
■参　与（学部長）
■副会長
■会　計
■教職員幹事
■特別会員（全教職員）

■会　長
■副会長
■会　計
■監査役
■支部長
■顧　問
■正会員
　（父母またはこれに代わる者）
■賛助会員
　（正会員であった者のうち、
　　こうよう会の趣旨に賛同する者）

父  母 大  学

　東京理科大学学生のご父母は、こうよう会の正会員となります。
　会長、副会長、会計、監査役、支部長および支部役員は、ご父母
の中から選出しています。
　大学からも役員を選出し、すべての教職員は特別会員としてこう
よう会活動に参加しています。

こうよう会では、教育活動、学生生活および学生の経済支援など、
さまざまな活動を行っています。
●定期総会、役員会、常任役員会
●父母懇談会・各種講演会の開催
●課外活動等への支援
●入学・卒業記念品の贈呈
●教育研究活動への支援
●就職・進学についての支援
●国際化に対応するための支援
●奨学事業
●広報事業

［大学院生ご父母の加入のお誘い］
　平成26年度より、大学院生のご父母も任意で正会員として加入で
きることとなっています。ご子女が大学院に進学した後も、引き続き、
こうよう会会員として会にご参加くださいますようお願いします。

※こうよう会は、ご父母と大学が一体となって運営されています。

こうよう会はご父母と大学で構成されています。

こうよう会の主な事業

こうよう会の構成

こうよう会は、東京理科大学学部生のご父母および大学院生のご父母（任意加入）と大学教職員からなる父母会組織です。
学生たちが充実した学園生活を送ることができるように、ご父母と大学との密接な連携を保ち、情報の交換をしながら
さまざまな事業を行うとともに、大学における教育事業などを支援しています。
また、ご父母同士の親睦を深めることにより、東京理科大学の発展および向上の一助となることを目的としています。

東京理科大学こうよう会は、
大学とご家庭を結ぶ大切な役割を果たしています。

こうよう会（父母会）活用マニュアル
～東京理科大学こうよう会のご案内～ 2017

新入生のご父母の皆さまへ

●大学のことや学生たちのことを
　よく知りたい！

年4回発行の会報「浩洋」は、
大学の様子や学生たちの
いきいきとした姿を満載しています。



父母懇談会 全国各都市で開催

大学の先生と直接、相談や話ができます。
地元に居ながらにして、大学の状況やご子女の様子を知ることができます。
大学に関する話題で、親子のコミュニケーションを深めるきっかけにする
ことができます。
同じ大学にご子女を通わせるご父母同士、親睦を深めることができます。

父母懇談会に参加すると…

全体会

懇親会

分科会

父母懇談会は、このように開催されます。

大学代表者からの大学全体の現状や将来展望などの説明、
教職員からの就職・進学・学生生活に関する説明により、
さまざまな最新情報を得ることができます。
●大学の現状および将来展望
　教育・研究の現状および展望や、国際化への取り組みな
どについて説明があります。

●就職・進路・学生生活について
　一般企業への就職、公務員・教員、大学院進学それぞれに
ついて、最近の傾向や一般的スケジュールなど詳細なデータ
を示しながら解説されます。
　また、奨学金制度、課外活動（クラブ・サークル）、進級状況、
学生よろず相談室など充実した各種学生支援制度が紹介され
ます。

学部ごとのブースが設けられる教職員との個別面談では、
ご子女の成績・履修状況や就職などについて、直接相談
することができます。
●修学履修懇談会
　学部ごとに先生が参加しますので、個別の学業成績通知書
を見ながら修学の状況、進路などについて相談することがで
きます。

