
京都精華大学同窓会「木野会」決算報告書(2020年4月1日～2021年3月31日）

収入の部
科 目 摘 要 予 算 決

・
算 差 額

前年度繰越金 2019年度より繰越 31,447,435 31,447,435 ゜
会費収入 2020年度振替 10,070,000 10,410,000 ▲340,000

既卒業生、在学生 ゜ ゜ ゜
小 計 41,517,435 41,857,435 ▲340,000

寄付金 ゜ ゜ ゜
受取利息 注1 1,000 810 190 

総 計 41,518,435 41,858,245 190 

支出の部
科 目 摘 要 予 算 決 算 差 額

事業喪① 会報全般 3,000,000 3,055,919 ▲55,919

事業喪② 総会 懇親会費 50,000 ゜ 50,000 

事業費③ ホームページ管理費•更新費 300,000 147,620 152,380 

事業費④ 卒業式（花・交通費） 400,000 293,700 106,300 

事業費⑤ 在学生支援 1,000,000 16,000,000 ▲15,000,000

事業袈⑥ 卒業生支援 200,000 ゜ 200,000 
／」＼計 4,950,000 19,497,239 ▲14,547,239

支部補助費 西日本支部 68,000 ゜ 68,000 

滋賀支部 58,000 140 57,860 

東海支部 60,640 370 60,270 

近畿支部 ゜ ゜ ゜
九州支部 221,000 25,389 195,611 

沖縄支部 58,500 ゜ 58,500 

韓国支部 130,000 ゜ 130,000 

関東支部 50,000 ゜ 50,000 
小 計 646,140 25,899 620,241 

支部イベント翌 西日本支部 ゜ ゜ ゜
滋賀支部 ゜ ゜ ゜
東海支部 ゜ ゜ ゜
近畿支部 100,320 ゜ 100,320 

九州支部 ゜ ゜ ゜
沖縄支部 70,000 ゜ 70,000 

韓国支部 ゜ ゜ ゜
関東支部 100,000 ゜ 100,000 
イベント予備費（通信費含む） ゜ ゜ ゜

小 計 270,320 ゜ 270,320 

旅費・交通費 理事会5回、 役員会、 総会等 1,500,000 45,612 1,454,388 

事務局人件費 1名 2,400,000 1,944,911 455,089 

会議既 理事会5回、 常任理事会等 30,000 4,176 25,824 

通信喪 発送費等 20,000 4,318 15,682 

事務費 20,000 71,106 ▲51,106

慶弔喪 30,000 ゜ 30,000 

振込手数料 70,000 ゜ 70,000 

予備翌 100,000 ------ 100,000 

小 計 4,170,000 2,070,123 2,099,877 

次年度繰越金 31,481,975 20,264,984 11,216,991 

総 計 41,518,435 41,858,245 ▲339,810

支部補助金繰越明細
西日本支部 68,000 

滋賀支部 57,860 

東海支部 60,270 

関東支部 50,000 

近畿支部 ゜
九州支部 195,618 

沖縄支部 58,500 

韓国支部 20,500 
小計 510,748 

支部イベント既残高繰越明細 I小計

東海支部 39,910 

韓国支部 69,700 

九州支部 72,250 
小計 181,860 

I本部未送金分1 ▲40,0891

大学口座繰越分 19,209,174 

ゆうちょ口座 403,289 

注1.各支部受取利息
注2 I大学 803 

注2 I本部 4 
九小11支部 3 

厚 810 

注2
注2.本部から各支部への未入金含
九州支部 22,932 

滋賀支部 8,267 

西日本支部 8,890 
40,089 

I受取利息計

［資金有高

2]九州支部分。ただし前年度分▲1円を除く

20,264,984] 

