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　明治大学父母会に新会員の皆様をお迎えし、５
月より各地区において、連合父母会最大行事の一
つであります「父母会総会・父母懇談会」が開催
されます。開催にあたり、父母会を代表いたしま
してご挨拶を申し上げます。
　明治大学父母会は、1972年に大学との交流を願
う父母により、岡山県に初めて誕生しました。そ
の後各地区に設立され、現在では全国５７地区の
父母会が活動しております。1974年には父母会事
業を調整するため、連合父母会が設立され、本年
設立４０周年を迎えることになりました。連合父
母会は、大学と地域の父母を結ぶ懸け橋となり、
各地区における父母会総会・父母懇談会などを通
して、会員相互の親睦をはかり、明治大学の発
展・向上に寄与することを目的としております。
大学でこれ程の全国組織で活発に活動する父母会
は珍しく、その関係強化に多大の功績を残してお
ります。
　各地区父母会においても、会員や学生を対象と
する事業を数多く行っており、多くの役員の方々
がこの活動を支えるためにご活躍されておりま
す。会員の皆様には是非「父母会総会・父母懇談
会」にご参加いただき、会員相互の親交を深め、
ご子女が通われている明治大学との関係を密にし
ていただければ幸いです。
　今後も明治大学父母会活動にご理解とご協力を
賜りますようお願い申し上げます。
　父母会員の皆様とご家族の益々のご健勝とご多
幸を祈念いたします。

明治大学連合父母会
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主に
①「地区父母会の活動」：各地区父母会活動のお
　知らせや報告などが掲載されております。
②「父母会事務室からのお知らせ」が掲載されて
　おります。
　　各地区父母会の情報はこのホームページに掲
　載されていることがありますので、ぜひ一度ご
　覧ください。

連合父母会
ホームページのご案内



ともに
明治大学の発展を

未来開拓力のある
学生の育成を目指して
　明治大学は建学の精神「権利自由、独立自
治」の下、基本的人権の尊重と自律した個人
の確立に向けた教育を伝統として継承し、社
会の要請に応える力を持った人材の育成に力
を注いで参りました。「『個』を強くする大
学」はこの伝統を言い換えたものに他なりま
せん。そして今や、130年を超える歴史と伝
統のもと、これまで本学を巣立った卒業生は
約52万名に上り、世界中の様々な分野・地域
でご活躍いただいております。引き続き、さ
らなる前進を目指して「時代をリードする大
学」へと質的な変貌を遂げるための新たな一
歩を踏み出しています。
　現在わが国は、20年の長期低迷、少子高齢
化の急速な進展、グローバリゼーションへの
対応、震災復興など、深刻で複雑な課題を抱
えています。大学には、これらの社会的課題
に対し理論的な解決の道すじを示すことが求
められており、その一方で学生たちも、今後
数多くの困難や試練に直面し、それに立ち向
かい、道を切り拓いていく力を備えることが
必要となるでしょう。
　このような中で、本学は「次代を拓き、世
界へ発信する大学」を学長方針に掲げ、グロ
ーバル化した社会をしなやかにたくましく生
き抜く「未来開拓力のある学生」の育成を目
指しています。
　ご父母の皆様におかれましても、ご子女の
未来のため、一層のご支援を賜りますようお
願い申し上げます。

明治大学連合父母会
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学校法人明治大学
理事長

日 髙 憲 三

明治大学長
（父母会名誉会長）

福 宮 賢 一

　連合父母会並びにご父母の皆さまにおか
れましては、日ごろから、当法人の教育研
究活動にご理解、ご支援を賜り、心より感
謝いたしております。
　明治大学は、「権利自由」「独立自治」
を建学の精神として、「新しい知の創造」
と「時代の要請に応える人材の育成」に努
め、これまで、52万人を超える卒業生を社
会に送り出してきました。近年、グローバ
ルリーダー人材の育成が大学の使命となっ
ていますが、本学でも、学校法人国際大学
との系列法人化協定の締結、タイ・バンコ
クのアセアンセンターの開設など、教育プ
ログラムの開発や、大学の国際化に全力を
挙げて取り組んでいます。今後も、教職員
一丸となり、学生が強い個性を磨ける教育
研究環境の整備に努めてまいります。
　さて、本学の連合父母会は、本年創設40
周年を迎えました。本学には、多くのステ
ークホルダーがおりますが、連合父母会の
活性化は本学に対する期待の大きさの表れ
であり、私たちもその期待に応え、大学改
革を進めなくてはならないと真摯に受け止
めています。これから学生支援活動をより
強化するにあたって、ご父母と大学との信
頼関係は、より一層重要になってまいりま
す。ご父母、ご家族の皆さまにおかれまし
ては、今後ともお力添えを賜り、ともに、
明治大学の発展にご協力くださいますよう
お願い申し上げます。



