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「今」が未来をつくる
大六野耕作 明治大学長・須藤政弘 連合父母会長

大学に関わる情報は、明治大学ホームページから
https://www.meiji.ac.jp

父母会に関わる情報は、父母会ホームページから
https://www.meiji-parents.jp   2020年度の父母会総会・父母懇談会は全て『中止』します。

＊例年、父母懇談会でお渡ししている成績表は７月末日までに宅着するよう郵送します。
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　明治大学にご入学された新入生のみなさ
ん、ご父母のみなさま、ご入学おめでとう
ございます。心よりお祝い申し上げます。
とともに、ご父母の皆さまを父母会へお迎え
できたことを素直に喜んでいます。
　しかし一方で、本来ならば入学式が挙行
され、桜咲くキャンパスで新たな学園生活を
スタートさせていたはずのところ、新型コロ
ナウイルス感染症の拡大を食い止めるため、
国として、明治大学として、父母として、一
人ひとりとして、出来ることに取り組み、こ
の脅威に打ち克っていかなければならなくな
りました。
　また、それぞれに新しい学年、２年生、
３年生、４年生に進級された学生のみなさ
んも、この事態で、大学に通うこと、新歓行
事を行うこと、サークルなどの課外活動に
取り組むことも、ままならない状態にあるこ
と、心よりお見舞い申し上げます。

　大学ホームページで４月16日、『授業開始
日である５月７日（木）から原則として、 ６月

17日（水）までを、当面
の間オンライン形式によ
り実施することを決定し
ました』との発表がさ
れました。感染拡大の
収束が見通せない中、
この措置は致し方無いも
のと理解します。

　父母会は、明治大学

今は出来ることを

安倍晋三首相から「緊急事態宣言」が東京
を含む７都府県に発令されました。さらに
同16日、この宣言は全国に拡大されました。
時を同じくして、明治大学からも、ホームペー
ジを通じてオンライン授業などについての情
報が発信されています。

　この４月から学長にご就任された、大六
野耕作（だいろくの・こうさく）学長は、
2020 年４月入学予定の新入生及びご家族・
保護者の皆さま向けとして、「混乱の中にも

次の時代を開く鍵がある 」と題し、入学式
が行われる予定であった４月７日に、お見舞
いととともに、明治大学は全学の叡智を結
集してこの困難な状況の中でも教育機関とし
ての責任を果すべく全力を尽くす決意が発
信されています。【６～７頁に全文転載】

　その中では、「権利自由」「独立自治」を建
学の精神とする本学は「人間が人間として

ります。父母会総会は、それぞれの地区父
母会の活動や会計の報告、新年度の事業
計画や予算、役員の選出がされます。そし
て、同総会に引き続き開催される懇談会で
は、大学からの教職員の参加を得て、大学
の最新状況の報告や、就職にかかわる講
演、成績表を基に個別相談を実施していた
だいておりました。
 
　しかし４月16日、この新型コロナウイルス
感染症による「緊急事態宣言」が、対象を
全国に拡大して発令されるに至り、大変残
念ではありますが、本年度の「父母会総会・
懇談会」は全て中止いたしました。ご父母
のみなさまにとっては、明治大学に触れる
貴重な機会だったのですが、安全・安心と
健康を守るための措置とご理解くださるよう
お願いいたします。みなさまのお手元に届く
案内では、「延期」と表記されているものも
ありますが、事態の収束が見通せない状況
にあるため、予定された「父母会総会・懇
談会」はすべて中止とします。ご理解を賜り
ますよう宜しくお願いいたします。

　それに伴い暫くの間、連合父母会の主な
役割りである「大学と父母の架け橋になる
こと」の一環として、大学の発信などにつ
いて、このようなリーフレットや父母会ホー
ムページを通じて補助的に発信していくこと
としました。

