
国際関係学部地域研究学会・2019年度総会

日日寺: 2 0 1 94F5月  2 8 日  しk) 9 : 3 0-1 0 : 3 0

場所 :601教 室

式次第

1 定足数確認

2 開会宣言

3 会長挨拶

4 議長選出

5 議案審議

議案2

議案 3

議案4

会長 :新里孝一 教授 (国 際関係学部長 )

会計 。監査 :新納豊 教授、松本弘 教授

運営委員会 (学生)

金山創太 (事務局長、国関 4年 )

小野朋生 (総務、国文 3年)

佐藤真彩 (財務、国文 4年 )

村上芽衣 (財務、国関4年 )

武藤愛 (事業、国文 4年 )

議案 1:2018年 度 地域研究学会運営委員会・研究班活動報告

2018年 度 会計報告・会計監査報告

2019年 度 地域研究学会運営委員会人事案

2019年 度 地域研究学会運営委員会・研究班活動計画案

議案5:2019年 度 地域研究学会予算案

6 閉会宣言

2018年 度 地域研究学会運営委員

運営委員 (教員 )

柴田雅善 教授

細田咲江 教授

廣江倫子 准教授

吉村武典 講師

田崎郁子 講師

新里孝一 教授    .



議案 1 2018年 度 地域研究学会運営委員会・研究班活動報告

○地域研究学会運営委員会

04月  ガイダンスおよび新入生歓迎会 主催

06月  ASIA MIX 主催

11月  アジアン ランゲー ジズ スピーチ コンテス ト 共催

12月  アジア芸能祭 共催

○民族資料研究班

04月  新入生説明会

06月  AsiaMix参加、小学校訪問・唐子小学校、市ノ川小学校

10月  小学校訪問・新宿小学校、松山第一小学校

H月  小学校訪問・桜山小学校

12月  アジア芸能祭 農楽出演

03月  ベス トボランティア章 受章、青桐賞 (団体)受 賞

○フェア トレー ド研究班 Aviej

04月  新入生説明会、新入生説明会 レク 計 3回

05月  新入生勉強会、新入生勉強会発表、アジア MIx 準備

06月  AsiaMix参加、AsiaMix反 省会、大房明良さん講演、earth day market準 備

07月    earth day market

09月  取扱商品入荷 、前期の反省、大東祭準備

10月  大東祭準備、石子さん講演会

11月  大東祭参加、大東祭反省会、取扱商品仕入れ決め、earth garden準備、

日高木郁絵さん講演会

12月  earth garden準備、新入生歓迎会 レク決め

01月  新入生歓迎会 レク決め

02月  後期反省会

○ガムラン研究班

04月  地域研究学会ガイダンス

05月  練習 (授業)

06月  練習 (授業)AsiaMixガ ムラン演奏 (昼休み企画)

07月  練習 (授業)

9～ 12月  練習 (授業)12月 アジア芸能祭参加



01月  練習 (授業)

○比較文化研究班

05月  お茶お稽古

06月  AsiaMixお稽古

07月  お茶お稽古

10月  お茶お稽古

H月  お茶お稽古

12月  お茶お稽古

○ベ トナム研究班ヌクマム

07月  ベ トナム映画上映会

02月  東亜国際外語学院 との交流会

OPlus■

07月

09月

10月

H月

12月

01月

03月

(元 N00研究班 )

第 1回 ミーティング

第 2、 第 3回 ミーティング

第 4、 第 5、 第 6、 第 7回 ミーティング、風の旅行社 水野先生の講義

第 8、 第 9、 第 10、 第 11回 ミーティング、

株式会社ガロア様 企業訪間 高木郁絵 さんの講義、募金に使用する道具を作成

ガクセイ協賛 com様案件参加 (東京ビックサイ ト)浅草募金活動、

第 12、 第 13、 第 14回 ミーティング、決起会

第 15、 第 16、 第 17回 ミーティング、浅草募金活動

スタディーツアー 建設現場訪問 現地調査等、第 18回 ミーティング

以 上
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議案 2 2018年度 (平成 30年度)会計報告

◎収入の部 (予算額 :5,485,232)

項 目 金 額 摘 要

前年度繰越金 3,715,232

2018年度学会費 1,778,000

Asia Mix 2018 162,805 チケ ッ ト売上 :143,300

古書売上 :19,505
自
』

本́ ワ
‘

０
０

収入合計 5,656,074

◎支出の部 (予算額 :1,715,000)

費 ロコー ド 費 日 金 額 摘要

1000 会費返還費 16,000

1100 消耗品費 174,193

1500 食材費 341,401

1600 廃棄物処理費 68,040

1700 情報収集費 25,582

3100 印刷製本費 7,400

3200 記録費 22,296

3300 通信費 4,953

3400 光熱費 24,826

4100 会議・会合費 500,339

4300 イベン ト準備・研修宿泊費 115,500

4400 協賛費 32,100

4500 イベン ト賞品費 63,440

5100 交通費 108,628

5200 運搬費 37,511

6200 銀行振込費 2,592

7100 雑費 28,846

支出合計 1,573,647

収入合計 5,656,074

支出合計 1,573,647

次年度繰越金 4,082,427

き



2019年 4月 16日 大東文化大学国際関係学部地域研究学会

2018年度財務担当

紫岬 毛雅

イイニ身久

会計監査報告

上記の国際関係学部地域研究学会 2018年度収支決算報告と通帳及び証憑類を監査 した

結果、適正に会計処理されていることを報告 します。

2019年 夕引 )3日
大東文化大学国際関係学部地域研究学会

2018年度会計監査委員

れ徳 ヒ

オ挙 ジム

18年度 (平成 30年度)会 計報告 (参考資料)

◎活動支出 (総額 :1,573,647円 )

