
 

 

第 4 回 立命館大学映像学部同窓会定期総会 

議 案 

 

 

 日時：2017 年 7 月 8日（土）14 時 30 分 ～ 

  

会場：立命館 東京キャンパス 

  

  

議題： 

 

 

1 号議案 立命館大学映像学部同窓会 役員選出の件  ・・・ P  1 

 

2 号議案 2015･2016 年度同窓会事業報告の件  ・・・ P  3 

 

3 号議案 2015･2016 年度同窓会決算および会計監査報告の件 ・・・ P  5 

 

4 号議案 映像学部ゼミ同窓会支援制度の一部改正の件 ・・・ P  9 

 

5 号議案 2017 年度同窓会事業計画の件   ・・・ P 11 

 

6 号議案 2017 年度同窓会予算の件    ・・・ P 13 
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第 1 号議案 
 

立命館大学映像学部同窓会 役員選出の件 

任期：２０１７年７月８日～２０１９年度定期総会まで 

 

会則第７項１項による選出（総会での選出） 

会    長  大矢 侑輝 （1期生）再任 

 

会計監査委員  古寺 綾香 （1期生）再任 

小松 美歩 （2期生）再任 

 

【参考】 

会則第７項３項による選出（幹事会による幹事の互選） 
副 会 長  神戸 祐美 （1 期生） 

山田 紘太朗（1 期生） 

内田 壮哉 （1 期生） 

常任幹事  塚越 勇太 （3期生） 

 
会則第７項２項による選出（会長による指名） 
幹  事  中村 美由・酒本 悠資 （1 期生） 

    中村 有     （2 期生） 

戸田 奈月   （3 期生） 

松本 昇太・山﨑 あゆみ（4 期生） 

大本 大祐・水田 奈穂実（5 期生） 

川口 駿・島田 美奈実 （6 期生） 

上谷 優依・鈴鹿 友周 （7 期生） 

 

会則第７項４項による選出（映像学部事務長） 
事務幹事  折田 章宏 

 
会則第７項５項による選出（映像学部長） 
顧  問   北野 圭介 
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第 2 号議案 2015・2016 年度同窓会事業報告の件 
 

 

2015 および 2016 年度、映像学部同窓会では主に下記の事業を実施した。 

 

【2015 年度、2016 年度 共通実施】 

・ EIZO JUNCTION×キャリアフェアの支援 

映像学部生、映像研究科生の活動や取り組みの「今」を学内外に発信するとして企画「ジ

ャンキャリ（EIZO JUNCTION×キャリアフェア）」が実施された。 

この企画は「映像学部生発信」「仕事人研究」「つながる」を企画コンセプトに、現役映

像学部生の作品上映・展示・発表と、企業等で活躍されている仕事人の方々による講演を

交互におこなうプログラムとして実施され、活気溢れる内容となった。 

同窓会としては本企画に対する財政的支援として企業と学生の懇親会運営に協力した。 

  

 実施日 2015 年度：2015 年 10 月 17 日（土） 2016 年度：2016 年 10 月 15 日（土） 

 

 

・ HP 企画「そういえば、最近どう？」の記事掲載 

 映像学部卒業生のインタビュー連載記事「そういえば、最近どう？」について、記事を

連載した。同窓生の近況を報告することで会員はもとより、在校生、受験生などに対して

も映像学部生の将来像を具体的に知ってもらえる取組みとなった。 

 

 公開記事 2015 年度 須澤壮太さん（2 期生）、森田譲さん（3期生）、 

      井上葵さん（4 期生）、才川 翔一朗さん（2 期生）他 

   2016 年度 古寺綾香さん（1 期生）、安井達郎さん（1 期生） 

 

 

・ 新幹事歓迎会の実施 

京都市内で新幹事に指名された方の「新幹事歓迎会」を幹事会として実施した。 

 

 実施日 2015 年度：2016 年 3 月 19 日（土）6期新幹事 川口 駿さん、島田 美奈実さん 

  2016 年度：2017 年 3月 20 日（月）7 期新幹事 上谷 優依さん、鈴鹿 友周さん 

 

 

・ 卒業生への祝辞と記念品の進呈 

卒業式証書授式において会長代理として常任幹事が卒業生に対して祝辞を述べた。これ

にともに、新入会員になる卒業生・修了生に記念品として進呈した。 

 実施日 2015 年度：2016 年 3 月 20 日（日） 記念品 折り畳み傘 

  2016 年度：2017 年 3月 21 日（火） 記念品 靴磨きセット 

 