2020年4月1日から2021年3月31日の木野会会計決算に関しまして、
上記の通り報告いたします。

2021年b月 8 日

｀甚千豪雪
会計手津 杖且 聾け）

会計監査の結果、2020年4月1日から2021年3月31日の木野会会計決算に関し、
鋭意精査いたしました結果、上記の通り相違ないことを報告いたします。

監査

監査

州Q ど

箭ク＼ I正

- I,月人

⑤

謳

※収入の部の▲印は予算額より決算額の増額を、支出の部の▲印は決算額の予算超過を意味します。













【収入の部】
科目 摘要 予算額(A) 決算額(B) 差額(A)-(B)

年度活動費 ¥58,500 ¥58,500 ¥0

その他収入 銀行利子 ¥0 ¥0 ¥0

合計 ¥58,500 ¥58,500 ¥0

【支出の部】
科目 摘要 予算額(A) 決算額(B) 差額(A)-(B)

¥0 ¥0

¥0 ¥0

¥0

¥0

会議費（年2回） ¥8,000 ¥0 ¥8,000

¥0

¥0

¥0

会議交通費 ¥7,500 ¥0 ¥7,500

¥0

¥0

¥0

一般通信費 ¥5,000 ¥0 ¥5,000

¥0

¥0

¥0

精華人原稿料 ¥10,000 ¥0 ¥10,000

コピー代(インク代含) ¥5,000 ¥0 ¥5,000

¥0 ¥0

¥0

振込手数料 ¥3,000 ¥0 ¥3,000

予備費 ¥20,000 ¥0 ¥20,000

小計 ¥58,500 ¥0 ¥58,500

次年度繰越金 ¥0 ¥58,500 ¥-58,500

合計（小計＋繰越金） ¥58,500 ¥58,500 ¥0

【収支決算】

総収入合計 総支出合計 次年度繰越金

¥58,500 ¥0 ¥58,500

2020年　3月　31日　　
上記の通り報告いたします。

小野　晃生 　　　　印

　　　　印

印

通信費

事務費

京都精華大学　木野会沖縄支部　　　　2020年度決算書
＜2020年4月1日～2021年3月31日＞

事業費

会議費

交通費









【収入の部】
科目 摘要 予算額(A) 決算額(B) 差額(A)-(B)

2019年度活動費 ¥50,000 ¥50,000 ¥0

その他収入 銀行利子 ¥0 ¥0

合計 ¥50,000 ¥50,000 ¥0

【支出の部】
科目 摘要 予算額(A) 決算額(B) 差額(A)-(B)

