
2018 年度日本英文学会中部支部総会 

 

日時：2018 年 10 月 27 日（土）12:55-13:20 
場所：愛知学院大学名城公園キャンパス キャッスル･ホール 1階 1104 

 

 

１．2017 年度後半と 2018 年度半期の活動報告（資料 1） 
２．2017 年度会計決算報告（資料 2） 
３．2018 年度の予算案（資料 3） 

４．次年度支部大会開催予定校および事務局担当校（資料 4） 
５．その他 



資料 1 

 

2017 年度後半と 2018 年度半期の活動報告 
 
2017 年度 
 2018 年１月『英文學研究・支部統合号』Vol. X（『中部英文学』第 37 号）発行 
 
2018 年度 
  2018 年 5 月 18 日 日本英文学会理事会（於 東京女子大学） 
 2018 年 5 月 19 日、20 日 日本英文学会第 90 回全国大会（於 東京女子大学） 
  2018 年 7 月  大会準備委員会発表審査メール会議開催 
 2018 年 7 月 21 日 『中部英文学』編集委員会（於 愛知学院大学名城公園キャンパス） 
 2018 年 9 月 15 日 『第 90 回大会 Proceedings（付 2017 年度支部大会 Proceedings）』、

『2018 年度支部大会資料統合版』発行 
 2018 年 10 月 27 日 中部支部第 70 回大会開催（於 愛知学院大学名城公園キャンパス） 
 2019 年 1 月 20 日 『英文學研究・支部統合号』Vol. XI（『中部英文学』第 38 号）発行予

定 
 
 



資料2
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《大会行事預かり金の予算額は年度当初の、決算額は年度末の残額を表す。口座残高は通帳作成時の預入額 璽00円が

加算。予算の大会行事預かり金は支都保有財産乱 て前期繰越収支差額 【予算案作成時の額で実績とは異なる3に含ま
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以上の通り相違ありません。

20偲年4月2日

日本英文学会中部支部事務局長 丸山 嵐x

監査の結果全て適正に処理されていたことを報告します。

20総 年4月14B

iヨ本英文学会中部支部監事 鈴木達



資料3

日本英文学会中部支部2015-17年度収支+2018年度予算案

【収入】 2015年度 2016年度 2017年度 備考 2018年度予算 対前年度比

支部会費収入 352,000 332,000 332,000              330,000 -2,000          

売上高(会誌等売上) -                 
臨時会費収入 35,000 33,000 24,000 書店協賛金20,000円；大会当日会費分4,000円               30,000 6,000            
広告料収入 -                 
受取利息 738 345 33 -33              
助成金収入 -                 
寄附金収入 -                 
雑収入 -                 
大会行事預かり金 144,660 136,760 123,668 懇親会積み立て分 123,668             -                 
当期収入合計 532,398 502,005 479,701 483,668             3,967            

前期繰越収支差額 2,639,857 3,138,845 3,479,859 4,157,510          677,651        
収入合計 3,172,255 3,640,850 3,959,560 4,641,178          681,618        

-                 
【支出】 -                 
[事業費] -                 

事業費学術刊行物印刷費534-004 55,575 125,025 86,937 統合号支部負担分 100,000             13,063          

事業費学術刊行物郵送費524-003 -                 

事業費大会開催経費550 11,130 62,971 68,244 会場費、警備費、花、嗜好品、消耗品 130,000             61,756          

事業費大会関係印刷費534-002 124,629 72,692 65,268 プロシーディングズ・統合版支部負担分、案内板印刷 100,000             34,732          

事業費大会関係郵送費524-001 2,842 1,200 5,272 プログラム送料 2,000                -3,272          

事業費大会旅費交通費523-001 96,404 49,060 60,000 シンポ講師旅費 90,000              30,000          

事業費大会準備会議経費548-001 13,859 24,691 大会スタッフ弁当 20,000              -4,691          
事業費講演料539 -                 

事業費編集消耗品費534-002 1,000                1,000            

事業費編集委員会旅費523-002 26,930 69,780 68,960 編集委員会旅費 60,000              -8,960          

事業費編集会議経費548-002 2,400 2,642 1,840 お茶等 2,000                160              

事業費編集関係郵送費524-002 328 編集委員会依頼文書送付 -328            

事業費研究奨励事業費549-002 29,660 20,560 0 若手全国大会旅費 50,000              50,000          

事業費ホームページ運営費521 -                 

事業費会員名簿刊行費534-004 -                 

事業費支払手数料541-001 1,080 0 振込手数料 -                      -                 
事業費雑給512 70,000 65,700 52,200 大会学生アルバイト 70,000              17,800          
事業費計 419,570 484,569 433,740 625,000             191,260        

