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事業

1. 学生と大学への助成

　課外活動・学生行事・各種講座、スーパーグ
ローバル大学に対する支援、奨学・奨励金など
の学生支援を行うとともに、図書・備品等の大
学への助成・寄贈を行います。

3. 広報活動の推進

　広報誌「法政」の制作費等の補助を行います。
また、「会員のための大学ガイドブック」を作成
するとともに、後援会ホームページを充実させ、
各活動報告やスポーツ応援などの情報発信を行
います。

2. 会員向け企画の充実

　父母懇談会は、保護者が教育環境や学生生活
を知る機会として、また、新入生父母の集いは、
新入生保護者の不安解消のために、首都圏と全
国の支部で行われており、一層の充実を図りま
す。また、首都圏並びに全国の支部では、校友
会との交流も積極的に行ってまいります。

4. 自然災害等被災学生への支援

　自然災害等に被災した学生への就学特別支援
を実施します。
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保存用

後援会は学部学生すべての父母・保証人が会員です

問い合わせ電話番号と関連記事

■後援会については　2～14頁 後援会事務局 03-3264-9350・4120

■学費については　
　•学費の納付　22頁  経理課 03-3264-9270
　•奨学金　23～28頁
　　市ケ谷キャンパス  学生センター厚生課 03-3264-9486
　　多摩キャンパス  学生センター多摩学生生活課 042-783-2151
　　小金井キャンパス  学生センター小金井学生生活課 042-387-6011

■学生生活については　19～34頁
　•診療所　29頁
　　市ケ谷キャンパス    03-3264-9503
　　多摩キャンパス    042-783-2161
　　小金井キャンパス    042-387-6051
　•学生相談室（学生の悩み事相談）　30頁　　
　　市ケ谷キャンパス    03-3264-9493
　　多摩キャンパス    042-783-2158
　　小金井キャンパス    042-387-6050
　•障がい学生支援室　30頁　　
　　市ケ谷キャンパス    03-3264-6718
　　多摩キャンパス    042-783-4038
　　小金井キャンパス    042-387-4556
　•ハラスメント相談室　31頁
　　市ケ谷キャンパス    03-3264-4409
　•父母・保証人・住所の変更　22頁
　　市ケ谷キャンパス  学生センター市ケ谷学生生活課 03-3264-9476
　　多摩キャンパス    各学部（＊印）
　　小金井キャンパス  学生センター小金井学生生活課 042-387-6010
　
■学業については　16～18頁
　•成績、進級・卒業要件、資格
　　市ケ谷キャンパス  法学部 ＊03-3264-9323
　  文学部 ＊03-3264-9325
　  経営学部 ＊03-3264-9332
  国際文化学部 ＊03-3264-9345
  人間環境学部 ＊03-3264-9327
　  キャリアデザイン学部 ＊03-3264-9341
  デザイン工学部 ＊03-5228-3721
  グローバル教養学部 ＊03-3264-5805
　　多摩キャンパス  経済学部 ＊042-783-2503
  社会学部 ＊042-783-2352
  現代福祉学部 ＊042-783-2806
  スポーツ健康学部 ＊042-783-3003
　　小金井キャンパス  理工学部 ＊042-387-6033
  情報科学部 ＊042-387-6023
  生命科学部 ＊042-387-6406
　•講座　40・41頁  公務人材育成センター ＊03-3264-6285
  高度会計人育成センター ＊03-3264-9330
  エクステンション・カレッジ ＊03-3264-6243
　•海外留学・派遣留学制度　66～68頁 グローバル教育センター国際交流課 ＊03-3264-9662
　•SAプログラム   67頁
　　市ケ谷の学部のSA  グローバル教育センター国際交流課SA担当 ＊03-3264-4286
　　多摩・小金井学部のSA 各学部（＊印）
　•大学院　77頁
　
■就職については　36～44頁
　市ケ谷キャンパス  キャリアセンター市ケ谷事務課 ＊03-3264-9604
　多摩キャンパス  キャリアセンター多摩事務課 ＊042-783-2173
　小金井キャンパス  キャリアセンター小金井事務課 ＊042-387-6045

