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父母会総会・懇談会について

父母Zoom懇談会
明治大学の「今」を知る父母による
父母のためのライブ配信イベント

連合父母会の事業

明治大学連合父母会公式LINEアカウント

新緑萌える。一年振りのキャンパスライフ
2021年4月22日　学食前＠生田キャンパス

地区父母会の活動を紹介します

公開講座 リバティアカデミー
ご父母の皆さまも、ご自宅からオンラインで
明治大学の「まなび」を体験してみませんか。

「暁の鐘」創刊に寄せて
連合父母会長　小林 めぐみ 

　新しい出会いに心躍らせる季節となりました。

　しかし、この一年、新型コロナウイルスを取り

巻く社会状況に大きな変化はないまま新年度を

迎えることとなりました。

　昨年の冬、突如として現れたその影響は甚大で、

各地区で予定されていた父母会活動の多くは中

止や延期となりました。連合父母会が最大の事業

と位置付ける各地区による総会、大学の主催で各

地区に教職員が赴く父母懇談会も中止となりま

した。

　ご父母の皆さんがこの貴重な機会を逸したこと、

また子どもたちの学生生活のご心配やご不安等

を少しでも軽減できるものはないか模索した結果、

先月まで発行していた「今が未来をつくる」とい

う冊子での情報発信をするに至りました。この事

態が収束するまでの暫くの間、連合父母会の主な

役割である「大学と父母の架け橋となること」の

一環として、大学からの発信などを従来の父母会

ホームページでの発信に加えて、お一人おひとり

のご父母のお手元にお届けを開始して一年が経

過いたしました。

　その間、これまでの対面を伴う多くの活動が停

滞することで生じる組織の弱体化を危惧し、連合

父母会では父母会のデジタル化チャレンジを目

標に掲げ取り組んでまいりました。当初は不慣れ

なオンライン会議も幾度となく練習や経験を積

み重ね、開催を諦めていた地区事業もオンライン

に切り替えて実施するという試みにより対面で、

「会えない」までも、画面越しに「つながる」とい

う新たな価値を見出すことができました。

　そうした試行錯誤を経て、今年度の各地区総会

は、昨年同様に対面開催は断念したものの、多く

の地区がオンライン形式での総会開催を決定さ

れました。各地区の前向きな姿勢がこのような形

となり、大変嬉しく、また心強く感じています。

　「今が未来をつくる」での発信は、コロナ禍によ

る未知の状況を共有することを主な目的として

いたことからその役割は概ね終了したと捉えて

います。しかしながら、先行きは未だ不透明で本

来の活動再開には程遠い状況にあります。

　そこで、今年度は、このピンチを契機とし大き

く一歩を踏み出した父母会のデジタル化をバー

ジョンアップさせ、デジタルを織り交ぜたコミュ

ニケーション基盤を確立する必要性から、各地区

の取り組みを具体的にご紹介する内容へと転換

していくことといたしました。

　そんな新たな冊子のタイトルは「暁の鐘」とし

て、前述冊子の後継として創刊する運びとなりま

した。この「暁の鐘」の由来は、明治大学校歌１番

にある、「撞くや時代の暁の鐘」という歌詞からの

引用です。ご父母の皆さんとともに父母会の新た

な時代の鐘を打ち鳴らさん、という期待を込めて

います。

　このタイトルは、父母会の歴史を遡りますと、

1978年（昭和53）に当時は父兄会という名称で活

動していた組織が、ご父母に向けて独自に発行を

始めた会報が「暁の鐘」でした。それまで、「明治

大学広報」に年2回「連合父兄会（特集版）」として

掲載される形から、ご父母向けの内容に編集をし

て年に2～3回程度の間隔で1995年1月の第43号

まで、約17年にわたって発行されていました。当

時、明治大学創立100周年を目前に控え、子ども

たちの母校「明治大学」の未来に大きな期待を寄

せ、大学・学生・父母の相互連携を円滑に図ること

で、その発展に寄与するという父母会の理念が反

映されています。過去の父母から、現在の父母へ、

変わらぬ明治大学への熱い思いを受け継ぎ、父母

会設立の原点と、いつの時代も変わらぬ父母の思

いに心を寄せつつ、この難局を皆さんとともに乗

り越えたいと切に願っています。

「暁の鐘」から「暁の鐘」へ
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北海道函館

北海道札幌

北海道道北

北海道道東

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

埼玉県東部

埼玉県西部

千葉県東部

千葉県西部

東京都東部

東京都西部

東京都南部

東京都北部

東京都多摩

神奈川県東部

神奈川県西部

新潟県

富山県

石川県

福井県

山梨県

オンライン   6 月 5日（土）

オンライン   6 月 5日（土）

文書会議     6 月 20日までに意見集約

オンライン   5 月 31日（月）

