
２０１５年度父母会総会・父母懇談会開催日程 

父母懇談会は、大学から教職員が全国各地に出向き、ご父母と直接お会いし、学修・成

績・就職・学生生活全般にわたりご相談に応じ、あわせて大学に対するご希望やご意見を

伺うものです。 

  当日は、大学代表者が大学の近況を報告し、その後各相談コーナーを設け、面談形式によ

る個別相談を行います。 

 1年生のご父母 履修科目の個人別時間割表を配付し、担当者が学生生活全般にわたり説

明し、その後ご相談に応じます 

2年生以上のご父母 成績表を配付し、学部別に担当者が成績・進級・卒業について個別にご相

談に応じ、アドバイスを行います 

主に 4年生のご父母 担当者が就職全般について説明後、個別にご相談に応じます 

このように明治大学では、教職員とご父母との対話を通して、よりよい大学教育を目指

しております。多くの方にご参加いただきますようお願い申し上げます。  

 

 父母会総会・父母懇談会（愛媛県） 

 

 学部成績相談 



●父母会総会・父母懇談会の開催案内状発送予定 

 ５月２６日～６月１３日開催地区は４月１６日発送予定 

 ６月１４日～６月２４日開催地区は４月２０日発送予定 

 ６月２６日～７月１１日開催地区は５月１８日発送予定 

 