●就職懇談会
　学部・学科ごとの就職動向、就職活動中の学生への接し方
など、「親」としてぜひ知っておきたいさまざまな情報が提
供されます。

●学生生活懇談会
　親元を離れてひとり暮らしする学生の生活などについて、
また、奨学金などの相談もできます。

●1年生父母向け分科会（講演方式）
　大学における学修について、1 年生の学習のポイントや 1
年間の過ごし方など、心構えを解説します。

　全体会、分科会に引き続き、教職員もまじえて、ご父母同士が
大学に関する共通の話題で情報交換することができます。

※任意参加（無料）

●大学の先生から直接、話を聞きたい！
●子どものことを先生に相談したい！

ぜひ、ご参加ください！



参加したご父母の感想

日　程 支 部 名 会 場 名

6 月　3 日（土）

青森県支部 ウェディングプラザアラスカ

奈良県支部 ホテルアジール・奈良

愛媛県支部 ホテルサンルート松山

6 月　4 日（日）
滋賀県支部 びわ湖大津プリンスホテル

香川県支部 オークラホテル高松

6 月 10 日（土）

神奈川県支部 新横浜プリンスホテル

鳥取県・
島根県支部 ホテルハーベストイン米子

岡山県支部 岡山ロイヤルホテル

6 月 11 日（日） 兵庫県支部 都ホテルニューアルカイック

6 月 17 日（土）
宮城県支部 仙台ガーデンパレス

山口県支部 ホテルサンルート徳山

6 月 18 日（日）

栃木県支部 ホテルニューイタヤ

埼玉県支部 浦和ロイヤルパインズホテル

広島県支部 ホテル広島ガーデンパレス

6 月 24 日（土） 秋田県支部 ホテルパールシティ秋田竿燈大通り

6 月 25 日（日）

岩手県支部 サンセール盛岡

千葉県支部 TKPガーデンシティ千葉

宮崎県支部 宮崎観光ホテル

7 月　1 日（土）

茨城県支部 つくば国際会議場

福井県支部 福井フェニックスホテル

高知県支部 高知サンライズホテル

7 月　2 日（日）
京都府支部 京都センチュリーホテル

徳島県支部 徳島ワシントンホテルプラザ

日　程 支 部 名 会 場 名

7 月　8 日（土）
和歌山県支部 和歌山県民文化会館

熊本県支部 アークホテル熊本城前

7 月　9 日（日）

東京都支部 ホテルメトロポリタンエドモント

大阪府支部 大阪キャッスルホテル

鹿児島県支部 鹿児島東急RE Iホテル

7 月 15 日（土）

福島県支部 郡山ビューホテル

山梨県支部 ホテル談露館
岐阜県支部、
愛知県支部、
三重県支部

名古屋栄東急RE Iホテル

7 月 16 日（日）

山形県支部 山形国際ホテル

長野県支部 ホテルJALシティ長野

静岡県支部 中島屋グランドホテル

7 月 22 日（土）
富山県支部 ホテルグランテラス富山

長崎県支部 ホテルセントヒル長崎

7 月 23 日（日）

石川県支部 ホテル金沢

佐賀県支部 ホテルニューオータニ佐賀

沖縄県支部 ネストホテル那覇

7 月 29 日（土）
新潟県支部 新潟東映ホテル

大分県支部 アリストンホテル大分

7 月 30 日（日）

北海道支部 札幌東急RE Iホテル

群馬県支部 ホテルメトロポリタン高崎

福岡県支部 西鉄グランドホテル

（平成29年3月1日現在）

※同日、同会場において、支部総会を開催します。
※ビジネスカジュアルを実践しています。軽装でご参加ください。

●平成29年度 父母懇談会・支部総会 日程・会場一覧

東京都支部 静岡県支部

先生から成績や履修について
助言をいただけるのはありがたいことです！
　1 年次から毎年参加して、成績の相談などをさせていただいてきまし
た。父母懇談会は分科会で先生と 1 対 1 で面談でき、成績の分析と次
の時期の修業方針を教えていただけるのがありがたいですね。いろい
ろな選択肢を教えていただけるので、子どもにも参考情報として先生
がこのように話していたと伝えることができます。（4 年生の父母）

子ども任せにせずに
親も情報収集しておくことが大切です！
　上にも子どもがいますが、いろいろなことがどんどん変化していて、
入試も全然違いました。就職も同様ですから、このように情報を得る機
会があるのはいいことだと思います。親が無関心だと、子どもは相談し
たくてもできなくなってしまいます。ですから、親の方も早めに情報を
得ておくことが大切だと思います。（2年生の母）

