
寄附者のご紹介

北海道教育大学基金は、平成18年12月に創設以来、これまで多くの方々にご協力をいただき、学部学生、大
学院生への支援をはじめ、寄附講座開催や修学環境整備等への支援を行っております。
ここに、そのご厚志に対しまして感謝を申し上げますとともに、ご同意をいただいている方々のご芳名とご寄
附額をご紹介させていただきます。
また、高額のご寄附をいただきました方につきましては、本学ホームページ上のWeb寄附者銘板にご芳名を掲
載させていただきます。皆様には、引き続き本基金にご支援くださいますようお願い申し上げます。

※本学の本部事務局内に設置しております寄附者銘板へのご芳名の掲載につきましては、平成28年11月までのご寄附をもっ
て追加の掲載を終了させていただきました。なお、これまでにご寄附された方々のご芳名を掲載した寄附者銘板について
は、引き続き設置しております。
�

■寄附者ご芳名（敬称略）平成29年3月31日現在
※寄附申込み時にご芳名の掲載を希望されなかった方については、掲載を割愛させていただいております。

企業、法人、団体等（ ご芳名とご寄附額の掲載についてご承諾いただいた企業、法人、団体等）

株式会社北洋銀行� 8,000,000円 北海道教育大学六稜会� 6,000,000円
北海道教育大学函館校尚学会� 5,500,000円 一般社団法人北師同窓会� 5,100,000円
北海道教育大学鶴陵会� 5,000,000円 北海道教育大学青陵会� 5,000,000円
北海道教育大学夕陽会� 5,000,000円 一般社団法人新日本スーパーマーケット協会� 3,000,000円
北海道教育大学生活協同組合� 2,500,000円 北海道教育大学旭川校後援会� 2,200,000円
株式会社藤井ビル� 350,000円 株式会社アイビス� 300,000円
株式会社ヤマニ野口水産� 300,000円 上光証券株式会社� 300,000円
岩田地崎建設株式会社� 200,000円 AUTO×AUTO� 200,000円
株式会社アドニス� 200,000円 協同出版株式会社� 200,000円
中山食品工業株式会社� 200,000円 有限会社オアシス� 200,000円
医療法人社団慶友会吉田病院� 170,000円 株式会社重森養蜂場� 150,000円
内山産業株式会社� 100,000円 株式会社アミノアップ化学� 100,000円
株式会社北見ハッカ通商� 100,000円 株式会社札幌北洋カード� 100,000円
株式会社札幌北洋リース� 100,000円 株式会社白亜ダイシン� 100,000円
株式会社プリプレス・センター� 100,000円 株式会社北星コーポレーション� 100,000円
西出興業株式会社� 100,000円 日本管財株式会社� 100,000円
ノースパシフィック株式会社 100,000円 北栄保険サービス株式会社� 100,000円
株式会社アストロ 90,000円 株式会社昭和総業� 50,000円
株式会社にしりん 50,000円 特定非営利活動法人サポートシステムゆうあい� 50,000円
中山技術コンサルタント株式会社 50,000円 日本道路株式会社北海道支店� 50,000円
株式会社ベルックス 40,000円 旭川通運株式会社� 30,000円
旭川電気軌道株式会社 30,000円 荒井建設株式会社� 30,000円
株式会社石田文具 30,000円 株式会社坂下工務店� 30,000円
株式会社サトーエージェンシー 30,000円 サザエ食品株式会社 30,000円
大地コンサルタント株式会社 30,000円 フラワービル株式会社 30,000円
有限会社矢田工業 30,000円 イワクラホーム株式会社 20,000円
株式会社坂口精肉店 20,000円 株式会社北海道健誠社 20,000円
株式会社陽気堂 20,000円 第一砕石株式会社 20,000円
北海美掃株式会社 20,000円 株式会社古清商店 11,000円
アクティブテニスアカデミー 10,000円 株式会社エッセ 10,000円
株式会社蔵元 10,000円 株式会社五島軒 10,000円
株式会社北洋銀行函館中央支店 10,000円 株式会社ま印水産 10,000円
札幌南ロータリークラブ 10,000円 白鳥建設株式会社 10,000円



