
 

駿河台大学同窓会 

2020 年度 総 会 次 第 

 

 

１．日  時 2020 年 7 月 11 日（土）14：00～ 

 

 

２．参加方法 Zoom によるオンライン開催 

 

 

３．進  行 

 

１．同窓会会長挨拶 新井会長 

 

２．名誉顧問挨拶  大森一宏学長 

 

３．幹事紹介 

 

４．議 事 

 

（１）2019 年度事業報告 

及び収支決算報告について・・・・・・・ 資料１ 

（２）2019 年度監査報告について・・・・・・・ 資料２ 

（３）2020 年度事業計画(案) 

及び収支予算(案)について・・・・・・・ 資料３ 

（４）その他  

 

５．報 告 

（１）役員の紹介・・・・・・・・・・・・・ 資料４ 

（２）その他  

 

 以 上 



２０１９年度駿河台大学同窓会事業報告 

 

１． 同窓会報の発行（330,804円） 

同窓会報の第 37号（10月 1日発行）、第 38号（4月 1日発行）を発行。 

 

２． 大学への卒業寄付（1,000,000円） 

2018年度卒業生から大学への卒業記念品として、製氷機を贈呈。 

 

３． 同窓会総会の開催（2,475,300円） 

5 月 18 日（土）都内ホテルグランドパレスにおいて同窓会総会及び懇親会を開催。同窓会員及び教職員

を含め約 150名が参加。 

 

４． ホームカミングデーの実施（1,839,256円） 

駿輝祭開催日（初日）の 10月 26日（土）に父母会との共催講演会を開催。「秋草学園短期大学学長」北

野 大氏を招き「北野家の訓え（おしえ）」と題して開催。聴衆は約 750名。 

講演会終了後には、同窓会員及び教職員など約 130名参加による懇親会を開催。 

 

５.  同窓会ホームページの管理（388,800円） 

同窓会員への情報提供ツールとして、ホームページで最新情報や会報誌（PDF）、写真等を随時更新。 

 

６． 支部会補助金（313,364円） 

9月 7日（土）栃木県宇都宮市のホテルマイステイズ宇都宮において栃木支部会を開催。支部会の後、父

母会と合同で懇親会を実施。 

 

７． 同窓会寄附講座（2,000,000円） 

在学生の応援、大学に対する援助及び同窓会の PR を目的として、「インターンシップⅠ」（4 単位）・「森

林文化Ⅰ・Ⅱ」（各２単位）・「まちづくり実践」（2単位）の 3授業を同窓会寄附講座とし、実施経費「イン

ターンシップⅠ」・「森林文化Ⅰ・Ⅱ」各 700,000円、「まちづくり実践」600,000円を寄付。 

 

８．給付奨学金事業費（3,307,500円） 

同窓生子女を対象とした給付奨学金制度。2019年度は、9件の申請があり、各々入学初年度の授業料の半

額 367,500円を同窓会から給付奨学金として支給。 

 

９．準会員の各種検定試験受験料補助費（1,608,500円） 

各種検定試験等を受験する学生に対して、受験料の半額を補助。 

①法学部 

・行政書士受験料補助（17,500円） 

・法学検定試験受験料補助（14,500円） 

・FP技能検定受験料補助（1,500円） 

・知的財産管理技能検定受験料補助（3,000円） 

・ビジネス実務法務検定試験受験料補助（118,500円） 

資料１
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・漢字検定受験料補助（31,500円） 

・ニュース時事能力検定受験料補助（75,000円） 

②経済経営学部 

・漢字検定受験料補助（3,500円） 

③メディア情報学部 

・検索技術者検定補助（17,500円） 

④現代文化学部 

・国内旅行業務取扱管理者試験補助（36,000円） 

・世界遺産検定補助（124,000円） 

・トレーニング指導者認定試験補助（16,500円） 

⑤心理学部 

・心理学検定試験受験料補助（27,500円） 

⑥グローバル教育センター 

・TOEIC-IP受験料補助（72,500円） 

・ドイツ語技能検定試験受験料補助（6,000円） 

・実用フランス語技能検定受験料補助（2,500円） 

・HSK中国語検定試験受験料補助（194,500円） 

・韓国語能力試験補助（10,000円） 

・ビジネス日本語能力テスト受験料補助（17,500円） 

⑦情報処理教育センター 

・MOS検定試験受験料補助（397,500円） 

⑧キャリセンターセンター 

・日商簿記検定補助（136,500円） 

・宅地建物取引士補助（143,500円） 

・秘書検定補助（81,500円） 

・ITパスポート補助（60,000円） 

 