明治大学父母会会長名簿
（2013年度）

明治大学連合父母会
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「校友会」とは
「校友」とは明治大学の卒業生、OB・OG
のことをいい、「校友会」はその「校友」
の組織のことをいいます。
　現在、校友会は父母会と同様に全国54支
部（北海道は１支部）に分かれており、そ
の下部組織として219の地域支部があります。
海外にも韓国と台湾の２支部があります。
現在の会員数は約33万人で、明治大学を支
援する最大の組織です。
（明治大学校友会ホームページ：

http://meiji-shikon.net）
　明治大学の卒業生はすべて校友の資格を
有するため、会費は学部の２年生から４年
生まで毎年10,000円を学費とともに納入す
ることになっております。この会費は学生
への奨学金や大学支援、校友会の事業運営
の費用にあてられます。
　明治大学の施設がない地域にとっては、
父母会と同様に、校友会も全国展開する明
治大学の貴重な公認団体になります。

茨　城　県 菊　池　良　平
藤　本　順　子栃　木　県

群　馬　県 小　澤　孝　夫
埼玉県東部 成　田　　　修
埼玉県西部 加　賀　　　誠
千葉県東部 香　田　隆　造
千葉県西部 片　桐　通　夫
東京都東部 小　林　久　貢
東京都西部 寺　尾　克　志
東京都南部 鳥　居　　　納
東京都北部 雨　宮　弘　典
東京都多摩 逆瀬川　太　郎
神奈川県東部 髙　橋　　　悟
神奈川県西部 鶴　田　浩　巳

地　区　名 氏　　名

地　区　名 氏　　名
新　潟　県 髙　橋　克　巳
富　山　県 酒　井　真佐之
石　川　県 金　森　和　治
福　井　県 白　崎　友　英
山　梨　県 前　田　幸　彦
長　野　県 大　和　　　靖
岐　阜　県 宇　野　公　章
静　岡　県 小　川　喜　久
愛　知　県 松　井　良　憲

三　重　県 辻　　　弘　恵
滋　賀　県 奥　田　純　也
京　都　府 小野里　光　広
大　阪　府 坂　口　清　隆
兵　庫　県 赤　鹿　竜　夫
奈　良　県 久　永　孝　司
和 歌 山 県 中　村　栄　作

地　区　名 氏　　名

鳥　取　県 仙　田　　　実
島　根　県 野々村　　　卓
岡　山　県 吉　井　祥　江
広　島　県 田　中　英　雄
山　口　県 山　野　重　慈

地　区　名 氏　　名

徳　島　県 植　田　健　治
香　川　県 松　本　　　求
愛　媛　県 都　築　直　美
高　知　県 岡　林　　　厚

地　区　名 氏　　名

福　岡　県 鈴　木　弘　幸
佐　賀　県 大川内　弘　紀

徳　永　幸　廣長　崎　県
熊　本　県 村　上　芳　明
大　分　県 藤　丸　浩　士
宮　崎　県 戸　髙　貴　夫
鹿 児 島 県 山　川　　　学
沖　縄　県 知　名　達　也

地　区　名 氏　　名

顧　　　問  丹　澤　正　彦
顧　　　問  髙　橋　郁　夫

連合父母会 氏　　名

地　区　名 氏　　名
北海道函館 佐　藤　　　準
北海道札幌 町　田　一　夫
北海道道北 鈴　木　直　則
北海道道東 海　田　有　一

青　森　県 齋　藤　興　徳
岩　手　県
宮　城　県 結　城　和　広
秋　田　県 畠　山　尚　子
山　形　県 山　本　丈　実
福　島　県 松　本　晃　一

地　区　名 氏　　名

紺　野　　　守
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就職・進路について、
お尋ねの多いご質問・応答集（ＦＡＱｓ）

公務員試験と民間企業・団体の掛け持ちは可能か。
また、公務員試験に失敗した場合の
就職活動について
　困難ですが可能です。公務員と民間企業の採用試験に課せられる試験は、内
容、範囲が異なることが多いのが実情です。特に公務員採用試験は、筆記試験
対策に多くの時間が必要とされます。公務員試験と民間企業採用試験を受験し
ようとする場合は、計画的に試験対策を進めることがとても大切になります。
　公務員試験に失敗した場合でも、企業・団体によっては採用活動を長期間お
こなうことや期別の採用や追加募集を実施するところもあります。このような
情報は、『就職キャリア支援センター』に直接寄せられるケースが多いので、
『就職キャリア支援センター』のホームページや掲示板を確認するようお伝え
ください。
　志望を途中で変更した場合は、いかに気持ちを切替えるかが課題になります
ので、『就職キャリア支援センター』に足を運んで相談することをお勧めしま
す。気楽に相談に行くようお伝えください。