¥0 ¥0 ¥0

¥0

¥0

¥0

会議費（年3回） ¥9,000 ¥0 ¥9,000

¥0

¥0

¥0

会議交通費 ¥30,000 ¥0 ¥30,000

¥0

¥0

¥0

一般通信費 ¥0 ¥0 ¥0

¥0

¥0

¥0

精華人原稿料 ¥0 ¥0 ¥0

コピー代(インク代含) ¥1,000 ¥0 ¥1,000

¥0

¥0

振込手数料 ¥0

予備費 ¥10,000 ¥0 ¥10,000

小計 ¥50,000 ¥0 ¥50,000

次年度繰越金 ¥0 ¥50,000 ¥-50,000

合計（小計＋繰越金） ¥50,000 ¥50,000 ¥0

【収支決算】

総収入合計 総支出合計 次年度繰越金

¥50,000 ¥0 ¥50,000

2021年　3月31日　　
上記の通り報告いたします。

宮脇　誠 　　　　印

宮脇　浩美 　　　　印

事務費

京都精華大学　木野会　関東支部　2020年度決算書
＜2020年　4　月　1　日～2021年　3　月31日＞

事業費

会議費

交通費

通信費

宮
脇

宮
脇



収⼊の部
科  ⽬ 摘  要 予算額 備  考

前年度繰越⾦ 2020年度からの繰越⾦ 20,264,984
会費収⼊ 前受⾦振替 10,270,000
受取利息 800
合計 30,535,784

⽀出の部
科  ⽬ 摘  要 予算額 備  考

事業費 ①会報「精華⼈」（制作、印刷、発送）
送料を前年度予算額から500千円減額した

2,500,000

②総会・懇親会費（１回） 50,000
③ホームページ（管理・更新）
実績に基づき前年度予算額から100千円減額した

200,000

④卒業式
（退職教職員宛花代・卒業⽣贈答品・出席者交通費）
実績に基づき前年度予算額から100千円減額した

300,000

⑤在学⽣⽀援（京都精華⼤学展） 1,000,000
⑥卒業⽣活動⽀援 200,000

⼩   計 4,250,000
⽀部活動費 ⻄⽇本⽀部活動 58,000 10000円返却但し8890円本部未⼊⾦含む

滋賀⽀部活動 58,000 未⼊⾦￥8,267含む8407円を送⾦要
東海⽀部活動 60,270
近畿⽀部活動 0
九州⽀部活動 221,000 25,389円を本部から送⾦要
沖縄⽀部活動 58,500
韓国⽀部活動 130,000
関東⽀部活動 50,000

⼩   計 635,770
⽀部イベント費 ⻄⽇本⽀部イベント 0

滋賀⽀部イベント 0
東海⽀部イベント 100,320
近畿⽀部イベント 0
九州⽀部イベント 197,000 147,682円を本部から送⾦要
沖縄⽀部イベント 0
韓国⽀部イベント 100,000
関東⽀部イベント 0

⼩   計 397,320

運営事務費
旅費・交通費（理事会5回、役員会、総会等）
理事間申し合わせにより年に1回の理事会を除き、原則オンラインでの実施のため、
交通費を減額した。

500,000

事務局⼈件費（１名）
事務局に関して⼤学教育後援会業務との分担により⼈件費を折半としたため減額

1,500,000

会議費（理事会5回、常任理事会等） 30,000
通信費（発送費） 20,000
事務費 20,000
慶弔費 30,000
振込⼿数料 70,000
予備費 100,000

