
2021年度
麗澤⼤学後援会 総会

2021年4⽉25⽇
後援会後援会



本⽇のオンライン開催にあたって
2021年度麗澤⼤学後援会総会は、オンライン開
催となります。よろしくお願いいたします。

■ 総会議案のご説明を「動画」と「資料」
にまとめております。

■ 決議は「オクレンジャー」にて
【5⽉5⽇(⽔)までに】ご送信ください。

■ 後援会会⻑挨拶、⼤学学⻑挨拶、監査報告、
昨年度特に活躍した3団体の活動を別動画にて
配信しています。



後援会とは



麗澤⼤学後援会とは

◎ 構成員
学部・⼤学院 在学⽣の保護者・保証⼈

◎ 後援会の⽬的
⼤学との密接な連携
⼤学の教育環境保持・改善の援助
会員相互の親睦

◎ 後援会費（年額30,000円）
後援会の運営
学⽣の各種活動援助や学⽣⽣活の⽀援
▷ 予算編成は役員会で検討し、総会に諮って執⾏されます



後援会事務局のスローガン
「学生の笑顔」を保護者の

皆様に届ける

後援会

オクレン
ジャー

イベント
参加

ファン
づくり

役員会

学⽣⽣活が⾒える
有益な情報

保護者の皆様への
学びの機会

学⽣の活躍を感じる
魅⼒的イベント

⼤学と役員の皆様
との意⾒交換

役員会では学⻑・副学⻑・⼤学事務局員との意
意⾒交換が⾏われています

⽗⺟懇談会では講演会や相談会などを開催して
います



審議事項
１．2021年度事業計画（案）



2021年度事業計画（案）

総会 2021年4⽉25⽇（⽇）
※動画配信・オクレンジャー決議

役員会 第1回 2021年4⽉24⽇ （⼟） ※オンライン開催
第2回 2021年10⽉30⽇（⼟）
第3回 2022年3⽉13⽇ （⽇）

⽗⺟懇談会（⼤学と共催）※開催⽅法検討中

資料送付 4⽉（新⼊⽣保護者宛て）、7⽉（全学年保護者宛て）
⼤学情報メールマガジン『後援会だより』配信
弔慰⾦、⾒舞⾦の⽀給
上半期・下半期 後援会学⽣表彰の募集・表彰

【資料】（2〜4ページ）2021年度事業計画（案）



審議事項
２．2021年度収⽀予算（案）



2021年度収⽀予算（案）
【資料】（5ページ）2021年度収⽀予算（案）

2021年度
予算

2020年度
予算 差額 備考

収⼊合計 80,911,000
26,053,874

86,251,000
23,326,436 △2,612,562 学⽣数2,697名

下段：前期繰越⾦
⼤学援助費 72,055,000 88,788,000 △16,733,000 ※別途説明

懇談会費 4,600,000 2,600,000 2,000,000 ⼤学援助費謝恩会補助を
懇談会費に移⾏

運営費 7,190,000 9,705,000 △2,515,000 ｵｸﾚﾝｼﾞｬｰの有効活⽤によ
る

予備費 3,142,644 5,360,475 △2,217,831 コロナ禍における⼤学援
助費への活⽤

学⽣活動援助
積⽴⾦ 20,000,000 20,000,000

資⾦調整勘定 △22,770 3,123,961 △3,146,731

当年度⽀出 106,964,874 109,577,436 △2,612,562



2021年度収⽀予算（案）

⼤学援助費
67%懇談会費4%

運営費7%

予備費
(積⽴⾦含む)

22%

⽗⺟懇談会費
謝恩会費

⼤学援助費への
活⽤を検討

2021年度予算配分
学⽣数2,697名



2021年度収⽀予算（案）

科 ⽬ 2021年度予算 摘 要 2020年度予
算 増 減

⼤
学
援
助
費

1.教育活動援助費 10,283,000 TOEIC検定料補助、語学試験受験料補助、公務
員コース実習費、寮⽣ｲﾍﾞﾝﾄ補助 11,301,000 △1,018,000