１０．準会員との交流事業費（193,594円） 

キャリアセンター及び各学部が実施する卒業生を活用した就活支援行事の実施経費を支援。 

①キャリアセンター（79,045円） 

②法学部（44,549円） 

③メディア情報学部（0円）※3/7実施予定だったが新型コロナウィルス感染予防のため開催中止 

④現代文化学部（30,000円） 

⑤心理学部（40,000円） 

 

１１.  広告協賛費（599,480円） 

・年間を通じて学内（大学会館）で掲出している告知用懸垂幕のうち、卒業生の活躍を紹介する掲示を中

心に同窓会から年間 6件を掲出。（319,480円） 

・卒業生を祝う飯能駅に掲出した大型掲示物への協賛金を支出。（30,000円） 

・駿輝祭パンフレットへの広告協賛金として、実行委員会へ寄付。（100,000円） 

・同窓生キックボクサーへ大学名入りボクシングパンツを広告協賛金として支出。（100,000円） 

・本学ホッケー部が出場する「高円宮牌ホッケー日本リーグ」において、広告協賛を支出。（50,000 円） 
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１２.  活躍する同窓生への応援費（0円） 

該当者なし。（0円） 

 

１３．活躍する準会員への応援費（530,000円） 

・4月に開催されたアジア陸上競技選手権大会において、男子 4×400ｍRで金メダル、混成 4×400ｍRで

銅メダルを獲得、９月に開催された世界陸上に招聘された若林康太選手（現代文化学部・4年次生）に

激励金を贈呈。（500,000円） 

・駿輝祭に参加したゼミナールの中から、卒業生のアンケート等により優れた展示を選出し、「同窓会長

賞」として表彰金を贈呈。（30,000円） 

 

１４．役員会の開催等 

以下のとおり役員会を開催した。 

・第１回役員会（2019年 5月 18日・ホテルグランドパレスにて開催） 

議題：2019年度予算及び事業計画等について審議。 

・第２回役員会（2019年 9月 14日・駿河台大学にて開催） 

   議題 : 「受験料補助予算」及び「現役学生との交流事業予算」の執行等について審議。 

・第３回役員会（2020年 3月 7日・メール会議にて開催） 

   議題 : 2019年度決算（中間報告）及び 2020年度予算案及び寄附講座等について審議。 

 

１５．その他 

・2010年度から開始した卒業生結婚祝電サービスの 2019度中の利用は、3件（累計 33件）。 

・2012年 1月から開始された「学費支援基金奨学金」の貸与者は、7名（2019年度末現在）。 

 

以上 
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駿河台大学同窓会

（単位 ：円）

勘定科目 予算額 決算額 差異 備考

収入 会費 19,085,000 18,775,000 310,000 2019年度納入分（12月末納入分まで）

受取利息 300,000 280,874 19,126
定期預金利息①67,748円②170,298円、
普通預金利息484円、国債利息42,344円

小計 19,385,000 19,055,874 329,126

支出 事業費 19,847,500 14,586,598 5,260,902

運営事務費 3,900,000 3,310,149 589,851

予備費 3,000,000 0 3,000,000

小計 26,747,500 17,896,747 8,850,753

合計 -7,362,500 1,159,127 -8,521,627

（資産内訳） （単位 ：円）

項目 前期末 当期末 増減 備考

普通預金 54,036,290 55,195,417 1,159,127

定期預金 40,000,000 40,000,000 0 2020.6.20.満期

定期預金 100,000,000 100,000,000 0 2020.11.10.満期

定期預金 0 50,000,000 50,000,000 2021.3.25満期

国債 50,000,000 0 -50,000,000

現金 100,000 100,000 0

計 244,136,290 245,295,417 1,159,127

2019年度同窓会収支決算報告（案）

（2019年4月1日～2020年3月31日）
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「事業費」  内訳

