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第68号　2009年11月25日

本年度の父母懇談会は、5月23日札幌会場をスタート
し全ての日程が終了しました。

父母懇談会は、ご父母相互の懇親を深めていただくとと
もに、大学の教職員が全国へ出向き、ご父母の皆様からの
さまざまな質問や相談にお応えする事業です。

地方父母懇談会では、「キャンパス紹介DVD」を上映し、
学生生活・学修・就職の説明のあと、昼食をはさんで個別
面談が行われました。特に参加人数の多い会場では、昼食
を立食形式とし、ご父母の皆様との懇親がより深められる
ようにいたしました。また、神奈川大学を卒業された地元

のOBの皆様にもご参加いただき、県内の就職状況・学生
時代のことなどをお話いただきました。

横浜キャンパス・湘南ひらつかキャンパス父母懇談会で
は、昼食を兼ねた懇親会を普段学生が使用している学生食
堂で行い、教職員と懇親を深めていただきました。また今
回湘南ひらつかキャンパスでは、8月に完成したばかりの
11号館で全体会と個別面談を行いました。両キャンパス
とも初の日曜日開催でしたが、多くのご父母に出席いただ
きました。

2009年 父母懇談会開催報告
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開催日 曜日 開催地 会場
参加

組数 人数

6月14日
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横浜市

平塚市

横浜キャンパス
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386

166

581
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計　28会場

2010年 父母懇談会開催予定地

札幌

釧路

宮城 仙台

秋田 秋田

山形 山形

福島 郡山

茨城 水戸

栃木 宇都宮

群馬 高崎

新潟 新潟

富山 富山

石川 金沢

福井 福井

山梨 山梨

長野 長野

静岡

浜松

愛知 名古屋

大阪 大阪

広島 広島

山口 山口

徳島 徳島

香川 高松

福岡 福岡

長崎 長崎

沖縄 那覇

※開催予定地は、変更もあります。また、開催日程及び
会場につきましては、来春お送りする「後援会のしお
り」でご確認願います。

2009年 父母懇談会を終えて

総　合　計 1,192 1,813

北海道

静岡
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◆充実した学生生活を送るために、大学のサポート体制をうまく利
用していきたいと思いました。（静岡1年）

◆息子も早いもので4年生となりました。父母懇談会も今回が最後と
なり少しさびしく思っています。昨年は息子と参加し、学長さん
や市役所勤務のＯＢの方と直接お話ができたことがとてもプラス
になりました。（静岡4年）

◆親なりにいろいろ勉強し、子どもに求められたら子どもの立場に
たって前向きな助言を心掛けたいと思いました。(浜松2年)

◆横浜キャンパスには2回行きましたが、すばらしい環境・設備であ
り充実した学生生活を送れるものと思いました。（大分3年）

◆かなり厳しい経済環境の下、就職活動の状況、流れが理解できま
した。子どもも3年生であり、将来について悩んでいるところです。
親としてのフォローは当然ですが、就職課のサポートも引き続き
お願いします。（大分3年）

◆色々な面から学生生活を把握でき、丁寧な説明でよく理解できま
した。よい環境のもとで有意義な学生生活を送ってほしいと思っ
ています。（岩手2年）

◆父母懇談会に参加して、大学の良さを知ることができました。地
方にいると、大学のことは子どもやネット上で知る程度で、不安
がありました。懇談会で大学関係者やＯＢの方々の話を直接聞く
ことができ、気が晴れました。また新潟出身者が多くうれしく思
います。（新潟1年）

◆履修単位の説明を聞き、大変参考になりました。成績表を見ても、
進級できるのか・卒業単位が取れているのか理解できずにいまし
たが、安心することができました。（新潟3年）

