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提出書類の種類・提出日程と作成について 

１．提出日 

 前項で案内しました各学部で行うオリエンテーションやガイダンス実施期間中に提出いただきます。 

 役所で発行する書類は３月末までに取得しておいてください。 

 大学の指定書式のもの（送付した物）については、学生証番号以外の事項を記入しておいてください

（記入上の注意は以下を参照）。 

※学生証番号は、学生証番号・クラス早見表で確認してから記入してください。 

※書類はいずれも原本を提出してください（コピー不可）。 

２．提出書類一覧 

書式名 備考 
住民票の写し（コピー不可） 

※マイナンバーの記載が「ない」

もの 

・記載内容は入学者本人のみで可 

・本籍は記載不要 

・2021年３月１日以降に発行を受けたもの 

・４月の入学以降転居する場合でも、３月現在で住民登録しているもの

で可 

・留学生入試以外の入試経路で合格した外国籍の方は「国籍」「在留資

格」「在留期限」の記載がある住民票を提出すること 

〈注意!!〉 

必ずマイナンバーの記載が「ない」住民票を取得・提出してください。

記載が「ある」ものは提出できません。 
＊1 入学試験出願時に卒業見

込で出願した方のみ 

卒業証明書 

 

＊2 入学試験出願時に出願資

格を取得見込で出願した方

のみ 

出願資格を満たす証明書 

＊1 2021 年３月に高等学校または中等教育学校後期課程を卒業した

方は、提出が必要です。 

・本学の付属高校出身の場合も必要 

・高等学校卒業程度認定試験の「合格(見込)成績証明書」で出願した場

合は「合格証明書」を提出 

・海外の学校修了者で、受験時までに卒業（修了）証明書を提出した場

合は不要 

 

＊2 出願時に出願資格を取得見込で出願した場合は出願資格を満たす

証明書を提出してください。提出できない場合は合格を取り消し

ます。 
誓約書兼同意書 

郵送している所定書式 

記入にあたっては次項からを参照してください。 
新入生住所届 

後援会会員カード 

教育用コンピュータ機器借用書 ウェブサイト（入学当初における諸注意）に掲載している所定書式 

（情報科学部・デザイン工学部・理工学部・生命科学部のみ） 
 

３．書類作成上の注意 

（１）ペンまたはボールペン（黒）を使用してください。 

   ※永久保存する書類ですので、こすって消せるタイプのペンは使用しないでください。 

（２）記入上で不明な点がある場合は、 記載事項の問い合わせ先について から記入してください。 

（３）学部、学科、組、学生証番号などを該当欄に正確に記入（または該当するものを○印で囲む）し

てください（学生証番号は学生証番号早見表を受領してから記入）。 

（４）学生氏名は、必ず住民票等に記載されているとおりの氏名を記入してください。 

（５）写真について 
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   ・カラー、上半身脱帽、正面、眼鏡使用者は着用し、提出前３ヶ月以内に撮影した永久保存に耐

えるもの。写真店で撮影したものを使用してください（スナップ写真、ポラロイド写真、スピ

ード写真、デジタルカメラ等で自身で撮影した写真は不可）。 

   ・枚 数  １枚  
 
   ・サイズ  縦３ｃｍ × 横３ｃｍ 

   ・その他  写真の裏面には、学部、学科、組、学生証番号、および氏名を油性サインペンで記

入のうえ貼付してください。 

  

（５）写真について 

削除（誤記のため） 2/19 更新 
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４．「誓約書兼同意書」記入上の注意 

 

 

                                              

                                              １ ＜学生本人記入欄＞に関して  

（１）住所は提出時の現住所を記入してください。 

建物名と部屋番号，寮名まで忘れずに記入 

してください。 

（２）学生本人氏名は，自筆で署名し，印欄に必ず                

押印してください。外国籍の方で印鑑を所有し 

ていない場合は，サイン(署名）をしてください。 

 