Ｑ2

Ａ．

公務員の試験対策について
　公務員試験に合格するためには、一次の筆記試験対策が最も重要になりま
す。様々な国家公務員試験・地方公務員試験がありますが、いずれにしても早
い段階で目標を設定し、地道な勉強を積み重ねていくことが必要です。
　強い信念と計画性を持って自分のペースで勉強することも大切ですが、志を
一にする仲間と切磋琢磨することや、有効な情報交換をするために予備校や本
学の講座を利用することも一つの方法です。
　また、技術系公務員の専門科目対策は、大学での授業にきちんと取り組むこ
とで十分な準備が可能です。

Ｑ1
Ａ．

明治大学連合父母会

【就職キャリア支援センターより】
『就職キャリア支援センター　ホームページ』
http://www.meiji.ac.jp/shushoku/index.html

◎公務員→Ｑ1・2　　◎Ｕターン→Ｑ3　　◎大学院生の就職→Ｑ4　　◎資格と就職→Ｑ5
◎教職課程→Ｑ6　　◎留学希望者→Ｑ7　　◎未内定→Ｑ8　◎留年→Ｑ9
◎卒業後求人→Ｑ10　　◎民間企業の採用スケジュールの変更→Ｑ11
◎卒業後3年以内の民間企業の新卒採用扱いについて→Ｑ12
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大学院に進学した場合の就職状況は？
○文科系の大学院博士前期課程修了者に対する求人は、少ないのが現状です。
民間企業・団体への就職を考える場合は、一般的には、学部生に比べて不利
であるとも言えます。ただし、専攻分野での研究業績や成果などで学部生に
はないものをアピールできれば、相応の評価を受けるはずです。大学院への
進学を考える場合、何の研究を深めたいのか、それをその後の人生にどのよう
に活かしたいのか、ということを念頭におくことが重要です。

○技術系の大学院博士前期課程修了者に対する求人は、企業・団体からのニー
ズは増えています。今日の産業技術のハイテク化に対応して、先端技術の開発
に力を注いでいる企業・団体が多くあり、「専門性」「即戦力」を重視し、大学
院修了者を重要な採用対象として捉えつつあります。しかし、大学院に進学す
るからには、学部時代とは異なって専攻分野における一層の専門性、研究能
力などが厳しく問われるので、安易な考えで進学することは勧められません。

Ｑ4
Ａ．

Ｑ5資格と就職の関係について
　専門性の高い職種採用を除き、資格取得が即採用に作用することは少ない
と考えられます。しかし、将来自分がどの様な職業に就きたいかを、大学1・
2年の早い段階で考え、目標をもって資格試験にチャレンジすることは有意義
なことです。
　ただし、学業をおろそかにし、無理をして資格をとる必要はありません。
この資格をとっておけば、採用に必ず結びつくというものではありません。
むしろ大学で学んでいる自分の専門領域をしっかりと身につけることや、国
際化したビジネス社会に必要な語学力を養っておいた方が良いでしょう。
　企業・団体の採用担当者は、筆記試験・面接試験において多角的に人物評
価をします。採用者側が求めている人材は、資格よりも柔軟な思考能力と創
造性、積極性、コミュニケーション能力等が考えられます。

Ａ．

Ｕターン就職を希望、その活動方法は？
　Ｕターン就職一本に絞るのか、Ｕターン就職を優先しながら他地域就職も考える
のか、出来るだけ早く自分の意思を明確にすることが必要です。Ｕターン就職は、特
に情報収集が重要です。地元企業・団体の採用動向情報を把握するためには、『就
職キャリア支援センター』や地元の地方公共団体、商工会議所、学生職業センター
（厚生労働省）などを積極的に利用することが大切です。特に、家族や友人、知人の
支援は不可欠です。また、活動中に何回も帰省することになる場合も多く、その費用
も相当な額になります。日程の面でもハードなスケジュールを強いられることもある
ので、事前に十分な準備をしておくことが必要です。
なお、近年では、事業所ごとに社員を現地採用する企業・団体が増加傾向にありま
す。首都圏に本社のある企業・団体がエリア採用（地域採用）をしていることもあり
ますので確認するようお伝えください。
　12月に各県等の東京事務所の方に協力をいただき、Ｕターンセミナーを実施して
いますので、そのようなイベントに足を運び情報を得るよう努めてください。