◆父母懇談会は、学生生活の様子や先生方の雰囲気がわかるので有
難いです。（金沢2年）

◆もう一度、息子と就職について話し合いたいと思いました。これか
ら先のことを、しっかり決めていきたいと思いました。（金沢4年）

◆個別面談にて資格講座の具体的な説明を丁寧にしていただき助か
りました。不安に思っていたことが解消されました。（名古屋2年）

◆情報を得られるので、なるべく参加するようにしています。子ど
もにアドバイスするにしても、親が理解していないといけないと
思っています。（名古屋3年）

◆ふだん関心の薄い（学修・就職）ことが、わかりやすい説明によ
り理解できました。宮陵会のお話は昨年と同様に有難いものでし
た。この話を多くの学生にも聞かせてあげたいと思いました。（水
戸2年）

◆前回初めて出席しとてもよかったので、今回も出席いたしました。
遠方のためなかなか大学のことがよくわからないまま、子どもま
かせのことが多いのですが、いろいろと知ることができとてもよ
かったです。（高崎4年）

◆学長さんと話す機会があり、アドバイスをいただくことができま
した。他の大学では見られないことで良いことと思います。（盛岡
1年）

◆全体的な傾向は理解しました。本人の意欲・希望・親子のコミュ
ニケーションから、まず始めなければと思いました。（横浜キャン
パス1年）

◆いろいろと親身になって相談にのっていただき、ありがとうござ
いました。問題解決に向かって親子共々努力いたします。（横浜キ
ャンパス2年）

◆先生に話を聞いていただき、アドバイスをしていただきとても参
考になりました。子どもに親としていいアドバイスができそうで
す。親子ともに、今の辛い状況に「がんばれ！」とエールを送って
もらったようで、とてもうれしかったです。（横浜キャンパス4年）

◆昼食の際、色々な先生と話ができてよかったです。教室が難しい
場所でしたが、子どもが使用している教室や中庭などの様子がわ
かりよかったです。（横浜キャンパス3年）

◆夫婦で子どもの通う大学の懇談会に参加でき、とても有意義な時
間をもつことができました。この不景気の中での就職は、本人が
一番大変ですが家族一丸となってがんばっていきたいと思いまし
た。先生の話は、とても分かりやすく、不安だったことも理解で
きました。（横浜キャンパス3年）

◆初めて参加しました。先生との交流もあり、毎年参加していれば
よかったと思いました。（湘南ひらつかキャンパス3年）

◆昼食懇親会にて、学長とお話する機会を得られたことがよかった
です。これからも子どもがこの大学を選んでよかったと思える大
学にしていただきたいと思います。（湘南ひらつかキャンパス3年）

◆就職課は、学生のために一生懸命活動しているのだとよくわかり
ました。まだ1年なので、本日聞いたことを子どもに伝え、勉強も
就職もしっかりしていってほしいと思いました。（湘南ひらつかキ
ャンパス1年）

◆学生に対する就職支援の熱意が伝わりました。子どもの通学して
いるキャンパスを見学できる機会を設けていただきありがとうご
ざいました。（湘南ひらつかキャンパス2年）

22000099年年
父父母母懇懇談談会会をを終終ええてて ご意見、ご感想を沢山いただきました。

新入生ご父母に募りました後援会運営委員は、次の7名の方々
に決まりました。

よろしくお願いいたします。

●法学部　　東田佐伊子さん

●経済学部　水地　利美さん

●経済学部　佐藤　利子さん

●外国語学部　澤井　容子さん

●人間科学部　土志田祐子さん

●工学部　　　勝又　清美さん

●経営学部　　川名　優子さん

新役員紹介

10月10日（土）に第2回役員会が開催され、本年度の事業
執行予定ならびに来年度の父母懇談会開催予定等について検討
されました。今後も委員会・役員会を通してご父母の皆様との
連携を深められるよう話し合いをしてまいります。
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就職活動について

