2021 年度阪南大学後援会事業報告
１．家庭と大学との連携を図る事業（経費：2,442,002 円）
（１）後援会運営委員会および総会の開催（経費：1,111,632 円）
① 役員会、幹事会、運営委員会 （経費：245,136 円）
役員会(対面開催)
・日 時：2021 年 6 月 19 日（土）10:00～11:40
・日 時：2021 年 12 月 4 日（土）10:00～11:24
・日 時：2022 年 2 月 19 日（土）10:00～12:00
幹事会（Microsoft Teams）
・日 時：2021 年 6 月 25 日（金）10:00～11:10
・日 時：2022 年 2 月 25 日（金）10:00～10:27
運営委員会（Microsoft Teams）
・日 時：2021 年 6 月 26 日（土）10:00～11:10
・日 時：2022 年 2 月 26 日（土）10:00～10:23
② 総
会 (経費：866,496 円)
新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止。代替えとして総会資料をご自宅に郵送しました。
（２）後援会会報誌の送付（経費：815,370 円）
3 月に会報誌を全家庭に発送しました。
（３）Web サイトの運用（経費：440,000 円）
（４）メールマガジンの配信（経費： 0 円）/その他郵送料（経費： 75,000 円）BizSTATION 利用料含む

２．教学条件の整備充実、教育事業への支援（経費：1,659,948 円）
（１）図書館への（学生用）図書の寄贈（経費：1,499,948 円）
選書ツアー等の際に購入した書籍類への補助を行いました。
（２）海外派遣学生(本学学生)への補助(航空券代とサーチャージ料)（経費：0 円）
①交換、協定留学生（本学学生）への補助は、今年度実施していません。
②海外インターンシップ派遣学生への補助は、今年度実施していません。
（３）日本英語模擬国連参加費補助（経費： 0 円）
（４）学長表彰に伴う報奨金補助：
（経費：160,000 円）
該当者（個人 20 名・4 団体）への学長賞報奨金の半額(160,000 円)を補助しました。
（５）学生の健康維持に関する食育補助（はぴなん弁当企画）
（経費：0 円）
※（２）
（３）
（５）は新型コロナウイルスの影響により実施しなかったため補助はありません。

３．課外活動に対する支援（経費：2,380,590 円）
（１）全国レベルに達したクラブへのレベル維持を目的とした支援(優良団体への補助)（経費：1,500,000 円）
サッカー部、スピードスケート部、トランポリン部
（２）学外施設利用補助（経費：250,000 円）
サッカー部、スピードスケート部
（３）大学祭への補助（経費：0 円）
（４）学生会所属団体および大学登録サークル・同好会の実施する合宿に対する補助（経費：6,000 円）
法学研究会
（５）学生のリーダー養成講座に対する補助 （経費：495,000 円）
（６）新入生歓迎イベント補助（経費： 0 円）

（７）その他課外活動への特別補助（経費：129,590 円）
ダンス部 ユニフォーム作成費用に対する補助

４．就職活動・キャリア教育への支援（経費：3,487,600 円）
（１）就職試験対策受講料学生負担分の補助（筆記試験対策模擬試験の受験料補助）
（経費：1,227,600 円）
（２）資格取得者（学長奨励賞対象者）への報奨金の補助(学長奨励賞の報奨金の半額補助)
（経費：500,000 円）
該当者（B ランク(5 万円)19 名）への学長奨励賞報奨金の半額(500,000 円)を補助しました。
(３）その他就職活動支援事業、キャリア教育事業に関する補助（経費：1,760,000 円）
テレキューブの設置費用に対する補助

５．国際交流活動への支援（経費：924,000 円）
（１）日本人学生と外国人留学生が交流を深める行事等への補助
（２）地域と外国人留学生が交流を深める事業、行事への補助
（３）国際交流活動に対する補助（ゼミ・フィールドワークの活動は対象外）
（４）オンライン PBL 学習セミナー（エンパワーメントプログラム） (経費：924,000 円)
※（１）
（２）
（３）は新型コロナウイルスへの対応のため活動自体が中止となり、今年度は補助しておりま
せん。

６．福利厚生に関する援助（経費：14,112,250 円）
（１）学資支弁者の死亡による就学困難者への援助（経費：4,368,200 円）
援助対象者：10 名
（２）奨学金制度（経費：8,600,000 円）
学部成績優秀者奨励奨学金（経費：6,400,000 円）
給付額 年額 400,000 円
※2～4 年次 各学年各学部 1 名 計 16 名（2021 年度決定者数）
クラブ奨学金（2,200,000 円）
給付額 年額 200,000 円
※全学年 計 11 名（2021 年度決定者数）
（３）学研災通学特約の加入費補助（経費：1,144,050 円）
大学が全員加入している学研災（基本保険）に加えて、学部学生に対して、通学特約の加入費を
補助しました。

