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明星大学「保護者ポータル『勉天』」 ログイン編

１．ログイン方法のご案内 ‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ Ｐ. ３

２．ログイン後の設定 ‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ Ｐ. ６

３．個人情報の取り扱いに関して ‧‧‧‧‧‧‧ ‧‧‧‧ Ｐ.１０

４．ＩＤの確認 および パスワードの再発行申請方法 ‧‧‧‧‧ Ｐ.１３

５．スマホ版での閲覧方法 ‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ ‧‧‧ Ｐ.１８

６．よくあるご質問 ‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ Ｐ.２０
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１．ログイン方法のご案内（１）

＜スマートフォン＞

＜パソコン＞

■「保護者ポータル『勉天』」は、パソコンやスマートフォンからご覧いただけます。

明星大学公式ウェブサイトから「修学支援システム『勉天』」を選択してください。

修学支援システム「勉天」

修学支援システム「勉天」
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１．ログイン方法のご案内（２）

■ログイン方法

①「ユーザーID」②「初期パスワード」を入力し、

③「ログイン」をクリックしてください。

ログインができない方は、

Ｐ.２１「よくあるご質問」をご確認ください。

③
②

①

＜ログイン画面＞

＜ログイン後画面＞

明星 太郎

明星 はな子

ログイン後は、お知らせ等をクリックし、

画面が問題なく移動することをご確認ください。

移動しない場合は、Ｐ.２２「よくあるご質問」を

ご確認ください。
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１．ログイン方法のご案内（３）

■ログインに必要なＩＤ‧初期パスワードは、次の内容で郵送しています

‧2021年度以降にご入学の方

⇒ 入学年度の5～6月に郵送しております。

（新入生の方は到着までお待ちください）

勉天

ID‧PW

成績通知書

1枚目

2枚目

‧2020年度以前にご入学の方

⇒ 2020年8月末に郵送した成績通知書に同封されている

オレンジ色の紙をご確認ください。

ユーザーID‧初期パスワードが分からない方は、

Ｐ.１３「IDの確認 および パスワードの再発行申請方法」をご確認ください。

※郵送物の再送はしておりません。

勉天

ID‧PW

送付先住所

1枚目

2枚目
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２．ログイン後の設定
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２．ログイン後の設定（１）

パスワード変更

⑤

⑥

⑦

④■パスワードを変更してください

初期パスワード‧仮パスワードでログインした方は、

④「パスワード変更」からパスワードの変更をしてください。

⑦「更新」をクリックすると、新しいパスワードが設定されます。

⑤ 現在のパスワード：初期パスワードまたは

仮パスワードを入力してください。

⑥ 変更後：新しいパスワードを入力してください。



■メールアドレスを登録してください

以下の注意点等を確認いただき、メールアドレスをご登録ください。

※メールをお送りするのは緊急‧重要なお知らせ等のみになります。

メールアドレスの登録の有無に係わらず、「保護者ポータル『勉天』」には定期的にログインしていただき、

「大学からのお知らせ」等をご確認ください。

ご登録いただく際の注意点

メールアドレスの登録は保護者様の任意です。

ご登録いただくと、大学から最新情報をメールで受け取る※ことができます。
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２．ログイン後の設定（２）

メールアドレスを登録すると、パスワードを忘れた際の

再発行のお手続きがスムーズにできます。
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２．ログイン後の設定（３）

⑫

⑬
⑭

■メールアドレスの登録方法

⑫「メール設定」をクリックしてください。

⑬受信メールアドレスの、どちらかまたは両方を入力してください。

⑭「確定」をクリックすると、メールアドレスが登録されます。

メール設定

（PC）（携帯）とありますが、特段、指定はございません。

普段、使用されているメールアドレスを２つまで

ご登録ください。
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３． 個人情報の取り扱いに関して
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３．個人情報の取り扱いに関して（１）