企業、法人、団体等（ ご芳名のみの掲載についてご承諾いただいた企業、法人、団体等）

赤川建設興業株式会社 旭川信用金庫
旭川ターミナルビル株式会社 旭川トヨタ自動車株式会社
旭川ロータリークラブ アド・フレッシュ有限会社
池田煖房工業株式会社 今井金商株式会社
医療法人社団カレスサッポロLSI札幌クリニック エア・ウォーター株式会社
エア・ウォーター・サービス株式会社 小樽信用金庫
株式会社アインファーマシーズ 株式会社旭ダンケ
株式会社アラゼン 株式会社エスイーシー
株式会社エスコムプレーン 株式会社エヌシーマック
株式会社菓子處大丸 株式会社カナミ商会
株式会社きのとや 株式会社旭薬調剤センター
株式会社クラーク総研 株式会社KDS札幌支社
株式会社恵和ビジネス 株式会社公益社
株式会社コーノ 株式会社コナミスポーツ＆ライフ
株式会社坂口精肉店 株式会社札幌銀行
株式会社札幌振興公社 株式会社札幌第一興産
株式会社札幌ドーム 株式会社サトービル
株式会社三八 株式会社シービーエス札幌営業所
株式会社シズナイロゴス 株式会社正文舎
株式会社すぎを 株式会社須田製版
株式会社世起 株式会社そごう・西武　西武旭川店
株式会社ダイイチプラニング 株式会社ティアンドケイ
株式会社テーオー小笠原 株式会社デジック
株式会社テレビ北海道 株式会社電業
株式会社東京商工リサーチ北海道支社 株式会社桐光クリエイティブ
株式会社トーワ 株式会社中野銘木店
株式会社ニシカワ産業 株式会社日興ジオテック
株式会社日専連旭川 株式会社日専連ニックコーポレーション
株式会社ニトリ（ニトリ北海道応援基金） 株式会社乃村工芸社北海道支店
株式会社函館丸井今井 株式会社橋本川島コーポレーション
株式会社ピーアールセンター 株式会社プラスエージェンシー
株式会社ホクシンラマナプロジェクト 株式会社北海道アルバイト情報社
株式会社北海道銀行旭川支店 株式会社北海道新聞社
株式会社みんなのことば舎 株式会社明匠建工
株式会社モーニング 株式会社森川組
株式会社ヤマシタ 株式会社ライナーネットワーク
北ツール株式会社 北電力設備工事株式会社
行政書士東方事務所 京和商事株式会社
釧路信用金庫 交洋不動産株式会社
小城公明税理士事務所 財団法人札幌市中小企業共済センター
財団法人日本国際協力センター 財団法人放送大学教育振興会
札幌映像プロダクション 札幌商工会議所

※金額順（同額の場合は五十音順）

夕陽会空知支部� 10,000円 トミヤ商事株式会社 10,000円
日成工機株式会社� 10,000円 日本清酒株式会社 10,000円
函館酸素株式会社� 10,000円 函館水産市場仲卸協同組合 10,000円
山田総合設計株式会社� 10,000円 有限会社三和印刷 10,000円
有限会社不動産企画ウィル� 10,000円



個人（ ご芳名とご寄附額の掲載についてご承諾いただいた方）

札幌商工会議所女性会 札幌商工会議所理事・部長職一同
札幌中央アーバン株式会社 札幌パブリック警備保障株式会社
札幌ロータリークラブ 佐藤印刷株式会社
山藤三陽印刷株式会社 社団法人札幌観光協会
社団法人北海道未来総合研究所 証券会員制法人札幌証券取引所
新谷建設株式会社 ストレンジャー21
空知リゾートシティ株式会社 大輝印刷株式会社
ダイコク交通株式会社 泰和石油株式会社
田中板金工業株式会社 TKデザイン
手稲ロータリークラブ 東京海上日動火災保険株式会社
東洲友の会 トーエー企業株式会社
なかせき商事株式会社 中村運送株式会社
ネッツトヨタ函館株式会社 函館駅二商業協同組合
函館空港ビルデング株式会社 富士火災海上保険株式会社
弁護士法人神戸・万字・福田法律事務所 北洋システム開発株式会社
北海電気工事株式会社 北海道火災共済協同組合
北海道教育大学旭川校昭和62年卒「無二の会」 北海道教育大学釧路校後援会
北海道教育大学事務系職員OB・OG会 北海道電力株式会社
北海道農業協同組合中央会 北海道ビルサービス株式会社
北海道旅客鉄道株式会社 北幹警備保障株式会社
丸果札幌青果株式会社 みぞぐち事業株式会社
村井建設株式会社 山室繊維株式会社
有限会社秋田デザインイズム 有限会社エスプリング
ルンベル旭川