⼩   計 2,270,000
⼩  計 7,553,090
次年度繰越⾦ 22,982,694
合  計 30,535,784

2021年度 京都精華⼤学同窓会「⽊野会」予算書（案）
2021年4⽉1⽇〜2022年3⽉31⽇



科目 摘要 予算額 備考

会議費

¥4,000

交通費

会議交通費 ¥20,000

通信費

一般通信費 ¥1,000

事務費

精華人原稿料 ¥10,000
コピー代 ¥1,000
事務用品費 ¥1,000

振込手数料 ¥1,000
予備費 ¥20,000
合計 ¥58,000

¥68,000
¥-10,000

イベント予算
科目 摘要 予算額 備考

事業費

会議費
準備費
補助費

交通費

会議交通費
会場下見

通信費

ハガキ代
ハガキ印刷費、原稿費

合計 ¥0

2021年03月31日
京都精華大学　木野会　西日本支部　　　2021年度予算書

＜2021年04月01日～2022年03月31日＞

会議費（年2回）

2020年度より繰越金 　￥8,890　未入金
2021年度振込依頼額 　￥1,110　返却









2021年　3月　　31日

科目 摘要 予算額 備考

会議費（年2回） ¥8,000 1000円×4人×2回

会議交通費 ¥7,500

一般通信費 ¥5,000

精華人原稿料 ¥10,000

コピー代 ¥5,000

事務用品費 ¥0

振込手数料 ¥3,000

予備費 ¥20,000

合計 ¥58,500

2020年度より繰越金 ¥58,500

2021年度振込依頼額 ¥0

イベント予算
科目 摘要 予算額 備考

会議費 ¥0

準備費 ¥0

補助費 ¥0

予備費 ¥0

会議交通費 ¥0

会場下見 ¥0

ハガキ代 ¥0

ハガキ印刷費、原稿費 ¥0

合計 ¥0

事業費

交通費

通信費

京都精華大学　木野会沖縄支部　　　　2021年度予算書
＜　　2021年　4月　1日～　　2022年　3月　31日＞

会議費

交通費

通信費

事務費







2021年　3月31日

科目 摘要 予算額 備考

会議費（年3回） ¥9,000

会議交通費 ¥30,000

一般通信費 ¥0

精華人原稿料 ¥0

コピー代 ¥0

事務用品費 ¥1,000

振込手数料 ¥0

予備費 ¥10,000

合計 ¥50,000

2020年度より繰越金 ¥50,000

2021年度振込依頼額 ¥0

イベント予算
科目 摘要 予算額 備考

会議費

準備費

補助費

会議交通費

会場下見

ハガキ代

ハガキ印刷費、原稿費

合計 ¥0

事業費

交通費

通信費

京都精華大学　木野会　関東支部　　　2021年度予算書
＜2021年4月1日～2022年3月31日＞

会議費

交通費

通信費

事務費



精華人第 30 号 企画案（仮） ２０２１・４・１８ 

発刊予定 ： ２０２２年２月 

特集 ： コロナ禍を乗りきる！京都で活躍する精華人 

内容 ： コロナ禍でも京都を基盤に、様々な業種で活躍している精華人を取材予定 

イベント告知

木野会在学生支援事業報告 

2020 年度決算報告 

木野会常任理事役割 

2021 年度専任教員退職者 

追悼 等 

製作工程 

    ６月第１回企画会議・以後２か月に１回程度企画会議開催・内容に準じて変更

有り 

●企画会議メンバー

木野会 広報担当 奧谷（精華人編集） 

木野会事務局   井上（事務連絡等担当） 

    Each  河村（編集補佐） 

●内容に準じて企画会議にメンバーを招聘

以上 

●木野会主催講演会について（未定）

第２回講演会企画案 

開催方法他 

以上 

（再）



2021 年 4 ⽉ 18 ⽇ 
 

2020 年度在学⽣⽀援報告 

 
⽊野会常任理事 ⽵⽥ 亨 

 
 2020 年度在学⽣⽀援事業について、理事会の決議を経て、京都精華⼤学展 2020 卒業・修
了発表展を⽀援しました。⽀援した内容は以下の通りです。 
 
 
 

記 
 

⽀援額：1,000,000 円 

 
使途 
  事前予約⽤サイトシステム      86,350 円 
  WEB サイト改修費          53,650 円 
  連携展 PICS!開催費               820,000 円 
  ⽊野会賞副賞            40,000 円  
    計             1,000,000 円 

 
以上 

 

 

今回の⽀援についてはウェブサイトやパン
フレットでの⽊野会協⼒の紹介に加え、3 ⽉
20 ⽇に開催された卒業式の際、学⻑賞、理
事⻑賞とともに、京都精華⼤学展において
⽊野会で選定した 2 名の学⽣に対して、「⽊
野会賞」を授与しました。 
また当⽇、サコ学⻑から、⼭⽥会⻑に対し
て京都精華⼤学展への協⼒に対して感謝状
が贈られました。 

 



京都精華⼤学展2021 卒業・修了発表展 

来場者数
本館受付 悠々館前受付 計

2⽉11⽇ 386 482 868
2⽉12⽇ 272 232 504
2⽉13⽇ 429 422 851
2⽉14⽇ 375 527 902
2⽉15⽇ 233 288 521

※2/11の悠々館前受付は学⽣・教職員を含む⼈数。
来場者数合計 3646

学⻑賞・理事⻑賞・⽊野会⻑ 受賞作品
所属 ⽒名

芸術 テキスタイル 鈴⽊ ⼤晴
マンガ キャラクターデザイン 三浦⿇乃
⼈⽂ 歴史専攻 中川あかね
デザイン デジタルクリエーション ⼭⼝ 駿
ポピュラーカルチャー ファッション ⼩⼭めぐみ
⼤学院 マンガ研究科 リュウ ユウシ

ストーリーマンガ 有⾺岳志

⽂学専攻 村⽥幸作

作品名

⽣と信仰―コミュニティーの核としての⺠俗宗教

愛とやすらぎ
ヨツアシ参り

META -morphose

学⻑賞

理事⻑賞

⽊野会賞 検閲帝国の抵抗者たち―⼩林多喜⼆「蟹⼯船」
から読み解く戦時下の検閲と弾圧

⽇常に潜む⾮⽇常

A boy like a girl, A girl like a boy
幻想動物事典



2021/3/1 

「京都精華大学展 2021 PICKS！」展実施報告書 

教学担当副学長 吉岡恵美子 

 

