２０１０年度大阪女学院法人事務部門事業報告

Ⅰ．法人管理運営の推進
学校法人大阪女学院寄附行為（２００９年５月２５日文部科学省認可）に基づいて、法人の管理運営を
行った。
１．理事会、評議員会、協議会、学院運営会議の開催
（１）理事会開催
寄附行為第７条により選任された理事１５名によって、理事会を６回開催した。監事は全ての理事
会に出席した。
理事会（理事１５名）
関根秀和（理事長） 船木徳枝 長谷川洋一 石田忠範 河内鏡太郎 好田豊作 草原克豪
中垣芳隆 錦織一郎 西村耕
杉山謙治
玉利道子 寺岡国一
寺﨑昌男 安田信人
監事（２名）：森本晴生 時岡禎一郎
特記事項：船木徳枝理事・評議員は２０１０年１１月１５日にご逝去された。
第１回
日
時：２０１０年５月２６日 水曜日 １６時００分 会場：ホテルグランヴィア大阪
出席者数：理事１４名 監事２名
陪席者６名
合計２２名
議
事：①隣地購入契約の件
②学費減免規程改訂の件（就学支援金の支給変更に伴う）
③中期経営計画（案）の件
④２００９年度基本財産処分の件
⑤２００９年度決算の件
⑥２０１０年度予算確定の件
⑦２００９年度事業報告の件
⑧大阪女学院大学認証評価の件
第２回
日
時： ２０１０年７月２６日 月曜日 １８時００分 会場：ホテルグランヴィア大阪
出席者数：理事１５名
監事２名
陪席者５名
合計２２名
議
事：①２０１１年度学生生徒納付金の設定及び財政予測の件
②規程改訂及び制定の件（育児介護休業規程、車両通勤規程、研究科及び学位規程）
③中学校高等学校専任教員の採用決定の件
④報告事項
・ 図書館建設計画基本計画案の変更について
・ 大阪女学院大学認証評価提出申請書について
・ 校地変更・校舎変更について(ウヰルミナハウス増築に関連して)
・ 監査法人決算監査報告書の報告について
第３回
日
時：２０１０年１０月２５日 月曜日 １７時００分 会場：ホテルグランヴィア大阪
出席者数：理事１４名
監事２名
陪席者５名
合計２１名
議
事：①経営改善計画案及び経営相談報告の件
②規程改訂及び制定の件（公印印刷に関する事項、教員養成センター特任教授の事項）
③図書館建設計画進捗状況報告の件
④報告事項
・ 中学校高等学校専任教員採用について
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第４回
日
時：２０１０年１２月２７日 月曜日 １５時５０分 会場：ホテルグランヴィア大阪
出席者数：理事１４名
監事２名
陪席者４名
合計２０名
議
事：①２０１１年度事業計画案の件
②経営改善計画案の件
③大学校舎変更の件（プレハブ校舎撤去による）
④図書館建設計画進捗状況の件（埋蔵文化財調査による設計変更）
⑤報告事項
・ 中学校高等学校専任教員採用について
第５回
日
時：２０１１年２月２１日 月曜日 １８時００分 会場：ホテルグランヴィア大阪
出席者数：理事１３名
監事２名
陪席者４名
合計１９名
議
事：①２０１１年度予算（第一次検討案）の件
②規程改訂案の件（給与規程、嘱託就業規則他）
③大学教員人事の件（Donna Fujimoto 氏の教授昇任）
④報告事項
・ 大学在学生の事件について
第６回
日
時：２０１１年３月２９日 火曜日 １９時００分 会場：大阪女学院大学第一会議室
出席者数：理事１４名
監事２名
陪席者７名 合計２３名
議
事：①中学校・高等学校校長等の選任に関する特別委員会の設置の件
②大学・短期大学学則変更の件
③人事の件（奥本京子氏の教授昇任、定年延長者）
④大学学部組織編成案の件
⑤図書館建設計画の件
⑥２０１１年度予算案の件
⑦中期計画（2011～15 年度）案の件
⑧報告事項
・ 書面決議（嘱託就業規則改訂）の結果について
・ 大学認証評価の決定について
（２）評議員会開催
寄附行為第２４条により選任された評議員３２名によって、評議員会を４回開催した。監事は全て
の評議員会に出席した。
評議員会構成員（評議員３２名）
ウイリアム・ミルトン・エルダー（議長）関根秀和（理事長）浅野真理子 智原哲郎 船木徳枝
原田佳卓 長谷川洋一 広瀬弘道 石田忠範 河辺道子 河内鏡太郎 川岸清