７．卒業記念事業補助（経費：5,439,975 円）
（１）卒業記念品の補助
卒業記念品の補助
2020 年度卒業(2021 年 3 月卒業生)の記念品(卒業アルバムブック)を作成し、
自宅に郵送しました。
1,071 人対象
(経費：5,355,000 円)
2021 年度卒業(2021 年 9 月卒業生)の記念品(印鑑メールオーダー)を郵送しました。
15 人(対象者 20 人)
(経費：84,975 円)

８．特別費（経費：5,988,988 円）
（１）全国大会出場等経費の補助（経費：4,512,807 円）
※交通費・人件費を除く諸経費の補助
①サッカー部（経費：1,650,000 円）
第 70 回全日本大学サッカー選手権大会
②スピードスケート部（経費：2,750,000 円）
第 32 回全日本ショートトラックスピードスケート距離別選手権大会
第 94 回日本学生氷上競技選手権大会ショートトラックスピードスケート競技大会
第 30 回ユニバーシアード冬季競技大会日本代表選考競技会
第 45 回全日本選抜ショートトラックスピードスケート選手権大会
ワールドカップショートトラック ドルドレヒト大会
ワールドカップショートトラック デブレツェン大会
ワールドカップショートトラック 名古屋大会
ワールドカップショートトラック 北京大会
第 77 回国民体育大会
第 44 回全日本ショートトラックスピードスケート選手権大会
第 69 回全日本都道府県対抗ｼｮｰﾄﾄﾗｯｸｽﾋﾟｰﾄﾞｽｹｰﾄ競技会
北京オリンピック
第 8 回ｼﾞｬﾊﾟﾝﾄﾛﾌｨｰｼｮｰﾄﾄﾗｯｸｽﾋﾟｰﾄﾞｽｹｰﾄ選手権大会
③ ウエイトトレーニング部（経費：112,807 円）
第 55 回全日本ボディビル選手権大会
第 48 回全日本学生パワーリフティング選手権大会
（２）世界大会出場等経費の補助（経費：0 円）
※交通費・人件費を除く諸経費の補助
（３）全国大会等応援に伴う費用の補助（経費：0 円）
（４）全国大会出場選手等の食費補助（経費：1,203,161 円）
①サッカー部（経費：1,152,000 円）
第 70 回全日本大学サッカー選手権大会出場時の食事代
② 空手道部 （経費：41,865 円）
第 65 回全日本学生空手道選手権大会出場時の食事代
③ ウエイトトレーニング部（経費：9，296 円）
第 34 回全日本ベンチプレス選手権大会出場時の食事代
第 23 回ジャパンクラシックベンチプレス選手権大会出場時の食事代
（５）応援バス等の費用補助(経費：273,020 円)
サッカー部
（６）文化会クラブ全国大会出場に伴う参加費、交通費、宿泊費の補助（経費：0 円）

９．その他（経費:566,150 円）
（１）社会貢献活動に対する補助（経費：0 円）
（２）弔慰金（経費：180,000 円）
後援会会員の中でご逝去されたご父母様に対して弔慰金を支出しました。
（対象者：8 名）
（３）新型コロナウイルス感染拡大防止対策に関する補助拡充（経費：386,150 円）
・コロナ禍における学外施設利用料の補助
準硬式野球部(経費：100,000 円)
・エアドック（空気清浄機）設置の補助 フォークソング部、軽音楽部、吹奏楽部 (経費：286,150 円)

１０．2021 年度追加事業に伴う補正予算について (経費： 0 円)
7 月 29 日に後援会役員と学生との懇談会を開催し、学生と意見交換をしました。
・柔道場の畳が古くけがをするので、新しくしてほしい
・WIFI がつながりにくく授業で困っている
・学生たちのイベントが出来ていないので、象徴的なモニュメントが欲しい
・本キャンパスと南キャンパスの間で学生たちがシェアできる自転車が欲しい
・持ち歩くのが大変なので貸出用のパソコンが欲しい
学生の意見の中から、後援会では、柔道場の畳の交換を検討しましたが、阪南大学法人部の予算で畳を
入れ替えることになり、後援会の予算は執行しませんでした。
以上

