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令和元年度を迎えて

多摩支部長 西山 強
（36年 工/国分寺）

戦争がなかった「平成の時代」、もちろん世界
では先のスリランカにおける大規模同時多発テ
ロ等多くの犠牲者を伴う争いが未だその終焉が
みえず、貧困と差別、憎悪は拡散しているとま
で言われています。
我が国では５月１日から天皇のご退位により元

号が「令和」にかわり、「改元により新しい時代」
に入ろうとしています。
今までの元号２４７はすべて中国の古典から取っ
たものだったが、【令和】は万葉集の「梅花の歌３
２首」の序文から取られたもので、日本生まれの
元号です。安部総理は新元号について「人々は
美しく心を寄せ合う中で文化が生まれ育つとい
う意味がこめられている」と説明されています。
多摩支部も新制多摩支部になって１６年目を迎

へておりますが、皆様の努力とご協力により、新
制時１１地域支部が２１地域支部に拡大して、多摩

２３市３町１村にお住い及び勤務されている明治
大学校友の方々は多摩支部校友会会員に、ご参
加出来る体制が出来、会員の活動も輪を広げて
おります。

私も多摩支部のかじ取り役をおうせ使って、
支部長任期の４年が過ぎようとしています。

多摩支部は前記したように２１地域支部を持
つ日本一の支部となり、この２１地域支部を一つ
にし、明治大学を賛助し、会員相互の親睦を図る
為に、三つの課題、即ち①各地域支部の質の向
上、②女子を含めて若者の数・質の向上、③情報
のスピードアップをはかる、ことを掲げて進めて
来ました。

その結果、各地域支部長さん、各役員さんを
始め皆様のご支援・ご協力の結果、一歩一歩前
へ進めることが出来ましたが、この改元を機に
更に一層のご尽力をお願い申しあげます。
お手元に、第１６回多摩支部定時総会のご案内

をお届けしました。より多くの校友のご参加を期
待しております。「令和」に因んで、多摩支部 ２
１地域支部を明治の合言葉、「明治（多摩）は一
つ」で、大きな花に育てるように、前へ進めてい
きましょう！ よろしくお願い致します。