‧「個人情報の保護に関する法律」が改正されたことに伴い、学生の個人情報の取り扱いが変更されます。

‧これにより、履修や成績といった学修情報を保護者の皆さんに提供するためには、学生本人の同意が必要となります。

‧お子様がどのような回答をしているのか予めご確認いただき、未回答や回答結果の修正（不同意から同意へ）が必要な場合は、

大学からのご案内に従って対応するようお声掛けください。

■明星大学における個人情報の取り扱いについて

ポイント

‧学生の履修情報、成績情報などを保護者が知るためには、学生本人の同意が必要です。

‧未回答、不同意の場合は、保護者の方は学修情報を閲覧することができません。

‧同意⇔不同意の変更は、別途、学生本人に勉天にてご案内します。手続きが完了次第、提供可となります。

（保護者ポータル「勉天」からの学修情報の閲覧開始には、手続き完了後、一定期間をいただいております）
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３．個人情報の取り扱いに関して（２）

■個人情報の取り扱いに関するご案内およびアンケートの回答について

2022年度以前にご入学の方

勉天にログイン ≫ 学修に関するお知らせ ≫ （掲示番号は以下の通りです）

‧アンケート実施に関するお知らせ

保護者向け「K0315n_個人情報の第三者提供に係る同意の取得と保護者ポータルの閲覧制限について」

学生向け 「K0315m_個人情報の第三者提供に係る同意の取得（アンケートの実施）について」

‧アンケート回答方法に関するお知らせ

保護者∕学生「K0328c_【個人情報】第三者提供に係る同意取得アンケートの実施について」

※閲覧期限が過ぎた場合‧掲示番号を変更して再掲した場合等は、掲示番号は表示されません。

2023年度以降にご入学の方

入学手続サイトUCAROに「明星大学における個人情報の取り扱いについて」を掲載しております。

（ご入学後、一定期間を過ぎるとUCAROは使用できなくなります）

‧アンケート回答方法

書類に必要事項を記入し、入学式当日にお持ちいただくよう、UCAROにてご案内しております。
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４． IDの確認 および パスワードの再発行申請方法
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４． IDの確認およびパスワードの再発行申請方法（１）

⑮

パスワードを忘れた方（保護者）はこちら

＜ログイン画面＞
■「ユーザーID」の確認方法

IDは学籍番号を使用し、次のルールに従って付与しております。

■「パスワード」の再発行申請方法

１．メールアドレスの登録がお済みの方 は、

⑮「パスワードを忘れた方（保護者）はこちら」をクリックしてください。

→次ページをご確認ください

※メールアドレスを登録されていない方

ご登録されたメールアドレスをお忘れの方

保護者ポータルにログインしたことがない方

→Ｐ.１６をご確認ください

例 学籍番号：12A3-456  ⇒  ID：12a3456g

（アルファベットを小文字、“－”を省略、最後に“ｇ”を追加）
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③
②

①

⑯

⑰

⑱

２．「パスワードを忘れた方（保護者）はこちら」をクリックすると、

「仮パスワード発行」画面に移動します。

⑯「ユーザーID」⑰登録済の「メールアドレス」を入力し、

⑱「送信」をクリックしてください。

３．ログイン画面に戻り、

①「ユーザーID」②「仮パスワード」を入力し、

③「ログイン」をクリックしてください。

ログイン後は仮パスワードの変更を行ってください。

Ｐ.７「パスワードを変更してください」を ご確認ください。

ユーザID‧メールアドレスにお間違いがなければ、

メールアドレスに [ 仮パスワード ]をお送りします。

メールが届かない方は、Ｐ.２１「よくあるご質問」を

ご確認ください。

＜ログイン画面＞

４． IDの確認およびパスワードの再発行申請方法（２）
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保護者ポータルメールアドレス登録申請フォーム

⑲

■メールアドレスを登録されていない方

ご登録されたメールアドレスをお忘れの方

保護者ポータルにログインしたことがない方 の再発行申請方法

１．ログイン画面の最下部、

⑲「保護者ポータルメールアドレス登録申請フォーム」をクリックしてください。

＜ログイン画面＞

４． IDの確認およびパスワードの再発行申請方法（３）
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⑳