アメリカのサブプライムローンに端を発した世界的金融不安、また、原燃料の高騰による物価の上昇、円高による輸出

の打撃、株価の乱高下等、日本経済は危機的状態にあります。このような環境下、2010年3月卒業予定者の採用につい

ては、一段と厳選採用となり、学生にとっては厳しい就職活動となることが予想されます。

就職課では、既に5月中旬から就職講座を開催していますが、後期からより実践的な就職講座を多数開催していきます。

就職活動のステップとしては、一般的には下記図１のとおりとなります。

1.   自己分析
就職試験では、必ず「自己ＰＲ」を聞かれます。従って、

「自分がどんな人間であるのかを理解すること」、自分の性

格や得意・不得意なことを分析し、個性を明らかにするこ

とが重要です。自己分析講座については、既に9月に「自

己分析・自己ＰＲ構築講座」を実施しましたが、色々な講

座の中で再度その重要性と方法を学生にレクチャーしてい

きます。

2.   業界・職種研究
自己分析を行いながら、自分にあった業界・職種を探し

ていきます。自分の得意分野を活かせる業界・職種は何か、

「業界会社研究講座」では、自動車業界、運輸業界、小売

（百貨店）業界、総合商社、専門商社、マスコミ業界、金

融業界、食品業界等、様々な業界の採用担当者から説明を

聞くことができます。また、2月中旬には学内におきまし

て約540社の企業を招いての「合同企業説明会」を実施

いたします。

3.   エントリー
業界・職種研究を進めながら実際に受ける企業にエント

リーを行います。エントリーはリクナビやマイナビといっ

た採用情報を取り扱っているＷＥＢサイトで行うことがで

きます。10月１日から各採用情報サイトはオープンして

おり、多くの企業がエントリーの受付を開始しています。

エントリーを行った企業から、採用情報（説明会参加予約、

エントリーシートの入手方法等）が各学生にメールで知ら

される仕組みとなっております。

4.   選考
企業の採用選考は、一般的には次のような流れとなりま

す。

1.自己分析 2.業界･職種研究 3.エントリー 4.選　　考 5.内　　定

図1

1．エントリーシートによる書類選考。

2．企業説明会における筆記試験

（SP I -2、一般常識試験等）。

3．グループディスカッション面接。

4．集団面接・個人面接。

就職講座では、「履歴書・書き方講座」「エントリーシー

ト対策集中講座」「筆記試験対策講座」「グループディスカ

ッション面接対策集中講座」「実践模擬面接」等すべての

採用試験の対策として実践講座を実施します。

また、これ以外の講座として、就職活動および社会人生

活に欠かせない「ビジネスマナー講座」やまだまだ厳しい

女子学生の就職支援として「女子学生のための就職セミナ

ー」「就職活動ヘアー・メイク講座（女子学生編）」なども

実施いたします。特に、履歴書やエントリーシートに貼付

する証明写真は第一印象として重要な要素となります。そ

のため、就職課では、11月にプロのカメラマンを学内に

招いて、出張撮影会を開催いたしました。さらに、内定し

た先輩による「就職活動報告会」、「内定した先輩に直接話

を聞こう会」を行い、4年次生から就職活動の方法や自己

分析の方法、企業の探し方、面接でどんなことを聞かれた

のか、志望動機は何を話したのかなどリアルな就職活動方

法を聞き、本学卒業生約40名（40業界）を学内に招いて

行う「実践ＯＢ・ＯＧ訪問」（11月14日開催）では、Ｏ

Ｂ・ＯＧからどんな仕事を行っているのか、仕事において

つらいこと、楽しいことなど実際の業務について話してい

ただきました。

このように、就職課では就職活動に必要な情報を各講座

を通じて学生に伝えていきます。講座は横浜・ひらつかキ

ャンパスとも水曜日の午後及び土曜日が主な開催日となり

ます。授業等で講座に出席できない学生のために講座の内

容を録画し、ビデオ・ＤＶＤの貸し出しも行っております。
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「就職活動報告：公務員試験活動報告/内定した先輩の実
態を探る   