Ｑ3
Ａ．

明治大学連合父母会



6  MEIJI UNIVERSITY PARENTS' ASSOCIATION

Ｑ8

教職課程履修者の就職活動は
どのようにすればよいか？
　教職課程を履修し教員免許状を取得しても、教員に採用されるのは大変厳し
い状況にあります。どうしても教員を希望する人は、卒業間近までチャンスがあ
りますので、一本に絞って信念を貫いてください。
　教員免許状の取得には、４年次に教育実習（2～3週間）があります。その間の
就職活動は中断せざるを得ない場合もあることも考慮しておく必要があります。
　近年は、教員免許状は取得するが、教員になることを諦めて一般企業・団体の
採用試験を受ける学生が増えています。一般企業・団体では説明会や面接試験
を何回かに分けて実施している場合が多くありますので人事採用担当者に事情
を説明して日程を調整してもらうことも必要です。それが出来ない企業・団体も
ありますので、情報をできるだけ早く入手してスケジュールをしっかり立てておく
ことが重要になってきます。

Ｑ6

Ａ．

留学希望学生の就職活動はどうすれば
よいか？
　留学後、企業・団体への就職を希望する場合は、留学する前に『就職キャリ
ア支援センター』でアドバイスを受けるとよいでしょう。留学の形態にもよりま
すが、帰国してすぐに就職活動をする場合は、留学する前の事前準備が重要に
なります。現在は、インターネットで企業・団体の採用情報の収集、情報誌への
登録、電子メールでのエントリーも可能ですので、留学先でパソコンが使える
環境を整えておくことが重要です。

Ｑ7

Ａ．

最終学年で、まだ内定がない場合、
どうすれば良いか？
　『就職キャリア支援センター』には、例年3月中旬まで4年生向けの求人票
が届きます。時期にバラつきはありますが、常時求人票が届いている状態で
す。2012年3月より「求人情報検索システム」が稼働し、企業から登録された
求人情報を学内外のパソコンから検索・閲覧できるようになりました。また、就
職キャリア支援センターを訪問して求人票を提出してくださる企業・団体の求
人情報については、学内設置のパソコンからインターネットで公開しています。
　さらには、卒業年の11月から3月にかけて企業が大学で選考を行う学内選考
会も実施しており、そこで内定を頂く学生もいます。
　学生によっては、就職活動が長びいたり、出遅れてしまったことから就職を
諦めてしまうことがありますが、まずは『就職キャリア支援センター』へ相談に
行くように勧めてください。

Ａ．

明治大学連合父母会
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民間企業の採用スケジュールに
ついて

　日本経済団体連合会（会員数は約1500社・団体）は2013年9月13日に就職
活動の時期を見直した「採用選考に関する指針」を正式に発表しました。採用選
考の早期化・長期化自粛へ向け、2016年度入社以降の大学卒業・大学院修了
予定者から適用されますが、具体的な改定内容は、会社説明会などの広報活動
は卒業・修了学年前年の3月1日から（従来は12月1日から）、面接などの選考活
動は最終学年の8月1日から（従来は4月1日から）というものです。
　『就職キャリア支援センター』では、こうした変更を踏まえつつ、学生の就職
活動に支障のないよう就職活動支援に取り組みます。

Ｑ11

Ａ．

卒業後の求人について
　企業・団体からの求人の多くは、新規卒業・修了予定者（“新卒”）であるこ
とを応募条件にしています。本学において、卒業・修了生（“既卒”）を対象に
する求人は、例年少ない状況です。公共職業安定所（ハローワーク）や民間の
人材サービス会社なども活用していくと良いでしょう。
　なお、就職キャリア支援センターでは就職相談にも対応しています。

Ｑ10
Ａ．

留年について
　留年は本人が希望する、しないに関わらず卒業単位不足という形になります。
留年した場合、ほとんどの企業において、就職が内定していても、卒業できない
時点で内定取消しとなってしまいます。そのため、再度、就職活動をすることとな
ります。
　留年自体、決してほめられることではありませんので、その状況になった以上、
いかにそれからの１年を充実して過ごすかということが重要です。単に就職活動
のために留年するような学生には魅力はないと思われてしまいます。この一年で
どのように何が成長したのかということが問われますので、留年をした場合は注
意が必要です。

