
■総会・役員会 

（1）平成 31 年度定期総会開催 

 平成 31 年 4 月 28 日（日） 

 平成 30 年度事業報告・決算報告 

 平成 31 年度事業計画・予算・役員選出 

（2）平成 31 年度役員会開催 

第１回：平成 31 年 4 月 27 日（土） 

平成 30 年度事業報告・決算報告 

平成 31 年度事業計画・予算、役員選出 

第２回：令和元年 11 月 2 日（土） 

平成 31 年度上半期事業報告・中間決算報告 

父母懇談会総括、上半期学生表彰 

第３回：令和 2年 3月 13 日（金）※LINE 会議 

事業報告・決算概算報告、下半期学生表彰 

令和 2年度事業計画・予算、役員選出 

 

■⽗⺟懇談会 
 開催日：令和元年 9月 28 日（土） 

場 所：麗澤大学キャンパス 

 参加者：１６０組 ２２８名 

 ※平成 30 年度（全国 14 会場）： 

１８６組 ２５３名 

 

■後援会事業 
（1）資料の作成・送付 

①『後援会のしおり』 

②『奨学金制度早わかりガイド』 

③『ニューモラル』［モラロジー研究所発行］ 

④『新入生へのメッセージ』 

⑤その他資料等の送付 

（2）弔慰金 5 件 

 ①会員 4件 ②特別会員 1件 

 

 

 

 

■大学援助 
（1）教育活動援助：TOEIC 検定料補助、公務員

コース実習費、謝恩会補助、入学式昼食代

（新入生・父母保証人分）、大学院研究活動 

（2）道徳教育活動援助：皇居奉仕団参加費・保

険料補助、全国学生モラロジー研究会参加費

補助、モラロジー講座受講援助、道徳教材費

援助 等 

（3）課外活動援助：学生・顧問・監督等の部活

動補助（公式戦交通費・合宿参加費 等）、

学生・顧問・監督等の保険料（合宿含む）、

課外活動懇談会、自主活動支援制度、道具等

修理代、学生表彰、リーダーセミナー支援、

大学祭支援 等 

（4）学生援助：学生食堂小鉢（朝・昼・夕食援

助）、学生食堂等清掃代、ロータリー花壇整

備代、公用車維持等、学生チャレンジ奨励制

度、大規模災害対応マニュアル印刷代、学生

寮集中清掃代（年 1 回） 等 

（5）医療厚生援助：学生教育研究災害傷害保険

加入料（付帯賠償責任保険加入）、定期健康

診断検査料(血液検査・血圧測定・心電図〔1

年〕・尿検査〔1・4年〕) 

（6）広報活動援助：ホームページ動画制作、広

報ツール（本学教育内容紹介冊子）制作、記

事広告掲出 等 

（7）機器設備援助：入退寮カードリーダーメン

テナンス、IC 認証型学生食堂券売機リース

料、証明書自動発行機リース料、iFloor 内

デジタル TV 利用料（ニュース専門チャンネ

ル CNN） 

 

 

 

 

 

平成 31 年度 麗澤大学後援会事業報告 



 
■後援会表彰（上期） 
１．学生表彰の目的 
 学生の優れた活動や努力の成果を表彰することによって、学生のモチベーションを高め大学の活性化

に資することを目的とする。 

 

２．表彰する内容 
（1）学術研究活動 

（2）各種スポーツ、文化的活動等の課外活動 

（3）各種ボランティア活動等の社会貢献活動 

 

