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お待ちしております。
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愛知県立大学後援会
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保護者の皆様へ 愛知県立大学後援会 会長

荒川　秀治

　このたびはご子息・ご息女の愛知県立大学への合格を心よりお祝い申し上げます。

　新たに愛知県立大学に入学されます皆様が、この明るく清潔なキャンパスで勉学にいそしむと

ともにサークル活動など、課外活動にも思う存分力を発揮され、人間として豊かに成長されるこ

とを願う次第でございます。

　愛知県立大学後援会は、「愛知県立大学後援会会則」に基づき学生の勉学及び課外活動への支援と大学と保護者間の

連携感を深めることによって愛知県立大学の発展に寄与することを目的として平成12年9月に設立されました。

　この間、学生の学習活動への支援として、学生の研究成果を学会等で発表する際に要する交通費、新入生研修合宿に要す

る経費、サークル活動に要する物品の購入経費や大会参加費、学生が自ら行うボランティア活動に要する経費などへの助成を

行っているほか、就職活動への支援として、各種就職説明会やガイダンス、相談会に要する経費、就職事情に関するデータや書

物、雑誌の購入に要する経費などへの助成を行っております。

　また、このほかその他の活動支援として、例えば、国際交流活動、図書購入、優秀学生表彰、入学式・卒業式映像提供などに

要する経費に対して助成するなど、積極的な助成活動を実施しております。

　加えて、令和2年度は、新型コロナウイルス感染症により、本来の活動が十分に行えないサークルや学生に対する支援

も実施しております。

　皆様には、どうぞこれらの活動趣旨にご賛同いただき「愛知県立大学後援会」にご入会いただきますよう、よろしくお願い申し

上げます。

　末筆ながら、皆様とご子息・ご息女の一層のご健勝をお祈り申し上げます。

愛知県立大学　学長

久冨木原  玲

保護者の皆様へ

　保護者の皆様には、ご子息・ご息女のご入学を心よりお慶び申し上げます。

　入学生の皆さんには、本学での学びを通して、地域へ日本へ、そして世界へと飛翔する

人として成長して行かれることを願っています。本学の教職員は、その目標に向かって全力

を挙げてサポートしていきたいと思っております。

　本学は平成30(2018)年度から、従来行なわれてきた「良質の教育」の中に新たに「いのちの学びと探究」というテーマ

を掲げました。現代は科学技術・医学あるいは文化が高度に発達した時代ですが、一方で「いのち」の危険にさらされる

状況が数多く存在することもまた事実です。

　「いのち」にかかわる切実な出来事として、昨年来、世界的に猛威をふるった新型コロナウイルス感染症があります。大

学では、教養科目や専門科目を学んで高度な知識を身につけますが、それを自分や他者の「いのち」に活かすことこそ、大

学における学びの究極的な目的だと考えます。それは物理的な身体だけでなく精神的社会的身体も含めた「いのち」につ

いての学びです。どのような教育・学問も、「いのち」を輝かせ、他者を尊重し社会で共に生きる人 と々の関係について考え

ることに繋がっています。

　本学は今年、令和3(2021)年度から教養教育全体を「県大世界あいち学」として、さらに充実させました。学生の皆さん

が、愛知に軸足を置きつつ世界への視野を広げて活躍することを願った新しいカリキュラムです。多様な文化を持つ諸外

国の人 と々の共生が不可欠なグローバル時代において、愛知を知り、世界への知識と想像力を養うことは現代を生き抜い

ていくための大きな、そして大切な力となるはずです。

　また教室外での実習やフィールド・ワークあるいは海外における研修なども含めた学びの機会もなるべく多く提供したいと思っ

ております。保護者の皆様には、こうした本学の教育方針についてご理解を頂き、ご協力を賜りますよう、お願い申し上げます。

■会 費

■お申込み方法：定められた入学手続日までに同封の
 「愛知県立大学後援会会費振込依頼書」により、
　会費をお振込みいただきますようお願い申し上げます。

■お問い合わせ先
　愛知県立大学後援会事務局
　TEL 0561-76-8811（ダイヤルイン）

内 訳 会費金額

学 部 生 年間6千円×4年 24,000円

大学院生（博士前期課程） 年間6千円×2年 12,000円

