
１２　その他

　(1)　寄附関係

　①　給付型奨学金基金指定寄附金

平成25年度　総件数2件　総額200,000円

ご寄附　年月日 【寄附者ご芳名】

1 平成25年7月19日 伊藤　正佳　様
2 平成26年2月21日 水田　健輔　様

　②　その他

ご寄附　年月日 【寄附者ご芳名】 ご寄贈物等

1 平成25年6月25日
株式会社荘内銀行　様
（公益信託荘内銀行ふるさと創造基金）

現金・預金 200,000円

2

　平成25年 6月28日
　平成25年10月 7日
  平成25年11月15日
  平成26年 3月31日

独立行政法人国立青少年教育振興機構  様
（事業助成金(「かずのふしぎしぜんのふしぎ」・「身近なもので
電気をつくろう」)への助成として)

現金・預金 1,038,673円

3 平成26年3月27日
東北公益文科大学後援会　様
（教育・学生支援活動に対する寄附金）

現金・預金 1,200,000円

4 平成26年3月31日
庄内開発協議会　様
（｢公益の地域づくりリーダー育成ゼミ｣・「公益のふるさと活
動」事業補助金）

現金・預金 1,200,000円

5 平成26年3月31日
東北公益文科大学同窓会  様
（マルチディスプレイ2台)

物品 396,270円

6 平成25年4月～平成26年3月分 図書 814冊

合計
(図書除く)

4,034,943円



⑵ 東北公益文科大学後援会の活動状況 

 

  会員数(H26.3.31 現在) 

    法人：２２４団体 

    個人：２５４人 

 

後援会の主な活動は下記のとおり。 

① 大学（教育・学生支援活動への支援 

・  教育・学生支援活動に対する助成（寄附） 

・ 地域・大学協働人材育成プログラム「社長インターンシップ」において、会員企業 

の学生受入支援 

・ 人材育成支援 

 「一流体験」合宿型研修プログラムに対する助成（交通費助成） 

② 文化事業 

講演会の開催 

平成 25 年 8 月 8 日（木）公益ホール中研修室 1 

講演テーマ「今、一番の関心事」 

(何に興味を持ち･どういった仕事をしているのか) 

講師 小手川 大助 先生(キャノングローバル戦略研究所研究主幹) 

③ 広報事業 

(ア)新聞広告の掲載 

(イ)ラジオ番組へ大学広報番組提供 

④ その他 

(ア)会議・報告会の開催 

・平成 25年 8月 8日（木）公益ホール中研修室 1 

「平成 25年度 東北公益文科大学後援会定時総会」 

     「一流体験合宿型研修プログラム報告会」 

・プログラム概要説明（東北公益文科大学 鎌田剛准教授） 

  後援会会員企業様をはじめとする地域事業所等の協力を得て地域全体で学生の

スキルアップを図る｢地域･大学協働人材育成プログラム｣の事業として、｢学生

に価値観を揺さぶる本物の感動を与え、人生の目標や憧れの人物を見つけるよ

うなインパクトある体験をさせたい｣という狙いで企画されているものです。 

・学生報告（東北公益文科大学 参加学生） 

・ディスカッション 

       コメンテーター：小手川 大助 先生 

コーディネーター：上野 隆一 後援会長 

（報告学生、担当教員） 

       同日 懇親会の開催 公益ホール 1 階ホワイエにて 

(イ)東北公益文科大学後援会長賞の授与（卒業式） 



 

（３）東北公益文科大学保護者会の活動状況 
 

 

Ⅰ．事業 

１．学生主催行事への助成 679,142 円 
① ウェルカムパーティ（入学生歓迎会）平成 25年 4月 11 日(木) 79,142 円 

  ② 公翔祭（大学祭）平成 25年 10 月 26日(土)・27 日(日) 400,000 円 

③ フェアウェルパーティ（卒業生歓送会）平成 26年 3月 22 日(土) 200,000 円  

 

２．クラブ・サークル活動への助成 2,300,000 円 
   24 団体。配分については大学に委託。 

     

３．専門演習（ゼミ）ゼミ生への助成 350,362 円 
   15 ゼミ/34 ゼミ中 ゼミ合宿、交流会、卒業論文発表会 

 

４．就職活動等支援  3,085,440 円 
  ① 合同就職ガイダンス大型バス手配 963,550 円 

４年生 仙台 6/13（34 名）98,100 円 

３年生 東京 12/7～9（29 名）231,550 円、12/14～16（36 名）236,300 円 

        仙台 12/7（38 名）99,400 円、12/14（36 名）99,400 円、12/23（19 名）99,400 円、 

          1/13（21 名）99,400 円 

 

② 就職筆記試験模擬試験受験補助 504,350 円 

   SPI（1回目 5/22）143 名、SPI（2回目 10/16）137 名、一般常識（11/6）133 名、 

 

③ 就職筆記試験対策講座受講料助成 @15,000×65 名＝975,000 円 

   教養コース 2.5 時間×85講、公務員コース 2.5 時間×191 講 

 

④ 面接強化対策講座 194,640 円 

   3 年生向け 2/4～5 のべ 16名、 2/12～13 のべ 17名 

 

⑤ 各種資格試験受験料助成 のべ 116 名 252,600 円 

     対象とする資格：大学が受験をとりまとめている資格及び大学又は教員が推奨する資格。 

     合 格（または基準スコアに達した場合）   2/3 助成 

     不合格（または基準スコアに達しなかった場合）1/3 助成 

 

⑥ 3 年生の保護者向け就職図書購入 @1,260×155 冊＝195,300 円 

 

⑦ 各種資格講座開講費助成 0円 

 

５．保護者会通信等の発行送付 0円 
 

 

Ⅱ．総会・会議等 
 １．総会                 平成 25年 4月 6日(土)11 時 45 分～  

２．第 1回役員会             平成 25年 12月 7日(土)13時 30 分～ 

・収支中間報告について ・新役員選出について ・懇親会 

 ３．第 2回役員会             平成 26年 3月 16 日(日)13 時 30 分～ 

   ・平成 25年度事業報告・収支決算（案）について ・平成 25年度収支会計監査について 

・平成 26年度事業計画・収支予算（案）について ・平成 26年度役員改選について 

  ４．平成 25年度収支会計監査        平成 26年 4月 1日(火) 
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