2018年6月発行

備品の寄贈・図書購入の補助・各種講座の助成等、学生
と大学への支援は多岐に渡ります 首都圏父母懇談会

支援学生からは感謝の言葉が寄せられています
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事業項目 主な事業 主な活動内容

1.父母懇談会

支　部 ・支部総会・父母懇談会を36支部で開催
　（7月7日～8月26日）

・周年支部では記念事業を実施し、合せて、総長による講演会
を開催（秋田県、新潟県、山口県、熊本県、鹿児島県支部）

・参加者数の増加満足度向上を目指した取組み。（例：後援会
ホームページを活用した出欠確認の運用、情報交換や個別相
談の充実）

首都圏

・東京･神奈川･千葉･埼玉の父母を対象に３キャンパ
スで開催

・市ヶ谷キャンパス（10月7日）
・多摩キャンパス（10月20日）
・小金井キャンパス（10月14日）

・各キャンパスの特色を生かした内容で開催
・３キャンパスとも個別日程で開催

2.新入生父母
の集い

支　部 ・各支部で実施（5月～6月）
・大学職員・後援会支部役員が出席して、学生生活を中心とし

た情報提供をするとともに、新入生父母の疑問や質問に答え不
安の解消に努める

首都圏 ・大学主催による「新入生父母説明会」への協力
　（6月10日）

・大学主催による「新入生父母説明会」を支援し、学生生活を中
心とした情報提供をするとともに、新入生父母の疑問や質問に
答え不安解消に努める

・新入生父母に対する後援会活動の紹介と参加案内（HSCス
ポーツ応援などの案内）

3.支部における諸活動

・キャンパス見学（スポーツ応援）の実施
・支部による学生課外活動の支援
・支部活動の活性化に向けた議論
・校友会との連携強化
・支部長会議への参加

・最新の支部活動情報を後援会ホームページで会員に広報
・支部長会議などで支部活動や支部活動活性化の情報交換
・校友会との懇談会を実施

4.学生･大学への助成

・自然災害などにおける学生支援
・経済的困窮学生の為の支援
・大学行事、国際交流、大学備品購入、各種講座、

就職活動､ 体育会系クラブ、課外活動、図書購入、
広報誌「法政」、全学生に配布する学生手帳作成、
就職活動手帳作成、その他の助成を実施

・大学の歴史を体系化する取組みへの支援

・自然災害などで被災した学生への修学特別支援
・スーパーグローバル大学事業へ重点支援
・後援会奨学基金経費負担助成積増
・ピアサポート経費補助、各キャンパス法政祭補助及び広報活動

補助など
・学生の食生活改善のため100円朝食の補助
・「法政大学後援会特別支援費」の継続積立

5.広報活動
・広報誌「法政」掲載の「後援会だより」、後援会ホー

ムページの活用
・「会員のための大学ガイドブック」の作成
・スポーツや文化活動の情報発信

・主な後援会活動や体育会スポーツ応援活動を後援会ホーム
ページ及び広報誌「法政」で随時報告

・後援会紹介DVDを作成し、首都圏父母懇談会、支部総会など
で放映。また、後援会ホームページにて配信

・「会員のための大学ガイドブック」の改訂
・後援会ホームページを使用した会員向け情報の発信
・後援会ホームページでのタイムリーな情報提供
・後援会ホームページ改修