勘定科目 予算額 決算額 差異 備考

同窓会会報作成費 400,000 330,804 69,196 会報誌（第36・37号）作成費

大学への卒業寄付 1,000,000 1,000,000 0 2018年度卒業生分

同窓会総会実施費 2,600,000 2,475,300 124,700 2019.5.18実施（総会・懇親会経費等）/都内開催

ホームカミングデー実施費 2,000,000 1,839,256 160,744 講演会・懇親会実施費等

ホームページ管理費 400,000 388,800 11,200 同窓会ホームページメンテナンス・更新等

支部会補助金 1,500,000 313,364 1,186,636 栃木支部会開催費

同窓会寄附講座 2,300,000 2,000,000 300,000
「インターンシップⅠ」「森林文化Ⅰ・Ⅱ」各70万円
「まちづくり実践」60万円

給付奨学金事業費 3,307,500 3,307,500 0 給付奨学金（＠342,500円×9件）

準会員の各種検定
試験受験料補助費

2,480,000 1,608,500 871,500
準会員（現役学生）の資格・検定試験受験に対す
る助成

準会員との交流事業費 360,000 193,594 166,406 準会員（現役学生）との交流イベント実施費用

広告協賛費 1,000,000 599,480 400,520
懸垂幕(6件)、駿輝祭パンフレット広告、ホッケー
リーグパンフ広告他

活躍する同窓生への応援費 2,000,000 0 2,000,000

活躍する準会員への応援費 500,000 530,000 -30,000
駿輝祭展示物表彰、アジア陸上競技選手権大会
金メダル（若林康太さん）

計 19,847,500 14,586,598 5,260,902

「運営事務費」  内訳

勘定科目 予算額 決算額 差異 備考

郵送料 3,300,000 3,157,787 142,213 会報誌年2回発送・料金受取人払

印刷費 200,000 92,033 107,967
役員名刺印刷費、卒業生住所届はがき・総会出
席はがき･総会案内状印刷費

交通費 200,000 24,620 175,380 役員及び事務局出張旅費

雑費 200,000 35,709 164,291 振込手数料等

計 3,900,000 3,310,149 589,851

支出予算項目内訳明細表

（2019年4月1日～2020年3月31日）
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監査報告書 

2020 年 4 月 23 日 

駿河台大学同窓会 

役員会 御中 

会計監査役員 朝田 淳 
 

会計監査役員 舩津丸 仁 
 

 

我々は、監査証明を行うため、駿河台大学同窓会の 2019 年 4 月 1 日から 2020 年 3 月 31 日までの財務諸

表、すなわち、収支計算書及び貸借対照表について監査を行った。 

 

財務諸表に対する会計役員の責任 

会計役員の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる会計の基準に準拠して財務諸表を作成し

適正に表示することにある。 

 

会計監査役員の責任 

我々の責任は、我々が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ

る。我々は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、

我々に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、こ

れに基づき監査を実施することを求めている。 

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手

続は、我々の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び

適用される。 

また、監査には、会計役員が採用した会計方針及びその適用方法並びに会計役員によって行われた見積りの

評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。 

我々は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 

 

監査意見 

我々は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる会計の基準に準拠して、駿河台大

学同窓会の 2020 年 3 月 31 日をもって終了する事業年度の収支及び同日現在の財政状態をすべての重要な点

において適正に表示しているものと認める。 

 

以 上 

資料２
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2020年度駿河台大学同窓会 事業計画（案） 

 