 

・ 周年事業に向けた積立ての実施 

 2020年度に実施予定の同窓会10周年行事に向けた会計上の積み立てを両年度とも行った。 
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【2015 年度のみ実施】 

・ 同窓会定期総会の開催 

 会則第 9 条にもとづき 2 年に 1回開催する定期総会を開催の上、各議案の審議を行った。 

  

 実施日 2015 年 11 月 14 日（土）  会場 秋葉原 UDX シアター 

 

 

・ 映像学部同窓会 5 周年企画＠東京 

 同窓会 5周年企画第一弾を秋葉原 UDX で実施し 70 名以上の同窓生が、北は北海道、南は

熊本と全国から集結した。 

 前半は UDX シアターで「そういえば、最近どう？」に連載された会員に登壇いただきパ

ネルディスカッションを実施。大本幹事、水田幹事が司会により、社会人の先輩から、仕

事のこと、プライベートのことなどを根掘り葉掘り聞き出し、先輩方のリアル回答が大い

に会場を沸かせました。 

 後半は UDX ギャラリーに場所を移して懇親会を実施。寺田幹事と酒本幹事の司会のもと、

学生時代を彷彿とさせるグループワーク、5 期生から 1 期生までの「映像制作実習Ⅱ」のグ

ランプリ作品上映などにより大いに盛り上がり、改めて映像学部の同窓生のタテ、ヨコの

繋がりの強さが確認される機会となった。 

  

 実施日：2015 年 11 月 14 日（土） 会場：秋葉原 UDX シアター・ギャラリー 

 

 

・ 映像学部同窓会 5 周年企画＠京都 

 同窓会 5 周年企画第二弾をキャンパスプラザ京都で実施し、同窓生 37 名、在校生 48 名

の計 85 名が参加しました。 

 中村幹事と松本幹事の司会で会は進み、 第一部では「リアル最近どう？」企画として、

同窓生へ近況やこれからの目標などをインタビュー、第二部からは業界で活躍する同窓生

と、春から社会人になる 4 回生や就職戦線に向かう 3 回生を中心に熱気溢れる懇親が行わ

れ同窓生同士の懇親はもとより、会の事業である就職活動支援など、在学生への支援なら

びに交流事業としての目的も果たし盛況のうちに閉会しました。 

  

 実施日：2016 年 2 月 20 日（土） 会場：キャンパスプラザ京都 

 

 

 

【2016 年度のみ実施】 

・ オール立命館校友大会 2016in 金沢への参加について 

 2016 年 10 月 29 日に開催された「オール立命館校友大会 2016in 金沢」に映像学部同窓会

として常任幹事、幹事 1 名が参加し、他学部同窓会役員との情報交換を行い、懇親を深め

た。 

 

以上 
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第3号議案　2015・2016年度同窓会決算および会計監査報告の件
2015年度 映像学部同窓会決算書

収入の部 支出の部

費目 予算 決算 備考 費目 予算 決算 備考

前年度繰越 2,838,319 2,838,319 郵送費 80,000 0

会員会費 1,630,000 1,570,000 2015年度同窓会費 会議渉外費 500,000 288,584
同窓会幹事会
ジャン×キャリ補助
ゼミ同窓会支援