オンライン   6 月 12日（土）

文書会議     5 月末までに意見集約

オンライン   6 月 12日（土）

文書会議     6 月末までに意見集約

オンライン   6 月 12日（土）

オンライン   6 月 26日（土）

オンライン   5 月 29日（土）

オンライン   6 月 6 日（日）

オンライン   6 月 12日（土）

オンライン   6 月 12日（土）

オンライン   6 月 26日（土）

オンライン   6 月 19日（土）

オンライン   6 月 26日（土）

オンライン   6 月 26日（土）

オンライン   6 月 12日（土）

オンライン   6 月 26日（土）

オンライン   6 月 19日（土）

オンライン   6 月 26日（土）

オンライン   6 月 12日（土）

オンライン   6 月 12日（土）

オンライン   6 月 11日（金）

オンライン   5 月 11日（火）

オンライン   5 月 8 日（土）

オンライン   5 月 13日（木）

オンライン   6 月 25日（金）

19:00 

14:00

13:00

11:00

11:00

10:30

15:30

14:00

13:00

16:00

11:00

11:00

13:00

15:30

15:30

11:00

11:00

15:00

11:00

11:00

11:00

19:00

18:00

17:00

20:00

19:00

地区名 開催方法・日付など
長野県

岐阜県

静岡県

愛知県

三重県

滋賀県

京都府

大阪府

兵庫県

奈良県

和歌山県

鳥取県

島根県

岡山県

広島県

山口県

徳島県

香川県

愛媛県

高知県

福岡県

佐賀県

長崎県

熊本県

大分県

宮崎県

鹿児島県

沖縄県

オンライン   6 月 19 日（土）

文書会議     6 月 30 までに意見集約

文書会議    5月22日午後1時までに意見集約

オンライン   6 月 26 日（土）

オンライン   6 月 12 日（土）

オンライン   6 月 12 日（土）

オンライン   6 月 20 日（日）

オンライン   6 月 12 日（土）

オンライン   6 月 12 日（土）

オンライン   6 月 12 日（土）

オンライン   6 月 20 日（日）

オンライン   6 月 26 日（土）

松江市 　    6 月 24 日（木）

文書会議     5 月末までに意見集約

文書会議     5 月 10 日までに意見集約

文書会議     5 月末までに意見集約

オンライン   5 月 19 日（水）

オンライン   6 月 12 日（土）

オンライン   6 月 12 日（土）

オンライン   5 月 20 日（木）

文書会議     5 月末日までに意見集約

オンライン   5 月 15 日（土）

文書会議    5月24日より2週間を目途に意見集約

オンライン   6 月 12 日（土）

文書会議     5 月末までに意見集約

オンライン   6 月 12 日（土）

文書会議    5月25日（火）必着で返信用封筒を投函

オンライン   5 月 20 日（木）

14:00 

11:00

11:30

11:00

14:00

11:00

10:00

11:00

13:30

10:00

13:30

14:00

10:30

10:00

19:00

14:00

11:00

10:00

14:00

地区名 開催方法・日付など

詳細は郵送されてくる案内をご参照ください。

父母 Zoom 懇談会のお申し込み手順

① 迷惑メールの設定を解除してください
　  fubokai@mics.meiji.ac.jp からのメールを受け取れるように設定を確認してください。

② 参加申込用QRコードからお申し込みください
　  下記の参加申込用QRコードもしくはURLよりお申し込みください。

③ 登録完了メールをご確認ください
　  fubokai@mics.meiji.ac.jp から登録完了メールがすぐに届きます。

④ 懇談会前日までに参加ID等をメールにてお知らせします
　  開催前日までにミーティングID(10ケタ前後の数字)およびURLをメールにてお知らせします。

大六野耕作 学長
連合父母会名誉会長

明治大学の「今」を知る
父母による父母のためのライブ配信イベント

13：00 -15：00
6月12日（土）・26日（土）

プログラム
① 大学代表者あいさつと現況報告
② 連合父母会長あいさつ
③ コロナが変えた就職活動とその支援
④ 海外留学について　等

本懇談会の録画・再配信は行いません。
当日の質疑・応答の時間は設けておりません。
ご質問はお申し込みの際にご記入ください。

https://bit.ly/3lX6BL9 https://bit.ly/3ffU1Fr

参加申込用QRコード