   ２ ＜保証人記入欄＞に関して 

                                            （１）保証人は，学生本人に関して，在学中,誓約を 

守らせ，これに反する在学中の行為について

責任を守ると共に学生本人が本学に負う一切

の債務について，学則に定められた修業年限

に支払うべき学費相当額を上限として，本人と

連帯して支払うことのできる方，原則として父

母（または配偶者）を記入してください。外国

人留学生は，日本に在住する身元保証人以

外の方を記入してください。 

（２）保証人氏名は，保証人が自筆で署名し，印欄

に必ず押印してください。 外国籍の方で印

鑑を所有していない場合は，サイン（署名）を

してください。 

（３）「学生本人との関係」欄においては，続柄を記

入してください。            

（４）「緊急連絡先」には，＜保証人記入欄＞に記載

の保証人と別の方の氏名，連絡先等を記入し

てください。 

 

 

学 則 プライバシーポリシー 

 （個人情報保護方針） 

在学生の個人情報の 

取り扱い 

個人情報の 

共同利用 

    

記入例 

※署名にあたっては，以下をご参照ください。 
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５．「新入生住所届」の記入上の注意 ＜全学部共通＞ 

（１）「新入生住所届」は各種の連絡を行う資料となりますので、楷書でていねいに記入してください。 

（２）住所に使用する数字は１マスに１字ずつ記入してください。 

（３）都道府県は一覧表を参照して、都道府県コード欄にコードを記入してください。 

（４）学生本人の電話番号は家の固定電話番号と携帯電話の電話番号を両方記入してください。携帯電

話番号は必須項目となるので、携帯電話がない場合は、固定電話番号を記入してください。 

（５）正保証人の氏名・住所については、既に提出されている「学籍登録カード」で登録済です。学籍

登録カード提出後に変更のあった場合のみ、正保証人氏名・住所変更欄に記入してください。 

   なお、正保証人の氏名・住所は誓約書兼同意書の正保証人と同一人物になるようにしてください。 

（６）学部・学科名の記入に際し、以下の学部・学科は略称を使用してください。また、国際文化学部・

人間環境学部・キャリアデザイン学部・グローバル教養学部・スポーツ健康学部は学科名の記入

は不要です。 
 

◆学部◆  

正式名称 略称 

経済学部 経 

社会学部 社 

経営学部 営 

国際文化学部 国 

人間環境学部 環 

現代福祉学部 福 

情報科学部 情 

キャリアデザイン学部 ＣＤ 

デザイン工学部 デ工 

理工学部 理工 

生命科学部 生命 

GIS（グローバル教養学部） GIS 

スポーツ健康学部 健 

◆学科◆  

正式名称 略称 

国際政治学科 国政 

日本文学科 日文 

国際経済学科 国際 

現代ビジネス学科 現ビ 

社会政策科学科 政策 

メディア社会学科 メ社 

経営戦略学科 戦略 

市場経営学科 市場 

コンピュータ科学科 ＣＳ 

ディジタルメディア学科 ＤＭ 

福祉コミュニティ学科 福コ 

臨床心理学科 臨床 

都市環境デザイン工学科 都市 

システムデザイン学科 ＳＤ 

機械工学科 機械工学専修 機械 

機械工学科 航空操縦学専修 航空 

電気電子工学科  電電 

応用情報工学科 応情 

経営システム工学科 経シ 

創生科学科 創生 

生命機能学科 生命 

環境応用化学科 環応 

応用植物科学科 植物 

   ※上記以外の学部・学科については学部・学科名をそのまま記入してください。 

 

 

 
◆都道府県コード◆ 

コード値 都道府県名 コード値 都道府県名 

01 北海道 25 滋賀県 

02 青森県 26 京都府 

03 岩手県 27 大阪府 

04 宮城県 28 兵庫県 

05 秋田県 29 奈良県 

06 山形県 30 和歌山県 

07 福島県 31 鳥取県 

08 茨城県 32 島根県 

09 栃木県 33 岡山県 

10 群馬県 34 広島県 

11 埼玉県 35 山口県 

12 千葉県 36 徳島県 

13 東京都 37 香川県 

14 神奈川県 38 愛媛県 

15 新潟県 39 高知県 

16 富山県 40 福岡県 

17 石川県 41 佐賀県 

18 福井県 42 長崎県 

19 山梨県 43 熊本県 

20 長野県 44 大分県 

21 岐阜県 45 宮崎県 

22 静岡県 46 鹿児島県 

23 愛知県 47 沖縄県 

24 三重県   
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６．法政大学後援会会員カードについて 