大学院生（博士後期課程） 年間6千円×3年 18,000円

入会のご案内

愛知県立大学後援会では、

学生の学習活動やキャンパスライフ、

就職活動などの支援をしています。



国語国文学科　新入生歓迎研修旅行
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　国際関係学科の学生が企画・運営する恒例行事「新入生歓迎
合宿」は、春の週末に1泊2日で行われます。今年は、新入生58名、
上級生7名、教員8名が参加し楽しく交流しました。初日の2年生
企画では、学科および教員紹介、上級生留学報告会、チーム対抗
ゲーム・クイズを通じて、今後の大学生活のイメージやお互いについ
て知ることができました。ゲームで活躍した新入生に、景品として
教員から世界各地のお土産が渡されるのも、国際関係学科ならで
はのことです。2日目の1年生企画のゲームも、合宿委員を中心に全
員で協力して行い、より親睦を深めるものとなりました。

　中国学科では、毎年新緑が美しい4月に新入生歓迎会を開催
します。新入生、上級生と教員が美味しい料理の並んだテーブ
ルを囲んで、お互いの懇親を深めます。新入生の個性あふれる
自己紹介で懇親会は始まります。その後、上級生から授業や学
生生活についての話を聞きます。教員に履修や留学に関してア
ドバイスを求める時間もたっぷりあります。
　歓迎会の楽しい時間はあっという間に終わりますが、参加者
同士の距離が一気に縮み、新入生にとっては、新しい環境に溶
け込み、有意義な大学生活を送るためのまたとない機会になる
と信じています。

外国語学部

中国学科　新入生歓迎会

国際関係学科　新入生歓迎合宿

　国語国文学科では、毎年四月に新入生歓迎研修旅行を実施
しています。事前学習の後に、教員と新入生とで、国語学、国文
学、また漢文学に関わりの深い土地や史跡をめぐります。このよ
うな場所に直接行き、体験することによって、今後学科で学ん
でいく専門領域の学問に関して、各々がより積極的な興味をい
だき、深く考えることができるように意図して行っています。ほ
とんどの学生が旅行に参加することにより、学科内の親睦も深
まり、学生生活を円滑にすすめていく一助にもなっています。本
年度は飛騨・高山方面の文学史跡、資料館を訪ねました。

●名古屋城下町のフィールド調査

●令和元年度 上智大学・静岡県立大学・愛知県立大学合同ゼミ

●国際法模擬裁判大会ジャパンカップ2019への参加

●教育発達学演習Ⅰ・Ⅱ 愛知県立刈谷高等学校における授業研究への参加

●総合地球環境学研究所・愛知県立大学合同ポスター研究発表会

●AQIS2019（19th Asian Quantum Information Science Conference）における研究発表

●文部科学省情報ひろば企画展示「フィールドワーク写真展」への参加

●ERM2019（The European Retina Meeting 2019 欧州網膜国際会議2019）への参加

●「IEEE EMBC2019」への参加

●教育福祉学部教育発達学科「夏合宿」

●東京の貧困問題・平和についての学習活動

●静岡県伊豆市におけるフィールドワーク

●国際ロボット競技会への参加

●社会的養護フィールドワーク

●三河ダルク利用者との交流会

情報科学部

キックオフセミナー

　学生たちは、授業への取組みの他、様々な研究活動や自

主的な学習活動を活発に行っています。後援会では、新入生

研修や成果発表に要する旅費、学会参加費などの一部を支

援しています。ここでは、支援活動の一部を紹介します。
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今回掲載の無い
学部学科も
支援しています。

その他の学習活動支援

開催費支援

旅費支援

日本文化学部 旅費支援

開催費・旅費支援

自主的学習活動
の支援

　キックオフセミナーは、大学で何をどのように学ぶべきかについ
て、情報科学部の教員や先輩、新入生同士で話し合う機会です。
講演会では、学部長からのメッセージを始め、大学で学ぶための
心構えについて話がありました。その後グループワークとして、１・２
年生を対象としたPBL（課題解決型の授業）のテーマ決定を行い
ました。生協食堂での親睦会では理事長からのメッセージがあり
ました。親睦会は先輩の体験談、教員からの情報分野での研究
展開状況など、学生生活を考えるうえで貴重な話を聞くとともに、学
生間の交流を深める良い機会となっております。