2.道徳活動援助費 1,500,000 皇居奉仕団参加費・全国モラロジー研究会参加
費援助・卒業祝い品 443,000 1,057,000

3.課外活動援助費 11,130,000
課外活動援助（公式戦等交通費、合宿遠征費
等）、課外活動保険料、学⽣表彰、⾃主活動⽀
援、⼤学祭、リーダーセミナー

22,505,000 △ 11,375,000

4.学⽣⽣活援助費 13,383,000
学⽣⾷堂⼩鉢、学⽣⾷堂等清掃、ロータリー花
壇整備、新⼊⽣メッセージ、学⽣チャレンジ奨
励制度、公⽤⾞維持費 等

20,345,000 △ 6,462,000

5.進路指導援助費 12,520,000
キャリアカウンセラー派遣、職業適性検査、筆
記試験対策講座実習費、My Career Note作成、
⼤学総合パンフレット購⼊、卒業⽣と在学⽣と
の情報交換会

13,905,000 △ 1,385,000

6.医療厚生援助費 14,573,000 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 12,559,000 2,014,000

7.外国人留学生援助費 6,500,000 外部試験成績優秀者助成（⽇本語検定N1・BJT
ビジネス⽇本語検定J2以上） 5,000,000 1,500,000

8.機器・設備援助費 1,666,000
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、⼊退寮カードリーダーメンテ
ナンス契約費、検温器レンタル

2,730,000 △ 1,064,000

⼩ 計 72,055,000 88,788,000 △ 16,733,000

■⼤学援助費の摘要



⼤学援助費〈１教育活動援助〉
TOEIC検定料補助、語学試験受験料補助、公務員コース実習費、
寮⽣イベント補助

TOEIC、独検等語学試験

2021年度在寮⽣数40名（4/2０現在）※定員は48名。まだ⼊国できない留学⽣がいま
す。



⼤学援助費〈２道徳活動援助〉
皇居奉仕団参加費援助、全国モラロジー研究会参加費援助、
卒業祝い品

皇居奉仕団

卒業⽣へ卒業祝い品を贈呈

全国モラロジー研究会

全国モラロジー研究⼤会
全国の学⽣と出会える機会



⼤学援助費〈３課外活動援助〉
課外活動援助（公式戦等交通費・合宿遠征参加費等）、
学⽣・顧問・監督等の保険料、課外活動施設設備援助、
⾃主活動⽀援、学⽣表彰、⼤学祭・リーダーセミナー⽀援 等

2021年度課外活動団体登録数54団体
（4/21現在）

リーダーセミナー

⼤学祭

後援会学⽣表彰式



⼤学援助費〈４学⽣⽣活援助〉
学⽣⾷堂⼩鉢、学⽣⾷堂等清掃、ロータリー花壇整備、
新⼊⽣メッセージ、学⽣チャレンジ奨励制度、
公⽤⾞維持費 等

学⽣⾷堂ひいらぎ

学⽣チャレンジ奨励制度

ロータリー花壇

2021年度⼤学祭の開催⽅法は現在検討中



⼤学援助費〈５進路指導援助〉
キャリアカウンセラー派遣、職業適性検査、筆記試験対策講座、
My Career Note作成、⼤学総合パンフレット購⼊、
卒業⽣と在学⽣との情報交換会

My Career Note作成 ⼤学総合パンフレット購⼊キャリアカウンセラー派遣



⼤学援助費〈６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

定期健康診断

教育研究活動中・通学中の事故に備える学研災に全員加⼊



⼤学援助費〈７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合格）

⽇本語能⼒試験、BJTビジネス⽇本語能⼒テスト



⼤学援助費〈８機器設備援助〉
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
⼊退寮カードリーダーメンテナンス、検温器レンタル料