新入生父母・保護者の皆様へ 

                                  法政大学後援会   

                                  会長 清水 伸行   

 このたびは、ご入学おめでとうございます。 

 後援会は、法政大学の学部に在学する全ての学生のご父母・保護者によって組織され、ご子息・ご

息女の入学と同時に、皆様に入会していただいております。主な事業は、大学の教育事業や学生の大

学生活・課外活動等を物心両面で支援することであり、支援内容は、奨学奨励金の付与、図書・備品

の寄贈、各種講座や体育会活動への助成等多岐にわたります。又、首都圏を始め全国の支部において、

父母懇談会などを大学との共同事業として開催し、皆様に大学や学生生活に関する情報提供、大学教

職員と保護者との懇談、保護者同士の交流の場を設けています。 

 後援会は、戦後間もない１９４７年、荒廃した教育環境を立て直すため、学生の父母が自ら立ち上

げた他大学では余り例を見ない歴史ある組織です。「大学の教育方針に則り、大学と学生家庭との連絡

を緊密にして教育事業を援助し、あわせて会員相互の親睦を図る」（会則）という目的を達成するため

に、会員と会員から選出されたボランティア役員により自主的な運営を行っています。現在では、首

都圏（東京・神奈川・千葉・埼玉）と全国に 36支部を組織し、会員数は約２万７千人の大きな組織と

なっております。 

 活動の詳細につきましては、今後皆様のお手元にお届けする広報誌「法政」（年８回発行）や、「会

員のための大学ガイドブック」、後援会ホームページ（大学ホームページ→“在学生・保護者の方へ”

より入ることが出来ます）によってお知らせしてまいります。又、全国で開催する総会・父母懇談会

などに参加いただくことによって、大学や後援会活動をより深く理解いただけることと存じます。 

 後援会は、『子どもの母校は我が母校』を合言葉に、学生と大学を応援してまいります。皆様のご支

援とご協力をお願い申し上げます。 

 尚、ご提出いただく後援会会員カードは、後援会が主体となって実施する諸行事のために使用し、

他の如何なる目的にも使用いたしませんので、ご了承ください。 

 末筆ながらご父母の皆さま並びにご子息・ご息女のご健勝をお祈り申し上げます。 

2021年２月 

 
※ご提出いただきます後援会会員カードは、後援会が主体となって実施する諸行事のために使用し、他のいかなる目的

にも使用いたしません。 

※学生証番号は入学式当日またはオリエンテーション当日にご確認のうえ、記入してください。 

※メールアドレス（任意）をご記入いただくと、後援会が運営参画している HSC（法政スポーツコミュニティー）から

法政スポーツ情報をお届けします。（秋学期～を予定） 

2021 
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法政大学後援会会則 
 
1964年 6月施行 
一部改正 
1967年 6月  1969年 6月  1971年 6月 

1972年 6月  1975年 6月  1977年 6月 
1981年 6月  1991年 6月  1993年 6月 
1994年 6月  2001年 6月  2007年 6月 