■2015年度 父母会総会・父母懇談会開催日程 

地区名 開催日時 会場名 開催地 

北海道函館 6月 18日 木 14:00 函館国際ホテル 函館市 

北海道札幌 6月 17日 水 13:00 ＊センチュリーロイヤルホテル 札幌市 

北海道道北 6月 16日 火 14:00 ロワジールホテル旭川 旭川市 

北海道道東 6月 15日 月 14:00 北海道ホテル 帯広市 

青森県 6月 15日 月 13:00 青森国際ホテル 青森市 

岩手県 6月 16日 火 13:00 ホテルルイズ 盛岡市 

宮城県 6月 30日 火 13:00 ホテルモントレ仙台 仙台市 

秋田県 6月 14日 日 13:00 秋田キャッスルホテル 秋田市 

山形県 6月 29日 月 13:30 ＊ヤマコーホール 山形市 

福島県 7月 1日 水 13:00 ホテルハマツ 郡山市 

茨城県 6月 6日 土 13:00 つくば国際会議場 つくば市 

栃木県 6月 20日 土 13:00 ホテルニューイタヤ 宇都宮市 

群馬県 6月 27日 土 13:00 ＊ニューサンピア 高崎市 

埼玉県東部 6月 13日 土 13:00 明治大学アカデミーコモン 千代田区 

埼玉県西部 6月 13日 土 13:00 明治大学アカデミーコモン 千代田区 

千葉県東部 5月 30日 土 13:00 京葉銀行文化プラザ 千葉市 

千葉県西部 7月 11日 土 13:00 明治大学アカデミーコモン 千代田区 

東京都東部 7月 4日 土 13:00 明治大学アカデミーコモン 千代田区 

東京都西部 7月 4日 土 13:00 明治大学アカデミーコモン 千代田区 

東京都南部 7月 11日 土 13:00 明治大学アカデミーコモン 千代田区 

東京都北部 7月 4日 土 13:00 明治大学アカデミーコモン 千代田区 

東京都多摩 7月 11日 土 13:00 明治大学アカデミーコモン 千代田区 



地区名 開催日時 会場名 開催地 

神奈川県東部 6月 20日 土 13:00 明治大学アカデミーコモン 千代田区 

神奈川県西部 6月 6日 土 13:00 フォーラム２４６ 伊勢原市 

新潟県 6月 26日 金 13:00 アトリウム長岡 長岡市 

富山県 5月 26日 火 13:00 ホテルグランテラス富山 富山市 

石川県 5月 27日 水 13:00 ＊ホテル金沢 金沢市 

福井県 5月 28日 木 14:00 ユアーズホテルフクイ 福井市 

山梨県 6月 26日 金 13:00 甲府富士屋ホテル 甲府市 

長野県 6月 27日 土 13:00 ＊ホテルメトロポリタン長野 長野市 

岐阜県 7月 8日 水 13:00 岐阜グランドホテル 岐阜市 

静岡県 5月 30日 土 13:00 静岡労政会館 静岡市 

愛知県 7月 6日 月 13:00 名古屋国際ホテル 名古屋市 

三重県 7月 7日 火 13:00 プラザ洞津 津市 

滋賀県 5月 27日 水 13:00 琵琶湖ホテル 大津市 

京都府 5月 26日 火 13:00 ANAクラウンプラザホテル京都 京都市 

大阪府 6月 23日 火 13:00 ホテルモントレグラスミア大阪 大阪市 

兵庫県 6月 22日 月 13:00 シーサイドホテル舞子ビラ神戸 神戸市 

奈良県 5月 28日 木 13:00 ホテル日航奈良 奈良市 

和歌山県 6月 24日 水 13:00 ホテルアバローム紀の国 和歌山市 

鳥取県 7月 10日 金 13:00 米子ワシントンホテルプラザ 米子市 

島根県 7月 9日 木 13:00 なにわ一水 松江市 

岡山県 6月 8日 月 13:00 岡山プラザホテル 岡山市 

広島県 6月 9日 火 13:00 広島ガーデンパレス 広島市 

山口県 6月 10日 水 13:00 ホテルかめ福 山口市 

徳島県 6月 3日 水 13:00 阿波観光ホテル 徳島市 

香川県 6月 2日 火 14:00 ロイヤルパークホテル高松 高松市 

愛媛県 6月 1日 月 13:00 ＊東京第一ホテル松山 松山市 

高知県 6月 4日 木 13:30 ラ・ヴィータ 高知市 



地区名 開催日時 会場名 開催地 

福岡県 6月 10日 水 13:00 セントラルホテルフクオカ 福岡市 

佐賀県 6月 9日 火 13:30 ホテルニューオータニ佐賀 佐賀市 

長崎県 6月 8日 月 13:00 ホテルニュー長崎 長崎市 

熊本県 6月 11日 木 13:00 ＊ホテル日航熊本 熊本市 

大分県 6月 1日 月 14:00 ＊大分オアシスタワーホテル 大分市 

宮崎県 6月 2日 火 14:00 宮崎観光ホテル 宮崎市 

鹿児島県 6月 3日 水 14:00 城山観光ホテル 鹿児島市 

沖縄県 6月 4日 木 14:00 ホテル日航那覇グランドキャッスル 那覇市 

注１：＊は昨年からの会場変更があった場所です。 

注２：時間及び会場は都合により，変更する場合がございます。 

  

■１都３県地域区分表 

○埼玉県地域区分表 

地区父母会名 区分範囲 

東部地区 

川口市，さいたま市，加須市，春日部市，上尾市，草加市，越谷市，蕨市， 

戸田市，桶川市，久喜市，八潮市，三郷市，蓮田市，幸手市，吉川市， 

白岡市，北足立郡，南埼玉郡，北葛飾郡 

西部地区 

川越市，熊谷市，行田市，秩父市，所沢市，飯能市，本庄市，東松山市， 

狭山市，羽生市，鴻巣市，深谷市，入間市，朝霞市，志木市，和光市， 

新座市，北本市，富士見市，ふじみ野市，坂戸市，鶴ヶ島市，日高市， 

入間郡，比企郡，秩父郡，児玉郡，大里郡 

  

○千葉県地域区分表 

地区父母会名 区分範囲 

東部地区 

千葉市，銚子市，館山市，木更津市，茂原市，成田市，佐倉市，東金市， 

旭市，習志野市，勝浦市，市原市，八千代市，鴨川市，君津市，富津市， 

四街道市，袖ヶ浦市，八街市，印西市，白井市，富里市，南房総市，香取市， 

匝瑳市，山武市，いすみ市，大網白里市，印旛郡，香取郡，山武郡， 

長生郡，夷隅郡，安房郡 

西部地区 
市川市，船橋市，松戸市，野田市，柏市，流山市，我孫子市，鎌ヶ谷市， 

浦安市 

  