京都精華大学と叡山電鉄株式会社が 2020年 4月に締結した包括連携協定に基づき、2021年 2月、同

社が管理する出町柳駅ビル 2階に「京都精華大学サテライトスペース Demachi」を開設した。各種展覧

会や講座を展開していく同スペースのこけら落とし企画として、本学内で開催した「京都精華大学展

2021 卒業・修了発表展」（会期：2月 11日から 15 日）の出品者である 4年生と大学院 2年生を対象

とした公募展「京都精華大学展 2021 PICKS !」（以下、「PICKS!」展）を実施した。 

「PICKS!」展では、芸術学部、デザイン学部、マンガ学部、ポピュラーカルチャー学部、芸術・デ

ザイン・マンガ研究科所属の 20組 21名の学生による、油絵、日本画、イラスト、版画、彫刻、陶

芸、キャラクターデザイン、ファッションなど、本学の幅広い専門教育を象徴する多様な作品が一堂

に展示された。「PICKS!」展は作品の展示だけでなく、「京都精華大学展 2021」のパンフレット等の

案内物に加え、近年の卒展・修了展図録等を設置し、「京都精華大学展」の発信拠点としても機能し

た。交通の便がよい「サテライトスペース Demachi」での「PICKS!」展来場者を大学会場での「京都精

華大学展 2021」へ、また、大学会場の来場者を「サテライトスペース Demachi」へと誘導する流れを

多少なりとも作り出すことができた。その間を文字通り繋いだのは、通学だけでなく、地域住民や観

光客の足として定着している叡山電車である。今回、本展に関しては新聞・テレビ 3社にも取り上げ

られた。今後、本スペースを通じて本学の教育･研究活動をさらに広く市民に向けて公開していくため

のスタートを切ることができたといえる。 

 

 

主催 ：京都精華大学 

会期 ：2021年 2月 8 日（月）〜2月 23日（火・祝） 

水曜休／計 14日間開場  

開場時間：12時〜18時（2月 11日〜15日は 10時〜18時） 

会場 ：京都精華大学サテライトスペース Demachi 

（京都市左京区田中上柳町 25-3 京阪出町柳ビル 2F） 

協賛 ：京都精華大学木野会 

公募概要：公募期間 12月 1日（火）〜12月 18日（金） 

結果発表 12月 25日（金） 

選考委員 教学担当副学長、展示コミュニケーションセンター長、展示コミュニケーション 

センター教員、ポピュラーカルチャー学部教員、マンガ学部教員 

出品者 ：岩瀬海、里中和、武内もも、津村侑希、鐵羅佑、中島智靖、新見世奈、橋本夏生、増田京華、 

水野智鶴、横山充（以上、芸術学部）、郭思嘉、陳兆君（以上、デザイン学部）、三浦麻乃（マ 

ンガ学部）、伊藤來未＋竹中太将、小山めぐみ（以上、ポピュラーカルチャー学部）、陶玥、 

山下茜里（以上、大学院芸術研究科）、方雅婷（大学院デザイン研究科）、劉有志（大学院マ 

ンガ研究科） 計 20組 21名 

来場者数：446名 

メディア掲載：「叡山出町柳駅 京都精華大 サテライトスペース誕生」KBS 京都（2021 年 2 月 9 日）、

「デマチに寄り道 駅ビル 精華大の公募展」朝日新聞（2021年 2月 12日）、 

「出町柳から文化発信 京都精華大、叡電駅にサテライトスペース」京都新聞（2021年 2月 16日） 

 

 



展示風景： 

 

 