Ｑ9
Ａ．

卒業後3年以内の
民間企業の新卒採用扱いについて

　2010年10月8日付けで文部科学大臣、経済産業大臣、厚生労働大臣が連名
で主要な245の経済団体に「新規学校卒業者等の採用に関する要請書」を送
付し、卒業後3年以内の未就職者の新卒枠での応募受付等の要請をしました。
　しかし、現状では新規卒業、修了予定者（“新卒”）としての応募条件である
ことから、既卒者を“新卒”扱いとして採用する企業は約50％と多くはありま
せん。今後、「卒業後3年以内の既卒者を新卒扱い」として採用する企業が増え
ていくかどうかは、推移を見極めていく必要があります。

Ｑ12

Ａ．

明治大学連合父母会
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父母懇談会
　父母会最大の事業である父母懇談会を開催します。父母懇談会は大学から教職員を
全国各地に派遣していただき、新入生の父母には学生生活、2～4年生の父母には学業
成績、また3・4年生父母を中心に就職・進路等について直接父母からの相談を受けて
います。
　5月から7月にかけて全国各地で開催されます。
　（日程は、「明大広報」5月1日号および明治大学連合父母会ホームページをご覧ください。）

1
連合父母会の主な事業

明治大学連合父母会

連合父母会文学賞
　本学在学生の意欲的な課外活動を奨励するために、本学特別功労者の名前を冠して
故人の業績を顕彰した「明治大学連合父母会文学賞」を2009年度から設立しました。
　　第１部門　倉橋由美子文芸賞　小説
　　　　　　　　　　　　　　　　※詩・評論・戯曲・ノンフィクションは対象としない
　　第２部門　阿久悠作詞賞　　　演歌を含めた歌謡曲・ロック・ポップス等あらゆるジャンルの歌詞

3

　現在、連合父母会は３つの奨学金を給付しております。すべて各キャンパス奨学金
係で申請手続きをすることができます。
① 「連合父母会緊急給費奨学金」
　主たる家計支持者の会社都合及び病気による失職、大幅な減給、会社の倒産等 
　（定年等は該当しません）により家計状況が急変し、困窮している学部生に給付。
② 「連合父母会特別給付奨学金」
　在学中に主たる家計支持者が死亡した学部生に給付。
③ 「連合父母会一般給付奨学金」
　年度の秋学期に、経済的理由により修学が困難な学部生に給付。
詳細は冊子「奨学金情報誌アシスト（assist）」又は明治大学ホームページの「学生
生活」のページをご覧ください。http://www.meiji.ac.jp/campus/shougaku/index.html

連合父母会奨学金2

父母会総会・父母懇談会の開催案内状発送予定　　　５月27日～６月14日開催地区は４月16日発送予定　　６月15日～６月25日開催地区は４月18日発送予定
６月27日～７月12日開催地区は５月19日発送予定

2014年度父母会総会・父母懇談会開催日程
開催地会　場　名開催日時地区名開催地会　場　名開催日時地区名
岐阜市岐阜グランドホテル岐　阜　県函館市函館国際ホテル北海道函館
静岡市静岡労政会館静　岡　県札幌市京王プラザホテル札幌北海道札幌
名古屋市名古屋国際ホテル愛　知　県旭川市ロワジールホテル旭川北海道道北
津市プラザ洞津三　重　県帯広市北海道ホテル北海道道東
大津市琵琶湖ホテル滋　賀　県青森市青森国際ホテル青　森　県
京都市ANAクラウンプラザホテル京都（旧京都全日空ホテル）京　都　府盛岡市ホテルルイズ岩　手　県
大阪市ホテルモントレグラスミア大阪大　阪　府仙台市ホテルモントレ仙台宮　城　県
神戸市シーサイドホテル舞子ビラ神戸兵　庫　県秋田市秋田キャッスルホテル秋　田　県
奈良市ホテル日航奈良奈　良　県山形市ホテルメトロポリタン山形山　形　県
和歌山市ホテルアバローム紀の国和 歌 山 県郡山市ホテルハマツ福　島　県
米子市米子ワシントンホテルプラザ鳥　取　県つくば市つくば国際会議場茨　城　県
松江市なにわ一水島　根　県宇都宮市ホテルニューイタヤ栃　木　県
岡山市岡山プラザホテル岡　山　県高崎市グランドパティオ高崎群　馬　県
広島市広島ガーデンパレス広　島　県千代田区明治大学アカデミーコモン埼玉県東部
山口市ホテルかめ福山　口　県千代田区明治大学アカデミーコモン埼玉県西部
徳島市阿波観光ホテル徳　島　県千葉市京葉銀行文化プラザ千葉県東部
高松市ロイヤルパークホテル高松香　川　県千代田区明治大学アカデミーコモン千葉県西部
松山市松山全日空ホテル愛　媛　県千代田区明治大学アカデミーコモン東京都東部
高知市ラ・ヴィータ高　知　県千代田区明治大学アカデミーコモン東京都西部
福岡市セントラルホテルフクオカ福　岡　県千代田区明治大学アカデミーコモン東京都南部
佐賀市ホテルニューオータニ佐賀佐　賀　県千代田区明治大学アカデミーコモン東京都北部
長崎市ホテルニュー長崎長　崎　県千代田区明治大学アカデミーコモン東京都多摩
熊本市ホテルニューオータニ熊本熊　本　県千代田区明治大学アカデミーコモン神奈川県東部
大分市トキハ会館大　分　県伊勢原市フォーラム２４６神奈川県西部
宮崎市宮崎観光ホテル宮　崎　県長岡市アトリウム長岡新　潟　県
鹿児島市城山観光ホテル鹿 児 島 県富山市ホテルグランテラス富山（旧名鉄トヤマホテル）富　山　県
那覇市ホテル日航那覇グランドキャッスル沖　縄　県金沢市ホテル日航金沢石　川　県