雑収入 50,000 496 銀行利息 事務費 10,000 24,991 林基継先生弔電・供花

委託費 50,000 0

旅費交通費 350,000 768,752
会長卒業式出席
幹事会出席交通費

記念品費 180,000 219,024 卒業記念品

予備費 10,000 0

特別会計繰入
（周年事業）

500,000 500,000
2015年度期初残高　1,000,000円
5周年事業予算規模 1,500,000円

計 4,518,319 4,408,815 計 1,680,000 1,801,351

-230,855

2,607,464

417,928
2015年度期初残高　1,500,000円
2015年度期末残高　　417,928円

2016年度へ繰越

特別会計期末残高

単年度収支
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2016年度 映像学部同窓会決算書

収入の部 支出の部

費目 予算 決算 備考 費目 予算 決算 備考

前年度繰越 2,607,464 2,607,464 郵送費 50,000 0

会員会費 1,700,000 1,670,000

2016年度同窓会費【財務経理課よ
り】（1,660,000円）
同窓会費【他大学出身院生より徴
収】（10,000円）

会議渉外費 350,000 206,000
同窓会幹事会
ジャン×キャリ補助
ゼミ同窓会支援

雑収入 1,000 27 銀行利息 事務費 10,000

委託費 50,000

旅費交通費 500,000 427,322

オール立命館校友大会出席
卒業式・卒業パーティー出席
幹事会出席
卒業生作品上映会登壇

記念品費 230,000 164,700 卒業記念品

予備費 11,000

特別会計繰入
（周年事業）

500,000 500,000
2016年度期初残高　   417,928円
2016年度期末残高     917,928円

計 4,308,464 4,277,491 計 1,701,000 1,298,022

372,005

2,979,469

917,928

単年度収支

2017年度へ繰越

特別会計期末残高
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2017年4月22日 映像学部同窓会幹事会 

2017年7月8日  映像学部同窓会定期総会 

 
映像学部ゼミ同窓会支援制度の一部改正の件 

 

映像学部ゼミ同窓会支援制度の発足から5年が経過し、制度の趣旨、過年度の運用および予算執行状況に鑑

み、より利用しやすい制度とするため、下記のとおり改定する。 

 

記 

 

＜変更点＞ 

・補助対象とする期間の変更 

・補助対象の変更（大学院修了者への補助項目のついて） 

 

【現行】 

卒業（最短）からの5年以内の、ゼミ担当教員が参加するゼミ単位での同窓会の開催に対して、補助を行

う。 

 

【改正案】 

ゼミ担当教員が参加するゼミ単位での同窓会の開催において、卒業（標準修業年限 4 年）から 10 年以内

の同窓会員に対し参加費の一部補助を行う。 

また、映像研究科を修了した同窓会員については、修了（標準修業年限 2 年）から 10 年以内に研究指導

教員が担当する学部ゼミの同窓会に参加した場合についても、補助回数上限の範囲内で補助対象とする。 

 

＜制度の概要＞（変更後） 

１． 制度名：映像学部ゼミ同窓会支援制度 

 

２． 補助対象：  

ゼミ担当教員が参加するゼミ単位での同窓会の開催において、 卒業（標準修業年限4年）から10

年以内の同窓会員に対し参加費の一部補助を行う。 

また、映像研究科を修了した同窓会員については、修了（標準修業年限2年）から10年以内に研

究指導教員が担当する学部ゼミの同窓会に参加した場合についても、補助回数上限の範囲内で補助

対象とする。 

 

３． 補助金額 ：同窓会員（一般・賛助会員）参加者1名あたり年1回2,000円とする。 

 

４． 年間予算：対象学年×2万円（学年あたり10名）を予算に計上する。 

    2017年度  14万円 

    2018年度  16万円 

    2019年度  18万円 

    2020年度以降 20万円 

５． 申請方法 :別紙 

 

＜過年度執行実績＞ 

 

 

以上 

開催年度 開催日時 申請者（幹事）氏名 開催ゼミ 助成金額 参加者人数 振込日時 書類No.
2013 2013年10月12日 中村　美由 制作ゼミ 22,000 11 2013年10月25日 No.13-11
2015 2015年11月14日 大本　大祐 制作ゼミ 24,000 12 2016年3月23日 No.15-40
2015 2016年3月23日 水田　奈穂実 中村ゼミ 28,000 14 2016年3月25日 No.15-43

第4号議案 
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映像学部ゼミ同窓会支援制度申請フロー（改正案） 

 

 

① 開催 3 日前までに開催幹事がゼミ同窓会開催の旨を同窓会事務局宛にメール

（eizodoso@st.ritsumei.ac.jp）で連絡 

【支援制度適用要件】 

・ 卒業（標準修業年限 4 年）から 10年以内であること。 

・ ゼミ担当教員が参加するゼミ単位の同窓会であること（他のゼミとの合同開催も

可）。 

・ 映像研究科を修了した同窓会員については、修了（標準修業年限 2 年）から 10 年

以内に研究指導教員が担当する学部ゼミの同窓会に参加した場合についても、補助

回数上限の範囲内で支援対象とすること。 

・ ゼミ生全員に書面やメール等で事前案内をし、案内文面に本支援制度の利用が明記

されていること。 

・ 当日の様子を写真で提供し、SNS 等での公開に同意すること。 

・ 支援金は一人あたり年 1回の適用を上限とすること。 

 ↓ 

② ゼミ同窓会の実施 

 ↓ 
③ 開催幹事がゼミ同窓会実施報告書を事務室宛に提出 

【必要書類】 
・ 「ゼミ同窓会開催報告書兼支援制度申請書」 
・ 開催案内状（メール文も可）の写し 

（ゼミ生全体向けの案内であり、支援制度の利用が明記されていることが条件） 

・ 参加者名簿 
・ 写真（同窓会 SNS 等へ掲載します） 
 

④ 事務室が開催幹事の口座に支援金を振込（報告書類提出後 2 週間程度） 

 
 