6月12日（土）
参加申込用QRコード

6月26日（土）

父母Zoom懇談会

12：30からアクセスできるようになります
15：00終了予定

※ウェビナーとは「ウェブ」と「セミナー」を組み合わせた造語です。

※プログラムの内容は予告なく変更する場合があります。

事前登録制　入退室自由　ウェビナー方式※

受付中

父母会総会・懇談会について

　明治大学連合父母会（会長：小林めぐみ）は３月17日、新型コロナウィルス感染症が猛威を振るっている状況に
鑑み、各地区父母会が主催する2021年度の「父母会総会」は、可能な限りオンライン会議又は文書会議で開催する
ことを基本方針として決定。各地区父母会へ2021年度父母会総会の準備を依頼しました。なお、会食をともなう「懇
親会」は全面的に自粛を要請しました。

　また、従来は各地区父母会の総会に引き続き開催していた大学主催の「父母懇談会」は、大学との相談協議の結果、
オンライン形式で開催することとしました。【詳細次頁】

　ワクチン接種など、収束に向けたゴールも見えてきました。希望をもって、今しばらくの、安全・安心・健康で「感
染しない。感染させない。」父母会活動に、ご理解・ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

2021年度 父母会総会スケジュール
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連合父母会の事業

父母懇談会の開催
オンライン開催となります。
詳細は、5ページをご覧ください。

学業・課外活動等への助成
海外へ留学する学生への保険の半額助成や、
外国人留学生の活動および大学公認団体・
サークルの課外活動、学部等が主催する講
演会・シンポジウムなどに助成。また、教育
環境助成として、学生の利便に供する冷水
器や掲示板なども寄贈しています。

卒業記念品の贈呈
卒業生全員に対して、
３月の卒業式当日に、
卒業記念品を
贈呈しています。

父母交流会の開催
父母間の相互交流とキャンパス見学を目的
とし「父母交流会」を年1回、駿河台キャン
パスで、全国を東西に分けて開催。講演会
や学生サークルのパフォーマンスに触れ、

「明治大学」をより身近に感じることができ
ます。　※対象となるのは2年に1回です

連合父母会奨学金の給付
会員の家計状況急変などに対する、3種類

（緊急・特別・一般）の連合父母会奨学金を給
付しています。

教育振興賞・学部長奨励賞の授与
公認会計士試験合格者など顕著な功績を

挙げた学生に「教育振

興賞」を、各学部２年の
課程を修了した学業成
績優秀者に「学部長奨励
賞」を授与しています。

大学および父母会の広報の提供
全会員父母に対して、「明治大学広報」を新
会員父母へは広報誌「明治」（4月号）を送付
しています。また、父母会活動推進の一助
とするため、ホームページ等で積極的に情
報発信しています。

その他父母会行事への助成
各地区父母会のスポーツ応援会、文化講演
会、音楽鑑賞会など各種父母会行事に対し
ても助成しています。
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新緑萌える。一年振りのキャンパスライフ
2021年4月22日　学食前＠生田キャンパス
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地区父母会の活動を紹介します
父母会ホームページでは、各地区父母会の活動報告やお知らせ、
ご父母ならではの動画をご覧いただけます。
所属する（お住まいの）地区父母会の「つながる」チャレンジ。続きはwebで

１年生保護者５名を迎え、同県役員
のほか、連合父母会役員らの来賓参
加も得て２月２７日、Zoom 保護者懇
談会を開催しました。

千葉県西部地区父母会長からのメッ
セージと「できる人ができる時に」
をモットーに、楽しく活動する運営
委員募集のお知らせ。

我らが第二の母校、明治大学に多く
の新入学生・会員の入会を祈りつつ、
１月３０日、同地区役員による初の
Zoom 親睦会を開催しました。

コロナ禍による活動制限で未使用の
地区運営費から、役員会での協議を
重ね、同地区とゆかりの深い体育会
と各資金へ寄付しました。

新型コロナウイルス感染症の支援
ファンドでもある明治大学学生・教育
活動緊急支援資金に追加で110万円
の寄付を３月１３日、決議しました。

阿部博枝先生を講師に迎え「50代か
らの自分再発見と未来キャリアの作
り方」をテーマに３月２８日、オンラ
イン講演会を開催しました。

例年、新入生ご父母歓迎行事を兼ね
応援会のご案内しておりましたが、
新型コロナウイルス感染症予防のた
め中止としました。

コロナ禍により、皆様に現地にお集
まりいただく新歓行事に替わり、新
1年生ご父母を対象に Zoom 懇談会
を４月２４日に開催いたします。

∧∧
□

【山形県】山形県父母会1年生保護者懇
談会を開催

【千葉県西部地区】千葉県西部地区父母
会会員の皆様

【埼玉県西部地区】埼玉西部地区 Zoom
親睦会開催!!