　入学式が行われる予定であった４月７日、

新入生・ご父母のみなさまへ
連合父母会長　須藤 政弘 

連合父母会長　須藤 政弘

に在学する学部学生、約３万人の父母によっ
て組織されています。その取り組みは、子
どもたち学生の修学支援はもちろん、サー
クルなどの課外活動の支援。教育・研究の
後援。学生たちの文化・芸術活動の観賞や
スポーツ応援など、多岐にわたります。私た
ち父母は、それらの父母会活動を通じて父
母相互の連携を図り、もって明治大学の発
展・向上に寄与することを目的とする、明治
大学に子どもを通わせる、父母たちによる、
父母たちのための組織です。

　私も、その一員であり、ご縁あって父母会
活動に参加したことをキッカケに、2018年
度に所属する地区の父母会長を務めさせて
いただき、2019 年７月から、全国 57 地区
父母会及び韓国、台湾、中国、マレーシアの
４カ国・地域の父母会長たちで構成される、
明治大学連合父母会の会長を務めさせてい
ただいております。

　連合父母会の「大学と父母の架け橋」
事業として、５月から６月にかけて全国各地
で開催される「父母会総会・懇談会」があ

連合父母会の主な役割り
大学と父母の架け橋になること
活躍する学生を応援すること
経済的に困っている学生には
支援をすること
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の３つを柱に据えて活動しています。
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新入生・ご父母のみなさまへ
明治大学長　大六野 耕作

新入生・ご父母のみなさまへ
連合父母会長　須藤 政弘 

生きるに値する平和な社会（世界）」の創出
を目指す研究・教育拠点でなければならな
いと考えています。新入生の皆さんには、常識
にとらわれることなく、歴史上まれに見る豊か
さをもたらした近代文明のあり方を批判的に
振り返り、現代社会（世界）を脅かす問題の
解決に取り組んでいただきたいと思います。

との課題も出されています。

　その他にも、ホームページを通じて、こ
の難局においても高等教育を続ける決意
と、その方法や準備などが随時発信されて
います。ここ数十年では経験のない状況の
中での新年度になりますが、大学が発信す
る正しい情報を、正しくキャッチして、我々
父母も、冷静に行動したいと思います。皆
さまにも、ご協力をお願い申し上げます。

　少し脱線しますが、私の仕事はスーパー
マーケット関係でして、今回の事態での対
応では、社会インフラとして、継続しなけれ
ばならない事業として、現場奮闘中です。

その中で思うのは、正しい情報を得て、正
しく冷静に行動して欲しいということです。
４月６日の日経新聞朝刊１面のトップ記事
に、「善意の投稿、人類翻弄」という記事が
あり、トイレットペーパー不足という情報は
デマであることを、ほとんどの人が理解し
ながらも、不安に駆られ、購入するために
ヒステリックな行動を取ってしまったというも
のです。

　この新型コロナウイルス感染症の収束が
見通せない中で、とても不安な気持ちになっ
てしまうことは理解できます。私たち父母も、
今は、そういった心理状態に陥りやすいと
いうことを理解、意識して、なるべく冷静か
つ品格をもった言動に努めたいと思います。

　今、明治大学に子どもを通わせる父母と
して、大学に対する不安も多くあると思いま
す、父母会の役割りとして、このような情
報発信の形で、ご父母の皆さまへ、しばら
くの間、情報をお届けしてまいります。

　あわせて、中止となってしまった父母会
総会などを通じてお誘いする予定であった、
新入生ご父母の、父母会役員さんの募集を
していきたいと考えておりますので、追って
のご案内が届いた際には、積極的にご検討
くださるようお願い申し上げます。

大六野耕作（だいろくの・こうさく）1954年生まれ福岡県出身。1977年
３月明治大学法学部卒業。1979年３月同大学院政治経済学研究科博士
前期課程修了（政治学修士）。1982年３月同大学院政治経済学研究科博
士後期課程単位取得退学。1982年４月明治大学政治経済学部専任助手。
1995年４月同専任教授（現在）担当科目：比較政治論。2008年10月から
2015年３月まで明治大学政治経済学部長。2016年４月から2020年３月
まで明治大学副学長（国際交流担当）などを経て2020年４月より現職。