川村直人
好田豊作 久保田蓉子 草原克豪 三木美樹 中垣芳隆 錦織一郎
西村耕
似田兼司
岡本言行 大下沍子
笹野芳照 杉山謙治 田中純子 玉利道子
寺岡国一 寺﨑昌男
バンダビルト和子
山下辰夫 安田信人
監事（２名）：森本晴生 時岡禎一郎
第1回
日
時：２０１０年５月２６日 月曜日 １８時００分 会場：ホテルグランヴィア大阪
出席者数：評議員３０名
監事２名
陪席者３名
合計３５名
議
事：①２００９年度事業報告の件
②２００９年度基本財産処分の件
③２００９年度決算報告の件
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④２０１０年度予算確定の件
⑤大阪女学院大学認証評価の件
第２回
日
時：２０１０年１０月２５日 月曜日 １８時３０分 会場：ホテルグランヴィア大阪
出席者数：３０名
監事２名
陪席者２名
総数３４名
議
事：①２０１０年度上半期財政状況報告の件
②２０１０年度上半期事業報告の件
第３回
日
時：２０１０年１２月２７日 月曜日 １３時３０分 会場：ホテルグランヴィア大阪
出席者数：２７名
監事２名
陪席者１名
総数３０名
議
事：①２０１１年度事業計画案の件
②経営改善計画案の件
③大学校舎変更の件
④図書館建設計画進捗状況の件
第４回
日
時：２０１１年３月２９日
火曜日 １６時００分 会場：大阪女学院大学第一会議室
出席者数：２９名
監事２名 陪席者４名
総数３５名
議
事：①２０１１年度予算案の件
②中期計画（2011～15 年度）案の件
（３）協議会開催
理事会の下に設置した協議会（教育研究、経営、評価・監査）は、２００９年度後半から協議を開
始したが、２０１０年度には必要に応じて開催し、学院課題に対応する協議を開始した。
教育研究協議会
構成員：寺﨑昌男（座長）中垣芳隆（補佐）安田信人（補佐） 船木徳枝 杉山謙治 関根秀和
時岡禎一郎 小林末廣 田中純子 中村真喜子 山崎哲嗣 関口淳 青地恭子 馬渕仁
中井弘一
S.R.Johnston
香川孝三 黒澤満 落谷正教 酒本孝子 坂本恭子
大西蝶子
井上由貴子 以上２３名
経営協議会
構成員：河内鏡太郎（座長）好田豊作（補佐）錦織一郎（補佐）関根秀和 石田忠範
玉利道子 森本晴生 廣田雅司 井上聡一 浅野真理子 阿部穣 山中昭生 崔大龍
小松泰信 坪井直寿 川村直人 川崎淳子 広瀬弘道 広瀬幸一 葛西隆司
廣澤幸男 田中一江 以上２２名
評価・監査協議会
構成員：草原克豪（座長）寺岡国一（補佐）長谷川洋一（補佐）関根秀和 平松秀元 谷本力
前島信平 笹野芳照 智原哲郎 田中義信 長井茂 浅田晋太郎 橋本誠一 谷垣幸子
以上１４名
教育研究協議会の開催（第１回は２００９年度に開催）
第２回
日
時：２０１０年４月２７日（火） 午後５時
場所：大阪女学院大学第一会議室
内
容：①大阪女学院全体を統合した教育理念について
②大阪女学院大学・短期大学のカリキュラム改訂について
③大阪女学院中学校・高等学校教員の研修日設定について
第３回（評価・監査協議会と合同開催）
日
時：８月２８日（土） 午後２時
場所：大阪女学院单校舎大会議室
内
容：①教育研究協議会と評価・監査協議会の報告及び情報提供
②中学校高等学校の教育課題（アンケート調査から）についての情報提供
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③短期大学・大学の教育課題（認証評価書作成から）についての情報提供
④大阪女学院の中期目標について（桜美林学園中期目標から）
第４回（経営、評価・監査協議会と合同開催）
日
時：２０１１年２月１５日（火） 午後５時
場
所：大阪クリスチャンセンター２階多目的ホール
内
容：①大阪女学院中期計画（案）について
②意見交換
＊第５回協議会（３月１４日予定）は、東日本大震災のために中止した。
＊第６回協議会は２０１１年度の４月２５日（月）に開催した。
経営協議会の開催（第１回は２００９年度に開催）
第２回
日
時：２０１０年５月２０日（木） 午後５時
場所：大阪女学院大学第一会議室
内