本間　謙二 2,182,000円 蛇穴　治夫 1,476,000円 守田由美子 1,050,000円
高向　　巖 1,000,000円 船津　秀樹 1,000,000円 大津　和子 878,000円
柿沼　博彦 800,000円 大崎　功雄 330,000円 久綱　忠夫 300,000円
眞田　雄三 277,000円 渡部　英昭 256,000円 朝山　幸彦 200,000円
三浦　秀雄 200,000円 芝木　邦也 198,000円 星野　　良 194,000円
佐藤　　徹 150,000円 佐藤　康幸 136,000円 森田　　寛 130,000円
志手　典之 127,000円 城後　　豊 118,054円 吉田　昭穂 110,000円
久保　良宏 107,000円 前田　克彦 103,000円 小川　東洲 100,000円
金見　修司 100,000円 佐藤　英明 100,000円 瀨川　秀良 100,000円
武田　文男 100,000円 東海林明雄 100,000円 早川　　正 100,000円
松岡　和久 100,000円 森下　憲次 90,000円 笹谷　春美 80,000円
佐川　正人 74,000円 蔵本　康彦 70,000円 佐々木　馨 70,000円
田中　和久 69,000円 上山　泰男 63,000円 岡﨑　由夫 60,000円
小野寺基史 60,000円 玉井　康之 58,000円 越山　賢一 54,000円
媚山　敏文 54,000円 山口　洋志 54,000円 齊藤　健司 52,000円
佐々木和彦 52,000円 小林　佳之 51,000円 白數　　進 50,000円
瀬山　幸二 50,000円 滝川　　幹 50,000円 中村　　透 50,000円
ミュール�丸島真実 50,000円 森　　範行 50,000円 小松　丈晃 45,000円
伊藤　美紀 44,000円 島澤　正弘 43,000円 松田　教男 43,000円
藤井　廣美 41,000円 精進　直樹 40,000円 戸田　浩幸 40,000円
山口　文章 40,000円 橋本　忠和 36,000円 松浦　俊彦 35,000円
林崎　誠司 34,000円 道谷　　博 34,000円 本庄　十喜 33,000円
水上　丈実 33,000円 山岡　邦彦 33,000円 落合　清治 32,000円