書類の提出方法：郵送またはメール添付 
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第 5 号議案 2017 年度同窓会事業計画の件 

 

2017 年度、映像学部同窓会では主に下記の事業を実施する。 

なお、総会開催時期との関係で幹事会による承認の上、実施済み、実施中のものが含ま

れる。 

 

 

・ 同窓会懇親会の開催 

2017 年 7 月 8 日（本日）定期総会後に東京キャンパス界隈において同窓会懇親会を実施

する。 

 

・ 在学生の支援 

2017 年 10 月に「ジャンキャリ（EIZO JUNCTION×キャリアフェア）」の実施を映像学部で

予定しているが、この企画における在学生向けの援助として、同窓会から懇親会の運営に

対し財政的に支援を行う。 

 

・ 卒業生（新入同窓会員）の歓迎 

同窓会新入会員の歓迎として、卒業証書授与式において、会長による祝辞と記念品を進

呈する。 

 

・ 新幹事歓迎会の実施 

2018 年 3月に 8 期生の新幹事に指名される方の「新幹事歓迎会」を実施する。 

 

・ ゼミ支援制度による支援 

 定期総会において承認を受けた場合、同支援制度の対象期間を延長し、ゼミ生同士が同

窓会を開催し懇親深めることでタテ・ヨコの繋がりを構築することに対する支援を行う。 

 

・ 映像学部 10 周年との連携 

 同窓会として映像学部 10 周年企画への支援ならびに協力を行う。 

 

・ 同窓会公式ホームページの充実 

同窓会公式ホームページにおいて、原則として同窓会員を対象としたインタビュー企画

「そういえば、最近どう？」の連載を引き続き行う。今後は個人インタビューのみならず、

同一の会社に複数の在籍している同窓生へのグループインタビューも実施し、業界や年代

などに幅を持たせた記事掲載を行う。 
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・オール立命館校友大会 2017 への参加について 

オール立命館校友大会 2017（開催予定地：京都）に映像学部同窓会として代表者が参加

し、他学部同窓会役員との情報交換と懇親を行う。 

 

・ 同窓会サークル活動の実施【新規】 

 同窓会員が主催するサークル活動に関し、同窓生同士の日常的な繋がりを構築するため

に、そのメンバー募集や企画告知等の広報において会の FBなどを活用した協力を行う（財

政的支援は行わない）。 

 

・複数年度の事業計画および予算化の検討【新規】 

 定期総会が隔年であることを鑑み、複数年度の事業計画の立案と予算化に向けた検討を

実施する。 

 

以上 
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第6号議案　2017年度同窓会予算の件

収入の部 支出の部

費目 予算 決算 備考 分類 費目 予算 決算 備考

前年度繰越 2,979,469 総会費用 575,000
総会案内（作成費込）75000円
懇親会経費500,000円

会員会費 1,680,000

2017年度
1号会員 167名（＝4回生人数）
2号会員 0名（他大出身M2）
3号会員 1名（特別承認）

ゼミ同窓会
支援

140,000 20,000×7期

雑収入 1,000 銀行利息 校友大会 50,000
オール立命館校友大会
代表者出席

懇親会費 200,000 2千円×100名
特別会計繰入
（周年事業）

500,000
2017年度期初残高   917,928円
2017年度期末残高 1,417,928円

卒業式関連 250,000
卒業記念品　200,000円
式出席　50,000円

キャリア支援 150,000 ジャン×キャリ補助　150千円

幹事会運営 400,000 幹事会交通費等

事務費 10,000

委託費 30,000

予備費 10,000

計 4,860,469 2,115,000

単年度収入 1,881,000

-234,000
2,745,469
1,417,928

2018年度へ繰越
特別会計期末残高

計

会員向け
事業費用

在学生向け
事業費用

運営費用

単年度収支
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