⼊退カードリーダーメンテナンス検温器レンタル

証明書⾃動発⾏機

学⽣⾷堂券売機



教職員からのメッセージ

後援会の皆様からの
多⼤なるご⽀援により、
充実した教育研究、
学⽣⽣活の場を

多くの学⽣が享受しています。

ご⽀援をいただき
誠にありがとうございます。



審議事項
3．2021年度 役員･顧問の

選任（案）



2021年度役員･顧問の選任（案）
【資料】（6ページ⽬）2021年度役員・顧問の選任（案）

2020年度
役職 ⽒名 2021年度

役職 ⽒名 新任

会⻑ 秋葉 尚正 会⻑ 秋葉 尚正
副会長

(大学援助･外国人留学生担当)
菊江 昌⼦ 副会⻑ 菊江 昌⼦

副会⻑
(⽗⺟懇談会･運営担当） 三保 貴資 退任 副会⻑ 阿部 隆宏 〇

幹事

（外国人留学生担当）
吉原 隆 退任 副会⻑ 波部 尚徳 〇

幹事

（大学援助担当）
三瓶 俊明 幹事 三瓶 俊明

幹事
（⽗⺟懇談会担当） 深町メグミ 退任 会計監事 栗⽥ 裕⼦

会計監事 秋元詠美⼦ 退任 会計監事 ⽥中裕⼀郎 〇

会計監事 栗⽥ 裕⼦

顧問 炭⾕ ⼀志 顧問 炭⾕ ⼀志

特別顧問 巽 久泰 特別顧問 巽 久泰



審議事項・決議について

審議事項
1）2021年度 事業計画（案）
2）2021年度 収⽀予算（案）
3）2021年度 役員･顧問の選任（案）

決議につきまして「オクレンジャー」にて
【5⽉5⽇(⽔)までに】ご送信ください。

議案や後援会運営に関するご意⾒等がございましたら、
オクレンジャー設問末尾の【否認事由・その他のご意⾒】
欄にご記⼊ください



報告事項
１．2020年度事業報告



2020年度事業報告
【資料】（7〜8ページ⽬）2020年度事業報告

総会の開催（４⽉）※中⽌・メール配信による委任決議

⽗⺟懇談会の開催（９⽉）※中⽌・オンライン⾯談開催

役員会の開催（年3回）※4⽉中⽌、11⽉通常開催、3⽉オンライン開催

麗澤⼤学・後援会の各種資料の送付 ※7⽉全保護者宛て

⼤学情報メールマガジン『後援会だより』配信 ※12/11スタート

後援会ホームページの運営 ※2020年春開設

弔慰⾦、⾒舞⾦の⽀給 ※弔慰⾦4件、⾒舞⾦1件

後援会学⽣表彰 ※後援会⻑賞3件、後援会賞1件、後援会奨励賞2件



⼤学援助費
項⽬ 内訳

(1) 教育活動援助 TOEIC検定料補助、⼤学院研究活動、
謝恩会補助（代替として卒業祝品贈呈）

(2) 道徳活動援助費 全国モラロジー研究会参加費援助

(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、課外活動懇談会、⾃主活動⽀援制度、学⽣表
彰、課外活動施設移転援助、Wi-Fi環境強化費 等

