
平成２５年度 理学部後援会総会 

平成２５年６月２１日（金） 

午後７時～ 

 

 

１．開 会  

 

２．理学部長挨拶  

 

３．後援会長挨拶  

 

４．議 題  

（１） 一号議案   平成２４年度事業報告について     （資料１） 

（２） 二号議案   平成２４年度決算報告について     (資料２-１) 

      平成２４年度監査報告            (資料２-２) 

（３） 三号議案   平成２５年度役員候補（案）について  （資料３） 

（４） 四号議案   平成２５年度事業計画（案）について  （資料４） 

（５） 五号議案   平成２５年度予算（案）について     （資料５） 

（６） 六号議案   平成２５年度広報活動（案）について  (資料６) 

 

５．その他  



                     資料１ 
 

平成２４年度 理学部後援会事業報告（案） 
 
平成２４年 ４月 ５日（木）  保護者懇談会開催助成（出席者１４８名） 
 
         ５月１１日（金）    総会案内等送付 
 
       ５月２８日（月）～  成績書送付 新２～３年生  
 
         ６月２２日（金）   理事会・総会開催 
 

８月 ３日（金）    学生実習・実験等充実のための助成金交付 
 
８月３０日（木）    後援会未入会者への入会依頼状発送（第 1 回） 

 
       ９月２９日（土） 

～ ３０日（日）   第５回サイエンスフェスティバル開催助成 
 
      １０月 ３日（水）    理学部就職・進学合同説明会助成 
 

１２月 ７日（金） 
～  平成２５年 ３月２１日（水）   

特別選抜合格者（推薦）、 編入学生、 一般選抜合格者  

（前期日程）、（後期日程） への後援会入会依頼書送付 
 

１２月１２日（水）    後援会未入会者への入会依頼状発送（第 2 回） 
          
平成２５年 １月２８日（月）  「サイエンス・メディエーター認定学生」への助成（第 1 回） 
 
        ３月１３日（金）  優秀学生の表彰 （３/２２学位記授与式で図書カード贈） 
 
        ３月１５日（金）  「サイエンス・メディエーター認定学生」への助成（第 2 回） 
 

３月２１日（水）  後援会報（「りっか」第８号）納品 
 

３月２２日（金）  学位記授与式開催助成 



　　   平成２４年度　理学部後援会決算報告書(案）

【収入の部】 （単位：円）

費　　目 予　　算 決　　算 差　　引

繰越金 3,342,836 3,342,836 0 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

H24年度入学生97名

H23年度入学生7名

H22年度入学生2名 201名

後援会費 3,900,000 4,020,000 120,000 H21年度入学生4名

H25年度入学生91名

預金利息 500 437 △ 63

合　　計 7,243,336 7,363,273 119,937

【支出の部】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

費　　目 予　　算 決　　算 差　　引

保護者への案内・通信 198,837円

新入生保護者懇談会助成 160,440円

事 業 費 4,100,000 3,943,277 △ 156,723 学習・実験等設備充実 3,000,000円

ｻｲｴﾝｽﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ2011への補助 84,000円

学生支援 110,000円

卒業祝賀会助成 100,000円

印刷費（会報「りっか」８号） 　290,000円

事務用消耗品類 6,384円

事 務 費 450,000 28,704 △ 421,296 振込手数料 22,320円

会 議 費 80,000 47,580 △ 32,420

人 件 費 210,000 181,800 △ 28,200 事務員手当

予 備 費 2,403,336 0 △ 2,403,336

合　　計 7,243,336 4,201,361 △ 3,041,975

次年度繰越 　7,363,273円　-　4,201,361円　＝　3,161,912　円

【摘要】
・「保護者への案内・通信」・・・成績送付、総会案内、入会費案内、新入生保護者懇談会案内等
・「学習・実験等設備等充実」・・・教育上必要な学生実習・実験等に使用する設備備品等　
　　　購入品：線スペクトル光源スターター、真空ポンプ、接眼ミクロメータ、実習用顕微鏡等
　　　実習等経費：野外実習バス借上げ等
・学生支援・・・優秀学生への顕彰18名、就職内定学生による講演謝礼、ｻｲｴﾝｽﾒﾃﾞｨｴｰﾀｰ認定学生への支援
・事務用消耗品類・・・コピー用紙、振込用紙印刷等
・後援会目的達成経費・・・サイエンスフェスティバル2011への補助

＊予算額との主な相違点
（支出） 　事業費：海外語学研修未実施。

　事務費：印刷費（会報）を事業費として計上したため。

摘　　　        要　　　　　

摘  　　　　　 要　　　　　　

　　　　　(2012.4.1 ～2013.3.31）
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資料３ 
平成２５年度 富山大学理学部後援会役員候補（案） 

 
 