※五十音順



泉澤玄一郎 30,000円 奥 田 　 亨 30,000円 須田　康之 30,000円
高橋　伸幸 30,000円 玉川真里子 30,000円 中田美知子 30,000円
夏井　邦男 30,000円 樋口　英子 28,000円 藤井　麻由 28,000円
森　健一郎 28,000円 安川　禎亮 28,000円 石尾　直博 20,000円
笠間　勇二 20,000円 新保紅実子 20,000円 藤澤　隆司 20,000円
舟越　芳男 20,000円 本間　攝子 20,000円 村田　芳久 20,000円
青木　昌雄 16,000円 佐々　祐之 15,000円 前岡　和雄 14,000円
山口紀代志 14,000円 岡本　次郎 13,000円 石山　洋一 12,000円
小泉　匡弘 12,000円 青木　栄一 10,000円 石田　公貴 10,000円
磯脇　和平 10,000円 伊藤　則博 10,000円 稲上　保彦 10,000円
岩井　悦子 10,000円 上村　雅代 10,000円 遠藤　隆三 10,000円
大黒　靜治 10,000円 大瀬　紘興 10,000円 大場　久夫 10,000円
加藤　　潔 10,000円 亀畑　義彦 10,000円 栗山　眞理 10,000円
黒澤　克行 10,000円 穀山　旬子 10,000円 小橋　幸悦 10,000円
小山　昌吾 10,000円 紺野　理子 10,000円 斉藤　克人 10,000円
栄　みゆき 10,000円 作原　逸郎 10,000円 佐藤　哲哉 10,000円
佐藤　　展 10,000円 佐藤　文音 10,000円 菅沼　雅絵 10,000円
杉山　忠夫 10,000円 図司裕美子 10,000円 武内　貴宏 10,000円
竹内　　弘 10,000円 竹本　昌樹 10,000円 田中　勝恵 10,000円
冨樫　繁樹 10,000円 徳田　雄亮 10,000円 冨田　　誠 10,000円
中村　紘司 10,000円 中村　達雄 10,000円 中村　俊滋 10,000円
西山　政市 10,000円 根本　直樹 10,000円 野中　啓介 10,000円
橋田　恭一 10,000円 伏木　忠了 10,000円 本多　　仁 10,000円
宗像　修一 10,000円 吉田　茂夫 10,000円 吉田　浩晃 10,000円
佐藤　聖士 8,000円 横山　吉樹 8,000円 川政　靖彦 6,000円
北守　昭文 6,000円 大関　　洋 5,000円 佐々木雅哉 5,000円
札内　征男 5,000円 品田　亮子 5,000円 菅原　立樹 5,000円
西村　榮基 5,000円 野村　英子 5,000円 吉田　繁延 5,000円
芳賀　　均 4,800円 紀藤　典夫 4,000円 佐藤　　悟 4,000円
谷村　幸重 4,000円 広川　和夫 4,000円 松田　順子 4,000円
石和　進治 3,000円 船橋　瑩次 3,000円 青木　　潔 2,000円
浅野　賢二 2,000円 一戸　裕之 2,000円 岩崎　鶴好 2,000円
岩﨑　昌江 2,000円 岩松　香織 2,000円 金谷　　疆 2,000円
木村　　淳 2,000円 木村　　孝 2,000円 小鹿　隆次 2,000円
小嶋　範彦 2,000円 齋坂　道雄 2,000円 酒井　富夫 2,000円
櫻井　拓郎 2,000円 笹原　志郎 2,000円 澁谷　隆行 2,000円
新谷　公康 2,000円 相馬まり子 2,000円 竹内美恵子 2,000円
田中　佳丈 2,000円 寺井　　孚 2,000円 外崎　清次 2,000円
仲井　靖典 2,000円 長澤　三郎 2,000円 中村　真也 2,000円
布目　知之 2,000円 野村　幸明 2,000円 細井　勝博 2,000円
牧野　　央 2,000円 松井　伸樹 2,000円 宮﨑　公彦 2,000円
安井　陽子 2,000円 薮下　一己 2,000円 矢部　公美 2,000円
山口　道明 2,000円 吉仲　　崇 2,000円 清水美佐子 1,000円
髙田　敏夫 1,000円 冨尾　　勝 1,000円 藤川　　聡 1,000円