(4) 学⽣⽣活援助 学⽣⾷堂等清掃代、ロータリー花壇整備代、
公⽤⾞維持費、学⽣チャレンジ奨励制度 等

(5) 進路指導援助 職業適性検査代、キャリアカウンセラー派遣代、My Career Note代、
キャリアセンター改装費

(6) 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

(7) 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、BJTビジネス⽇本語検定）

(8) 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卒業記念品、J:COM費（CNN放映）、



報告事項
２．2020年度収⽀決算報告



2020年度収⽀決算報告
【資料】（9ページ⽬）2020年度収⽀報告

単位（円）予算 実績 差額 備考

収入合計 109,577,436 108,857,266 720,170 前期繰越⾦等
23,327,436円

大学援助費 88,788,000 76,686,797 12,101,203

父母懇談会 2,600,000 0 2,600,000 未実施
運営費 9,705,000 2,969,864 6,735,136

予備費 5,360,475 0 5,360,475
前期未未払払金
前払金

3,123,961 3,146,731 △22,770

当年度支出 109,577,436 82,803,392 26,774,044

収入実績 108,857,266 －支出実績 82,803,392 ＝ 26,053,874 （次期繰越金）



照明・防⾳等の設備も完備麗澤⼤学⽣涯教育プラザ1階 プラザホール完成

英語劇などの課外活動発表会、講演会、
プレゼンを活⽤した授業などで活⽤

プラザホール改修



キャリアセンターの充実

キャリアセンターの充実 （オンライン⾯談対応）
総額 13,904,220円
個室ブース（5台のうち1台は⾞椅⼦対応）
⼤型モニター、活動スペース

キャリアセンターのコンセプト
「最強のキャリアセンター」
※就職活動の悩みを全て解決する



Wi-Fi環境の強化
混雑した環境においても

セキュリティー対策 全ての校舎において(増設)

次世代規格(Wi-Fi6)

オンライン授業対応、次世代対応
総額 約45,962,000円 内15,000,000円援助をいただく
⾼速無線LAN「Wi-Fi6」導⼊

⼯事の様⼦

Wi‐Fi機器



その他
後援会学⽣⽀援団体報告



後援会⼤学援助費における学⽣⽀援報告

⽀援制度 団体名 活動内容・⽀援希望内容 助成額

⾃主活動
⽀援制度

第10期
麗澤模擬国連団体 全⽶模擬国連⼤会（オンライン開催）への参加 281,600円

PBLチャレンジ
奨励制度

「麗澤・地域連携実習」
下⽥グループ

CAFÉ PATH TRAVEL＆EATSの新メニュー作成及
びSNSを活⽤したマーケティング 20,000円

「麗澤・地域連携実習」
吉⽥グループ

千代⽥造花（千葉県柏市）ともに、新商品 花奏
の商品開発およびマーケティング戦略の提案 1,884円

SDGsフォーラム
2020 

健康デモクラシー
旅⾏先でオンライン授業を受けながら健康を取り戻
す旅⾏、ヘルススタディケーションを扱ったビジネ
スモデルを提案

後援会特別賞
10,000円

cockroach
⾷料資源の⽣産と飢餓の解決として、驚異的な繁殖
⼒と豊富なたんぱく質をもつゴキブリを扱ったビジ
ネスモデルを提案

後援会特別賞
10,000円

2020年度
外国⼈留学⽣対象

外部試験成績優秀者
特別奨学⾦

⽇本語能⼒検定試験N1合格者（⾮漢字圏）
⽇本語能⼒検定試験N1合格者（漢字圏）
BJTビジネス⽇本語能⼒テスト合格者

4,500,000円
（13名）

第44回全国学⽣
モラロジー研究会

参加費助成
参加する麗澤⼤学⽣に対し参加費の半額を助成 30,000円

（15名）

【資料】（10ページ⽬）2020年度後援会⼤学援助費における学⽣⽀援報告



2020年度上半期 後援会学⽣表彰

団体名 団体/個⼈ 表彰推薦

経済学部
新⼊⽣サポート2020 団体 後援会奨励賞

コロナ禍での新⼊⽣サポート

【資料】（11ページ⽬）2020年度後援会学⽣表彰報告



2020年度下半期 後援会学⽣表彰
団体名 団体/個⼈ 表彰推薦

第10期麗澤模擬国連団体 団体 後援会⻑賞
全⽶模擬国連⼤会での活躍

中島ゼミ・
⽇銀グランプリチーム 団体

後援会⻑賞
全国112チームの中から

決勝⼤会5チームに選出、敢闘賞受賞

難波 天 経営専攻 4年 個⼈ 後援会⻑賞
東京箱根間往復⼤学駅伝に出場

陸上競技部 団体
後援会賞

東京箱根間往復⼤学駅伝(予選会)
において13位

吉原美優 IEC専攻 3年 個⼈

後援会奨励賞
学⽣向け情報ｻｲﾄ SUNRISE 開設

国際協⼒団体 MEALS
模擬国連団体第10期 参加
ｶｼﾜﾜｶﾓﾉﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ KIKAI



2021年4⽉25⽇
後援会事務局

ご視聴ありがとうございました

2021年度
麗澤⼤学後援会 総会