お話を聞いて、安心して通わせることが
できる大学だと確信できました！
　大学はもっとあっさりしているものだと思っていましたが、意外に
フォローが手厚く、安心して子どもを通わせることができる大学だと
感じられました。ただ、1 年次の頑張りが大事だという話を伺い、親
としても身が引き締まる気がしました。また、就職に関する情報を早
めに得られたのも良かったと思います。（1 年生の母）

先生方はとても熱心な方ばかりで
何でも相談できます！
　実際、どの先生もとても親身に相談に乗ってくださいます。また、
他の会員とも話ができるのが父母懇談会のいいところ。子どもからの
情報だけですと不安になる部分がありますが、親同士で情報交換して
みると、皆同じようだと分かって安心します。先輩父母からいろいろ
なことを教えていただけるのも助かります。（3 年生の母）
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北海道支部「YOSAKOIソーラン祭り応援」 富山県支部「小林宏先生講演会」

講演会学生サークル応援

キャンパス見学会 就職・進学説明会

栃木県支部「葛飾キャンパスバスツアー」 大分県支部「就職・進学説明会」

支部主催行事・本部主催行事

▲

「ご利用案内」はこちら

▲

こうよう会行事のWeb申込

ご父母のための講演会や就職懇談会など
各種イベントが目白押しです。

●支部主催行事
　全国の各支部では、独自にさまざまな行事を開催しています。
講演会、就職懇談会のほか、親睦会、バスツアーなどバラエティに
富んでいますので、お気軽にご参加ください。

　各種行事について、Web上で24時間いつでも簡単に
申し込みができます。ぜひ、ご利用ください。

https://www.tus.ac.jp/event/entry/koyo/help/

●本部主催行事
　各地区で、大学の先生や理窓会（同窓会）の講演者を招いた講演会
を行っています。

■支部役員へのお誘い
　全国に設立された46 の支部は、ご父母の皆さまから選出さ
れた支部役員が中心となって、さまざまな行事を企画、実施し
ています。支部によっては、新役員選出のため、個人情報に関
する大学の取扱規程に基づき、大学から会員名簿の提供を受け、
新入生のご父母に電話をお掛けして支部活動の説明とお願いを
することがあります。支部役員から連絡がありましたら、ぜひ
ご協力を検討くださいますようお願いします。
　また、ご興味がおありの方は、校友・父母支援課までご連絡
ください。

■支部・支部総会について
　ご父母の皆さまは、お住まいの都道府県により、全国46の支
部のいずれかに所属します。
　支部は、ご父母から選出された支部長はじめ支部役員が中心
となって運営しています。
　各支部の事業計画、予算および役員選出などは、支部規約に
基づき、父母懇談会当日に開催される支部総会で審議・決定さ
れます。
　父母懇談会をはじめとする支部行事に、ぜひご参加ください
ますようお願いします。

■各種行事のご案内
　父母懇談会や支部行事などのご案内、会報「浩洋」などは、大
学に登録されている保証人の住所あてに送付しています。
　住所に変更がある場合は、学生自身が「CLASS」（キャンパス
ライフアシスタントシステム）で変更手続きを行うようご指導く
ださい。

東京理科大学こうよう会
※こうよう会の運営と、大学との連絡・調整などの事務は、
　校友・父母支援課が行っています。

〒162-8601 東京都新宿区神楽坂 1- 3　
TEL. 03（5228）8327
FAX. 03（5228）8328
URL：http://www.tus-koyokai.com/  
E-mail：fubokai@admin.tus.ac.jp

◯校友・父母支援課

スマートフォンやタブレットからもご覧になれます。

行事のご
案内や追

加情報、

その様子
などを頻

繁に

更新して
いますの

で、

ぜひご覧
ください

。

●ほかのご父母たちと、お知り合いになりたい！
●いろいろな行事に、積極的に参加したい！

●こうよう会活動に、
　積極的に取り組んでみたい！