【東京都東部地区】寄付のご報告

【茨城県】「茨城県父母会オンライン講演
会」のご報告

【東京都多摩地区】「東京六大学野球春季
リーグ戦」応援会中止のお知らせ

【神奈川県東部地区】学生緊急支援ファ
ンドへの追加寄付のご報告

【東京都西部地区】新1年生ご父母向け
Zoom懇談会のお知らせ
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山形 千葉
西部

埼玉
西部

東京
東部

神奈川
東部

茨城
東京
多摩

東京
西部

父母会ホームページ
https://www.meiji-parents.jp



学生相互が、学年、学部を越え、福井
県出身という絆で、友情を深める場
を提供するため１１月２１日、Zoom
交流会を実施致しました。

山口市内コンベンションかめ福で
４月１０日、2020年度の２回目の、山
口県父母会の役員会を開催しました。

２月２１日、新1年生父母の皆さまを
迎え、同県父母会員、役員及びその
家族、途中参加も含め総勢14名で
Zoom歓迎会を開催しました。

2021年度の佐賀県父母会総会は新
型コロナウィルス感染症拡大防止の
ため、５月１５日、Zoom によるオン
ラインでの開催といたします。

2021年度福岡県父母会総会は、中止
となりました。総会資料を公開し、
ご質問・ご意見を５月末までメール
にて受け付けます。

父母会活動の報告と情報交換を兼ね
た Zoom 懇親会を２月２7日に開催
しました。

毎年恒例の策伝大賞前夜祭「おぉ明
治」代替事業として３月２８日、春爛
漫の岐阜市長森コミュニティセン
ターにて交流会を行いました。

２月１３日、1年生父母6名を迎え、同
地区役員ほか、連合父母会役員らも
参加し、総勢17名でオンライン1年
生交流会を行いました。

【福井県】福井県出身学生オンライン交
流会報告

【山口県】2020年度　明治大学山口県父
母会　第2回役員会

【長野県】新1年生父母の皆さまを迎え
て Zoom歓迎会開催報告

【福岡県】2021年度 父母会総会資料を
公開します

【岐阜県】明治大学校歌誕生100年記念交流会 
今だから明治大学と繋がろうin Gifu〜明活の新しい扉〜 開催報告

【香川県】2020年度　香川県父母会オン
ライン1年生交流会のご報告

【奈良県】父母情報交換・交流会 【佐賀県】2021年度 父母会総会資料を
公開します
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福井 山口

長野 佐賀福岡奈良

岐阜 香川

父母会ホームページ
https://www.meiji-parents.jp



公開講座 リバティアカデミー
ご父母の皆さまも、ご自宅からオンラインで
明治大学の「まなび」を体験してみませんか。
明治大学の生涯学習拠点であるリバティアカデミーでは、2021年度から新たな形式として全国のご自宅
等から受講可能なオンライン講座を導入しました。
教養文化講座やビジネスプログラムなど、ご自身の興味に合わせて学びを深めることができます。
ここでは各学部で教鞭を揮う講師による代表的な講座をご紹介します。
明治大学での学びへの入口として、リバティアカデミーをぜひご活用ください。

明大生限定講座（一例）
例年大好評の講座が特別価格にて受講できますので、ぜひご検討ください。日本書紀の世界 XXVI

西行の和歌と旅

今、企業人に求められる
「世界を正しく見る」眼

日本政治を考える

財務諸表の見方・読み方 (土曜集中コース)

「新型コロナウイルス(SARS-CoV2)」
に学ぶリスクマネジメント

入会金無料
キャンペーン実施中

元文学部教授に学ぶ

文学部兼任講師に学ぶ

元商学部教授に学ぶ

政治経済学部教授に学ぶ

経営学部教授に学ぶ

経営学部教授に学ぶ

@MeijiULIBERTYACADEMY @lacademy1

リバティアカデミーホームページ
https://academy.meiji.jp/

乙巳の変に始まる孝徳紀は、『書紀』では律令制支配の
開始として描かれています。孝徳紀を素材に、古代史学
に対する再検証を通じて『書紀』の正しい解釈を、皆さ
んとなるべく分かりやすく共有したいと思います。