新入生歓迎企画 (支 出合計 :61,430円 )

費ロコー ド 費 目 金額 摘 要

1100 消耗品費 11,303

1500 食材費 41,744

5200 運搬費 8,383
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Asia M x(支 出合計 i496,762円 )

費ロコー ド 費 目 金 額 摘 要

1100 消耗品費 82,668

1500 食材費 284,162

1700 情報収集費 25,582

3200 記録費 1,150

4300 イベン ト準備・研修宿泊費 54,500

4400

5100

協賛費

交通費

32,100

2,500

5200 運搬費 14,100

ALSC(支出合計 :393.976円 )

費ロコー ド 費 目 金額 摘 要

1100 消耗品費 49,517

3100 印刷製本費 7,220

4100 会議・会合費 207,617 講師謝金 (指定寄附処理 )

4300 イベン ト準備 。研修宿泊費 61,000

4500 イベン ト賞品費 34,440

5100 交通費 3,710

5200 運搬費 15,028

6200 銀行振込費 756

7100 雑費 14,688

助成金 (1)研究班 (支出合計 :334,357円 )

費ロコー ド 費 日 金額 摘 要

1100 消耗品費 27,414

1500 食材費 15,495

3100 印刷製本費 180

3200 記録費 1,058

3300 通信費 533

4100 会議 。会合費 177,722

5100 交通費 102,418

6200 銀行振込費 540

7100 雑費 8,997
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助成金 (2)ア ジア芸能祭、写真コンテス ト (支 出合計 :167,379円 )

費ロコー ド 費 日 金額 摘 要

1100 消耗品費 3,291 写真コンテス ト

3200 記録費 20,088 写真コンテス ト

4100 会議・会合費 115,000 アジア芸能祭

4500 イベント賞品費 29,000 写真 コンテス ト

事務局 (支 出合計 :119,743円 )

費 ロコー ド 費 目 金額 摘 要

1000 会費返還費 16,000 4イ牛 (4000× 2、 6000円 、 2000円 )

1600 廃棄処理費 68,040 会館清掃時の廃棄物処理

3300 通信費 4,420 レターパ ックライ ト、切手等

3400 光熱費 24,826 2018年 4月 ～2019年度 3月 分

6200 銀行振込費 1,296 学会費返還、廃棄物処理代 (432円 )

7100 雑費 5,161 会館清掃時の諸経費

◎財産目録

業務用炊飯器 (2013年 5月 ) 36,800

カメラ Nikon D3200(2013年 10月 ) 45,500

lHク ッキングヒーター (2014年 5月 ) 6,500

クーラーボ ックス (2014年 5月 )× 2 31,639

※20万円未満で耐用年数 1年以上の用品及び 20万円以上の備品を記載 (5年未満のもの)

以 上i
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議案 3 2019年 度 地域研究学会運営委員会人事案

会長 :新里孝一 教授 (国 際関係学部長 )

会計・監査 :新納豊 教授、松本弘 教授

運営委員 (学生)

柿沼良汰 (事務局長・3年 )

和田敏子 (総務・3年 )

松川華子 (財務・3年 )

小谷千鶴 (事業・3年 )

早川瑛菜 (財務・2年 )

須藤海美 (事業・2年 )

運営委員 (教員)

新里孝一 教授 (会長 )

柴田雅善 教授

細田咲江 教授

廣江倫子 准教授

吉村武典 講師

田崎郁子 講師

議案4 2019年 度 地域研究学会運営委員会・研究班活動計画案

〇地域研究学会運営委員会

04月  地域研究学会ガイダンスおよび新入生歓迎会 主催

06月  ASIA MIX 主催

H月  アジアン ラングージ ス ピーチ コンテス ト 共催

○民俗資料研究班

04月  新入生勧誘活動

06月  AsiaMix参加、小学校訪間

10月  小学校訪問

H月  スピーチコンテス ト参加 (未定)

○フェア トレー ド研究班 Aviej

05月  講演会

07月  アースデイマーケット参加

10月  大東祭出店

12月  フェア トレー ド学習会
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○ガムラン研究IJl

月曜 4限 (前・後期) ガムラン合奏

04月  地域研究学会ガイダンス

06月  ASIAMIXガムラン演奏 (昼休み企画)

○比較文化研究班

定期的なお茶会を予定

06月  AsiaMixでのお茶教室の運営

〇ベ トナム語研究班ヌクマム

06月  AsiaMix、 映画上映会と写真展

07月  ベ トナム人留学生との交流会

H月  神田スピーチコンテス ト

12月 ベ トナム関連企業との交流会

OPlus+(元 N00研究班)

定期的な募金活動、 ミーティング

スタディーツアー (ネパール)明 と翌年の 3月 に実施

04月  新入生歓迎会

06月  AsiaMix出店

09月  チャリティーイベン ト運営

11月  スピーチコンテス ト (未定)

01月  クラウドファンディング (予定)

以上
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議案 5 地域研究学会 2019年度予算案

◎収入

前年度繰越金 4,082,427

学会費 1,710,000 学部生  (202): 1616,000

1_/1L (4): 16,000

博士  (1): 6,000

3年次編入 (2)116,000

教員  (28): 56,000

Asia Mix2019売 上金 150,000

合計 5,942,427

◎支出

事務局運営費 (会館光熱費・会費返還費等 ) 40,000

新人生歓迎企画 60,000

Asia ⅣIix 2019 850,000

写真 コンテス ト助成金 60,000

ALSC(ス ピーチコンテス ト) 400,000

研究班助成金 (経常助成 ) 350,000

研究班助成 (プ ロジェク ト助成 ) 200,000

機器備品 (PC、 プ リンタ、テーブル ) 200,000

予備費 200,000

小計 2,360,000

次年度繰越金 3,582,427

合計 5,942,427
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