6.大学、校友会との
　連携強化

・後援会運営委員と総長・学内理事、学部長・常任
参与、校友会との懇談会の実施

・校友会との共同企画を実施

・大学との懇談会実施
・大学、校友会との共同事業委員会に出席
・校友会主催行事への出席
・校友会との懇談会実施
・大学及び校友会とのスポーツ支援に関する連携強化

7.学生（課外）活動支援
・東京六大学野球・ラグビー・アメフト・箱根駅伝など

の応援
・文化系学生の各種発表会などへの支援

・HSC（HOSEI SPORTS COMMUNITY）活動支援および財政支援
・HSC（HOSEI SPORTS COMMUNITY）に対する具体的な活動内

容や支援体制などを検討
・HSC主催での応援やイベントの後援会ホームページなどを通じた参加

者募集、及び校友会等他HSC参加団体との連携した活動の実施
・東京六大学野球・ラグビー・アメフト・駅伝などの支部・本部合同

応援
・文科系学生の課外活動情報をホームページにて配信

8.組織の充実
・新入生保護者への後援会活動の情報発信
・支部役員と本部役員の交流
・本部３キャンパス役員の交流
・会員であることの意識向上についての取り組み

・入学式で後援会会長がその活動内容について紹介
・新入生保護者へ後援会パンフレットを配付
・支部キャンパス見学、スポーツ応援において、本部役員へ支部

との交流促進呼びかけ
・首都圏父母懇談会にて、３キャンパス役員の相互支援
・新役員への啓発活動（新役員との交流会など実施）
・後援会役員連絡体制の整備（首都圏）

9.その他の具現化 ・対外組織との連携 ・関西大学教育後援会との合同研修会開催
・東京私立大学父母･保護者の会事務局連絡会

■2018年度の主な事業計画

2018年度（2018年4月～2019年3月）の主な事業計画は以下の通りです。
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事業

後援会賞表彰副学長・学部長・学生センター長・後援会懇談会

月 日 曜日 行　事 内　容

4月 3日 火 入学式 大学行事、日本武道館にて開催、後援会会長が後援会
の活動について説明

5月 ‥19日 土 幹事会 後援会の役員会。決算報告、予算案等を審議

6月

1日 金 支部長懇談会 支部活動の報告と意見交換

2日 土

支部長会議 後援会事業と支部総会・父母懇談会について打ち合せ

総会 事業報告・決算報告、事業計画・予算案、2018年度
役員を審議決定

懇親会 大学主催の懇親会

10日 日 首都圏新入生父母説明会 首都圏の新入生父母を対象（大学主催）

7月 9日 月 校友会との懇談会 大学発展のために、校友会と後援会が年1回行う懇談会

7月～8月 土・日 支部総会・父母懇談会 全国36支部で開催（6ページ参照）。総長、理事、副学長、
学部長。学務・学生・就職関係職員が講演や説明を行う

10月

7日 日 首都圏父母懇談会
（市ケ谷キャンパス） 東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県在住の1～3年生

の会員を対象に各キャンパスごとに開催。講演、キャンパ
スツアー、個別相談、学生サークル等の紹介等が行われ
る。（多摩キャンパスは多摩祭と同日開催。）

14日 日 首都圏父母懇談会
（小金井キャンパス）

20日 土 首都圏父母懇談会
（多摩キャンパス）

１１月

9日 金 支部長懇談会 支部活動の報告と意見交換

10日 土
支部長会議 支部総会・父母懇談会の報告、活動の情報交換

副学長・学部長・学生セ
ンター長・後援会懇談会

支部父母懇談会で会員から寄せられた質問等に副学長・
学部長・学生センター長が回答

16日～17日 金・土 関西大学教育後援会との
懇談会

1961（昭和36）年から続いている関西大学教育後援会と
の定期研修会　　

28日 水 総長・学内理事との懇談会 総長・学内理事と後援会運営委員が会談

１月 12日 土 オール法政賀詞交歓会 総長をはじめとする法政関係者が集う新年会

3月

2日 土
幹事会 後援会の役員会。暫定予算などを審議

後援会賞表彰 難関試験を突破した学生などを表彰

24日 日
学位授与式 大学行事、日本武道館にて開催

外国人留学生表彰 国際交流に尽くした外国人留学生を後援会が表彰

■2018年度の主な年間行事
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事業

■2018年度父母懇談会のお知らせ

　ご出席の際は、本誌『会員のための大学ガイドブック』をご持参ください。

支部 開催地 開催日 会　場
北海道 札幌市 7月21日（土） ホテルライフォート札幌
青森県 青森市 7月7日（土） ホテル青森
岩手県 盛岡市 7月14日（土） エスポワールいわて
宮城県 仙台市 7月22日（日） ホテルメトロポリタン仙台