注：時間及び会場は都合により，変更する場合があります。
福井市ユアーズホテルフクイ福　井　県
甲府市甲府富士屋ホテル山　梨　県
松本市松本東急イン長　野　県

２０１4年４月１日現在

7月 9日㈬　13：006 月19日㈭　14：00
6 月18日㈬　13：00

7 月 7日㈪　13：006 月17日㈫　14：00
7 月 8日㈫　13：006 月16日㈪　14：00

6 月17日㈫　13：00
6 月15日㈰　13：00
7 月 1日㈫　13：00
6 月16日㈪　14：00
6 月30日㈪　13：00
7 月 2日㈬　13：00
6 月 7日㈯　13：00

7 月 5日㈯　13：00
7 月 5日㈯　13：00
7 月12日㈯　13：00
7 月 5日㈯　13：00
7 月12日㈯　13：00
6 月21日㈯　13：00
7 月 5日㈯　13：00
6 月28日㈯　13：00
5 月27日㈫　13：00
5 月28日㈬　13：00
5 月29日㈭　14：00
6 月27日㈮　13：00
6 月28日㈯　13：00

6 月14日㈯　13：00
6 月14日㈯　13：00
5 月31日㈯　13：00
7 月12日㈯　13：00

6 月27日㈮　13：00
6 月21日㈯　13：00

6 月 2日㈪　14：00
6 月 3日㈫　14：00
6 月 4日㈬　14：00
6 月 5日㈭　14：00

6 月 2日㈪　13：00
6 月 5日㈭　13：30
6 月11日㈬　13：00
6 月10日㈫　13：30
6 月 9日㈪　13：00
6 月12日㈭　13：00

6 月 4日㈬　13：00
6 月 3日㈫　14：00

6 月10日㈫　13：00
6 月11日㈬　13：00

6 月 9日㈪　13：00
7 月10日㈭　13：00
7 月11日㈮　13：00
6 月25日㈬　13：00
7 月 3日㈭　13：00
6 月23日㈪　13：00
6 月24日㈫　13：00
7 月 1日㈫　13：00
7 月 2日㈬　13：00

5 月31日㈯　13：00



▲父母会総会・父母懇談会（学部相談） ▲父母交流会（応援団のリードによる校歌斉唱）
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助成・奨学金の給付
　大学の公認団体・サークルの課外活動、大学及び各学部・ゼミナール協議会等が
主催する一般学生対象の行事及び国際連携機構が主催・共催する外国人留学生の活
動に対し助成を行っております。また、留学生を対象に奨学金を給付し、4年生には
「留学記念」として記念品を贈っております。
　海外に留学（協定校・認定校）する学生に対し、留学経費の一部を助成しています。

4

教育振興賞・学部長奨励賞
　公認会計士試験合格者等顕著な功績を挙げた学生には「教育振興賞」を、各学部2年
の課程を修了した学生で学業成績優秀者に「学部長奨励賞」を贈っております。ま
た、卒業生全員に、卒業記念品を贈っております。

5

大学広報を郵送
　大学と父母とのコミュニケーションを強めるため、「明治大学広報」の全号をお送
りします。また、新会員の父母の皆様には、大学をより知っていただくため、広報誌
「明治」（第62号 2014年４月１日発行）をお送りします。

7

明治大学連合父母会

父母交流会6
　父母の交流を深めてもらうため、年１回駿河台キャンパスで「父母交流会」を開催
します。対象地区を東西に分けて、交互に開催します。

11月30日（日）第10回父母交流会

対象地区：北海道函館地区、北海道札幌地区、北海道道北地区、北海道道東地区、
青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、
群馬県、新潟県、富山県、石川県、福井県、埼玉県東部地区、埼玉県西
部地区、千葉県東部地区、千葉県西部地区、東京都東部地区、東京都西
部地区　計23地区
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学生健康保険互助組合について

