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大学と育友会
最強タッグで
学生をサポート

　育友会は一部（昼間部）全
学部に在学する学生のご父母・
保護者の皆さまで組織し、専
修大学のサポーターとして、
大学の発展と学生の育成、会
員相互の親睦を図ることを目
的として活動しています。年
間を通して様々な行事を開催
しています。皆さまの積極的
な参加をお待ちしております。

学生も
ご父母・保護者も
充実の４年間 !!

ご父母・
保護者

　育友会は大学と会員との架け橋と

して、学生生活や就職支援などの

様々な情報をお届けしております。

また、全国の各支部で開催してい

る支部懇談会を始めとする各行事

は、会員相互の親睦も目的としてお

ります。ぜひ一緒に活動いただけ

ればと思います。

年度計画、予算を決定！ 学生の案内で神田キャンパスを見る！

就活の今を知る！

定期総会 神田キャンパス見学会

就職懇談会

（土）
6 3

（土）午前
7 1

（土）午後
7 1

　育友会の事業計画や予算などの重要事項は、毎年、定期総会
で審議し、決定します。今年は６月３日（土）に生田キャンパ
スで開催します。 ➡ 詳細は46頁

　我が子が学ぶキャンパスを見たいという皆さまの声に応え
て、神田キャンパス見学会を開催します。学生たちがキャンパ
スを案内します。 ➡ 詳細は47頁

　今どきの就職活動についてご父母・保護者に理解していただ
くための会です。就職ジャーナリストによる講演やパネルディ
スカッションなどを予定しています。 ➡ 詳細は47頁

育友会長
出雲高志

育友会の活動あれこれ
H29
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　育友会という名には「学生を育

む友の会」との意味が込められて

います。大学版 PTAと揶揄され

ることもありますが、会員は会の

活動を楽しんでいます。育友会に

は笑顔が溢れています。育友会

は、あなたの笑顔を待っています。

鳳祭でお会いしましょう！

夏だシブコン！ 全国で開催！

学生の案内で生田キャンパスを見る！

学生のやる気スイッチON！

鳳祭参加企画
　「お休み処・育友」

支部懇談会

生田キャンパス見学会

育友会奨励賞

学生支援活動

寄贈事業

（土・日）
114・5

10 2～20

７、８月の
土日

（土）
11 4

　秋の鳳祭（学園祭）で、「お休み処・育友」を出店します。
鳳祭を訪れた方がひと休みできるスペースです。お気軽にお立
ち寄りください。

　全国の各支部で開催する支部懇談会では、学生生活や就
職について教職員の講演を聞いたり、学生の様子や育友会
活動を伝える映像を鑑賞したり、会員同士の親睦を深めた
り。そのほか、成績や就職活動など日頃不安に思うことを、
教員に直接相談することもできます。

６月中旬に『支部懇談会ガ
イド』を送付しますので、
同封の「出欠返信用はがき」
でお申し込みください。

参加のお申し込みは

　鳳祭期間中の11月４日（土）に、生田キャンパスの見学会
を開催します。鳳祭と併せてお楽しみください。

　学生主催行事へ
の費用の援助や、
専大スポーツの応
援をしています。
また、経済支援を
目的とした奨学生
制度を設置してい
ます。

　災害に備えた防
災倉庫の寄贈、神
田校舎に専修大学
のシンボルとして
黒門を復元するな
ど、さまざまな形
で大学を支援して
います。

　学生の創造的な取り組みやその成果を表彰します。一部（昼
間部）に在学する学生であれば応募できるので、ご子女にお勧
めください。 ➡ 詳細は裏表紙

育友会主任教授
庄　菊博（法学部教授）

募集期間



朝日町の舟川五重奏→

富山支部

鹿児島支部
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支部の魅力的な活動を紹介します

支部長  大井博徳

支部長　御園秀樹

お国自慢  黒部ダム、雪の大谷…そして舟川五重奏 ?!
　富山と言えば、黒部ダムや立山室堂の雪の大
谷が有名ですが、あえて富山県民でもほとんど
知らない、わが朝日町の舟川五重奏、青空、朝
日岳、桜、菜の花、チューリップを紹介いたし
ます。見ごろは４月１週目です。

支部の活動  支部懇談会の準備も、楽しいひととき
　主となる活動は８月に開催される支部懇談会の準備と運営です。役員は
総勢８名で、２年から４年の父母が中心です。支部役員と言っても親なので、
子供の学生生活、学業状況、就職活動など皆さんと共通の話題・悩みを持っ
ており、準備・運営時でも話が尽きることはありません。同じ境遇だから
こそできる支部懇談会を役員一同、頑張って開催したいと思います。