第10回 多摩支部ディスクゴルフ大会
撮影：若村和之 2019.3.23



s4 順位 所在地 学校名
実合格者

数

1 神奈川 湘南 120 37 埼玉 市立・浦和 70

埼玉 大宮 120 東京 世田谷学園 70

3 東京 城北 117 39 千葉 渋谷教育・幕張 68

4 埼玉 県立・川越 114 40 神奈川 鎌倉 67

5 千葉 県立・船橋 110 神奈川 桐蔭学園 67

東京 西 110 42 神奈川 鎌倉学園 66

7 千葉 市川 109 東京 立川 66

8 東京 青山 107 44 神奈川 サレジオ学院 64

9 神奈川 厚木 101 東京 駒場 64

10 東京 国学院久我山 98 東京 吉祥女子 64

11 神奈川 川和 97 47 神奈川 大和 63

神奈川 柏陽 97 埼玉 淑徳与野 63

埼玉 開智 97 東京 竹早 63

14 東京 新宿 93 50 神奈川 横須賀 62

15 埼玉 浦和第一女子 92 51 神奈川 小田原 61

東京 本郷 92 52 東京 小山台 58

17 神奈川 山手学院 90 東京 女子学院 58

東京 国立 90 東京 東京都市大付属 58

東京 豊島岡女子学園 90 55 埼玉 川越東 57

19 東京 日比谷 85 東京 小松川 57

20 千葉 県立・千葉 84 東京 駒場東邦 57

千葉 東葛飾 84 58 千葉 稲毛 56

東京 鴎友学園女子 84 59 千葉 学園台 55

23 神奈川 横浜緑が丘 83 60 茨木 土浦第一 54

東京 桐朋 83 61 群馬 県立・前橋 53

25 埼玉 春日部 82 62 東京 桜修館中教 51

26 神奈川 逗子開成 81 東京 東京農大第一 51

神奈川 洗足学園 81 64 東京 錦城 50

28 東京 攻玉社 80 65 神奈川 希望ヶ丘 49

29 東京 戸山 76 神奈川 多摩 49

30 神奈川 浅野 73 神奈川 横浜共立学園 49

埼玉 大宮開成 73 千葉 東邦大東邦 49

東京 東京学芸大附属 73 東京 国分寺 49

東京 八王子東 73 70 神奈川 金沢 47

34 埼玉 榮東 72 東京 都立・武蔵 47

35 千葉 昭和学院秀英 72

35 東京 頌榮女子学院 71

明治大学高校別実合格者数ベスト

１００（明大付属高校を除く）



順位 所在地 学校名
実合格者

数

72 茨木 江戸川学園取手 45 この表の典拠は、「週刊朝日5・3-10」

神奈川 公文国際学園 45 合併号による。

埼玉 川越女子 45

東京 三鷹中教 45 実合格者数とは、１人の学生が一つの

東京 国学院 45 大学で複数の学部・学科に合格しても

東京 帝京大 45 １人として数えたもの。

78 群馬 高崎 44

埼玉 蕨 44 母校明治大学では、１都１道2府43県

80 神奈川 南 43 全ての地域から合格者を出しているが、

埼玉 西武学園文理 43 入学したとは限らない。

82 神奈川 横浜サイエンス 41

群馬 県立・太田 41 実志願者数ランキング

東京 青稜 41 実志願者数 実倍率

85 東京 筑波大附属 40 1 法政大 57,457 13.5

東京 大妻 40 2 明治大 55,660 10.3

東京 東京都市大等々力 40 3 早稲田大 50,965 9.4

88 東京 渋谷教育学園渋谷 39 4 日本大 48,906 6.3

長野 県立・長野 39 5 東洋大 43,842 7.8

90 東京 町田 38 6 中央大 37,889 8.6

東京 成城 38 7 立命館大 36,228 7.6

92 千葉 船橋東 37 8 立教大 33,596 10.8

東京 小石川中教 37 9 関西大 32,665 8.7

東京 富士見 37 10 青山学院大 32,287 10.6

東京 朋優学院 37 11 東京理科大 30,328 11.1

96 愛知 名古屋 36 12 近畿大 30,207 6.1

埼玉 熊谷 36 13 慶応義塾 28,576 7.6

埼玉 越谷北 36

東京 淑徳 36 この表の典拠は、「週刊朝日5・3-10」

東京 広尾学園 36 合併号による。

第１部 公開講演会　　明治大学文学部教授　諸富祥彦　氏

第２部 総　　　会

第３部 懇　親　会　 アトラクション　　明治大学BSSO

明治大学校友会東京都多摩支部

第１６回　定時総会・懇親会＆公開講演会

校友皆様の大勢のご参加をお待ちしております



国際混住寮「明治大学

グローバル・ヴィレッジ」

は、明治大学初の試み

で、自己資金は利用せ

ず、PFI的手法で設計・施

工・維持・管理される。

海外からの留学生と

地方出身の学生が共に

生活し学ぶ場で、キャン

パスの中からグローバル

化が期待される。

今春から留学生84人、日

本人学生132人入寮。

編集後書 改元が行われ、昭和・平成・令和と３代を経験することになり、戦前生まれの筆者ははるか昔生
まれの感じがしてならない。この改元は、何か未来に期待される、うきうきした中での改元で、多くの国民が

歓迎するところとなったと思う。これを機に、心機一転、原点に立ち返り前を見よう。母校・明治大学も創立14

0周年記念事業の実施計画基本方針を決定した。学生・校友・父母・教職員が一体となり、アジアの中における

明治大学のプレゼンスを高めることを目的に事業展開するとのこと。校友の更なるご活躍とご理解ご協力

が求められます。 ７月７日は多摩支部総会です。多くの校友の出席をお待ちしています。広報委員会

明治大学は4月7日、2019年度入学式を日本武道館（東京都千代
田区）で挙行しました。鮮やかな桜が咲き誇る中、希望を抱いた新
入生8388人（学部生7451人、大学院生937人）が、明大生としての
第一歩を踏み出しました。
式典は学部・大学院別に午前・午後の2部制で行われ、いずれも

土屋恵一郎学長の告辞、柳谷孝理事長の祝辞、新入生代表による
宣誓と続きました。
土屋学長は告辞で、人工知能の発達など複雑化する社会にお

いて、新しい価値を創造する姿勢の重要性を説き「大学で君たち
が学ぶのは大勢に順応するのではなく、既成の固定観念を壊し、
新しいフィールドに飛び込んでいくことだ」と強調。さらに、世界を
知るための新しさの感覚を研ぎ澄ます過程を示した上で「明治大
学は多様な世界への入り口。新しき人、新しきものを大胆に求めて
『前へ』」と激励しました。
柳谷理事長は、明治大学の創立期や建学の精神を紹介するとと

もに、グローバル化が加速する時代を生きる新入生に向けて「主
体性をもって自ら考える材料を発見し、自分で考え抜く力を磨き
続け、新たに出会う仲間と切磋琢磨して『個』の確立を目指してほ
しい」と期待を込めました。

（写真・文章共に大学広報課web転載）