    会 長（保護者理事）              樫田 幸次（化学） 
 
  副会長（保護者理事）              泉  喜宣（数学） 

  副会長（教員理事）                山田 恭司（生物学科教授） 

  理 事（保護者理事） ４年理事     泉  喜宣（数学） 

                         ４年理事     鎧塚 清市（生物） 

             ３年理事   樫田 幸次（化学） 

             ３年理事   針山  悟（生物圏） 

             ２年理事   發田 可喜（地球） 

             ２年理事   片境 清久（生物圏）  

             １年理事   吉崎  豊（数学） 

             １年理事   石田 晴彦（化学） 

    理 事（理学部長）                清水 正明（地球科学科教授） 

    理  事（教員理事）   数学科長     濱名 正道（数学科教授） 

                       物理学科長     飯田  敏（物理学科教授） 

                         化学科長     樋口 弘行（化学科教授） 

                       生物学科長     山田 恭司（生物学科教授） 

                     地球科学科長     竹内  章（地球科学科教授） 

               生物圏環境科学科長     倉光 英樹（生物圏環境科学科教授） 

    理  事（賛助会員）                松永  豊（生物学科第３４回生） 

                                      高井 正三（総合情報基盤センター教授） 

    監  事（正会員）    ２年監事    河西 義一（生物圏） 

    監 事（教 員）   広報委員長    岩坪 美兼（生物学科教授） 



資料４ 

 

平成２５年度 理学部後援会事業計画（案） 

 

１．保護者への連絡・広報 

（１）保護者への通信，広報（理学部後援会広報誌等）のさらなる充実を図る。 

（２）保護者への成績送付（成績の見方に関する説明書添付） 

（３）新入生保護者懇談会への助成（入学時） 

（４）後援会ホームページの掲載内容の充実（更新） 

 

２．教育上必要な諸活動への助成 

（１）学生実習・実験等の設備充実への助成 

（２）米国マーレイ州立大学との交流事業への助成 

 

３．学生支援 

（１）優秀学生顕彰制度への支援 

（２）学外講師による学生向け講演会の開催 

（３）学生向け就職活動への支援（就職関係説明会等） 

（４）米国マーレイ州立大学への語学研修派遣学生への支援 

（５）学生主体のイベント等への支援 

（６）「サイエンス メディエーター」認定学生への支援 

 

４．その他 

    後援会の目的を達成するために必要な事業 

            



　　資料５

(H25.4.1 ～　H26.3.31）

【収入の部】 （単位：円）

費　　目 ２５年度予算 ２４年度予算 差　　引 　　　　　　　　　摘　　　　　要　　　　　　　

繰越金 3,161,912 3,342,836 △ 180,924 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・入学生入会予想率　約80％　

　　　241名×0.8≒192名

後援会費 4,000,000 3,900,000 100,000 ・3年次編入学生　約30％　2名

・過年度入学生入会者　他　16名

預金利息 450 500 △ 50

合　　計 7,162,362 7,243,336 △ 80,974

【支出の部】 （単位：円）

費　　目 ２５年度予算 ２４年度予算 差　　引 　　　　　　　　　摘　　　　　要　　　　　　　　　

保護者への案内・通信 　　　　　　　 200,000円

新入生保護者懇談会                180,000円

事 業 費 4,180,000 4,100,000 80,000 学習・実験等設備充実 　　　　　　 3,000,000円

学生支援図書カード 　　　　　　　 100,000円

海外語学研修等助成 400,000円

印刷費（会報） 300,000円

事務用消耗品類 40,000円

事 務 費 70,000 450,000 △ 380,000 振込手数料 30,000円

  

会 議 費 80,000 80,000 0 総会（弁当、お茶）

人 件 費 210,000 210,000 0 事務員手当

予 備 費 2,622,362 2,403,336 219,026

合　　計 7,162,362 7,243,336 △ 80,974

平成２５年度理学部後援会予算書（案）



資料６ 

 

平成２５年度 理学部後援会広報活動（案） 

 

１．後援会広報誌等の、原則年１回以上の発行を目指す。 

（１）目的 

    保護者と理学部の緊密な連絡を図るため、理学部学生の教育に関する情報な

どを具体的に掲載し、学生の生活実態が伝わるような内容の広報誌を発行する。 

（２）掲載記事（案） 

○教育に関する情報 

・キャンパススケジュール 

・学生と教員との語らいや学生からの声等 

・実験・実習状況 

・理学部におけるイベント情報（主に学生主体によるもの） 

・教育支援経費の活用状況（予算執行状況等） 

・ベスト・スチューデント（顕彰された学生）受賞報告 

・その他の特徴ある教育と研究に関する情報 

○理学部をめぐる教育と研究に関する情報 

・学部・学科・研究室等のニュース 

・後援会会員の声、会員からの要望・質問・提案 

・その他後援会に関する記事 

 

２．後援会ホームページの充実 

○ホームページ掲載内容（案） 

・後援会活動に関する記事（特に最新のイベント情報等） 

・広報誌内容の掲載 

・総会等に関する情報 

・その他関連リンク集等 

 

３．広報誌の作成体制 

・理学部教員のうち、広報委員会が中心となって広報誌作成を支援する。 

・後援会会員に対しても、積極的に情報や記事の提供を依頼するとともに、広報誌

作成に加わっていただけるような検討を行う。 


