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  2018 年 2 月より募集を開始しております「創立 120
周年記念事業募金」に温かいご支援・ご協力を賜りま
して誠にありがとうございます。
　皆様より頂戴しました募金は、募金対象事業の実施
に充当させていただきます。
　今後とも引き続き「創立
120 周年記念事業募金」の
推進にご協力賜りますよう
何卒よろしくお願いいたし
ます。

　
　2019 年 9 月末時点総額（2018 年 2月～ 2019 年 9月）

　 3 9 , 1 4 9 , 4 6 6 円 （達成率39％）

相模原キャンパス
●Sagamihara Campus●

　教育・学生生活環境の充実と美観の向上を図るため、
バスバースから正門を経て中庭に至る動線の景観と機
能を改善する改修工事を 2017 年から 3ヵ年計画で実
施しております。
　2017 年から 2018 年にかけては、中庭の舗装、塗装
工事を行い、フリースペースにはデッキ ( テント ) を
建設いたしました。
　2018 年 7月からはバスバース工事を開始し、バス
シェルターを設置いたしました。オブジェのようなフォ
ルムと LEDによるライティングにより、昼夜問わず存
在感のあるつくりとなっております。
　また、正門につきましても、本学卒業生であり現在
付属教員の藤原典子教諭のデザインにより一新され、
2019 年 9月 7日に完成を迎えました。

１

３

２

６

５４

７

1．テントの下にはボックス型の椅子が
設置され学生の憩いの場に。2．夕暮れ
時の相模原キャンパス中庭の様子。3．
日が落ちるとテントがライトアップさ
れ辺りを照らす。

7．高耐久な PTFE 膜材の屋根に加え、照明効果の高い ETFE フィルムを天井
材として使用。8．色鮮やかな各専攻・領域の紹介看板が並ぶ。

4．デザインコンセプトは「女子美の未来を開く扉」。歴史と
伝統を感じさせる重みのあるデザインながら、未来を感じさ
せる形と素材によりバスバースや中庭のデザインとも調和。
5．丸みを帯びた独自性のあるデザインは、女子の美術大学な
らではの優雅さを表現。6．門柱の学校名は、女子美術大学発
足時に杉並校舎の正門に掲げられた校名板の文字を復刻。

《募金対象事業》
●相模原キャンパス
バスバースから正門を経て中庭に至るまでの改修による美観と機
能の向上
●杉並キャンパス
教室増設等新棟の建設
●付属高等学校・中学校
英語教育充実に向けた教室増設等、教育施設・設備の一層の充実

途中経過報告
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杉並キャンパス
●Suginami Campus●

　2019 年 3月 31 日、杉並キャンパス 4
号館が竣工いたしました。地下 1階、地
上 2階建ての建物で、地下 1階と 2階は
マルチルームとして使用することができ
ます。

付属高等学校・中学校
●Joshibi High School of Art and Design●

　付属高等学校・中学校では、「美術教育」・「英語教育」・「ICT
教育」の 3つに力を入れています。
　募金の一部は、「付属 100 周年記念事業募金」（2013 年 7月
～ 2016 年 3月募集）とあわせ、新たに開設した「工芸・立体
コース」専用の教室の新設やオンライン英会話や iPad を使っ
た授業のための Wi-Fiの設置、電子黒板の設置の他、放送設備
の改修、弓道場の練習場増設等に充当いたしました。
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1．4号館外観。2．赤い壁面が印象的な 1階出入口。
1階には、付属高等学校・中学校の同窓会室や PTA
室がある。3．2階会議室。4．地下1階のマルチルーム。

1．電子黒板を使った授業の様子。投影した教材に補足説明等を直接
画面に書き込むことや、拡大、スクロールが可能。インターネット画
面も表示できる。生徒は手元のipadを使用しながら授業を受けている。

2．新たにWi-Fi 環境を整備したことで、電子
黒板（全ホームルーム教室に設置）や iPad
（2019 年度中学校・高等学校入学生より使用）
を媒体に、インターネットを利用した活発な授
業が行われている。
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3．2019 年度の新入生より、高等学校では、
外国人講師との「オンライン英会話」を導入。
マンツーマン授業のため、生徒一人ひとりの
習熟度に合わせた丁寧な指導を受けることが
できる。

4．校舎屋上に設置された弓道場の防矢ネット。

４



リサイクル募金　受付開始

　2019 年 8月より、リサイクル募金の受付を開始いた
しました。リサイクル募金では、本やDVDの他、アク
セサリーやブランド品、切手、商品券等の受付をして
おります。5点から送料無料で宅配業者が引き取りに
うかがいます。

※申込開始から査定・報告、及び送金は「リサイクル募金きしゃぽん」
（運営：嵯峨野株式会社）が担当します。リサイクル募金１回のご参
加につき、きしゃぽんからも 100 円寄付されます。

顕彰制度

　 
　    学校法人女子美術大学　創立 120 周年記念事業　募金事務局（総務企画部総務グループ）
　　〒166－8538　東京都杉並区和田 1－49－8　/　TEL　03－5340－4501　

【返礼品】
　120 周年記念事業募金に累計 5万円以上ご寄付いた
だいた個人の方々に対し、寄付金額 ( 累計額 ) に応じ
て返礼品を贈呈予定です。
　現在、女子美オリジナルキティグッズを製作してお
り、5万円以上ご寄付いただいた個人の方にはボール
チェーンマスコットを 2体贈呈いたします。
　1体は、『婦人新報』第 50 号（1901 年）において
横井玉子先生が発表された「女子改良服」を着用した
キティちゃん、もう 1体は付属高等学校の制服を着
たキティちゃんです！
 　※女子美キティボールチェーンマスコットは返礼
品用グッズのため非売品です。
　返礼品は 120 周年記念事業募金の募集期間締切後
より随時発送致します。

　本（ISBN コード付き）/アクセサリー（金・プラチナ・宝石を含
　むもの）/ブランド品・時計 /ホビー（カメラレンズ・模型）　/　
　DVD・CD・ゲーム /切手・ハガキ・年賀状 /テレホンカード・
　商品券

受付品目

《電話申込み》（受付）9 時 ~18 時・365 日
 0 1 2 0 - 2 9 - 7 0 0 0
オペレーターに団体 ID183 とお伝えください。

《WEB 申込み》　（受付）24時間・365 日
 「女子美術大学　リサイクル募金」　
で検索　

詳細につきましては、
パンフレットまたはイ
ンターネットをご確認
ください！

【芳名録】
　芳名録にご芳名を掲載させて
いただきます。
　※匿名での掲載も承ります。

【称号授与・銘板へのご芳名の刻印】
　500 万円以上ご寄付いただいた方には「功
労者」の称号を授与し、銘板にご芳名を刻印
いたします。

問い合わせ先

5万円～ 20 万円未満

20 万円～ 50 万円未満 女子美キティボールチェーンマスコット 2体
女子美グッズ 2点

女子美キティボールチェーンマスコット 2体
女子美グッズ 3点

100 万円～ 300 万円未満 女子美キティボールチェーンマスコット 2体
女子美グッズ 3点
トートバッグ

300 万円～ 500 万円未満 女子美キティボールチェーンマスコット 2体
女子美グッズ 3点
トートバッグ
他　1点

500 万円以上

女子美キティボールチェーンマスコット 2体

寄付金額 返礼品一覧  （予定）

上記返礼品他、法人功労者として表彰・銘板
設置

銘板は杉並キャンパス
1号館のエントランス
に設置しています！

50 万円～ 100 万円未満