 



○東京都地域区分表 

地区父母会名 区分範囲 

東部地区 台東区，墨田区，江東区，足立区，葛飾区，江戸川区 

西部地区 新宿区，世田谷区，渋谷区，中野区，杉並区，調布市，狛江市 

南部地区 千代田区，中央区，港区，品川区，目黒区，大田区及び各島しょ 

北部地区 文京区，豊島区，北区，荒川区，板橋区，練馬区，西東京市 

多摩地区 

八王子市，立川市，武蔵野市，三鷹市，青梅市，府中市，昭島市，町田市， 

小金井市，小平市，日野市，東村山市，国分寺市，国立市，福生市， 

東大和市，清瀬市，東久留米市，武蔵村山市，多摩市，稲城市，羽村市， 

あきる野市，西多摩郡 

○神奈川県地域区分表 

地区父母会名 区分範囲 

東部地区 横浜市，川崎市，横須賀市，鎌倉市，逗子市，三浦市，三浦郡 

西部地区 

平塚市，藤沢市，小田原市，茅ヶ崎市，相模原市，秦野市，厚木市，大和市， 

伊勢原市，海老名市，座間市，南足柄市，綾瀬市，高座郡，中郡，足柄上郡， 

足柄下郡，愛甲郡 

 

■北海道地域区分表 

地区父母

会名 
振興局 市 郡（町村） 

函館地区 

渡島総合 函館市、北斗市 松前郡、上磯郡、亀田郡、茅部郡、山越郡、二海郡 

檜山   檜山郡、爾志郡、久遠郡、奥尻郡、瀬棚郡 

札幌地区 

石狩 

札幌市、江別市、 

千歳市、恵庭市、 

北広島市、石狩市 

石狩郡 

後志総合 小樽市 
島牧郡、寿都郡、磯谷郡、虻田郡、岩内郡、古宇郡、 

積丹郡、古平郡、余市郡 

空知総合 

夕張市、岩見沢市、 

美唄市、三笠市、 

赤平市、滝川市、 

砂川市、歌志内市 

空知郡（南幌町、上砂川町、奈井江町）、夕張郡、 

樺戸郡 

胆振総合 
室蘭市、苫小牧市、 

登別市、伊達市 

虻田郡、有珠郡、白老郡、 

勇払郡（厚真町、安平町、むかわ町） 

日高   沙流郡、新冠郡、日高郡、浦河郡、様似郡、幌泉郡 



道北地区 

空知総合 芦別市、深川市 雨竜郡 

上川総合 
旭川市、士別市、 

名寄市、富良野市 

雨竜郡、上川郡（鷹栖町、東神楽町、当麻町、比布町、 

愛別町、上川町、東川町、美瑛町、和寒町、剣淵町、 

下川町）、中川郡（美深町、音威子府村、中川町）、 

空知郡（上富良野町、中富良野町、南富良野町）、 

勇払郡（占冠村） 

留萌 留萌市 増毛郡、留萌郡、苫前郡、天塩郡 

宗谷総合 稚内市 宗谷郡、枝幸郡、天塩郡、礼文郡、利尻郡 

オホーツク総合 紋別市 紋別郡 

道東地区 

オホーツク総合 北見市、網走市 網走郡、斜里郡、常呂郡 

十勝総合 帯広市 
河東郡、上川郡（新得町、清水町）、河西郡、広尾郡、 

中川郡（幕別町、池田町、豊頃町、本別町）、足寄郡、十勝郡 

釧路総合 釧路市 釧路郡、厚岸郡、川上郡、阿寒郡、白糠郡 

根室 根室市 野付郡、標津郡、目梨郡 

（注）空知、上川、中川、勇払各郡については、町村で分類してあります。 


