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１． 運営事業                               

（１） 総会、理事会、支部長会議                                                          

１． 総会 

① 第１回総会（2018年度入学式前）                             

     日時会場 ： 2018年 04 月 8日（日）札幌コンベンションセンター 

     報告事項 ： 後援会概要 

     審議事項 ： 2017年度事業報告･決算、2018年度事業計画･予算 

   ② 第２回総会（2018年度学位記･卒業証書授与式前）                            

     日時会場 ： 2019年 03 月 21 日（木・祝）札幌コンベンションセンター 

     審議事項 ： 2018年度事業報告･仮決算、2019年度事業計画･予算 

 

２． 理事会 

   ① 第１回理事会 ※北海道胆振東部地震の影響により中止（資料送付） 

     日時会場（当初予定）： 2018年 09 月 6 日（金）ニューオータニイン札幌 

     報告事項 ： 学園動向、地区別懇談会実施要領 

     審議事項 ： 学位記授与式時の総会、2019年度地区別懇談会開催日程について 

そ の 他 ： 2019年度 AO方式入試について 

   ② 第２回理事会                                            

     日時会場 ： 2019年 02月 21 日（木）京王プラザホテル札幌 

     報告事項 ： 学園動向、2019 年度入試結果(中間報告) 

     審議事項 ：  2018年度事業報告･仮決算、2019年度事業計画･予算 

     そ の 他 ： 2018年度学位記授与式の挙行及び総会の開催について 
 
３． 支部長会議                             

     日時会場 ： 2018年 07月 14 日（土）センチュリーロイヤルホテル 

     報告事項 ： 2017年度支部活動状況、第 40回九十九祭における全国 10支部協賛事業、 

     報告事項   2018年度事業計画･予算、2019年度入試概要 

意見交換 ： 支部活動の活性化に向けて 
 

（２） 地区別懇談会                                                              

     期  間 ：  2018年 10月 13日（土）～ 2018年 11月 4 日（日） 

     会  場 ：  道内 07地区（札幌、旭川、北見、釧路、帯広、函館、苫小牧）*札幌 3会場 
           道外 08地区（青森、盛岡、仙台、東京、大阪、名古屋、福岡、那覇） 
 

出 席 率 ： 下表（27.3％：学生換算 937/3,429名） 
※出席（名）＝学生換算 ※学生総数（名）＝ 2018.11 時点 

 
 
 
 
 

 

 

 

学部･学校･大学院 

2018 年度 2017 年度（昨年度） 
増減 
（％） 

出席率 
（％） 

出席 
（名） 

学生 
総数 
（名） 

出席率 
（％） 

出席 
（名） 

学生 
総数 
（名） 

学部 28.8 914 3,170 30.7 978 3,185 0▲1.9 

 

薬学部 32.2 324 1,006 33.2 341 1,028 ▲1.0 

歯学部 39.5 166 420 44.8 185 413 ▲5.3 

看護福祉学部 20.2 136 679 18.2 125 687 2.0 
看護学科 18.2 87 477 16.2 76 469  2.0 

臨床福祉学科 24.3 49 202 22.5 49 218 1.8 

心理科学部 24.5 68 278 28.1 94 334 ▲3.6 

臨床心理学科 24.0 63 262 26.7 70 262 ▲2.7 
言語聴覚療法学科 31.3 5 16 33.3 24 72 ▲2.0 

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科学部 27.3 215 787 32.2 233 723 ▲4.9 
理学療法学科 28.0 102 364 36.2 127 351 ▲8.2 
作業療法学科 21.5 39 181 22.7 41 181 ▲1.2 

言語聴覚療法学科 30.6 74 242 34.0 65 191 ▲3.4 
歯学部附属歯科衛生士専門学校 25.6 23 90 19.4 20 103 6.2 

大学院 3.0 5 169 1.2 2 170 1.8 

学園計 27.3 2937 3,429 28.9 1,000 3,458 0▲1.2 
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（３） 支部活動支援、後援会広報                                                           