１． 同窓会報の発行（予算「同窓会会報作成費」40万円） 

同窓会報を年に２回、４月及び１０月に作成し、会員全員に配布。同時に同窓会総会やホームカミ

ングデー等の案内を送付。 

２． 大学への卒業寄付（予算「大学への卒業寄付」100万円） 

卒業記念品の資料参照 

３． 同窓会総会の開催（予算「同窓会総会実施費」160万円） 

５月１６日（土）に総会及び懇親会を飯能で開催予定であったが、新型コロナウィルス感染症予防

対策のため、同日での開催は中止。７月１１日（土）に Zoomによるオンライン開催を予定。 

４． ホームカミングデーの実施（予算「ホームカミングデー実施費」200万円） 

１０月３１日（土）の駿輝祭初日に著名人を招いて講演会を実施、併せて会員及び母校教職員を招

いて懇親会を開催。 

５． 同窓会ホームページの管理（予算「ホームページ管理費」40万円） 

同窓会ホームページを引き続き随時更新、管理。 

６． 支部会補助（予算「支部会補助金」150万円）  

地方支部会の開催経費 100万円。各支部の活動経費補助 50万円。 

７． 同窓会寄附講座（予算「同窓会寄附講座」160万円） 

後輩である在学生の応援、大学に対する援助及び同窓会のＰＲを目的として、従前より継続してき

た寄附講座２科目について、今後の本会予算を考慮し減額のうえ支援。具体的には、「森林文化Ⅰ・

Ⅱ」各 70 万円、「まちづくり実践」60 万円を支援。その他、同窓生が授業を担当する同窓会講座の

運営経費として 30万円。例年計上していた「インターンシップⅠ」は、新型コロナウィルス感染症

防止対策のため、実施しない。予算減額。 

８.  給付奨学金事業（予算「給付奨学金事業費」111万円) 

同窓生子女を対象とした給付奨学金制度として、４月末日での申請件数（＠367,500 円×3 件）を

予算化。（2017年度 3件、2018年度 4件、2019年度 9件の申請）申請減ったため、予算減額。 

９. 準会員の各種検定試験受験料補助（予算「準会員の各種検定試験受験料補助費」298万円） 

準会員（現役学生）に対する同窓会費納入メリットの一つとして、行政書士、宅地建物取引士など

の資格取得やフランス語、中国語などの語学検定試験及び MOS 試験等を積極的に受験する学生に対

して、受験料（検定料）の半額を助成。 

１０．準会員との交流事業（予算「準会員との交流事業費」35万円） 

キャリアセンター主催で行っている準会員（現役学生）向けの就活支援イベント「卒業生との交流

会・社会で活躍する駿大 OB・OGとの座談会」や、学部単位で実施している卒業生を活用した就活支

援行事を後援。（キャリアセンター主催行事 20万円、各学部主催行事 15万円、計 35万円） 

 

 

 

資料３
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１１．広告協賛（予算「広告協賛費」100万円） 

在学生の活躍をアピールする告知用懸垂幕を同窓会ロゴ入りで作成し、大学会館外壁に掲出。また、

スポーツ公認団体の応援時に使用する旗等を必要に応じて作成。なお、これまで「学生応援企画費」

から支出していた各種広告協賛費（駿輝祭パンフレット、ホッケー日本リーグパンフレット等）を計

上。 

１２．活躍する同窓生への応援（予算「活躍する同窓生への応援費」200万円） 

オリンピック若しくはそれに準ずる世界大会に出場するなど、日本代表のレベルで活躍する同窓

生を応援。 

１３．活躍する準会員への応援（予算「活躍する準会員への応援費」50万円） 

駿輝祭の展示発表の中から同窓生が選んだゼミ・団体を表彰（総額 10万円）。その他、準会員（現

役学生）が自ら企画する活動に対して支援。 

１４.「新型コロナウィルス感染症対応学生特別支援費」（予算「新型コロナウィルス感染症対応学生特別

支援費」5,000万円） 

新型コロナウィルス感染症のため、学費や生活費など、経済的に困窮する学生を対象に支援。具体

的な支援内容については今後検討。 

１５.「同窓会人材バンク」構築（予算計上なし） 

昨年度に引き続き、社会で活躍している同窓生の「人材バンク」を構築し、同窓会のデータベース

化とともに、そのマンパワーを活用して母校の教育活動や就職支援活動等への貢献を図る。 

 

以上 
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駿河台大学同窓会

（単位 ：円）

勘定科目 2020予算額 2019予算額 差異 備考

収入 会費 20,300,000 19,085,000 1,215,000
5,000円×4,060名
※2020年度学生数見込み

受取利息 300,000 300,000 0 定期預金・普通預金・国債利息

小計 20,600,000 19,385,000 1,215,000

支出 事業費 66,440,000 19,847,500 46,592,500

運営事務費 7,200,000 3,900,000 3,300,000

予備費 3,000,000 3,000,000 0

小計 76,640,000 26,747,500 49,892,500

合計 -56,040,000 -7,362,500 -48,677,500

（資産内訳） （単位 ：円）

項目 2020年度末 2019年度末 増減 備考

普通預金 49,155,417 55,195,417 -6,040,000

定期預金 40,000,000 40,000,000 0 2020.6.20.満期

定期預金 100,000,000 100,000,000 0 2020.11.10.満期

定期預金 0 50,000,000 -50,000,000 2021.3.25満期

国債 0 0 0

現金 100,000 100,000 0

計 189,255,417 245,295,417 -56,040,000

2020年度同窓会収支予算（案）

（2020年4月1日～2021年3月31日）
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「事業費」  内訳