容：①大阪女学院の財政状況と分析について
第３回
日
時：２０１０年６月２３日（水）午後５時３０分 場所：大阪女学院大学第一会議室
内
容：①施設整備計画と財政シミュレーションについて
②財務運営改革のための取組事項（余裕資金の確保 2015 年～2019 年）について
第４回
日
時：２０１０年８月４日（水） 午後３時
場所：大阪女学院单校舎大会議室
内
容：①事務職員の新人事制度案概要について
②基盤整備に関する中期的取組事項について
第５回
日
時：２０１０年９月１３日（月） 午後５時
場所：大阪女学院大学第一会議室
内
容：①日本私立学校振興・共済事業団による大阪女学院の経営分析について
②財務改善中期的取組事項について
第６回
日
時：２０１０年１０月４日（月） 午後６時
場所：大阪女学院大学第一会議室
内
容：①大阪女学院大学・短期大学の学生募集戦略について
②中期計画案及び経営改善案の概要について
③協議会の学習会について
第７回（教育研究、評価・監査協議会と合同開催）
日
時：２０１１年２月１５日（火） 午後５時
場
所：大阪クリスチャンセンター２階多目的ホール
内
容：①大阪女学院中期計画（案）について
②意見交換
＊第８回協議会（３月２２日予定）は、東日本大震災のために中止した。
＊第９回協議会は２０１１年度の４月２７日（水）に開催した。

評価・監査協議会の開催
第１回
日
時：２０１０年７月１２日（月） 午後５時３０分 場所：大阪女学院大学第一会議室
内
容：①評価の実質化について
②評価の意味について
③企業における監査・評価について
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④大阪府立高校における評価について
⑤大学評価・学位授与機構による評価について
第２回（教育研究協議会と合同開催）
日
時：２０１０年８月２８日（土） 午後２時
場所：大阪女学院单校舎大会議室
内
容：①教育研究協議会と評価・監査協議会の報告及び情報提供
②中学校高等学校の教育課題（アンケート調査から）についての情報提供
③短期大学・大学の教育課題（認証評価書作成から）についての情報提供
④大阪女学院の中期目標について（桜美林学園中期目標から）
第３回（教育研究、経営協議会と合同開催）
日
時：２０１１年２月１５日（火） 午後５時
場
所：大阪クリスチャンセンター２階多目的ホール
内
容：①大阪女学院中期計画（案）について
②意見交換
＊第４回協議会は２０１１年度の４月１１日（月）に開催した。
協議会合同学習会の開催
日
時：２０１０年１１月２７日（土）午後１時３０分～午後５時３０分
場
所：大阪女学院大学第一会議室
内
容：テーマ「キリスト教学校教育同盟校の『中高一貫教育校における教育改革』に学ぶ」
発題①「立教池袋中学校・高等学校の場合」
立教池袋中学校・高等学校校長 鈴木弘先生
発題②「広島女学院中学校・高等学校の場合」
広島女学院中学教頭 森永裕子先生 高校教頭 畑野喜信先生
質疑応答と意見交換
（４）学院運営会議開催
学院運営会議規程に基づき、理事会から委嘱されている事項について、学院運営会議を計２４回開
催した。
招集者：関根秀和（理事長 学長）
構成員：西村 耕（理事 学院長）
好田豊作（副理事長）
長谷川洋一（理事 中学校長）
中垣芳隆（理事 学長代行） 寺岡国一（理事 副学長） 安田信人（理事 高等学校長）
智原哲郎（評議員 学長代行）川村直人（評議員 短大・大学統括部長）
坂本恭子（図書館長）
錦織一郎（副理事長 法人事務部統括部長） 以上１１名
第１回
２０１０年４月２日（金） １３時～
①2010 年度運営に関する課題の件
②理事会予定議事の件
③キリスト教学校教育同盟総会及び関西地区協議会出席者の件
第２回
２０１０年４月２０日（火）１４時～
①人事に関する基本的な考え方の件 ②2010 年度同窓会（本部・支部）の出席者の件
③緊急連絡体制の件
第３回
２０１０年５月８日（土） １７時～
①ウヰルミナハウス使用要領の件
②大学・短期大学特任講師規程案の件
③大学・短大図書館建設の件
④中期経営計画案（経営協議会の協議事項）の件