　1964年（昭和39年）4月に創設された学生健康保険組合（学生健保）は、本学に在

学する全学生の「相互扶助の精神」に基づき、万一の病気やケガによる学生の経済的

負担を軽減するために、一定額の給付を行い、相互に救済することを目的とする“互助

組織”として発足しました。

　2011年4月1日より、名称を「学生健康保険互助組合」に改正しました。

1

明治大学学生健康保険互助組合について

明治大学連合父母会

　本学に在籍する学部および大学院の全学生が入学と同時に組合員となります。

また、休学期間中も組合員としての資格はありますが、卒業・退学等で本学の学生でな

くなったときは、その翌日から資格を失います。

　年間組合費2,500 円（保険料2,100円＋管理費400円）は毎年学費とともに納入

することになっています。

　組合員証は、「学生証」が兼用され、組合員証番号は学生番号と同一です。また、組合員

証の有効期間は、入学日（4月入学者は4月1日、9月入学者は9月20日）から卒業日まで

となります。

目的

組合員について

組合費について

組合員証について

明治大学学生健康保険互助組合は、

本学に在学する全学生の「相互扶助の精神」に基づき、

万一の病気やケガによる学生の経済的負担を軽減するために

設立されているものです。
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利用できる医療機関について
　本学の各キャンパス、厚生施設の周辺および全国主要都市にある約160カ所の医療

機関と特別に医療契約を結び、学生健保の協定医療機関として、組合員（学生）の疾病

治療をお願いしています。

　したがって、協定医療機関以外では、学生健保を利用することができません。（ただ

し、入院した場合は「特別入院給付金」を申請することができます。） 

3

　扶養者と別居している学生で、保険証が個々に発行されていない場合は、必ず本人

用の保険証として、「遠隔地被保険者証」を取りよせてください。

※学生健保を利用するには、学生証と健康保険証が必要です。

「遠隔地被保険者証」の取りよせ方2

明治大学連合父母会

◎ひとり暮らしの学生へ

「在学証明書」を
学内の証明書自動発行機で取得する

「遠隔地被保険者証」発行

扶養者加入の保険事務局に申請する
国民健康保険→扶養者の住んでいる市町村役場

社会保険 →保険事務所

医療機関の利用方法

　受付に学生証と健康保険証を提示すれば、外来診療分の医療費（保険診療分のうち

の自己負担分）は組合員に代わり、学生健保が直接医療機関に支払うため、組合員の自

己負担はありません。

4
①協定医療機関



協定医療機関に行く
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給付の対象と範囲
　協定医療機関の全診療科目が対象となり、保険診療で認められた範囲です。

①診察・検査 

②治療材料の支給 

③薬剤の支給 

④処置・手術 

5

明治大学連合父母会

　学内にある４キャンパスの診療所は、学生証のみ窓口に提示すれば、保険診療分は

無料で受診できます。

②学内診療所

駿河台キャンパス（診療所）

和泉キャンパス（和泉診療所）

生田キャンパス（生田診療所）

中野キャンパス（中野診療所）

大学会館2Ｆ

第一校舎2Ｆ

中央校舎2Ｆ

低層棟3F

TEL.03（3296）4452

TEL.03（5300）1179

TEL.044（934）7611

TEL.03（5343）8078

〔注意〕
※1  学生証・健康保険証のいずれか一方でも提示できない場合は、学生健保の適用は受けられません。
※2  外来診療に限ります。入院分については後日、申請することで給付が受けられます。
※3  調剤薬局は学生健保が適用されませんので、院外処方では自己負担が生じます。

受付に学生証と健康保険証を提示　※1

診察・治療　※2

会計（保険診療分の自己負担なし）　※3
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その他
①明治大学ホームページの「学生生活」のページでは、学生健康保険・学内診療所・学
生定期健康診断・学生教育研究災害傷害保険・協定医療機関等の情報を紹介して
います。
URL:http://www.meiji.ac.jp/campus/index.html

②学生には入学時に冊子「学生健康保険のしおり」を配付しておりますので、そちらも
ご確認ください。

③問い合わせ先：学生支援事務室　TEL.03（3296）4479

8

給付対象外
協定医療機関に学生証を提示しないで受診し、すでに支払いが済んでしまった医療費
医師の紹介状なしで200床以上の病院を利用した場合の初診時の保険外併用療養費
各種文書料
健康診断・人間ドック・予防注射
交通事故などのように、第三者の行為が原因となるケガ
けんかや泥酔（アルコール中毒）による外傷および疾病
美容を目的とした隆鼻術などの整形手術
日常生活に支障のない、そばかす・あざ・にきび・ほくろ・わきがの治療など
正常な妊娠・分娩にかかる費用
公費で治療できるとき
海外での傷害・疾病
その他、保険診療適用範囲外の診療