支部の活動  共通の悩みや、ちょっとした話題でも盛り上がる
　鹿児島支部の主な活動は、６月に新入生歓迎懇親会、８月に支部懇談会、12
月に支部役員の支部長会の報告と忘年会の３回です。鹿児島から専修大学に通
う学生は､１年生から４年生までの合計が毎年約60名程度｡役員は10名程度。
ご夫婦で参加される方も多いです。集まる回数は少ないですが、普段話すこと
のない共通した悩みやちょっとしたエピソードで話も盛り上がります。

お国自慢  鹿児島自慢の３Ｓ
１. 桜島 ｡ 鹿児島の中心にある誰
もが知る活火山です ｡

２. 西郷さん ｡来年の大河ドラマ
｢西郷どん ｣ が今から楽しみ
です ｡

３. 焼酎 ｡ 鹿児島の特産品で最も
メジャーなものです ｡

支部活動にご興味のある方は…
　６月中旬発送の『支部懇談会ガイド』に同封され
ている「出欠返信用はがき」にチェック欄がありま
すので、そちらに印をつけて所属支部担当者までお
送りください。

1.Sakurajima 2.Saigou 3.Shochu

「シブコン」
サポートスタッフ募集！
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　育友会は専修大学内に本部があり、すべての都道府県に
支部があります。ご父母・保護者の皆さまは、最寄りの支
部に所属します。各支部では、支部懇談会をはじめ、会員
同士の親睦を深めるための様々な活動を行っています。

● 支部懇談会の開催前に所属支部役員より直接ご案内を差し上げる場

合があります。
● 支部懇談会は、所属支部にかかわらず、どの会場へも自由にご参加

いただけます。
注１：東京A、B、Cは神田校舎で合同開催。神奈川東、西は生田校舎で合同開催
注２：京都、奈良は京都会場で合同開催

全国67支部の会員数

７、８月の土日には、
全国の支部で支部懇談会を開催します！

67支部　
計17,229名

84名 25名
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2,739名

285名

※会員数は2017年２月現在のデータです。

注２

注1
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参加してよかった！
育友会の活動

　育友会とのかかわり方は人によって様々
です。支部懇談会などの行事に参加する
だけでもいいですし、支部の役員として会
の運営に積極的に関わるのも大歓迎です。
　支部役員をされた方からは、「やってよ
かった！」「楽しかった！」という声が多く
聞かれます。

H28三重支部長　島田真理子

H28 愛知（豊橋）支部長　林　本

H28 札幌支部長　舘道芳博

H28 山形支部長　髙橋良明

支部懇談会に
感謝して

人との出会い、
繋がりが宝物

育友会を通し、
子供と共通の話題が

「とても有意義な会」
との言葉に喜び

　支部懇談会に初めて参加したのは長女が大学３
年生の夏でした。専大ポロシャツを着て受付をさ
れた当時の支部長夫妻のフレンドリーな姿に、「懇
談会」という響きに気圧されていた気持ちがスッ
と楽になりました。
　支部懇談会では幸運な出会いもありました。支
部懇談会の個人面談で先生に相談したことで、娘
の人生が大きく変わったのです。娘は現在、卒業
を延期し、かねてからの夢だったフランス留学を
しています。その決断ができたのも、支部懇談会
での出会いがあったからだと思っています。

 「とっても有意義な会でした。」支部懇談会が終わ
り、1年生のご父兄に声をかけていただきました。
その瞬間は、色々あった苦労も吹き飛ぶ思いでし
た。ただ冷静になると、有意義な会になったのは
大学のサポート、支部懇談会で講演していただい
た先生方のお陰であり、私の手柄ではありません。
振り返ると至らなかったことばかり思い出されま
すが、皆さんの助けに支えられた幸せな支部長で
あったと感謝しております。

　北海道で最大の会員数を擁する札幌支部の長は
私には荷が重いのでは、と危惧しておりましたが、
周りの役員や前支部長に支えられ何とかやってこ
られました。
　毎年の支部懇談会では、大学の教職員との打ち
合わせや当日の懇談会の中で貴重なお話を伺えま
した。また、北海道連合校友会札幌支部の総会・
懇親会にも出席させていただき、あらためて「オー
ル専修」の力強い結束力を肌で感じることができ
ました。どれもが大変有意義な機会でした。

　山形支部の新入生歓迎会に参加したのをきっか
けに支部役員になり、さらには支部長を務めさせ
ていただきました。思えば、保育園、小学校、中
学校と PTA会長を仰せつかり、大学はその集大成
として取り組みました。育友会活動の中での出会
いは生涯の宝であり、皆様には感謝の気持ちでいっ
ぱいです。育友会を通して大学のことはもちろん
のこと、子供と共通の話題ができ、同じ目線で語
り合うことができたのも良かったと思っています。
皆さん積極的に参加してください。そして、でき
れば役員になった方が楽しいと思います！