第４回
２０１０年５月１８日（火）
１４時～
①大学・短大学生募集計画の件
②２００９年度事業報告の件
③２００９年度決算の件
④中高専任教員採用の件
⑤大学認証評価（学位授与機構）の件
⑥中期経営計画案（経営協議会への提案）の件
⑦学院施設内の禁煙の件
第５回
２０１０年６月８日（火）
１４時～
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①図書館建設に関する課題と調整事項の件
②経営協議会の課題と第２次中期計画案の件
③中学校高等学校教員採用の件
④出版物助成規程の件
第６回
２０１０年６月２４日（木）
１４時～
①新図書館基本設計の変更の件 ②評価･監査協議会開催の件 ③育児介護休業規程改訂の件
④車両通勤に関する課題（規程制定）の件 ⑤教職員組合対応の件 ⑥中学校の補助金減額の件
第７回
２０１０年７月１３日（火）
１４時～
①2011 年度学生生徒納付金の基本的な考え方と財政予測の件 ②図書館建設基本計画の件
③車両通勤に関する件 ④中学校高等学校専任教員採用試験の件 ⑤中期計画・目標設定の件
第８回
２０１０年７月２０日（火）
１４時～
①2011 年度学生生徒納付金設定及び財政予測の件
②車両通勤に関する件
③規程改訂の件（大学院学位規程、大学院研究科規則、育児・介護休業規程、奨学金規程、
グルーブ・ライダー・スカラシップ規程）
④校地校舎変更の件
⑤教職員組合要求書への回答の件
第９回
２０１０年８月５日（木）
１４時～
①中学校高等学校専任教員採用決定の件
②中期計画・目標設定の件（財務改善の取組、中期計画目標設定、新人事制度概要案）
第１０回 ２０１０年９月７日（火）
１４時～
①中学校高等学校専任教員採用の件
②教職員組合への対応の件
③中期計画の件
④車両通勤に関する諸課題の件
⑤NZ 地震に遭遇した学生の安否確認の件
⑥高等学校ブロードバンド学習の開始の件
第１１回 ２０１０年９月２１日（火）
１４時～
①専任事務職員の残業制度設定の件
②次世代法に基づく一般事業主行動計画の件
③理事会及び理事会協議会（経営協議会）の運営推進の件
④図書館建設の進捗状況の件
第１２回 ２０１０年１０月１４日（木）
１７時～
①大阪府私学行政政策（高校補助金算出及び中学校補助金削減）の件
②理事会・評議員会開催議事及び中期計画関連（経営相談・学習会開催）の件
③教職員組合対応の件
④車両通勤アンケート調査及び説明会開催の件
⑤図書館建設進捗状況の件
⑥学院周辺の防犯事項の件
第１３回 ２０１０年１０月２６日（火）
１４時～
①中期計画関連（学習会開催・経営改善計画）の件
②車両通勤調整会及び駐車スペース負担金の件
③専任事務職員の残業制度及び年間変形労働時間制度の設定の件
④教職員組合団体交渉日程及び交渉担当の件
⑤図書館建設進捗状況の件
⑥理事会・評議員会の議事内容の件（12 月 27 日）
第１４回 ２０１０年１１月９日（火）
１４時～
①大阪府私学助成方針への対応方針の件
②図書館建設進捗状況の件（他）の件
③中期計画及び経営改善計画の件
④車両通勤の調整会及び今後の対応の件
⑤専任事務職員の残業制度および年間変形労働時間制度の設定の件
第１５回 ２０１０年１１月３０日（火）
１３時～
①車両通勤関連事項の件
②事務職員の残業制度・変形労働時間制度の件
③経営改善計画の推進管理の件
④募集広報委員会の設置及び委員編成の件
⑤理事会・評議員会（12 月 27 日）審議事項の件
⑥教職員組合対応の件
⑦職員クリスマス（12 月 22 日）の件
⑧創立記念日礼拝（2011 年 1 月 7 日 9：00～）の件
⑨施設整備寄付金募集の件
第１６回 ２０１０年１２月１４日（火）
１５時～
①車両通勤関連事項の件
②理事会・評議員会（12 月 27 日正午～）開催事項の件
③中期計画策定の件
④専任事務職員の残業制度及び変形労働制度の進捗の件
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⑤図書館建設進捗状況の件
⑥教職員組合団体交渉報告及び今後の対応の件
⑦創立記念日礼拝の件
