
 平成２６年度 理学部後援会総会 

平成２６年６月２０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２５年度事業報告について     （資料１） 

（２） 二号議案  平成２５年度決算報告について     (資料２-１) 

      平成２５年度監査報告           (資料２-２) 

（３） 三号議案  平成２６年度役員候補（案）について  （資料３） 

（４） 四号議案  平成２６年度事業計画（案）について  （資料４） 

（５） 五号議案  平成２６年度予算（案）について     （資料５） 

（６） 六号議案  平成２６年度広報活動（案）について  (資料６) 

 

５．その他 



                     資料１ 
 

平成２５年度 理学部後援会事業報告（案） 

 
平成２５年 ４月 ４日（木）    保護者懇談会開催助成（出席者１４１名） 

 

５月 ７日（火）    成績書送付（新２，３年生）助成 

 

５月 ９日（木）     総会案内等送付 

 

６月２１日（金）    平成 25 年度理事会・総会開催 

 

８月 ７日（水）     後援会未入会者への入会依頼状発送（第 1 回） 

 

９月 ３日（火）     学生実習・実験等充実のための助成金交付 

 

９月２８日（土）～ ２９日（日）    

            第６回サイエンスフェスティバル開催助成 

 

１０月 ２日（水）    理学部就職・進学合同説明会助成 

対象：学部３年次生及び大学院１年次生 

 

１２月 ５日（木）    後援会未入会者への入会依頼状発送（第 2 回） 

 

１２月 ６日（金）～ 平成２６年 ３月２１日（金）   

特別選抜（推薦）、編入学生、一般選抜（前期日程・後期

日程） 各合格者への後援会入会依頼書送付 

          

平成２６年 ３月１８日（火）   優秀学生の表彰への助成 

（３/２１学位記授与式で図書カード贈） 

 

３月１９日（水）   後援会報（「りっか」第９号）納品 

 

３月２１日（金）   学位記授与式開催助成 

 



　　   平成２５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 3,161,912 3,161,912 0 H25年度入学生　91名分(1,820,000円)を含む

H25年度入学生　86名
H24年度入学生　5名

H23年度入学生　1名

後援会費 4,000,000 3,815,000 △ 185,000 H22年度入学生　2名

賛助会員　1名

H26年度入学生　95名、編入学3名

預金利息 450 370 △ 80

合　　計 7,162,362 6,977,282 △ 185,080

【支出の部】 　（単位：円）

費　　目 予　　算 決　　算 差　　引

保護者への案内・通信 212,105

新入生保護者懇談会助成 178,676

事 業 費 4,180,000 4,354,556 174,556 学習・実験等設備充実 3,000,000

理学祭への補助 36,000

学生支援 100,300

卒業祝賀会助成 450,000

印刷費（会報「りっか」9号） 377,475

事務用消耗品類 17,359円

事 務 費 70,000 37,839 △ 32,161 振込手数料 20,480円

会 議 費 80,000 48,618 △ 31,382

人 件 費 210,000 369,920 159,920 事務員手当　1名（4～6月　2名）

予 備 費 2,622,362 0 △ 2,622,362

合　　計 7,162,362 4,810,933 △ 2,351,429

次年度繰越： 6,977,282円　-　4,810,933円＝ 2,166,349 円

【摘要（事業費）】
○「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：数学基礎セミナー（図書）、化学専門雑誌、気柱共鳴実験装置、実験用動物、ノートパソコン等
　　　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
○「事務用消耗品類」：コピー用紙、振込用紙印刷等
○「理学祭」：サイエンスフェスティバル2012への補助

＊予算額との主な相違点
(支出） 「事業費」：会報の増刷。卒業祝賀会への補助増による。

「人件費」：事務担当者が異動し、引き継ぎのため３か月間２名体制としたため。

資料２-1

　　　　　(2013.4.1 ～2014.3.31）

摘  　　　　　 要

94名

摘　　　        要





資料３ 
平成２６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）              針山  悟（生物圏） 

  副会長（教員理事）                渡邊  了（地球科学科教授） 

  理 事（保護者理事） ４年理事     樫田 幸次（化学） 

                         ４年理事     針山  悟（生物圏） 

             ３年理事   發田 可喜（地球） 

             ３年理事   片境 清久（生物圏） 

             ２年理事   吉崎  豊（数学） 

             ２年理事   石田 晴彦（化学） 

             １年理事   藤田  徹也（地球） 

             １年理事   武田 正夫（生物圏） 

    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     藤田 安啓（数学科教授） 

                       物理学科長     栗本  猛（物理学科教授） 

                         化学科長     柘植 清志（化学科教授） 

                       生物学科長     松田 恒平（生物学科教授） 

                     地球科学科長     渡邊  了（地球科学科教授） 

               生物圏環境科学科長     丸茂 克美（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）    ３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２６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）語学教育充実のための支援 

 

３．学生支援 

（１）優秀学生顕彰制度への支援 

（２）学生向け就職活動への支援（就職関係説明会等） 

（３）マレーシア国トゥンク・アブドゥル・ラーマン大学への海外語学研修への助成 

（４）学生主体のイベント等への支援 

（５）「サイエンス メディエーター」認定学生への支援 

（６）卒業祝賀会への支援 

 

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

【収入の部】 （単位：円）

費　　目 H２６年度予算 ２５年度予算 差　　引 　　　　　　　　　摘　　　　　要　　　　　　　

繰越金 2,166,349 3,161,912 △ 995,563

・入学生入会予想率　約80％　

　　　242名×0.8≒193名-95名＝98名

後援会費 4,000,000 4,000,000 0 ・3年次編入学生　　3名－3名＝０

・過年度入学生入会者　他　7名

・H27年度入学生　95名(予定）

預金利息 370 450 △ 80

【支出の部】 （単位：円）

費　　目 H２６年度予算 ２５年度予算 差　　引 　　　　　　　　　摘　　　　　要　　　　　　　　　

保護者への案内・通信 220,000
新入生保護者懇談会 180,000

事 業 費 4,070,000 4,180,000 △ 110,000 学習・実験等設備充実 2,700,000
学生支援 100,000
理学祭補助 40,000
海外語学研修等助成 400,000
印刷費（会報） 330,000
その他卒業祝賀会補助など 100,000
事務用消耗品類 20,000

事 務 費 40,000 70,000 △ 30,000 振込手数料 20,000
  

会 議 費 50,000 80,000 △ 30,000

人 件 費 150,000 210,000 △ 60,000

予 備 費 1,856,719 2,622,362 △ 765,643 H27年度入学生　95名(予定）　含む

合　　計 6,166,719 7,162,362 △ 995,643

平成２６年度理学部後援会予算書（案）

H26入学生95、編入学者3名の入会金含む

(H26.4.1 ～　H27.3.31）

合　　計 7,162,362 △ 995,6436,166,719



資料６ 

 

平成２６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。 