-                 
[管理費] -                 

理事評議員経費563-001 3,592 0 理事会お茶等 -                      -                 
給料手当552 -                 
管理費雑給558 51,720 69,120 57,600 事務局長・事務局長補佐報酬 70,000              12,400          
地代家賃579-001 -                 

支払手数料583-002 726 726 942 送金手数料・残高証明書手数料 -942            
租税公課582 200 0 収入印紙 -                      -                 
雑費587-002 -                 
消耗品費574-002 8,686 526 事務局消耗品 15,000              14,474          

事務用品費574-001 5,514 319 319 事務用品 5,000                4,681            
一般印刷費576 8,700 0 理事選挙はがき 10,000              10,000          
旅費交通費564 11,660 23,400 41,280 事務局長編集委員会参加旅費、引き継ぎ会議 20,000              -21,280        

通信費郵便料金565-001 30,419 1,560 監査資料郵送代 30,000              28,440          

通信費電話料金565-002 -                 
雑損失587-003 -                 
管理費合計 69,620 145,162 102,227 150,000             47,773          
当期支出合計 489,190 629,731 535,967 775,000             239,033        
当期収支差額 43,208 -127,726 -56,266 -291,332           -235,066       

本部からの繰入(支部支援金) 598,320 600,400 614,400 614,400             -                 

次期繰越収支差額 3,281,385 3,611,519 4,037,993 支部資産 4,480,578 442,585        
-                 

収支（前年度比資産増減） 641,528 472,674 558,134 323,068 -235,066       



資料 4 

近年の中部支部大会開催校および事務局担当校一覧

大会 開催年月  県 開催校 
第 51 回 1999. 10 富山   富山大 
第 52 回 2000. 10 愛知  愛知県立大 
第 53 回 2001. 10 静岡   静岡大 
第 54 回 2002. 10 福井   福井大 
第 55 回 2003. 10 愛知  金城学院大 
第 56 回 2004. 10 長野   信州大 
第 57 回 2005. 10 愛知   愛知大 
第 58 回 2006. 10 三重   三重大 
第 59 回 2007. 10 愛知  愛知淑徳大 
第 60 回 2008. 10 長野   信州大 
第 61 回 2009. 10 愛知  愛知学院大 
第 62 回 2010. 10 石川   金沢大 
第 63 回 2011. 10 愛知   名古屋大 
第 64 回 2012. 10 愛知   南山大 
第 65 回 2013. 10 愛知  椙山女学園大 
第 66 回 2014. 10 愛知   中京大 
第 67 回 2015. 10 愛知  名古屋工業大 
第 68 回 2016.10 富山 富山大 
第 69 回 2017.10 福井 福井大 
第 70 回 2018.10 愛知 愛知学院大 
第 71 回 2019.10 三重 三重大学(予定) 
第 72 回 2020.10 岐阜 岐阜大学(予定) 
全国大会： 
1988  愛知 名古屋大 
2006  愛知 中京大 
2017   静岡 静岡大 
 
開催回数一覧(2018 年度まで、全国大会含む) 
愛知大２ 愛知学院大 2 愛知県立大２ 愛知淑

徳大２ 愛知女子短期大１ 金城学院大２ 椙山女

学園大２ 中京大４ 名古屋大９ 名古屋工業大

１ 南山大３ 金沢大７ 岐阜大４ 東海女子短

期大１ 静岡県立女子大１ 静岡県立大 1 静岡

精華短期大１ 静岡大５ 富山大６ 富山中部高

校１ 信州大５ 福井大６ 三重大５ 
 
県別開催一覧（2018 年度まで、全国大会含む） 
愛知 30  石川 7  岐阜 5   静岡 8 
富山  7    長野 5   福井 6   三重 5 
 
 
 
 

 
担当年度 県 担当校 
1971-1996 愛知 名古屋大 

1997-2000 愛知 愛知県立大 
2001-2004 愛知 愛知大 
2005-2008 長野 信州大 
2009-2010 石川 金沢大 
2011-2012 愛知 南山大 
2013-2014 愛知 中京大 
2014 愛知 名古屋大 
2015-2017 静岡・愛知 静岡大・名古屋工大 
2018-2019 三重 三重大 
2020-2021 岐阜・愛知 岐阜大・椙山女学園大

(予定) 
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