⑧年末年始体制の件
⑨職員クリスマス（12 月 22 日）の件
第１７回 ２０１１年１月１１日（火）
１４時～
①車両通勤規程の件
②中期計画及び経営改善計画の件
③２０１１年度諸準備事項の件（予算編成案、事業計画の具体化、人事体制）
④事務職員人事の件
⑤図書館建設進捗状況の件
第１８回 ２０１１年１月２５日（火）
１４時～
①ノー残業ディ設定及び 2011 年度年間行事予定の件
②事務職員体制の件
③事務職員残業制度、変形労働時間制度の導入の件
④予算編成方針及び人件費検討の件（就業規則・給与規程の改訂案）
第１９回 ２０１１年１月２７日（木）
１４時～
①中学校高等学校専任教員採用の件
第２０回 ２０１１年２月１日（火）
１４時～
①中期計画の策定と諸準備の件
②非専任職員人事制度の件
第２１回 ２０１１年２月１５日（火）
１３時～
①中期計画案（合同協議会協議事項）の件
②２０１１年度予算概要案、人件費削減策及び給与規程の改訂の件
③嘱託就業規則の改訂の件
④中高契約教員就業規則改訂の件
⑤人事の件（大学昇任人事及び事務職員人事）
第２２回 ２０１１年２月２２日（火）
１７時３０分～
①事務職員人事の件
②理事会書面決議の件
第２３回 ２０１１年３月１５日（火）
１４時～
①中期計画の策定・推進の件
②中学校高等学校運営組織の編成検討の件
③中学校高等学校専任事務職員増員の件
④給与規程改訂の推進作業の件
⑤徴収不能金に関する基準設定の件
第２４回 ２０１１年３月２２日（火）
１５時～
①２０１１年度予算案の件
②大学・短大学則変更の件
③事務職員人事の件
④引当特定資産に関する基準の件
⑤給与規程改訂の件
⑥図書館建設計画の件
２．中期計画の取組み
健全な財政構築を基盤とする経営を目指す中期計画の策定を進めている。
５ 月
中期経営計画の取組み項目に関する協議開始（理事会）
１０月
経営改善計画に関する相談実施（日本私立学校振興・共済事業団の経営相談時）
中期計画の目標設定と経営改善計画に関する協議（理事会）
１２月
中期計画の目標設定と経営改善計画に関する協議（評議員会）
２０１１年
２ 月
中期計画概要案に関する協議（合同協議会）
３ 月
中期計画案の提示と協議（理事会・評議員会）
４ 月
中期計画骨子案に関する協議と確認を開始、進行中（各協議会及び理事会等）
３．規程の制定及び改正
下記の規程・規則を制定または改正した。
大阪女学院大学特任講師規程
（２０１０年４月改正）
ウヰルミナハウス使用要領
（２０１０年５月制定）
学費減免規程
（２０１０年６月改正）
大阪女学院大学研究出版助成規程
（２０１０年６月制定）
育児休業規程
（２０１０年７月改正）
-7-

介護休業規程
車両通勤規程
大阪女学院大学大学院学位規程
大阪女学院大学大学院研究科規則
大阪女学院大学教員養成センター特任教授規程
公印取扱規程

（２０１０年７月改正）
（２０１０年９月制定、２０１１年２月改正）
（２０１０年７月制定）
（２０１０年７月制定）
（２０１０年１０月制定）
（２０１０年１２月改正）

４．指導監督官庁からの監督及び指導
２００９年１２月に是正勧告から指導を行ってきた大阪労働基準監督署は、継続して学院への実地調査、
学院スタッフが労働基準監督署へ訪問しての相談協議を行った。２０１１年３月に実地調査を行い、勤務
状態の是正が行われていることを確認し、許容できる範囲であることを認めていただいた。２０１０年度
末で是正に関する指導監督を終了することの通達があった。
Ⅱ．人事管理
職員に関して、下記の部門間異動、就任、昇任の人事を実施した。部門内での業務分掌変更は実施してき
たが、部門間異動の機会は尐なかったので、部門間の相互啓発になることを期待したい。
４月１日付
葛西隆司
中学校高等学校事務長から法人事務部総務課長へ
佐々木差英子
短大・大学事務局から法人事務部へ
青木愛
法人事務部から中学校高等学校事務室へ
田中紀子
法人事務部から短大・大学事務局へ
川崎淳子
短大・大学事務局総務課長へ就任
井上由貴子
中学校高等学校事務長へ就任
廣澤幸男
短大・大学事務局キャリアサポートセンター長へ就任
１０月１日付
