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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

（木）必着
5 28

（土）午前
6 27

（土）午後
6 27

　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。今年は新型コロナウイルス感染症拡大
防止により書面表決といたします。 ➡ 詳細は 44 頁

※新入生のご父母・保護者の皆様へ、育友会
長からのご挨拶・入学のお祝いメッセージを
育友会ホームページで配信しています。

　我が子が学ぶキャンパスを見たいという皆様の声に応えて、
神田キャンパス見学会を開催します。学生たちが新校舎等各施
設を案内します。 ➡ 詳細は 45 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。企業人事採用担当者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 45 頁

　育友会活動のモットーは「ご父母・
保護者には安心を、学生には自信を」
です。大学で学ぶ学生たちが、日々
学びの中で成長し自信を得ることが
できるように。大学で学ぶ学生たち
の姿を見て、ご父母・保護者が安心
できるように。大学との様々な連携
の中、全国での支部懇談会の開催や
就職懇談会の開催など多岐にわたる
活動を行っております。ぜひ皆さま
もご参加ください。

育友会長
小林　宏

　一年間の育友会の主
な活動をご紹介します。
皆さまもぜひご参加く
ださい。詳しい案内や
参加方法については順
次、会報『育友』や育
友会ホームページ等に
掲載していきます。

令和2年度

育友会の活動に
参加しましょう！

書面表決
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　育友会最大のイベントである支部懇談会は、本
年は７月から９月にかけて全国各地で開催されま
す。ご父母の皆様にとりましても、大学の教職員
と直接面談できる場ともなっておりますので、ぜひ
ともご参加いただければと存じます。加えまして、
支部懇談会は私ども教職員にとりましても、日頃
うかがえないご父母の皆様のお考えを知るとても
貴重な機会でもあります。懇談会の会場でお会い
できます日を楽しみにしております。

土・日
7

鳳祭で会いましょう！
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」 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

夏だシブコン！ 全国で開催！
支部懇談会

　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61の会場で開催します。教職員による学業、学生生活、
就職活動についての講演、大学の様子を伝えるDVD上映の
ほか、個人面談にも対応しています。 ➡ 詳細は 20、48 頁

　鳳祭期間中の10月31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（模擬店など
で利用できる鳳祭チケット配付）。

　学生主催行事への活
動援助や、専大スポー
ツの応援をしていま
す。また、経済支援を
目的とした奨学金制度
を設置しています。

神田10号館学生ラウン
ジ（学食）のテーブル・
椅子・世界時計、総合体
育館のトレーニングマシ
ン、防災倉庫の寄贈、専
大のシンボル黒門の復元
など、様々な形で大学を
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ますので、ご子女にお
勧めください。 ➡ 詳細は裏表紙

募集期間

育友会主任教授
（法学部教授）
小林弘和

〜9月の

（日）
111

（土）
3110

（木）
110

（土）
3110 31

〜 20
（火）

↑ 10号館学生ラウンジ（神田）

↑総合体育館（生田）



学業、学生生活、就職などに
ついて担当の教職員が説明い
たします。会場によっては就職
活動体験談も組まれています。

昼食をとりながら、会員、教
職員を交えてご歓談いただけ
ます。

サークル、授業など学生の大
学での様子や育友会活動など
を映像で紹介します。

学業や学生生活全般について
個別にご相談いただけます。
またグループ面談では教職員
や会員と情報交換を図れます。

大学からのお知らせ DVD上映 ランチタイム  ※無料 個人面談・グループ面談
※希望者のみ参加
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　家庭が大学を支援していく
育友会のシステムは心強いと
感じています。個人面談では
ゼミに入る利点などお伺いし、
とても参考になりました。

就職の話に一番関心を持
ちました。卒業生の話な
ど生の声は違いますね。
とても参考になりました。

　先生の話が堅苦しくなくて
面白く、娘にとって参考とな
る内容でした。帰ってから娘
に話したいと思います。

　毎年夏に開催する支
部懇談会は、今年で
62 回目となります。
全ての会場に大学教職
員が出張し、学業、学
生生活、就職について
説明いたします。また、
キャンパスの様子を伝
える映像の上映や、個
別面談の時間も用意し
ています。ご都合のよ
い会場にお越しくださ
い。

育友会最大のイベント

支部懇談会
７～９月開催

参加費・昼食

無　料

参加のお申し込みは
６月中旬に送付する

『支部懇談会ガイド』を
ご覧ください。

長野（松本）会場・Kさん東京多摩会場・Yさん山梨会場・Hさん

支部ごとにプログラムは異なりますが、概ね以下のような流れで実施されます。
↑昨年の山梨支部の様子

参加者の声



メルマガ配信
始まります！

登録方法

鳳祭
祭りだ！祭りだ！

熱い走り、熱い応援箱根駅伝予選会

第20回 育友会奨励賞

育友会アクティビティ

特集

グラフ専修
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　以下のアドレス（QRコード）にスマー
トフォンやケータイ電話、パソコンなどか
ら、空メールを送ってください。

　送信後、登録用 URL が記載されたメー
ルが届きます。そちらのフォームにアクセ
スして、必要事項を入力してください。こ
れで登録が完了です。

全国の育友会員に大学の情報をお届けします

ステップ１

ステップ２

空メールを送信

登録フォームに入力

会報『育友』、年４回発行

育友会ホームページで情報発信

「シブコン」スタッフを
募集しています！
　支部の活動にご興味のある方は、６月中旬発送予定の
『支部懇談会ガイド』に同封されている「出欠返信用はが
き」もしくは「インターネット申込み」のチェックボッ
クスに印をつけて所属支部担当者までお送りください。

　もっと大学の情報が欲しいというご父母の声から昭和 33年にスタートした育友会。様々な情報ツール
で大学とご父母・保護者をつないでいます。

　育友会のメールマガジンがスタートしま
す。大学の情報や育友会からのお知らせな
ど、ご父母・保護者ならではの視点で情報
をお伝えします。６月頃から月１回ペース
で配信していく予定ですので、ご希望の方
は以下の方法でアドレスの登録をお願いし
ます。

　季節ごとに年４回発行する会報『育友』では、豊富
な写真と記事で学生たちの大学での活動や大学や育友
会のイベントの様子などをお伝えしています。

　育友会のイベント開催情報などを掲載するほか、育
友会の紹介ムービーや就職懇談会の講演などの動画を
ご覧いただけます。

スマートフォンやタブレットからも、ご覧になれます。

 「＠ acc.senshu-u.ac.jp」が受信
できるよう設定をお願いします。

http://www.ikuyuu.com 検索育友会

nvhc4396reg ＠mr.cbz.jp

就職懇談会の
動画なども
見られます