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

6

明治大学連合父母会

特別入院給付金
■対象
　医療機関に入院した場合
■申請期限
　退院後6ヶ月以内
■給付額
　保険診療の自己負担分（100円未満切捨て。月額上限50,000円）
■必要書類
　・特別入院給付申請書
　・明細式領収書（コピー可）
　・振込依頼書

7 （各キャンパス学生支援事務室、
中野教育研究支援事務室に申請します。）
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大学の電話案内　　
－成績に関する相談－ －学生生活に関する相談－

－就職に関する相談－

－学費に関する相談－

お　願　い

● 法学部
法学部事務室
1・2年　（和　泉キャンパス）　　03－5300－1138～40
3・4年　（駿河台キャンパス）　　03－3296－4152・54

・学生支援事務室
（奨学金）　　　　　　　　　　03－3296－4208
（課外活動）　　　　　　　　　03－3296－4205
（保健・学生健保）　　　　　　03－3296－4212・4479
（アルバイト・住居）　　　　　03－3296－4207
・学生相談室　　　　　　　　　03－3296－4216・17

・和泉学生支援事務室
（奨学金）　　　　　　　　　　03－5300－1175
（課外活動）　　　　　　　　　03－5300－1173
（保健・学生健保）　　　　　　03－5300－1176
（アルバイト・住居）　　　　　03－5300－1176
・学生相談室 　　　　　　　　  03－5300－1178

・生田学生支援事務室
 （奨学金）　　　　　　　　　  044－934－7580
 （課外活動）　　　　　　　　  044－934－7578
 （保健・学生健保）　　　　　  044－934－7579
 （アルバイト・住居）　　　　  044－934－7579
・学生相談室 　　　　　　　　  044－934－7619

03－3296－4233

044－934－7582

03－5343－8090

■ キャンパス・ハラスメント相談室

財務課（学費）

● 政治経済学部
政治経済学部事務室
1・2年　（和　泉キャンパス）　　03－5300－1144～46
3・4年　（駿河台キャンパス）　　03－3296－4172・73

● 商学部
商学部事務室
1・2年　（和　泉キャンパス）　　03－5300－1141～43
3・4年　（駿河台キャンパス）　　03－3296－4160・61

● 文学部
文学部事務室
1・2年　（和　泉キャンパス）　　03－5300－1147～49
3・4年　（駿河台キャンパス）　　03－3296－4182・83

● 経営学部
経営学部事務室
1・2年　（和　泉キャンパス）　　03－5300－1150～52
3・4年　（駿河台キャンパス）　　03－3296－4194・95

● 情報コミュニケーション学部
情報コミュニケーション学部事務室
1・2年　（和　泉キャンパス）　　03－5300－1627～29
3・4年　（駿河台キャンパス）　　03－3296－4262・63

● 総合数理学部
中野教務事務室（総合数理学部）
1・2年　（中　野キャンパス）　　03－5343－8040

● 理工学部
理工学部事務室
1～4年　（生　田キャンパス）　　044－934－7561・63

● 農学部
農学部事務室
1～4年　（生　田キャンパス）　　044－934－7575

● 国際日本学部
中野教務事務室（国際日本学部）
1～4年　（中　野キャンパス）　　03－5343－8045

●駿河台キャンパス

●和泉キャンパス

●生田キャンパス

・中野教育研究支援事務室
 （奨学金）　　　　　　　　　  03－5343－8059
   （課外活動、保健・学生健保、アルバイト・住居）03－5343－8058
・学生相談室 　　　　　　　　  03－5343－8080

●中野キャンパス

就職キャリア支援事務室

生田就職キャリア支援事務室

中野教育研究支援事務室

文系学部（国際日本学部を除く）

理工・農学部

国際日本・総合数理学部

以下に変更がありましたら、ご子女を通
じ、当該学部事務室までお届けください。
○住所、電話番号等の連絡先
○保証人　等々

明治大学

明治大学連合父母会

03－3296－4215

MEIJI UNIVERSITY PARENTS' ASSOCIATION  15

03－3296－4096・97



▲ラグビー明早戦人文字応援

▶東京六大学野球人文字応援

▲箱根駅伝応援

40th Anniversary since1974

明
治
大
学
校
歌

一二三

◀明治大学公式
　キャラクター
　「めいじろう」
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