※金額順（同額の場合は五十音順）



個人（ ご芳名のみの掲載についてご承諾いただいた方）

會澤　義雄 青木　英昭 青木　満里 青木　優一 青山　敏彦 青山　　碧
赤瀬　國治 秋田　興二 秋山　　弘 浅井　良之 浅川　哲弥 朝倉　奏子
浅利　祐一 東　　尚巳 安宅　錦也 渥美　伸彦 穴木沢　潔 穴水　光輝
鐙谷　智靖 安部　愛子 阿部　　修 阿部　実次 阿部　哲夫 阿部　博光
網　　規行 綾部　史夫 荒岡　良明 荒木美智子 荒島真一郎 荒田　一志
安藤　　豊 五十嵐雅浩 池田　　満 池田　保夫 石井　純二 石井　紀夫
石井　　久 石井　　仁 石井　紘子 石川　公浩 石田　　徹 泉　みち子
伊勢　敏哉 板津　邦夫 板橋　　博 伊藤　　潮 伊藤　功俊 伊藤　仙一
伊藤　千秋 伊藤　俊彦 伊藤　　仁 伊藤　史人 伊藤　裕三 伊藤　隆介
稲見　卓人 今井　國雄 今井　　宏 今泉　　博 今田　敏文 岩田　圭剛
岩船　　寛 ウィリアムズ・マイケル 植木　克美 上村　好美 臼井　　博 内島　貞雄
祖母井里重子 瓜生　淳一 海老名　尚 遠藤　純代 遠藤　芳信 及川　京子
及川　　昇 大石　和博 大内　　定 大内　　俊 大江　　洋 大江　凌之
大川　哲也 大口加代子 大久保和義 大久保康徳 大坂　　治 太田　晶久
大塚　達也 大塚　哲郎 大月さゆり 大坪　嘉昭 大野　孝喜 大庭　英敏
大橋　賢一 大平　幸紀 大山　裕之 小笠原　薫 岡田　謙藏 尾形　　猛
岡部　三男 岡村　　聰 岡本　靖正 岡谷　崇志 小川　邦彦 奥崎　敏之
奥田　知靖 奥野　亮輔 奥村　　広 小黒　　貢 尾崎　文彦 尾崎富美子
押手　　敬 尾関　俊浩 鬼丸　吉弘 小野　牧子 小原　孜郎 海藤　晃弘
柿崎　　香 柿﨑　則彦 可児まゆみ 笠井　稔雄 鹿嶋　利幸 柏野　吉貞
片岡　寛治 片山　晴夫 勝俣　美治 門脇　隆史 門脇　正俊 金子　俊之
鎌田　　力 鎌田　浩子 鎌塚　宗一 上岡　　宏 上條　雄也 神山亜紀子
神山　浩司 亀岡　朗子 加藤　俊孝 唐神美和子 川江　　実 川上　隆幸
川野　孝志 川畠　利春 鴈澤　好博 神田　房行 神林　　勲 菊嶋　明廣
菊池　　充 岸田　壮司 北村　博幸 北明　敏之 北山　雅士 木塚　雅貴
吉光寺勝己 衣川　　實 杵淵久美子 杵淵　　信 木村美太郎 工藤　　悟
工藤　晋子 工藤　烈之 久原　　勇 久保　　進 久保田浩文 黒田　洋示
桒山弥壽男 小泉　信隆 小出　春司 小出　高義 高坂　和子 幸谷　　晃
小島　三司 小島　容子 後藤　秋正 後藤　　守 後藤　泰宏 後藤　嘉也
小林　香織 小林　一博 小林　　研 小林　孝三 小林　征一 小林　禎三
小林　宏明 小檜山　博 小平　征雄 小森　明代 今　　尚之 孔　　　麗
今野　孝明 紺野　高裕 今野　英明 才木　大輔 齊藤　　彰 斉藤　敦司
齊藤　淳一 斎藤　祥子 斎藤　　孝 齋藤　光夫 佐伯　雄司 酒井多加志
酒井　義信 坂口　翔馬 坂口　　勉 坂下　令光 坂本志保美 坂本　紀子
櫻井　兼市 佐々木国博 佐々木けいし 佐々木　茂 佐々木　巽 佐々木久視
佐々木義之 佐々木良一 笹原　義雄 佐竹　道盛 佐藤　仁大 佐藤　信弥
佐藤　孝夫 佐藤　孝郎 佐藤　　孝 佐藤　　隆 佐藤　　毅 佐藤　哲也
佐藤　直人 佐藤　伸喜 佐藤　昌彦 佐藤　道之 佐藤　泰光 佐藤　吉文
佐野比呂己 澤出　宗利 山藤　敬一 紫藤　正行 信太　順子 芝木美沙子
柴田　敬祥 嶋崎　一美 島谷　一芳 下宇坪　進 下元　利之 宿南　靖仁
庄井　良信 東海林耕太郎 白樫　真紀 新開谷　央 菅股　庄二 スガワラ�トオル
杉浦　清志 杉本　　宏 鈴木　明彦 鈴木　淳一 鈴木　裕樹 鈴木　　博
鈴木　正徳 清野　きみ 清野　　隆 清野　恒夫 瀬川　良明 関口　裕昭
関谷　祐里 相馬　秋夫 相馬　一彦 曽我部和明 外崎　與之 外山　正條
田井　　中 平　　一弘 高木　重俊 髙﨑　　晞 高田　康作 鷹野　正義
高橋　純二 高橋　庸哉 髙橋　教一 高橋　勇輔 高向　善信 瀧波　　武
竹内　一馬 竹田　　勝 竹鼻　洋文 田崎　博久 橘　ヒサ子 田島　與久
立川　　宏 立花　捨美 舘脇　武光 田中　昌弥 谷本　一之 谷口　賢司