勘定科目 2020予算額 2019予算額 2019決算額 2018決算額 備考

同窓会会報作成費 400,000 400,000 330,804 162,000 年2回発行

大学への卒業寄付 1,000,000 1,000,000 1,000,000 927,419 2019年度卒業生分

同窓会総会実施費 1,600,000 2,600,000 2,475,300 1,421,408
会場費等1,500,000円、諸経費100,000円/飯能開
催により1,000,000円減額

ホームカミングデー実施費 2,000,000 2,000,000 1,839,256 1,845,214 講演会・懇親会・記念品購入代等

ホームページ管理費 400,000 400,000 388,800 388,800 同窓会ホームページメンテナンス・更新等

支部会補助金 1,500,000 1,500,000 313,364 789,567
地方支部会開催経費100万円、単位支部活動へ
の補助金（通信費含む）50万円

同窓会寄附講座 1,600,000 2,300,000 2,000,000 2,000,000
「森林文化Ⅰ・Ⅱ」70万、「まちづくり実践」60万、「同窓
会企画講座」30万、「インターンシップ」本年度開講なし

給付奨学金事業費 1,110,000 3,307,500 3,307,500 1,370,000 給付奨学金（＠367,500円×3件）

準会員の各種検定
試験受験料補助費

2,980,000 2,480,000 1,608,500 843,700
準会員（現役学生）の資格・検定試験受験に対す
る助成。申請件数増に伴い、増額。

準会員との交流事業費 350,000 360,000 193,594 175,350 準会員（現役学生）との交流イベント実施費用。

広告協賛費 1,000,000 1,000,000 599,480 743,240
懸垂幕作成費、駿輝祭パンフレット等広告協賛
費。

活躍する同窓生への応援費 2,000,000 2,000,000 0 0
日本代表レベルで活躍する同窓生を応援。「オリ
ンピック等出場選手援助」から変更。

活躍する準会員への応援費 500,000 500,000 530,000 30,000
駿輝祭展示物表彰他、準会員(現役学生)の企画
を応援。「学生応援企画費」から変更。

新型コロナウィルス感染症
対応学生特別支援費

50,000,000 － － － 新規事業

計 66,440,000 19,847,500 14,586,598 10,696,698

「運営事務費」  内訳

勘定科目 2020予算額 2019予算額 2019決算額 2018決算額 備考

郵送料 6,600,000 3,300,000 3,157,787 2,826,626
会報誌年2回発送（160万円×2回）総会中止等案
内発送（180万円×2回）見積額に基づき増額・料
金受取人払

印刷費 200,000 200,000 92,033 22,800
卒業生住所届はがき・総会出席はがき･役員名刺
印刷費、封筒作成費

交通費 200,000 200,000 24,620 0 役員及び事務局出張旅費

雑費 200,000 200,000 35,709 65,200 振込手数料等

計 7,200,000 3,900,000 3,310,149 2,914,626

支出予算項目内訳明細表

（2020年4月1日～2021年3月31日）
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駿河台大学同窓会
新旧役員

