校 訓 と沿 革

寄附金に対する税の免税措置
創立 50 周年記念事業への寄附金は特定公益法人
に対する寄附金として税の減免措置が受けられま
す。詳しくは本校ホームページに掲載します。
詳しくは本校ホームページに掲載します。

専一集注
S49(1974)

[個人の皆さま
個人の皆さま]
減免措置が受けられるのは
(1)所得税のうち①税額控除もしくは②所得控除
所得税のうち①税額控除もしくは②所得控除
①(寄附金額－
寄附金額－2 千円)×
×40%=所得税控除額
所得税控除額
②寄附金－2
②寄附金－ 千円=所得控除額
所得控除額
(2)個人住民税
個人住民税
(寄附金額－
寄附金額－2 千円)×R%=
R%=所得税控除額
所得税控除額
R:住民税控除率
住民税控除率
※都道府県・市町村の条例指定が必要
都道府県・市町村の条例指定が必要
となります。なお、ご入学になられた年の寄附金
となります。なお、ご入学になられた年の寄附金
につきましては、寄附金控除の対象から除外され
ます。（入学の年の年末まで）
所得税と住民税双方から寄附金控除を受けるに
は所轄の税務署にて確定申告が必要です。
は所轄の税務署にて確定申告が必要です。寄附の
際に申告に必要な書類を差し上げます。
[法人の皆さま
法人の皆さま]
特定公益法人に対する寄附金として、一般寄附
金の損益算入限度額とは別枠で損金算入すること
が可能です。

S53(1978)
S57(1982)
S58(1983)
S59(1984)
S61(1986)
S63(1988)
H1(1989)
H5(1993)

H6(1994)

1.23 高等学校設立認可
高等学校開校 学年 60 名)
高等学校開校(1
初代校長宮島長純就任
第 2 代校長山城昌輝就任
高等学校定員増 学年 80 名)
高等学校定員増(1
高校創立 10 周年記念式典
高等学校定員増 学年 160 名)
高等学校定員増(1
中学校開校 学年 80 名)
中学校開校(1
第 3 代校長宮里毅就任
図書館・管理棟起工式
中学校定員増 学年 120 名)
中学校定員増(1
家庭科棟起工式
高校創立 20 周年記念式典
高等学校定員増 学年 200 名)
高等学校定員増(1
第 4 代校長比嘉定俊就任
高校創立 20 周年記念会館落成

H12(2000)

中学校校舎・マルチメディア教室起工式

H13(2001)

中学校定員増(1 学年 160 名)
中学校定員増
第 5 代校長安室肇就任

H14(2002)

H16(2004)

創立 50 周年記念事業を支援
周年記念事業 支援します
昭和薬科大学附属高等学校・附属中学校校友会
会長：安室 肇
昭和薬科大学附属高等学校・附属中学校ＰＴＡ
会長：眞榮田 明美
昭和薬科大学附属高等学校同窓会
会長：新里守人
会長：新里守人(11 期)

堅忍不抜

H20(2008)
H25(2013)
H26(2014)
H28(2016)
H28(2016)
R01(2019)

記念募金事業 趣意書

The Junior and Senior High School
Affiliated to Showa Pharmaceutical
University

第 2 体育館・渡り廊下・テニスコート工
事

中学校定員増(1 学年 200 名、
中学校定員増
→中高完全一貫教育体制へ
→中高完全一貫教育体制へ)
創立 30 周年記念式典
第 6 代校長稲福達也就任
創立 40 周年記念式典
新校舎起工式
第 7 代校長諸見里明就任
新グラウンド完成
新第一体育館起工式

学校法人

昭和薬科大学

昭和薬科大学附属高等学校・附属中学校
問い合わせ
〒901-2112
2112 沖縄県浦添市沢岻 450
T E L 0 9 8 -87 0 - 1 8 5 2 FA X 0 9 8 - 870 - 1 8 5 3

趣

意

書

本校は、太平洋戦争で多大な犠牲を受けた沖縄県
の人材育成に貢献するという建学の精神に基づき、
学校法人昭和薬科大学が設立した全国で唯一の附属
校です。
1974 年(昭和 49)に、校長以下 10 名の職員と 1 学
年 60 名体制でスタートした高等学校も 1986 年(昭和
61)には中学校を併設し、2004 年(平成 16) からは中
高とも１学年定員 200 名の完全中高一貫教育を行っ
ています。
その間、本校の発展は目覚ましく、特色あるカリ
キュラムの編成、各種講座や進路指導体制の充実等
を図り、昨今では、毎年度東京大学、京都大学等難
関大学をはじめ、国公立医学部医学科への合格者を
多数排出するなど県内随一の進学校として、不動の
地位を築いてまいりました。
今般本校は、2023 年に創立 50 周年を迎えること
になりました。これもひとえに本校に関わった皆様
の心温まるご協力とご支援の賜であり衷心より感謝
を申し上げる次第です。
さて本校では、この歴史的な節目を迎えるに際し
て、現在進めている第一体育館の改築を創立 50 周年
記念事業の一環として位置付け、2023 年には記念
式典と記念事業を挙行してまいる所存です。
つきましては、創立 50 周年記念募金事業の趣旨
をご理解いただき、出費多端な折、誠に恐縮では
ございますが、社会に有為な人材を育てるリーデ
ィングスクールとして、これからも鋭意邁進して
まいりますのでご芳志を賜りますようお願い申し
上げます。
2019年11月吉日
学校法人昭和薬科大学
理事長
元木 和幸
昭和薬科大学附属高等学校・中学校 校長 諸見里 明

募 金 要 項

記 念 事 業
１．第一体育館改築
アリーナ等内部施設の充実
・舞台緞帳、館内パイプ椅子
・館内必要備品、体育用施設等

２．教育環境の充実
ＩＣＴ機器や学校備品等の充実

３．記念式典及び記念誌の発行
記念式典・祝賀会の挙行
記念誌の発行

※高額寄附者は氏名・名称を刻銘版に刻みます
・個人
5 万円以上
・法人 10 万円以上
※以下については、現在調整中

１．募金期間
2019 年 11 月 1 日から 2023 年 12 月 31 日
まで

２．募金の目標額
40,000,000 円

３．募金の主催者
学校法人 昭和薬科大学
昭和薬科大学附属高等学校・中学校

４．募金の種類
(1)個人
(2)法人

1 口 1 万円
1 口 3 万円

５．寄附金の払込先及び支払い方法
同封の振込用紙を使用して、下記の金融機関へ
振り込むか直接昭和薬科大学附属高等学校・中学
校窓口へお願い致します。
（下記の３銀行・ゆうちょ銀行・郵便局から振り込む振込手数

◇記念式典・祝賀会（予定）◇
◯2023 年 11 月 19 日(日)
中高校生対象式典及び記念講演
本校第一体育館
◯2023 年 11 月 19 日(日)
記念式典 18:00～18:45
祝賀会
19:00～20:00
那覇市内ホテル

料は学校負担になります）

●琉球銀行内間支店
[普] 619745
●沖縄銀行内間支店
[普] 1933359
●沖縄海邦銀行内間支店 [普] 669370
[受取人] 学校法人 昭和薬科大学理事長 元木 和幸
●ゆうちょ銀行
[受取人] 学校法人 昭和薬科大学

６．個人情報の取り扱いについて
この寄附金の募集に関する個人情報につきま
しては、厳重な管理のもと、領収書及び税の減
免措置関連書類並びにお礼状の送付以外には使
用致しません。