教育福祉学部

教育発達学科　オリエンテーション合宿
　教育発達学科では、新入生全員を対象としたオリエンテーショ
ン合宿（1泊2日）を例年4月に犬山で開催しています。新入生と教
員の自己紹介に始まり、教育発達学科の4年間の成長を記録する
ポートフォリオの説明や、学科内のコースごとに分かれて、これから
の大学生活に関わる期待や不安、学びについて教員と新入生、在
学生が自由に語り合います。他にも、幹事を務める2年生によるレク
リエーションやスライドを用いた学科紹介、犬山城散策などの企画
もあり、楽しみながら相互の親睦を深め、今後の大学生活へのイ
メージを明確にしていきます。

旅費支援

●国際人道法模擬裁判大会国内予選への参加

●教育臨床「実習」への参加

●第26回ITS世界会議シンガポール2019

静岡県伊豆市におけるフィールドワーク

英米学科も
支援していただきました！

2019年度 事例

2019年度 事例

2019年度 事例

2019年度 事例

2019年度 事例
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　就職活動に必要な業界研究
や面接対策等の図書を、毎年
多数購入しています。

　ＯＢ・ＯＧを講師とした就職セミナー等を開催する際、講師の謝金・交通費をはじめとした開催に必要な費用を助成しています。

　個別就職相談や履歴書、エ
ントリーシートの添削、面接練
習などを行う専門相談員の人
件費の一部を助成しています。

　毎年８月に実施していたオープンキャンパスは、新型コロナウイルス感染症の拡
大の影響により中止となりました。
　令和２年度は代替として、８月５日（水）、１９日（水）の２日間で、Webによる
オープンキャンパスを開催しました。
　各種説明会や全学科・専攻ごとの学科紹介・模擬授業、各種個別相談を実施
し、参加者からは多くの質問が寄せられました。海外からの参加者もいらっしゃ
るなど、２日間で1000名近くの方にご参加いただきました。
　後援会では、オープンキャンパスの広報や物品購入などに助成をしています。

　第22回県大祭は11月2日、3日に行われました。第22回は新しい元号になって最
初の県大祭です。「もう平静ではいられない〜県大祭おもしれいわ〜」をテーマに
新しい時代のスタートを切る素敵な県大祭となるように、実行委員全員で尽力して
まいりました。
　ゲーム企画や展示企画は今年も盛んに開かれ、特に外部企業の協力のもと行っ
た体験型企画ではお子様から大人の方までたくさんの方に楽しんでいただきまし
た。種類豊富な食べ物が揃った模擬店や、県大祭を熱く盛り上げたステージは来
場者の方に楽しんでいただけたと思います。そして、今年も後援会のご支援によ
り、目玉企画であるお笑いライブ「KDL」を成功させることができました。話題の
お笑い芸人の方 を々お呼びし、会場は多くの方の笑顔で包まれました。
　第22回県大祭は、後援会を始め多くの方々にご協力いただいて完成させること
ができました。 第23回県大祭も、どうぞご期待ください。

県大祭実行委員会

オープンキャンパス

令和2年3月の学部卒業生の就職内定率は、過去最高 99.9％を達成しました。

　三菱UFJ銀行、大垣共立銀行等の金融・保険業に41名、デンソー、豊田自動織機、シャープ等の製造業に96名、日本航空のキャビ
ンアテンダントとして5名が就職をしています。
　また、この他には、法務省等の国家公務員として2名、愛知県庁、名古屋市等の地方公務員として計62名、愛知県、名古屋市、岐阜県
教育委員会等の教員として27名が就職をしています。