１． 支部活動支援 

活動経費補助 ：全国 10支部（道央、道北、道東、道南、東北、関東、関西、中･四国、九州、沖縄） 
 

２． 支部懇談会の開催支援 

 ① 道東支部懇談会 日時・会場 ：2018年 10月 26日（金）釧路プリンスホテル 
 

３． 後援会広報活動 

 ① 後援会全国 10支部協賛 ニッポン全国特産品市 / 進路･就職･キャリア形成なんでも相談会                                     

     日時・会場 ： 2018年 06月 16日（土）、17 日（日）九十九祭（当別キャンパス） 

    内   容 ： 各支部の特産品等を大学祭参加者へ提供することにより､後援会の周知､大学の全国性アピール、 

在学生と卒業生との架け橋となるイベントを実施。併せて、進路、就職、キャリア形成等、内容

を問わない相談ブースを設置。当該イベント開催期間に合わせ、後援会認知度アンケートを実施。 

 ② 後援会広報誌 Polarisの発刊                                      

     後援会概要、事業報告･決算、事業計画･予算、学園動向等を掲載 … 地区別懇談会の各会場で配布 
 

（４） 会員連絡･調査、学園広報                                                             

① 事業の開催案内（地区別懇談会）                     

② 会費納入通知                                  

③ 会員名簿管理（同窓会との連携）                          

④ 新入生ご父母への情報提供（入学式）                          

⑤ 在学生ご父母への情報提供（地区別懇談会）                             

⑥ 会員への情報提供（在学生:年度末、卒業生:同窓会との随時連携）                                   

資料送付（学園広報誌） 
 

（５） 学園式典支援                                                                          

入学式、学位記･卒業証書授与式 ： 学生及びご父母への記念品等の配布 
 

（６） 周年記念事業準備支援                                                                          

学園創立 50 周年記念事業（2024年）に向けた準備支援 
 

（７） 第３号会員の入会促進                                                                        

後援会の目的及び事業に賛同する個人又は法人（第 3号会員）の入会促進 

（第 1号会員:在校生父母又は学費支弁者、第 2号会員:卒業生又は修了生） 

第 3 号会員の入会状況 

   新規 継続 入会金 会費 計 

2018年度 1 17 10,000 290,000 300,000 

※2019年 3月 31日現在。 
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２． 学生生活助成事業                                 

（１） 保健関係                                                                             
     医療費自己負担額に対する補助（診療費補助制度）により、学生の健康管理をサポート 
 

（２） 定期健康診断                                                                         

     定期健康診断、予防接種等の受診に係る経費を助成 
 

（３） 国家試験対策                                                                          

     模擬試験等の国家試験対策に係る経費を助成 
 

（４） 就職活動                                                                           

     就職対策（特別キャリアデザイン講座、セミナー開催等）に係る経費を助成 
 

（５） 学生教育災害傷害保険                                                                

     正課中等の傷害に対応した「学生教育災害傷害保険」に係る経費を助成 
 

（６） 奨学金                                                                              

     学校法人東日本学園奨学金に係る経費を助成 
 

（７） 新入生オリエンテーション                                                            

     新入生オリエンテーション開催に係る経費を助成 

     開催日時 ： 2018 年 04月 9日（月）、10日（火） 
 

（８） 海外語学研修参加学生の渡航                                                            

     海外語学研修参加学生の渡航に係る経費を助成 

     研修先：カナダ・アルバータ大学 期間：2018年 08月 04日（土）～24日（土） 
 

（９） 海外の大学間・学部間連携大学への学生派遣                                                           

    渡航に係る経費を助成 
 

（10） 課外活動                                                                              

     課外活動に係る経費を助成 
 

（11） 食堂等の運営                                                                         

     食堂環境整備、サービス向上及び価格低廉化等に係る経費を助成 
 

（12） 保健センター運営                                                                         

     保健センター運営に係る経費を助成 
  
３． 同窓会助成事業                                
 
 （１） 同窓会活動支援                                                                       

１． 活動支援        同窓会活動に係る経費を助成 

     ・薬学部同窓会            ：会長  桂 正俊  12期 

     ・歯学部同窓会            ：会長  蓑輪隆宏  1 期 

     ・福慧会                ：会長   川村武昭  3 期 

     ・臨床福祉学科同窓会           ：会長  小畑友希  1 期 

     ・臨床心理学科同窓会           ：会長  上河邉力  6 期 

     ・あいの里ＳＴ会            ：会長  石黒恵美子 8 期 

     ・理学療法学科同窓会        ： 会長  武田智洋  1 期 

    ・作業療法学科同窓会         ： 会長  田丸仁啓  1 期 

・歯学部附属歯科衛生士専門学校同窓会 ： 会長  梶美奈子  2 期 

２． 広報支援      同窓会広報誌等の発送に係る通信費を助成 

３． セミナー等支援   同窓会主催セミナー等に係る経費を助成 

４． 同窓生研究活動助成 同窓生の研究活動の活性化に係る経費を助成 

 

３ 