2021 年 6 ⽉ 20 ⽇ 
 
京都精華⼤学同窓会「⽊野会」のみなさまへ 
 

コロナウイルス感染症拡⼤に関する活動報告 

 
京都精華⼤学学⻑ ウスビ・サコ 

 
2020 年に世界中を席巻した新型コロナウイルスの感染拡⼤の際には、本学学⽣も⼤変な

苦労の中にありました。そのような中本学の対応に対して貴会からは多額の寄付を頂きま
した。おかげさまで教育活動を途絶えさせることなくまた学⽣への⽀援に本学として取り
組むことができました。ここに改めて謝意をお伝え申し上げるとともに、以下の通り、本学
の活動に関して報告いたします。 
 

記 
 
１）当初ウェブサイトなどで発表した取り組みについて執⾏内訳 

１．緊急学修継続奨学⾦の⽀給  
学⽣が安⼼して学修を継続していただくため
の緊急⽀援として、遠隔授業を受けるための
学修環境の整備、およびコロナ感染拡⼤によ
る経済的影響に対応するための奨学⾦を、在
学⽣全員に⼀律50,000円を⽀給しました。 

152,050,000円 
 

1⼈⼀律50,000円⽀
給。  
合計3041名に⽀給
（学⽣全体3233
名）。  
⽀給率94.1％。 
 

２．受講⽤タブレットの貸与  
遠隔授業を円滑に進めるにあたり、受講のた
めの情報機器の準備が整っていない在学⽣を
対象に情報端末（タブレット）を無償で貸与
しました。 

1,443,200円 ipadを45台貸出し
た。 

３．図書貸出の郵送サービス  
キャンパス⼊構禁⽌により情報館が利⽤でき
ない状況に対して、在学⽣の学修・研究活動
の充実を図るため、情報館所蔵図書の貸出の
郵送サービスを⾏った。 

151,650円 161件、410冊を郵送
した。  
期間は2020年5⽉11
⽇〜9⽉30⽇で後期か
らは情報館を開館し
た。 



４．家計急変奨学⾦（給付）の拡充  
学費⽀弁者の家計の急変により授業料の納付
が困難となった在学⽣に対し、これまでも設
けていた家計急変奨学⾦制度をより拡充して
就学の継続を⽀援した。 

8,434,250円 30名のうちコロナが
理由で利⽤したもの
は24名。 

５．短期奨学貸付⾦（貸与／無利⼦）の拡充  
経済的に困窮して緊急の出費を要する在 
学⽣に対して、救急的に援助・貸付けし、学
⽣⽣活の維持を⽀援します。既存の短期奨学
貸付⾦制度の貸付額3万円から10万円に増額
し、返済期限を年度内に延⻑しました。 

60,000円 2 名のうちコロナが理
由で利⽤したものは 1
名。 

合    計 162,139,100円  

 
２）その他、当初発表には含まれていなかったものの取り組んだ主な活動 
・遠隔授業環境のない学⽣を対象とした学習⽤の利⽤教室の提供 
・学費納⼊期限の延⻑ 
・メンタル⾯などでの不調を感じている学⽣を対象とした臨床⼼理⼠、社会福祉資格保持者 

による電⼦メールを使った学⽣相談の対応 
・進路相談や進路・就職ガイダンスについて遠隔での実施。ガイダンスには計 505 名が参

加した。 
・就職活動の⼀環としてのポートフォリオの作成に関して企業クリエイターによる遠隔で

指導を実施。計 248 名が参加した。 
・⼊学試験に関し、⼀部をオンラインで実施した。 
・⼊学予定者のうち感染症拡⼤の経済的影響等事情を抱える⼊学予定者 5 名について、⼊

学時期を 1 年間延期とした。 
 
１）２）を含めた新型コロナウイルス対応に執⾏した経費総額：201,697,457 円  
 
３）新型コロナウイルス対応のために⽀援いただいた寄付⾦、補助⾦ 
  寄付⾦総額：4,325,1000 円、お⽶、乾麺、、カップラーメン、マスク等の現物寄付 
  補助⾦総額：22,457,000 円 
 
 

以上 
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