大六野学長から
新入生へのメッセージ
２０２０年４月入学予定の新入生及び

ご家族・保護者の皆さまへ 

明治大学長 

大六野 耕作須藤会長からのメッセージ動画はコチラから
https://www.meiji-parents.jp
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混乱の中にも次の時代を開く鍵がある

 　新入生の皆さんに、是非、考えていた
だきたいことがあります。経済活動のグ
ローバル化は歴史上まれに見る豊かさを
もたらしましたが、他方でエネルギー問
題、地球温暖化、富の不平等、グローバル
な感染症拡大など、国や地域を超えた深
刻な問題を生み出しています。富の不平
等は様々な差別意識の温床となり、「異論
の存在」を許さない権威主義の台頭にも
つながっています。また、グローバルな
感染症は、人類の生存そのものに対する
深刻な脅威になりつつあります。 

 　いま、大学はこうした人間の生存と尊
厳を脅かす問題に向き合い、これを解決
する技術・システム・思想・知恵を生み
出すという重大な役割を担っています。
「権利自由」「独立自治」を建学の精神と
する本学は「人間が人間として生きるに
値する平和な社会（世界）」の創出を目指
す研究・教育拠点でなければならないと
考えています。新入生の皆さんには、常

　新入生の皆さん、ご入学おめでとうご
ざいます。教職員を代表して心よりお祝
いを申し上げます。皆さんに直接お会い
し、お祝いを申し上げられないことは誠
に残念ですが、世界保健機関（WHO）が
新型コロナウイルス感染症の「パンデミッ
ク」を宣言し、その終息時期も未だ見通
せない状況では、新入生とそのご家族の
感染防止を優先せざるをえませんでした。
入学式を心待ちにされていた皆さんのお
気持ちを考えると断腸の思いですが、こ
の間の事情をご賢察の上ご理解を賜りた
く存じます。 

 　明治大学は全学の叡智を結集して、こ
の困難な状況の中でも教育機関としての
責任を果すべく全力を尽くしています。
授業開始に先立つ学習指導については、
オンライン動画等を駆使したガイダンスを
すでに実施中です。授業についても、感
染拡大の状況を注視しながら、対面授業
が可能になるまでの期間、Oh-o! Meiji
システム（オンライン授業支援システム ) を
通じた新入生の皆さんとのコミュニケー
ション、授業配信等を行い、教育の質を
維持する万全の態勢を整えて参ります。 

識にとらわれることなく、歴史上まれに
見る豊かさをもたらした近代文明のあり
方を批判的に振り返り、現代社会（世界）
を脅かす問題の解決に取り組んでいただ
きたいと思います。 

 　幸い本学は、法学部、商学部、政治経
済学部、文学部、理工学部、農学部、経
営学部、情報コミュニケーション学部、
国際日本学部、総合数理学部という10 の
学部と16の大学院研究科を擁する総合大
学で、新入生の皆さんが学部や研究科の
壁を超えて学ぶことのできる環境が整っ
ています。また、毎年2100人以上が海外
留学を果たし、2400人以上の留学生を迎
える、日本でも屈指の国際的な大学です。
この環境を最大限に活かし、40 年後、50
年後の社会（世界）を形作る知恵を備え
た人材に育っていただきたいと思います。 

 　新型コロナウイルス感染症の先行きは
未だ不透明で不安に駆られることもある
と思いますが、デマやフェイク・ニュース
に惑わされることなく、物事の本質をしっ
かりと見極める力を養いましょう。最後
に、アルバート・アインシュタイン博士
（Dr. Albert Einstein）の言葉を共有し
たいと思います。 

以上

2020年 4月7日  明治大学 学長室

新入生・ご父母のみなさまへ
明治大学長　大六野 耕作

“Out of clutter, find simplicity. 
From discord, find harmony. In the 
middle of difficulty lies opportunity.” 

混乱から単純なものを、不和から調和を探し出そう。

困難な状況の中にもこれを乗り越えるチャンスがある。

https://www.meiji .ac.jp/gakucho/message/
message_roc_20200406.html
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