所属・学年・指名 
個人 

団体別 
表彰内容 表彰区分 

外国語学科 

中国語専攻 

齋藤 明希 

個人 

本年 7月 14 日に開催された第 36 回全日本武術太極

拳選手権大会（兼 第 15 回世界武術選手権大会

（中国・上海）の日本代表選手最終選考）におい

て、総合太極拳 C 女子で第 3位。3年連続の快挙で

ある。本年 9月 16 日、茨城で行われた、第 74 回国

民体育大会 武術太極拳競技 成年女子 26 式太極拳

で優勝。 

後援会長賞 

経済学科 
グローバル人材育成専攻 

新地 星碧 
個人 

・ドイツで開催された Oikos Winder School 2019

にて、ヨーロッパ中心の学生中心のなかで日本の

大学から彼女ただ一人だけが参加し発表を行っ

た。帰国後も関係者を招いて発表会を行った。 

・グーグルが主催するビジネスコンテストで全国 3

位を受賞。 

・彼女の意欲的な態度がきっかけとなって麗澤大学

とワシントン DC にある TWC（The Washington 

Center）との間に協定が締結された。そして国内

で 12 人だけが選ばれる訪問プログラムの選抜に

麗澤大学の学生 11 名が挑戦すると手を挙げた。

新地さんというモデルが多くの学生の意欲を刺激

したものと高く評価され、後援会賞を決定した。 

後援会長賞 

経済学科 
グローバル人材育成専攻 

笹原  皐 

個人 

8 月 19 日から 22 日まで、中国山東省済南市で行わ

れた国連グローバル・コンパクト 日中韓ラウンド

テーブル ユースプログラムに日本チームの一員に

抜擢され参加した。この会議は、日本・中国・韓国

の 3カ国の学生代表が交流・議論することにより連

携を強化することを目的としていて、応募要件は

TOEIC800 点以上、経歴、小論文。日本全国 20 の大

学から 40 名程が応募したなか笹原さんは 15 名の参

加者の一員に選ばれ、リサーチ、資料作成をし、

ディベート及び会議に参加した。 

後援会長賞 

 
  

平成 31 年度 後援会表彰 



 
 

■後援会表彰（下期） 

所属・学年・指名 
個人 

団体別 
表彰内容 表彰区分 

陸上競技部 団体 

「第 96 回東京箱根間往復大学駅伝競走予選会」において

11 位（次点）となり、本戦出場まで惜しくもあと一歩の

ところで及ばなかった。昨年の第 95 回大会では 12 位

で、二年連続の次点であったが、このときは記念大会の

ため 11 位までが本選出場。また関東インカレ枠で日本大

学が予選会に出場せずに本戦出場を果たしたため、実質

的には第 95 回大会より、順位を 2つ上げる好成績であっ

た。大学の名誉を高めた今年の成果、活躍が高く評価さ

れ、後援会長賞を決定した。 

後援会長賞 

経済学部 
経済学科経営専攻 

岡部 諒 
個人 

全日本学生ドリフト王座決定戦（雑誌ドリフト天国が主

催している学生限定のドリフトのコンテストにおいて、

準優勝を獲得した。全国の学生の中で 2 位というのは素

晴らしい成績である。関連雑誌・SNS などにおいて麗澤

大学の名前が岡部くんの名前と一緒に掲載されるなど、

本学の PR に大きな貢献をしたことが評価され、後援会賞

を決定した。 

後援会賞 

外国語学部 
学生自主企画ゼミ 

ジャパネシア 
個人 

ミクロネシア連邦における持続的開発目標(SDGｓ)を念頭

に環境教育を実施している団体である。具体的にはミク

ロネシア短期大学(COM)及び現地コミュニティと協働体制

を構築し、「タイヤサンダル・プロジェクト」を実施。

廃棄物処理問題の解決と同時に同国での経済的自立意欲

の醸成を目的に 4年計画で始動したものであり、今期は

その 2年目にあたる。 

また、近隣小学校(酒井根東小)でのボランティア活動の

ほか、国内他大学、在京ミクロネシア大使館、APIC（国

際協力推進協会）等外部団体との連携を図っており、本

学が進める PBL(Project BasedLearning)の具現化及び本

学の学生活動に関する知名度向上にも貢献したため、後

援会奨励賞を決定した。 

後援会奨励賞 

経済学部 
グローバル人材育成専攻 

和智 太誠 
個人 

英語劇グループで部長を務め、学内外で演劇活動を精力

的に行った。また、積極的に留学や海外視察を行い、3

か国以上を巡った。今年の春もドイツからの留学生を訪

ね、自主的に海外に出る予定である。海外インターン

シップでも活躍し、学内でその成果や英語力を伸ばすコ

ツや海外留学体験を発表し、さらに留学生支援に貢献し

た。英語力（TOEIC）は、一年次から 300 点以上向上して

おり、自発的に向上心をもって多様な活動に取り組むと

ともに、学生全体をリードしてきた活躍が評価され、後

援会奨励賞を決定した。 

後援会奨励賞 

 
  



 

■自主活動支援一覧 
団体名 内容 

●Japanesia 

 

 

★ミクロネシア連邦における環境教育活動 
6 年前より、小学校にて環境意識啓発活動を実施。昨年度から廃タ

イヤを再利用したサンダル製作で雇用創出とゴミ削減に取り組む。

また他団体と協力しゴミ拾い活動等を行う。 

助成額⇒85 万円 

●ドイツと石垣 

 

★ドイツから学ぶ石垣の未来の形 
石垣島でインターンをしながら実地調査を行い、10 月上旬に「アイ

ランダーサミット石垣」に参加し、プレゼンを行う。ドイツ人の自

然と共にする生き方を参考に、島の観光開発と文化の共生という新

しい価値観を提案する。 

助成額⇒36 万円 

●模擬国連団体 

 

★全米模擬国連大会参加 
世界で起きている様々な問題について勉強し、委員会・担当国の立

場から解決策を考える。大会では、他国の学生と議論・交渉をしな

がら共同で提案書作成を行う。 

助成額⇒60 万円 

●プアンサークル 

 