就職関係図書の購入

就職セミナーの実施

個別就職相談の実施

金融・保険業

41名
製造業

96名
キャビン

アテンダント

5名
国家公務員

2名
地方公務員

62名
教 員

27名

　地元の長久手市をはじめ、地域の方々に開かれた県大祭

と、全国各地から高校生が見学に訪れるオープンキャンパ

スは、県大の２大イベントです。後援会では県大祭実行委

員会に芸能人誘致費、オープンキャンパスに広報費や物品

購入費などを助成しています。

　キャリア支援室では、就職ガイダンス、セミナー、個別就

職相談等を実施し、学生の自発的及び積極的な就職活動

を支援しています。後援会では、以下の活動の助成を行っ

ています。
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就職おめで
とう！

誘致費・運営費支援

広報・物品購入等支援

就職活動の支援

拙者
、にに

んじ
ゃで
ござ
る!

大会
をみ
んな
と

盛り
上げ
たで
ござ
る！

2019年度 事例

WEBオープンキャンパス 20202019 オープンキャンパス

県大祭
オープンキャンパスの支援
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フィギュアスケート部

　能楽部ではほぼ全員が初心者から活動を始
めています。月に2回能楽師の先生によるお稽
古をつけて頂いて年に3回ある大会に向けて
練習をしています。県大祭では能楽をより多く
の人に知ってもらうために、能楽に関する展示
と仕舞の実演をしています。
　後援会からは、大会の参加費用の他にも仕
舞の練習に使う仕舞扇を支援して頂きました。　
　どちらも学生にとっては高額なものになるので
部員全員の負担が減ってとても助かっています。

●支援したサークル

　子どものひろばは、年２回のキッズパークのほか、小学校や児
童館での外部ボランティアにも参加しているボランティアサーク
ルです。キッズパークは7月中旬と11月下旬に行われるイベント
で、毎回約600人の子どもたちが遊びに来てくれます。
　後援会の支援では、そんなキッズパークを子どもたちに宣伝す
るチラシなどに必要なコピー用紙を購入させていただきました。
これからもボランティア活動を通して子どもたちと楽しく関わっ
ていきたいです。

　愛知県立大学美術部です。水曜日に部室で活動を行なって
います。普段は部員それぞれが思い思いの方法、画材などを用
いて制作に励んでいます。また、毎年県大祭に向けては部内で
テーマを設定し、そこから着想を得たイラスト作品の展示やポス
トカードの販売を行なっています。
　後援会から作品制作に欠かせない各種用紙や絵の具、カ
ラーペンなどの購入を支援していただきました。

　私たち愛知県立大学広告放送研究会UABCは、ラジオ番組の
制作・放送を中心に活動を行っています。活動は学内だけに限ら
ず、NHKコンテストに向けたラジオドラマ・音声CMの制作や、外部
のイベント司会等の依頼も受けています。今年度から、愛知県陶磁
美術館企画展の展示作品の音声ガイドの担当をしたり、制作した
ラジオをネットで公開したりして、多くの人に楽しんでもらえるアナウン
ス、音響操作、編集ができるよう、日々 活動しています。
　後援会からは、ラジオ収録に使用するためのヘッドフォンや変
換アダプターを購入していただきました。

　私たち卓球部は、週二日で活動しています。春と秋には東海学
連主催のリーグ戦に出場しています。そこでまずは３部リーグに
昇格するために日々練習に励んでいます。部活の雰囲気は非常
によく、初心者、経験者の壁無く卓球を楽しんでいます。後援会
からは、大会参加費を支援していただきました。現在は部員数約
３０人と決して多くはないですが、多くの人に興味を持って入部し
てもらえるように活動を頑張っていきます。

　私たち硬式テニス部は、テニスが上手になりたいという思いを持
つ愛知県立大学の生徒があつまり、毎週水・土曜日に活動をして
います。歴史ある部活のため、とても上手なOB・OGの先輩との交
流があり、大変刺激になっています。
　夏の一大イベントであるリーグ戦（団体戦）では、部員が一丸と
なって他校の方たちと試合を行います。今年はエントリー代を後援
会より支援いただきました。多くの公式戦や交流試合に参加するた
め、年齢、所属に関わらず多くの人と関わることができるのがこの
部活の良さです。ぜひ一度テニスコートに来てみて下さい！