Donna Fujimoto

短大・大学准教授から教授に昇任

なお、労務管理の面では、労働基準監督署からの指導もあり、事務職員の残業制度導入に向けて、２０１
１年度から年間変形労働時間制度を試行できる環境づくりを行った。
Ⅲ．財務運営管理
１．経営改善に向けての取組みとして、１０月に日本私立学校振興・共済事業団の経営相談を実施した。
大きい課題は、学生募集の取組みの見直し及び寄付金収入の増強による収入の確保、高い人件費率の抑
制と人件費削減による支出の減尐であり、余裕運用資金を増加させる取組みを行うことが確認された。
２．日常運営における経費削減の取組みは、創意工夫を凝らして努力を行っていることに加えて、大口契約
（施設維持管理費用、広報費用、監査費用等）を見直すことによる経費削減の取組みを開始した。

Ⅳ．施設整備管理
１．旧管理人宿舎を改修し、１階に多目的集会室、２階に同窓会及び校友会の事務室を設置した。施設の名
称を「ウヰルミナハウス」として、クラス同窓会や多目的な集会等に使用している。これまで、同窓会
事務室として使用していた西館３階部分を改修し、教室として活用している。
２．２００９年度に隣地（学院北側）から校地売却の要望を受けたが、学院から売却を要望し、宅地 28.03
㎡の取得を行った。現在は北側通用口を設けて緊急出入り口の確保を行った。
３．大学・短大の図書館建設計画に着手し、設計・施工業者に選定した竹中工務店との建設委員会を 2 週間
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に 1 回のペースで開催した。２０１１年度の着工を予定していたが、学院の資金計画により着工延期を
決定し、延期時期の検討を開始している。先行工事として、大学・短大プレハブ校舎及び旧高田邸の撤
去、テニス部部室の移設、大学・短大の 208 教室の分割、西館の教室増設及びトイレ等の改修工事を実
施した。
４．中学校高等学校の被服実習室の空調整備、音楽室の拡張改修、大学・短大 201、403、404 教室の空調
整備を実施した。いずれも経年劣化している施設・設備の整備であり、今後も同様の整備が必要になる。
５．正門周辺の「せせらぎ」において、６月には幼虫から育てていた数匹のホタルが光を点した。
Ⅴ．危機管理と対応策
１．インフルエンザ対策
１１月に、職員に対して季節性及び新型のインフルエンザの予防に効果がある混合接種を実施した。
２．車両通勤申請制度の開始
車両通勤規程を整備し、原則として公的交通機関の利用による通勤を行うことの確認を行った。また、
車両通勤者の駐車スペースの決定や学院内への車両乗り入れの限定を行った。
３．緊急用品の備蓄と活用
パンの缶詰とミネラルウォーターを備蓄し、卒業する生徒学生に配布し、配布後の不足分を補充してい
る。２０１１年３月には、大学・短大卒業生の協力を得て、卒業生への配布分を東日本大震災の被災地
に向けて送った。
Ⅵ．その他
１．寄附募金活動
１２５周年記念募金は、前年度（１２５周年の当年度）に比べて大きく減尐したが、同窓生を中心とし
て４５件３，９３７，０００円が寄せられた。２００８年度からの合計は、１１４，４３２，５００円
に達している。２０１３年度まで募金活動を継続した展開を予定している。
毎年、在校生を対象に実施している教育環境整備支援特別寄付金は、１１，２８６，９２５円が寄せら
れたが、目標額には達することができなかった。
２．出版物
１２５周年記念事業の一貫として、５月に五厘銅貨物語増補改訂版（著者：濱田苔花・同窓生）の出版
を行った。また、前年度に発行した学院を分かりやすく紹介したブックレット「東雲の丘の学校」は、
９月に３０００部の増刷を行った。
３．東日本大震災の関連事項
東日本大震災の被災地におられる同窓生の皆さんに対して、本部同窓会と協力し、震災後１週間に安否
確認の電話連絡を行った。２０１１年４月には、被災地の同窓生にお見舞いの手紙と被災調査ハガキを
送付し、４０通の返信があった。
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