★メーコック財団等支援先訪問、現状調査、ボランティア活動等 

タイの社会問題について学び、民芸品の輸入販売や古着のリサイク

ルを通して現地団体へ支援を行う。現地では、複数の支援団体を訪

問し、日本文化の伝承や交流、現地の現状理解や調査等を行う。 

助成額⇒35 万円 

●ASPIRE 

 

★⼈々の国際市⺠としての意識を⾼める 
学内で SDGｓ啓発やピンクリボン運動を実施。学外では、韓国や台

湾にてディスカッションやスタディーツアーを行う。また、国際交

流推進協議会に登壇し、高等教育のあり方についても学生の目線か

ら意見する。 

助成額⇒26 万円 

 

 

平成 31 年度 自主活動支援制度 



 

 

平成 31 年度 麗澤⼤学後援会 収⽀決算報告 



■総会 役員会 
（1）令和 2 年度定期総会の開催 ※中止 

日  時 令和 2年 4月 25 日（土） 

     13 時～15 時 30 分 

場  所 校舎かえで 1603 号室 

審議事項 平成 31 年度事業報告・決算報告 

     令和 2年度事業計画・予算・役員選出 

（2）令和 2 年度役員会の開催  
第 1回 令和 2年 4月 24 日（金）15 時～17 時 

平成 31 年度事業報告・決算報告 

令和 2年度事業計画・予算・役員選出 

※中止⇒LINE 会議にて開催 

第 2回 令和 2年 10 月 31 日（土）15時～17 時 30 分 

令和 2年度上半期事業報告・中間報告 

父母懇談会開催報告、上半期学生表彰 

令和 3年度行事日程と役員推薦について 

第 3回 令和 3年 3月 13 日（土）15 時～17 時 

※学位記授与式の日程未決 

令和 2年度事業報告・収支見込報告、 

下半期学生表彰、令和 3 年度事業計画・ 

収支予算、役員選出 

 

■⽗⺟懇談会 
開催日：令和元年 9月 26 日（土） 

場 所：麗澤大学キャンパス 

 

■後援会資料等の作成・送付 
（1）『後援会のしおり』（2020 年度） 

（2）『奨学金案内』（2020 年度） 

（3）『ニューモラル』［モラロジー研究所発行］ 

（4）『新入生へのメッセージ』（2020 年度） 

（5）その他資料等の送付 

 

■⼤学援助 
（1）教育活動援助：TOEIC 検定料（1 年生）補

助、公務員コース実習費、謝恩会補助、大学

院研究活動 等 

 

 

 

 

（2）道徳教育活動援助：皇居奉仕団参加費・保

険代援助、全国モラロジー研究会参加費半額

援助、道徳教材費援助、モラロジー講座受講

援助 等 

（3）課外活動援助：学生・顧問・監督等の部活

動補助（公式戦交通費・合宿参加費 等）、

学生・顧問・監督等の保険料（合宿含む）、

課外活動懇談会、自主活動支援制度、道具等

修理代、皇居奉仕団交通費・保険料補助、学

生表彰、大学祭・リーダーセミナー支援、同

好会・非公認団体支援 課外活動施設（ス

モールシアター）移転援助 等 

（4）学生生活援助：学生食堂小鉢（朝・昼・夕

食援助）、学生食堂等清掃代、ロータリー花

壇整備代、公用車維持等、学生チャレンジ奨

励制度、学生寮集中清掃代（年 1回）、学食

の品質向上支援、キャリア形成演習実習費、

講師派遣代、筆記試験対策講座実習費、企業

開拓用大学総合パンフレット購入代、職業適

性検査代、キャリアカウンセラー派遣代、My 

Career Note 代、卒業生と在学生との情報交

換会 等 

（5）医療厚生援助：学生教育研究災害傷害保険

加入料（付帯賠償責任保険加入）、定期健康

診断検査料(血液検査・血圧測定・心電図〔1

年〕・尿検査〔1・4年〕) 

（6）外国人留学生援助※：外部試験成績優秀者

助成日本語検定 N1 合格（漢字圏・非漢字圏

別）BJT ビジネス日本語検定 J1・J1+合格

（漢字圏・非漢字圏別） 等 

（7）機器設備援助：入退寮カードリーダーメン

テナンス、卒業記念品、IC 認証型学生食堂

券売機リース料、証明書自動発行機リース料

料、証明書自動発行機リース料、iFloor 内

デジタル TV 利用料（ニュース専門チャンネ

ル CNN） 

※は新規に追加された事業計画 

 

令和 2 年度 麗澤⼤学後援会 事業計画 



 

令和 2 年度 麗澤⼤学後援会 収⽀予算 