　私たちフィギュアスケート部は、週2日大須にある名古屋スポー
ツセンターで活動しています。スケートを大学生から始めた部員
が多く、他の大学のスケート部とも交流しながら楽しく活動して
います。県内の大学が集まって行う大会や、全国の大学が集まっ
て行う大会に私たちも出場しており、昨年度は団体で2位を頂き
ました。
　後援会からはこれらの大会の出場費やスケート連盟への登録
費を支援して頂きました。

能楽部

広告放送研究会 UABC

卓球部

硬式庭球部

　後援会は、サークル活動に必要な大会の参加費や物品

の購入等を定期的に援助し、充実したサークル活動ができ

るように助成しています。04
参加費支援

参加費支援

参加費支援

子どものひろば 物品購入支援

美術部 物品購入支援

物品購入支援

硬式庭球部／バドミントン部／サイクリング部／水泳部／準硬式野球部／弓道部／ダイビングサークル／フィギュアスケート部
硬式テニスサークル／卓球部／陸上競技部／茶華道部／吹奏楽サークル／ACCA（愛知キャンプカウンセラー協会）／県大祭実行委員会
Jazzサークル武者狸／子どものひろば／広告放送研究会UABC／美術部／小説サークル～Sosius～／能楽部／めだかの会（障害児問題研究会）

参加費・物品購入支援

みんなで楽しく描いてます♪

コピー用紙
大活躍！

2019年度 事例

2019年度 事例

2019年度 事例

2019年度 事例

2019年度 事例

2019年度 事例

2019年度 事例

サークル活動の支援
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第１章　総　則
第１条　本会は愛知県立大学後援会と称し、愛知県立大学内に置く。

第２条　本会は、本学に在学する学生（大学院生を含む。以下同じ。）の勉学　
　　　　及び課外活動の助成と大学と学生の保護者等の連絡、交流並びに会
　　　　員相互の連帯感を強めることをもって、本学の発展に寄与することを
　　　　目的とする。

第３条　本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
　　　（１）学生の研究、勉学、サークル活動、ボランティア活動等を触発さ
　　　　　  せるための諸事業の実施とそれにより優れた成果を修めた者へ
　　　　　 の顕彰に関すること。
　　　（２）学生の福利厚生に関すること。
　　　（３）学生の就職活動の支援に関すること。
　　　（４）学生の実習等の支援に関すること。
　　　（５）大学の国際交流の支援に関すること。
　　　（６）大学と学生の保護者等との連絡、交流に関すること。
　　　（７）その他本会の目的達成及び本学の発展に供すること。 

第２章　会員及び役員
第４条　本会は、次の会員をもって組織する。
　　　（１）本学に在籍する学生の保護者又は学生
　　　（２）本学教職員並びに学外者で本会の趣旨に賛同する者

第５条　本会に次の役員をおく。
　　　（１）会長 １ 名　（２）副会長 ２ 名
　　　（３）理事 若干名　（４）監事 ２ 名

第６条　役員の任期は１年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場
　　　　合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

第７条　会長は、本会を代表し、会務を統括する。
　2　副会長は、会長を補佐し会長に事故があるときは、その職務を代行する。
　3　会長及び副会長は、理事の互選により選出する。

第８条　理事は、会務運営について審議する。
　2　監事は、本会の業務及び会計を監査する。
　3　理事及び監事は、会員の中から会長が推薦した者を理事会に諮り会長
　　  が委嘱する。

第３章　会　議
第９条　本会の会議は総会及び理事会とする。

愛知県立大学後援会会則

令和2年度愛知県立大学後援会役員

第１０条　総会は、毎年１回開催し、本会運営の基本方針を決定する。た
　　　　　だし、会則の変更、その他会長が必要と認めるときは、臨時総
　　　　　会を開くことができる。

第１１条　 理事会は、会長が必要と認めたときに開催し、総会の決定に基
　　　　　づく具体的運営を決定する。

第１２条　基本方針に大きな変更なき場合は、理事会をもって総会に代え
　　　　　るものとする。ただし、この場合は、その審議結果について県大
　　　　  ホームページ等をもってこれを周知するものとする。