2009年 6月  2010年 6月  2014年 6月 
2019年 6月 
 

第１条 本会は法政大学後援会と称し、事務所を法政大学内
に置く。 

第２条 本会の会員は法政大学学部学生の父母／保証人と

する。 
第３条 本会は法政大学の教育方針に則り大学と学生家庭

との連絡を緊密にして教育事業を援助しあわせて会

員相互の親睦を図ることを目的とする。 
第４条 本会は下記の事業を行なう。 
 （1）学生の学業徳操に関する事項。 

 （2）学生の体育保健に関する事項。 
 （3）大学の発展および施設の充実に関する事項。 
 （4）教授ならびに講師の研究補助に関する事項。 

 （5）会員の親睦に関する事項。 
 （6）その他本会の目的達成に必要な事項。 
第５条 本会の経費は会費、入会金および寄付金をもって充

てる。 
 （1）会員は別に定める会費を負担し、授業料と共に納め

なければならない。 

 （2）会員は新たに本学に入学した学部学生１名につき、
会費と入会金を納めなければならない。 

 （3）会費および入会金は総会において定める。 

第６条 本会は支部を置くことができる。 
第７条 本会に下記の役員を置く。 
 （1）会  長  １名 

 （2）副 会 長 ４名以内 
 （3）総  務  ８名以内 
 （4）監  査  ２名 

 （5）常任幹事  全学年 30名以内 
 （6）幹  事  各学年 22名以内 
 （7）支 部 長 各支部１名 

 （8）相 談 役 若干名 
 （9）顧  問  若干名 
 （10）常任参与  若干名 

 （11）参  与  若干名 
第８条 第７条第１号から第６号までの役員については幹

事会において役員の中から選出した選考委員をもっ

て構成する選考委員会が次の各号により選出し、総会
の議を経て決定する。 

（1）会長および副会長は常任幹事より選出し、総務は常任

幹事または幹事より選出する。 
（2）常任幹事は幹事より選出する。 
（3）幹事は会員より選出する。 

（4）監査は相談役・顧問経験者より選出する。 
 ２．支部長は支部会員より選出する。 
 ３．相談役および顧問は幹事会で推薦する。 

 ４．常任参与は参与中より会長が委嘱する。 
 ５．参与は教職員中より幹事会の推薦により会長が委嘱する。 
第９条 役員の任期は１か年とする。ただし、重任を妨げな

い。 
第 10条 会長は会務を総理し、本会を代表する。 
 ２．副会長は会長を補佐し、会長が職務を遂行できないと

きは、その職務を代行する。 
 ３．総務は会長の諮問に応ずるほか、運営会議に出席し、

会務に参画する。 

 ４．常任幹事は会務に参画し、常時会務を掌理し、常任幹
事会に出席して予算その他重要な事項を審議する。 

 ５．幹事は会務に参画し、幹事会に出席して付議事項およ

び会長が必要と認める事項を審議する。 
 ６．監査は本会の会務および会計を監査する。 
 ７．相談役、顧問および常任参与は、会長の諮問に応ずる

ほか、幹事会その他の会合に出席し、会務に参画する。 
 ８．参与は幹事会その他の会合に出席し、会務に参画する。 
 ９．支部長は本会会則および支部会則により会務に参画す

る。ただし本部会務への参画は会長の要請に基づくも
のとする。 

第 11条 定時総会は年１回開催し、次の事項を審議する。 

   （1）決算、予算の承認 
   （2）役員改選 
   （3）その他重要事項 

 ２．次の場合、会長は速やかに臨時総会を開催しなければ
ならない。 

   （1）幹事の２分の１の要求があった時。 

   （2）常任幹事会の決議があった時。 
 ３．定時総会及び臨時総会は、会長が招集する。 
 ４．定時総会及び臨時総会の議長には、会長がこれに当た

り、その議事は、出席者の過半数をもって決する。可
否同数の時は、会長がこれを決定する。 

第 12 条 運営会議は、会長、副会長および総務で構成し、

会長が招集する。 
 ２．常任幹事会は、会長、副会長、総務および常任幹事で

構成し、会長が招集する。 

 ３．幹事会は、会長、副会長、総務、常任幹事、幹事、相
談役、顧問、常任参与、参与で構成し、会長が招集す
る。 

第 13 条 本会の会計年度は毎年４月１日に始まり翌年３月
３１日に終る。 

 ２．総会までの年度当初予算については、幹事会において

暫定予算を決定し、支出することができる。 
第 14 条 本会則は総会の議決によらなければ変更すること

ができない。 

第 15 条 本会に協力する卒業生父母／保証人をもって賛助
員とすることができる。 

 

附 則 １    
（第二部在学生の父母加入に関する経過措置） 
第１条 この改正会則の第二部在学生の父母等に対する適

用は、1992年度以降とする。 
    但し、1991年度以前に入学した二部在学生の父母等

については、入会金および会費を免除する。 

第２条 会費等について 
 １．新一年生より順次徴収する。 
 ２．入会金・会費については、第一部学生と同額とする。 

 
附 則 ２   
第５条 （1）項の会費には雑誌「法政」購読料を含む。 

附 則 ３   
この会則は、2014年６月７日から第２条を一部改正し施行する。 
附 則 ４   

この会則は、2014年６月７日から第５条を一部改正し施行する。 
第５条 入学する第二子目以降の学生について納入する入

会金と同額の負担金を、会則では便宜的に「入会金」

と称する。 
附 則 ５   
この会則は、2014 年６月７日から第 15 条を一部改正し施行

する。 
附 則 ６ 
この会則は、2019年６月１日から第７条を一部改正し施行す

る。 


