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東京理科大学理窓教育会 
 副会長・支部長  各位 

                           東京理科大学理窓教育会 
                              会長 富岡 康夫 

 
 
       平成２９年度 東京理科大学理窓教育会総会について  
                  （  書面・アンケート方式   ） 

 

 

風薫る候、副会長、支部長の皆様にはますますご清祥のこととお喜び申し上げます。日頃、

理窓教育会のことにつきまして、ご協力を頂き心から感謝申し上げます。 

 さて、平成 29 年度の総会は、昨年度と同様に「書面総会」の形式をとることになりました。

本来ならば、各副会長、各支部長の皆様にご参集頂き、総会の形式をとるべきでありますが、

現状では経費等の問題により、計画できません。 

 今年度の書面総会の手順も、あらかじめ事業報告、事業計画、会計報告、予算案等の資料

をお届けし、ご意見等をアンケート回答で返信していただきます。本部で集計をし、理窓教

育会報第 50号に詳細を載せ、書面で承認を得ることにいたしたいと思います。まことに、ご

面倒をおかけいたしますが、理窓教育会のおかれている実情をご理解頂き、ご協力の程、よ

ろしくお願いいたします。 

 平成 28 年度は、困難な状況下にも関わらず、支部総会も活発に行われました。各副会長、

各支部長の皆様のご努力に心より厚く御礼申し上げます。 

また、大学からの要請を受け教職を目指す学生の学習支援も会員皆様のご協力により、例

年通りに実施できました。 

 平成 29 年度も、会員の一層の増強や支部活動の活性化を通して、会員の資質の向上や連携

を深めることができるよう念願しております。 

 

 

 

お願い：   平成 29 年度書面総会アンケートの回答を、同封返信封筒にて、来る平成     

29 年 6 月 30 日(金）までに到着するようご投函をお願いいたします。 

 

                                   以上 



東京理科大学理窓教育会総会   回 答 用 紙     平成２９年度 

 
  

    （            ）副会長、（      ）支部長  ご氏名（                  ） 
 
  １号議案、２号議案、３号議案、４号議案について賛成、反対、ご意見等が あればお書き下
さい。 

 お願い：ご回答を平成 29年 6月 30日(金)までに到着するようご投函くださいますようお願いい
たします。  

 
  議案番号           賛成、反対、ご意見   等 

 
 
 

   一号 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

   二号 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

   三号 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

   四号 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

                



第1号議案      平成２８年度 会務報告 

 

1. 東京理科大学理窓教育会総会 

 

 平成28年度は、｢書面総会」の形式で実施した。各支部長に下記の事項の議案を送付し、意見等をアンケ

ートの形で回答してもらった（アンケートの集約日は、平成28年6月末）。それを本部で集計し、会報第48

号に詳細を掲載して、書面で承認をしてもらった。 

①  平成27年度の会務報告及び会計報告。 

②  平成28年度の活動計画及び予算案。 

 

2.組織の充実、強化に関して 

① 各支部の活動状況（各支部からの報告事項から） 

 ・北海道支部総会 （10月15日）     ・青森支部総会  （6月18日） 

 ・岩手支部総会  （11月19日）     ・秋田支部総会  （10月15日） 

 ・群馬支部総会  （11月26日）     ・埼玉支部総会  （7月 3日） 

 ・東京支部総会  （ 5月22日）     ・千葉支部総会  （8月 21日） 

 ・神奈川支部総会 （教育会単独ではなく神奈川支部総会に参加。小・中・高・私学合同の総会第1回目

を11月に開催） 

 ・山梨支部総会  （10月10日）     ・静岡支部総会  （平成29年２月11日） 

 ・長野支部総会  （10月16日）     ・富山支部総会  （ 8月27日） 

 ・岡山支部総会  （ 7月30日）     ・広島支部総会  （ 9月25日） 

 ・佐賀支部総会  （平成29年2月）  

② 会報発行 

   第48号 平成28年10月 １日発行 

   第49号 平成29年 4月 １日発行 

③ 副会長･支部長に会の活動状況、理窓教育会規約、副会長･支部長名簿等を送付し組織の活性化を図った。

（10月） 

 

3.大学との連携事業 

① 大学「キャリア教育」事業への協力 

 「理学部第二部：キャリア発達セミナー」の計画に基づき、理窓教育会会員が講師として招聘された。 

 

4.その他の活動（教育会主催） 

① 新規採用教員予定者激励会 (平成29年 3月 4日（土）) 

 本学を卒業し全国の公私立学校に新規採用の予定者を招いて激励した。 

② 編集委員会 

平成28年7月 第48号の発行について 

平成29年2月 第49号の発行について 

③ 指導委員会 

  教育センターが実施する教員採用試験対策講座［3年生対象(秋) 合宿(3月) 4年生対象（春）］へ講師

を紹介した。講義内容検討会(7月)を行った。私学教員採用対策講座（1月） 

  キャリアセンター（就職課）が実施する教職ガイダンス［4年生対象(4月) 3年生対象(11月)］及び面接

指導(2次試験対策)への講師を紹介した。 

④ 研修委員会 

平成28年9月18日（日）東京都管理職選考第一次選考合格者への面接指導を実施した。 

                                         以上 



第３号議案       平成29年度 活動計画（案） 

 
1. 東京理科大学理窓教育会総会 

 平成29年理窓教育会総会は、「書面総会」方式とする。昨年度と同様に各支部長に議案を送付し、

意見等をアンケートの形で回答してもらう。それを本部で集計し、会報第50号に詳細を掲載して、

書面で承認をしてもらうこととする。 

 

