会社エネルギア・エコ・マテリア 日比野  忠史 2009/08/25 2,000,000

造船学術研究推進機構 安川  宏紀 2009/08/26 800,000

造船学術研究推進機構 田中  義和 2009/08/26 1,000,000

造船学術研究推進機構 竹澤  晃弘 2009/08/26 800,000

株式会社ピーエス三菱 佐藤  良一 2009/08/31 500,000

社団法人日本アルミニウム協会 門井  浩太 2009/09/04 500,000

社団法人石油学会 塩野  毅 2009/09/04 953,430

旭化成ジオテック株式会社 大久保  孝昭 2009/09/15 800,000

日本ミクロコーティング株式会社 吉田  英人 2009/09/16 400,000

株式会社ニュージェック 一井  康二 2009/09/17 1,000,000

新日本製鐡株式会社 技術開発本部環境・ﾌﾟﾛ
ｾｽ研究開発ｾﾝﾀｰ

土田  孝 2009/09/18 500,000

西野  信博（学生のおもしろ企画） 西野  信博 2009/09/18 175,000

柴田科学株式会社 奥山  喜久夫 2009/09/30 400,000

株式会社不動テトラ 一井  康二 2009/09/30 500,000

財団法人軽金属奨学会 佐々木  元 2009/09/30 5,000,000

その他（　　　　　　　　件）

合計（　　　　　　　　 　件） 113,719,563

工学研究科(工学部)
51,005,73345

115