２．（１）～（６）をすべて入力し、

⑳「確認する」をクリックしてください。

３．ご登録後、受付完了メール (自動返信) をお送りします。

その後、ご入力いただいた情報を確認し、１週間以内に

登録完了メールをお送りします。

登録完了メールが届きましたら、

⇒Ｐ.１４「１．メールアドレスの登録がお済みの方」から

仮パスワードの再発行を行ってください。

１週間程度してもメールが届かない方は、

Ｐ.２２「よくあるご質問」をご確認ください。

申請時にご入力いただいた情報と大学でお預かり

している保証人情報とでご本人様確認を行います。

大学に登録されている保証人情報を入力してください。

４． IDの確認およびパスワードの再発行申請方法（４）
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５．スマホ版での閲覧方法
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５．スマホ版での閲覧方法

■「スマホ版」の閲覧方法について

保護者ポータル『勉天』は、スマートフォンからは「スマホ版」でログインし、

閲覧いただくことも可能です。

登録前の注意点

「スマホ版」は、「パソコン版」と表示が異なります。

また、一部使用できない機能（メールアドレスの設定等）があります。

㉑「QRコード」または「URL」を長押し→

【開く】をクリックすることで、

スマホ版へのログイン画面が表示されます。

①「ユーザーID」②「初期パスワード」を入力し、

③「ログイン」をクリックしてください。

＜パソコン版 ログイン画面＞

㉑

③

①

②

＜スマホ版 ログイン画面＞
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６．よくあるご質問
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６．よくあるご質問（１）

■ ID‧パスワードを入力しましたが、ログインできません

回答⇒‧ご入力いただいた【ID‧パスワード】に誤りがないか、今一度ご確認ください。（IDはＰ.１４にて確認いただけます）

半角‧全角や英語の大文字‧小文字、数字‧英字は正しく入力する必要があります。

‧コピー＆ペーストをする場合、空白スペースも文字として判別してしまいます。

末尾のスペースなどを一緒にコピーしていないか、ご確認ください。

‧お使いのWebブラウザでポップアップブロックが設定されている場合、ログインできない場合が

ございます。ログイン画面下「 !!!重要!!!  ポップアップブロック設定を解除してください」をご確認ください。

■ 仮パスワードの発行画面からを申請をしましたが、メールが届きません

回答⇒‧「ユーザＩＤまたはメールアドレスが正しくありません。」と表示される場合

→ご入力いただいた【ID‧メールアドレス】に誤りがないか、今一度ご確認ください。（IDはＰ.１４にて確認いただけます）

また仮パスワードの発行には、事前にメールアドレスの登録が必要です。

メールアドレスを登録されていない方は、Ｐ.１６「メールアドレスを登録されていない方」からお手続きください。

‧「仮パスワードを登録メールアドレスに送信しました。」と表示される場合

→メールの受信許可、ドメイン指定等の設定をご確認ください。

また迷惑メールフォルダに振り分けられることがあります。併せてご確認ください。
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４．よくあるご質問（２）

■「保護者ポータルメールアドレス登録申請フォーム」から申請しましたが、メールが届きません

回答⇒‧メールの受信許可、ドメイン指定等の設定をご確認ください。

また迷惑メールフォルダに振り分けられることがあります。併せてご確認ください。

‧上記をご確認いただき、isys-emailentry@ml.meisei-u.ac.jp へ、登録申請されたメールアドレスから

メールにてお問い合わせください。

‧問い合わせから１週間程度しても回答がない場合は、再度登録申請をしてください。

その際、可能でしたら別のメールアドレスをご使用ください。

■ 画面をクリックしていますが、反応しません

回答⇒  お使いのWebブラウザでポップアップブロックが設定されている場合、

反応しない場合がございます。

一度ログアウトし、ログイン画面下

㉒「 !!!重要!!!  ポップアップブロック設定を解除してください」をご確認ください。

㉒

＜ログイン画面＞
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「保護者ポータル『勉天』」のログインに関するお問い合わせ

ＴＥＬ：０４２－５９１－５２１２

平日 9時 ～ 12時 ∕ 14時 ～ 17時

明星大学 教務事務センター

＊ 本申請にてご入力いただいた個人情報につきましては、目的以外に使用することはありません。

＊ メールおよびパスワードに関するお問い合わせ、お使いのパソコン‧スマートフォンの技術的な

お問い合わせは isys-emailentry@ml.meisei-u.ac.jp まで、メールにてお問い合わせください。