秋田県（20周年） 秋田市 7月8日（日） イヤタカ
山形県 山形市 7月22日（日） ホテルキャッスル
福　島 福島市 7月29日（日） ホテル福島グリーンパレス
郡　山 郡山市 7月28日（土） 郡山ビューホテル
茨城県 水戸市 7月15日（日） 水戸京成ホテル
栃木県 宇都宮市 7月22日（日） ホテルニューイタヤ
群馬県 高崎市 ８月26日（日） エテルナ高崎

新潟県（50周年） 新潟市 ８月１９日（日） 万代シルバーホテル
富山県 富山市 ８月18日（土） ANAクラウンプラザホテル富山
石川県 金沢市 ８月19日（日） 金沢ニューグランドホテル
福井県 福井市 ８月25日（土） ザ・グランユアーズフクイ
山梨県 甲府市 7月21日（土） 岡島ローヤル会館
長野県 松本市 7月22日（日） ホテルブエナビスタ
静　岡 静岡市 7月21日（土） ホテルセンチュリー静岡
浜　松 浜松市 7月22日（日） ヴィラくれたけ

東海 ※1 名古屋市 ８月4日（土） 名鉄グランドホテル
関西 ※2 大阪市 ８月5日（日） ホテル京阪ユニバーサル・タワー

鳥取・島根県 倉吉市 7月14日（土） ホテルセントパレス倉吉
岡山県 岡山市 ８月19日（日） 岡山プラザホテル
広島県 広島市 7月29日（日） ホテルグランヴィア広島

山口県（20周年） 山口市 8月5日（日） ホテルかめ福
徳島県 徳島市 ８月26日（日） ザ・グランドパレス
香川県 高松市 ８月25日（土） リーガホテルゼスト高松
愛媛県 松山市 ８月19日（日） ネストホテル松山
高知県 高知市 7月29日（日） 城西館
福岡県 福岡市 ８月18日（土） ホテルオークラ福岡

佐賀・長崎県 佐賀市 ８月19日（日） ホテルニューオータニ佐賀
熊本県（20周年） 熊本市 ８月26日（日） アークホテル熊本城前

大分県 大分市 ８月5日（日） レンブラントホテル大分
宮崎県 宮崎市 7月29日（日） 宮崎観光ホテル

鹿児島県（30周年） 鹿児島市 ８月25日（土） 城山ホテル鹿児島
沖縄県 那覇市 7月28日（土） ANAクラウンプラザホテル沖縄ハーバービュー

キャンパス 開催日 学　部

市ケ谷キャンパス 10月7日（日） 法学部、文学部、経営学部、国際文化学部、人間環境学部、キャリアデザイン学部、
デザイン工学部、GIS（グローバル教養学部）

小金井キャンパス 10月14日（日） 情報科学部、理工学部、生命科学部

多　摩キャンパス 10月20日（土）
多摩祭と同日開催 経済学部、社会学部、現代福祉学部、スポーツ健康学部

※1  東海（愛知県、岐阜県、三重県）　　※2　関西（大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、和歌山県、滋賀県）

　

●支部総会・父母懇談会

●首都圏父母懇談会

※該当支部の父母・保証人の皆さまには、6月より順次、案内状をお送りいたします。

※東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県在住の1～3年生の下記の皆さまには、9月に案内状をお送りいたします。

（2018 年 6 月 6 日現在）