谷口　英夫 玉木　佑昌 玉村喜代治 田丸　典彦 田村　光規 辻　　敏明
辻　　　満 辻井　義昭 辻川　智宏 對馬　秀俊 出村　克弘 寺井　　伸
寺中　哲二 寺山　秀人 照井　貴幸 土居　慎也 十亀　昭雄 徳永　好治
戸田　弘二 戸田須惠子 戸田　安彦 飛瀬　敏幸 冨田　　勤 長井　伸樹
長尾　一彦 長坂　好男 中島　太郎 中島　正義 中田　秀彦 長田　友紀
中田絵理奈 中谷　　弘 中西　紗織 中西　信行 中橋　佳史 中原　勇夫
中道　莉央 永宮　優歌 中村　和雄 中村　公子 中村　達也 中村　秀子
中村　真規 中山　雅文 中山　　稔 流田　雅己 名達　英詔 夏井　春喜
奈良　　盛 奈良　一三 成澤　　功 成田　　明 南部　正人 新里　光代
新妻　　仁 西川　昌慶 西木　　光 西澤　功治 西山　　真 新田三智也
沼田　元一 根本亜矢子 野川　　潔 野田　哲史 野村　　公 野村　　潤
野呂　佳生 河　　錬洙 芳賀　　敦 芳賀　　卓 橋場美紀雄 橋本　昭夫
橋本　美則 長谷川　致 長谷川　工 八町　憲一 花輪　大輔 馬場　俊臣
濱渕　雅樹 林　　敬二 林　　政孝 林　　吉明 林　　義明 原田　行造
東方　豊松 氷見山幸夫 日森　　夋 兵頭　　進 平田新次郎 平野　雅宣
蛭田　眞一 広井　智紀 弘中健一郎 廣畑　圭介 福井　博志 福井　昌樹
福井　雅英 福田　　薫 福田　　翼 福原　義幸 福山恵太郎 藤井　英嘉
藤井　　実 藤川　洋子 藤田　雅史 藤波　信成 藤根　信章 藤本　誠造
藤森　由希 藤原　正士 布施　宣善 布施　吉規 佛具　克明 古川　宇一
古川　　昇 堀　　秀幸 堀川　守正 本庄　康伸 本堂　知彦 前田亜由美
前田　賢能 前田　　眞 前田　正廣 間口　辰博 マシオン�スチュアート 増渕　哲子
松倉　年子 松下　博信 松橋　智子 松本　勝裕 松本　禮一 三浦　友和
三浦　　弘 三澤　壽喜 水上　俊司 水田　　香 水野　政勝 道下　正人
三橋　功一 皆川　治恵 湊　　公夫 南谷　　誠 宮家　康浩 宮腰　秀弘
宮崎　　素 宮田　省一 明神　　勲 明神もと子 向井　慎一 村上　力夫
村上　知子 村瀬　清史 村瀬　千樫 村田　義広 村山　　登 村山　紀昭
室山　俊美 望月　正男 森　　博人 森下　智之 森島　克久 森野　重雄
諸橋　輝雄 八重樫良二 八木　利夫 安田　　侃 矢野　秀幸 矢部　和彦
山形　昇平 山岸　敏彦 山口　栄三 山崎　正吉 山﨑　節雄 山下　克彦
山田　カヨ 山田志保子 山田　　純 山田　正二 山田　　肇 山田　博子
山本　道隆 山本　光朗 山本　勇一 山本　理人 横尾　　實 横谷　英次
横山　裕充 横山　　充 吉崎　祥司 吉田　聡子 吉田　弘夫 吉田　　宏
吉田　宏之 吉田　正生 吉沼　　一 芳根　和子 吉原　英夫 吉松　純昭
吉見　孝夫 吉村　　功 米谷　元捷 龍島　秀広 若松　泰生 和田　恵治
和田　謙二 和田知賀子 渡部　克孝 渡辺　由光 渡部　俊夫 渡利　正義

※五十音順