2. 各支部総会 

 各支部で実施する。実施状況を、会報第51号に掲載する。 

 

3. 地区別支部長会 

 地区別支部長会を実施する。開催を希望する地区の副会長は開催日、開催地等を本部に申し出る。 

 

4. 会報発行 

 第50号、第51号を発行する。 

 

5. 財政の健全化に向けて 

 財政の健全化を期して会費納入者の増加を図る。 

 会報発送宛先ラベルの右下部に会費納入最終年度の数字を記載し、会員の納入年度の確認に利用

しできるようにした。各支部では、本部への年会費（1名あたり1000円）の納入の呼びかけを一

層進める。 

 

6. 会員の拡大 

 同窓の教員に会報を送付し、会の活動を紹介し、会員の拡大を図る。 

 

7. 大学との協力促進 

 ① 教員希望学生への指導、採用試験等の情報提供については従来通り実施し、多くの後輩が教

職に就けるよう協力する。 

   キャリアセンター（就職課）ガイダンス、面接指導への講師派遣、教育センター講座への講

師派遣等の協力をする。 

 ② 東京理科大学維持拡充資金（第二期）事業への協力。 

  ア. 趣旨に賛同し、その募金活動を継続推進する。 

 ③ 大学の学生募集の協力。 

  ア．学生募集広報に協力する。 

    イ．第二部推薦入学の広報に協力をする。 

 ④ 公立学校採用第二次選考試験及び私学採用試験対策講座等への面接指導講師派遣に協力。  

 ⑤ ホームカミングデー運営への協力 

 ⑥ 坊っちゃん科学賞の審査・発表会への協力 

 

8. 教育管理職受験者支援(東京支部主催) 

 ア.管理職受験希望者への研修の、新しいあり方の検討をする。 

  

9. 新規採用教員予定者激励会 

  全国の公立、私立学校教員採用試験に合格した学生を招待し、激励会を開催する。 

 

                                      以上 



第4号議案　平成29年度予算(案)
　　　　平成 29 年度予算

［収入の部］ ［収入の部］
科　　目 予　算 決　算 比較増減 科　　目 予　算

前年度繰越金 124,427 124,427 0 前年度繰越金 98,531
納入会費 250,000 237,390 -12,610 納入会費 260,000
理窓会正会員協力金 10,000 10,800 800 理窓会正会員協力金 10,000
雑収入・利息他 10 41,004 40,994 雑収入・利息他 10

　　　合　　計 384,437 413,621 29,184 合　　計 368,541

［支出の部］ ［支出の部］

科　　目 予　算 決　算 比較増減 科　　目 予　算
交通費 60,000 56,106 3,894 交通費 60,000
慶弔費 20,000 0 20,000 慶弔費 10,000
会議費 2,000 0 2,000 会議費 2,000
支部長会積立金 0 0 0 支部長会積立金 0
事務費 7,000 6,231 769 事務費 7,000
会報印刷費 140,000 135,799 4,201 会報印刷費 135,000
郵送費，郵便代 100,000 106,954 -6,954 郵送費，郵便代 105,000
ホームページ更新等 20,000 10,000 10,000 ホームページ更新等 10,000
予備費 35,437 0 35,437 予備費(各支部総会出席費) 39,541

小　　計 384,437 315,090 69,347
次年度繰越金 98,531

合　　計 384,437 413,621 合　　計 368,541

平成28年度会計報告及び平成29年度予算(案)
　　　　平成29年度予算

［収入の部］ ［収入の部］
科　　　　目 予　算 決　算 比較増減 科　　目 予　算

前年度繰越金 932,477 932,477 0 前年度繰越金 932,485
本年度会計より 0 0 0 本年度会計より 0
受取利子 200 8 -192 受取利子 8

合　　計 932,677 932,485 -192 合　　計 932,493

［支出の部］ ［支出の部］

科　　　目 予　算    決　算 比較増減 科　　目 予　算
地区別支部長会費 250,000 0 250,000 地区別支部長会費 250,000
予備費 682,677 0 682,677 予備費 682,493

小　　計 932,677 0 932,677
次年度繰越金 932,485

合　　計 932,677 932,485 合　　計 932,493

会　計　監　査

平成 29 年 5月 10日　　監  査　　細川秀夫　    　田村清志　　　

　　　　　　（平成28年4月1日～平成29年3月31日）

         （平成28年4月1日～平成29年3月31日）

　　　　　　　監査の結果，正確・適正であることを認めます.

※　各支部総会出席祝金については地区別支部長会費会計から支出予定。

※　支部長会積立金は，次年度の運営を考慮し，予算の通り0円とする。

※　会報印刷費支出には，角封筒代20,520円を含む。

　　東京支部会計から通信費負担金１0,000円他

※　収入の部「雑収入・利息」欄の41,004円は東京支部会員からのご寄付30,000円　

第2号議案　平成28年度会計報告（案）

※地区別支部長会費会計

（平成29年4月1日～平成30年3月31日）

                                       会　　　計：　（各担当理事） 　齋藤常男　      澁谷重雄 　     小林　　博   　     竹村精治

（平成29年4月1日～平成30年3月31日）

平成 28 年度　会計

平成28年度 会計

※　納入会費　　　1,000円×250口　－　口座徴収料金  12,610円 ＝237,390 円。

   [ 口座徴収料金内訳　130円×65通，80円×52 通，，0円×23通（現金納入等）]