第１３条　総会及び理事会は、半数以上の出席で成立し、議事は、出席者
　　　　  の過半数をもって決定し、可否同数の場合は、議長が決定する。
　　　　　ただし、出席できない場合は、委任状をもってこれに代えること
　　　　　ができる。

第１４条　本会は、大学との連絡を密にするため顧問若干名をおく。顧問
　　　     には、愛知県立大学学長、副学長、各学部長、各研究科長、入試・
　　　     学生支援センター長、教育支援センター長、教養教育センター長、
　　　     学術研究情報センター長、地域連携センター長、事務部門長及
　　　     び理事会で必要と認めた者を委嘱する。なお、顧問は必要に応
　　　     じて総会及び理事会に出席し意見を述べることができる。

第１５条　本会の事務を処理するため、書記を若干名置く。

第４章　会　計
第１６条　本会の経費は、会費をもってあてる。
　2　会費は、第４条の会員（１）にあっては年間６千円とし、これに修業
        年限を乗じた額とする。（２）にあっては一口５千円とし毎年７月末ま
         でに納入するものとする。
　3　既納の会費は、返還しないものとする。

第１７条　本会の会計年度は、４月１日に始まり翌年３月３１日に終わる。

第１８条　本会の予算及び決算は、理事会の議決を経て、総会の承認を得
                 なければならない。ただし、総会に代える場合は、第１２条を準
                 用する。

第１９条　この会則に定めるもののほか、本会の運営に関する必要な事項
　　　　  は、会長が別に定める。
附　則
　1　この会則は、平成１２年６月１０日から施行する。
　2　この会の発足時の理事は、この会の発起人をもってあてる。
附　則
　この会則は、平成１９年５月１９日から施行する。

会　長 荒川　秀治 情報科学部２年生の保護者

副会長
生熊　勝代 外国語学部２年生の保護者
城所　順子 日本文化学部２年生の保護者

理　事
佐田　美日 教育福祉学部２年生の保護者
朝岡　晶子 日本文化学部１年生の保護者
杉本　会里 教育福祉学部１年生の保護者

監　事
安田　由美子 外国語学部１年生の保護者
市川　由紀子 情報科学部１年生の保護者

顧　問

久冨木原　玲 学長
丸山　真司 副学長 総括
百瀬　由美子 副学長 戦略企画・広報担当
竹中　克行 外国語学部長
大塚　英二 日本文化学部長 兼 国際文化研究科長
山本　理絵 教育福祉学部長 兼 人間発達学研究科長
神山　斉己 情報科学部長 兼 情報科学研究科長
中田　晋自 入試・学生支援センター長
太田　淳 教育支援センター長
上川　通夫 教養教育センター長
梶原　克教 学術研究情報センター長
宇都宮  みのり 地域連携センター長
鈴木　雅仁 事務部門長

　後援会では、その他の活動にも学生たちのキャンパス

ライフが快適で有意義なものになるように積極的な助

成活動をしています。

　なお、令和2年度は新型コロナウイルス感染症により、影響を受

けた学生やサークル活動等に対して、特別に支援を行っています。
05その他の支援

その他の活動　

●「愛知県公立大学法人 学生緊急支援基金」への寄附

●学生生活に不安を抱えている学生へのカウンセリング強化への支援

●交換留学等により留学していた学生に対する支援

●サークル活動が十分に行えない公認サークルへの支援

●入学式・卒業式への助成

●図書・視聴覚資料の購入

●優秀学生表彰記念品の購入

●国際交流活動への助成

●「愛知県立大学　学報」印刷・発送費（後援会加入者）

●災害備品の購入

●新入生配布用愛県大オリジナル甘酒「愛ｒｉｃｈｅ」の購入

　令和2年度は、新型コロナウイルス感染症により、新入生歓迎会、課外活動、県大祭などの行事

や活動の多くが中止となり、本来の活動支援が難しい状況にあります。

　そこで後援会では、令和2年度に限った措置として、本来の活動が十分にできない状況にある

学生やサークルへの支援を実施しています。

新型コロナウイルス感染症による
影響を受けた学生への支援

2019年度 事例