役  職 氏    名 フリガナ 卒業年 学部 役  職 氏    名 フリガナ 卒業年 学部

会　長 新井克明 ｱﾗｲ ｶﾂｱｷ ２０００年卒 文化情報学部 会　長 新井克明 ｱﾗｲ ｶﾂｱｷ ２０００年卒 文化情報学部

副会長 冨岡勇哉 ﾄﾐｵｶ ﾕｳﾔ １９９２年卒 法学部 副会長 冨岡勇哉 ﾄﾐｵｶ ﾕｳﾔ １９９２年卒 法学部

廣瀬　尚 ﾋﾛｾ ﾀｶｼ １９９３年卒 法学部 廣瀬　尚 ﾋﾛｾ ﾀｶｼ １９９３年卒 法学部

岡部浩一 ｵｶﾍﾞ ｺｳｲﾁ ２００８年卒 経済学部 岡部浩一 ｵｶﾍﾞ ｺｳｲﾁ ２００８年卒 経済学部

会　計 市川紀子 ｲﾁｶﾜ ﾉﾘｺ １９９５年卒 法学部 会　計 市川紀子 ｲﾁｶﾜ ﾉﾘｺ １９９５年卒 法学部

飯塚小姫子 ｲｲﾂﾞｶ ｻｷｺ ２００１年卒 文化情報学部 飯塚小姫子 ｲｲﾂﾞｶ ｻｷｺ ２００１年卒 文化情報学部

会計監査 朝田　淳 ｱｻﾀﾞ ｼﾞｭﾝ ２００３年卒 文化情報学部 会計監査 朝田　淳 ｱｻﾀﾞ ｼﾞｭﾝ ２００３年卒 文化情報学部

舩津丸仁 ﾌﾅﾂﾏﾙ ｼﾞﾝ ２００６年卒 経済学部 舩津丸仁 ﾌﾅﾂﾏﾙ ｼﾞﾝ ２００６年卒 経済学部

委　員 桐生　岳 ｷﾘｭｳ ｶﾞｸ １９９３年卒 法学部 委　員 桐生　岳 ｷﾘｭｳ ｶﾞｸ １９９３年卒 法学部

中島俊夫 ﾅｶｼﾞﾏ ﾄｼｵ １９９５年卒 法学部 中島俊夫 ﾅｶｼﾞﾏ ﾄｼｵ １９９５年卒 法学部

長嶋亮吉 ﾅｶﾞｼﾏ ﾘｮｳｷﾁ １９９５年卒 経済学部 長嶋亮吉 ﾅｶﾞｼﾏ ﾘｮｳｷﾁ １９９５年卒 経済学部

武富倫代 ﾀｹﾄﾐ ﾐﾁﾖ １９９６年卒 法学部 武富倫代 ﾀｹﾄﾐ ﾐﾁﾖ １９９６年卒 法学部

渡部成人 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅﾙﾋﾄ １９９７年卒 法学部 渡部成人 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅﾙﾋﾄ １９９７年卒 法学部

三枝桂子 ｻｲｸﾞｻ ｹｲｺ ２００６年卒 現代文化学部 三枝桂子 ｻｲｸﾞｻ ｹｲｺ ２００６年卒 現代文化学部

林　浩一 ﾊﾔｼ ｺｳｲﾁ ２００８年卒 法学部 林　浩一 ﾊﾔｼ ｺｳｲﾁ ２００８年卒 法学部

木村亮平 ｷﾑﾗ ﾘｮｳﾍｲ ２０１２年卒 文化情報学部 ※木村亮平 ｷﾑﾗ ﾘｮｳﾍｲ ２０１２年卒 文化情報学部

菅家　皓 ｶﾝｹ ﾋｶﾙ ２０１７年卒 メディア情報学部 ※菅家　皓 ｶﾝｹ ﾋｶﾙ ２０１７年卒 メディア情報学部

役　職 氏    名 フリガナ 役　職 氏    名 フリガナ

幹　事 本池　巧 ﾓﾄｲｹ ﾀｸﾐ 幹　事 本池　巧 ﾓﾄｲｹ ﾀｸﾐ

※伊藤　雅道 ｲﾄｳ ﾏｻﾐﾁ 黒田基樹 ｸﾛﾀﾞ ﾓﾄｷ

狐塚賢一郎 ｺﾂﾞｶ ｹﾝｲﾁﾛｳ 狐塚賢一郎 ｺﾂﾞｶ ｹﾝｲﾁﾛｳ

朴　昌明 ﾊﾟｸ ﾁｬﾝﾐｮﾝ ※朴　昌明 ﾊﾟｸ ﾁｬﾝﾐｮﾝ

雷　光一 ﾗｲ ｺｳｲﾁ 雷　光一 ﾗｲ ｺｳｲﾁ

佐藤功一 ｻﾄｳ ｺｳｲﾁ ※佐藤功一 ｻﾄｳ ｺｳｲﾁ

※印は、新任。 ※印は、新任。

副学長(就職担当） 副学長(就職担当）

学生支援部長

2020年度新役員（案） 2019年度役員

所　　属 所　　属

キャリアセンター事務部長 キャリアセンター事務部長

学生支援部長

副学長(入試広報担当） 副学長(入試広報担当）

副学長（学生支援担当） 副学長（学生支援担当）

副学長(教務担当） 副学長(教務担当）

資料４
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