桜の花と月をこよなく愛でた西行は、仏道に精進した
歌僧として、日本文学史上最も親しまれている歌人の一
人です。草庵生活と旅の歌を中心に、西行にまつわる出
来事や説話・伝承を通して、その人物像に迫ってみたい
と思います。

私達の常識がいかに誤った思い込みに基づいたもの
であるか、世界的ベストセラー「ファクトフルネス
(FACTFULNESS)」は様々なデータを利用して指摘し
ています。本書を通して、ビジネスセンスを磨き、目か
ら鱗の発想の転換を図りましょう。

3名の講師が 「世論調査を読む」・「政変劇の舞台裏」・「日
本政治の過去と現在」それぞれの観点から、日本政治の
現状についてお話しします。

財務諸表を読みこなすことは、ビジネスパーソンにとっ
て必須の要件であり、財務分析、投資分析、融資分析な
ど、さまざまな局面で有効なツールになります。本講座
は入門講座で、会計の知識のない方、数字の苦手な方も
安心して受講できます。

グローバルに感染拡大が生じた「新型コロナウイルス
(SARS-CoV2)」は、リスクマネジメントやリスクの優
先順位の確認、あるいは今後のリスクに備えるための教
訓を生み続けています。これらを、PIOM として再整理
します。

■講師 ： 吉村 武彦（元文学部教授 ）

■開講日時 ： 5月20～9月9日（全6回）
　　　　　　各木曜 15：00～16：30

■実施形式 ： リアルタイム配信（Zoom）

■受講料 ： 12,100円（事前申込制）

■定員 ： 30名

■講師 ： 金 任仲（文学部兼任講師）

■開講日時 ： 5月19～7月21日（全6回）
　　　　　　各水曜 15:00～16:30

■実施形式 ： リアルタイム配信（Zoom）

■受講料 ： 13,200円（事前申込制）

■定員 ： 20名

■講師 ： 井上 崇通（元商学部教授）

■開講日時 ： 6月3～9月16日（全8回）
　　　　　　各木曜 19:00～21:00

■実施形式 ： ハイブリッド型

■受講料 ： 24,640円（事前申込制）

■定員 ： 15名

■講師 ： 井田 正道（政治経済学部教授 ）他

■開講日時 ： 6月10～24日（全3回）
　　　　　　各木曜 15：00～16：30

■実施形式 ： リアルタイム配信型（Zoom）

■受講料 ： 6,600円（事前申込制）

■定員 ： 40名

■講師 ： 﨑 章浩（経営学部教授）

■開講日時 ： 5月29～6月12日（全6回）
　　　　　　各土曜 13:00～16:30

■実施形式 ： リアルタイム配信型（Zoom）

■受講料 ： 18,480円（事前申込制）

■定員 ： 30名

■講師 ： 藤江 昌嗣（経営学部教授 ）他

■開講日時 ： 6月22～7月20日（全4回）
　　　　　　各火曜 19:00～20:30

■実施形式 ： リアルタイム配信型（Zoom）

■受講料 ： 12,320円（事前申込制）

■定員 ： 20名
リバティアカデミーホームページ 2021年春期 全講座一覧 [一部抜粋] 

リバティアカデミー主催TOEIC(R)L&R IPテスト

公務員試験
受験対策講座 

TOEIC(R) L&R 
TEST対策講座 

講座名

入門コース

地方上級・国家一般コース

直前対策コース(教養・専門)

直前対策コース(教養)

650点目標クラス

750点目標クラス

900点目標クラス

期間

2021年11月～2022年6月末

2021年6月～2022年11月末

2022年3月～11月末

2022年3月～11月末

7月1日～10月31日

7月1日～10月31日

7月1日～10月31日

7月31日～8月2日

受講料

26,400円

149,600円

44,000円

30,250円

22,000円

24,750円

27,500円

4,400円

申込・詳細

https://academy.meiji.jp/course/detail/5639/

https://academy.meiji.jp/course/detail/5640/

https://academy.meiji.jp/course/detail/5641/

https://academy.meiji.jp/course/detail/5642/

https://academy.meiji.jp/course/detail/5698/

https://academy.meiji.jp/course/detail/5699/

https://academy.meiji.jp/course/detail/5700/

https://academy.meiji.jp/course/detail/5704/
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