「女子学生のための就職セミナー」
〜いよいよ始まる就職活動で女性が働きやすい会社の選
び方のポイントを理解しよう〜

「身だしなみ講座（男子学生対象）」
〜就職活動では第一印象が重要です。社会人として好感
が持てる髪型やスーツの着こなし方を身につけよう〜

「就職活動報告：Uターン説明会&Uターン活動報告」
「就職活動報告：内定した先輩の実態を探る 〜文系編〜
」（理系については、学科ごとに実施します）

「履歴書の書き方講座」
〜受かる履歴書の書き方が見る見るわかる〜好感度3倍
アップの履歴書の書き方を指導します〜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

「卒業生が仕事の現場を語る」
〜現場の第一線で活躍している先輩からのメッセージ〜

「実践 ! ＯＢ・ＯＧ訪問　就職した先輩と直接話そう」
「エントリーシート対策」集中講座〔全3コマ+エントリ
ーシートの添削付〕

「就職活動に欠かせないビジネスマナー」
〜セミナーには何を準備したらいいか？身だしなみな
ど、第一印象を決める重要なビジネスマナーをマスター
しよう〜
就職活動のいろは教えますpart2「これで安心！プロが
教える面接攻略」
〜人事が知りたいのは学生の本音の姿。面接でいかに自
分を出せるか〜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

「グループディスカッション・プレゼンテーション能力
養成」集中講座　　　　　　　

「実践　模擬面接！プロが教える個人面接」実習講座○1
就職活動最大の山場である「面接」をプロが個別に指導
します。

「まるごと解決！就職活動の様々な疑問、悩み」
〜こんな時どうするの？誰にも聞けなかった悩みをずば
り解決します〜→午後は神大主催「合同企業説明会」へ

「実践　模擬面接！プロが教える個人面接」実習講座○2

横浜キャンパス 湘南ひらつかキャンパス

神奈川大学合同企業説明会 2月上旬に実施　会場：横浜キャンパス（約400社の人事担当者が来校し、学生と面談します）

11月

12月

1月

2月

就職実践講座
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講座6
「就職活動にふさわしい身だしなみ講座（男子学生対
象）」
〜人事担当者に好印象を与える着こなしや、好感度が
アップする身だしなみとは？〜

「就職活動ヘアー・メイク講座（女子学生対象）」　　　　　　　　　　　　　　　　　　
〜よりよい第一印象のために。就職活動で好まれるメ
イクの方法を身につけよう〜

「エントリーシート対策講座・実践編」
〜本番さながらのエントリーシートにチャレンジ！自
己PRをブラッシュアップし、ビジネスにつながる強
みを再考してみましょう。〜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

「卒業生が仕事の現場を語る」
〜現場の第一線で活躍している先輩からのメッセージ〜

「実践 ! ＯＢ・ＯＧ訪問　就職した先輩と直接話そう」

「グループディスカッション・プレゼンテーション能
力養成」集中講座　　　　　　　
「これで安心！プロが教える面接攻略」
〜人事が知りたいのは学生の本音の姿。面接でいかに
自分を出せるか〜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

「エントリーシート解説講座」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
〜実践編（11/7）で提出したエントリーシートの添削
結果を本番に生かせるようブラッシュアップします〜

「実践　模擬面接！プロが教える個人面接」実習講座
〜本番と同様の面接を実施します。〜

「就職活動Q＆A」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
〜こんな時どうするの？誰にも聞けなかった悩みをず
ばり解決します〜

「実践　模擬面接！プロが教える個人面接」実習講座
〜本番と同様の面接を実施します。〜

講座11

講座12

講座13

講座14

集中講座

講座15

講座16

実践講座

講座17

実践講座

業界少人数セミナー　〜業界研究に心強い味方　就職アドバイザー〜
各業界の第一線で活躍していたアドバイザーによるゼミ形式少人数セミナーを実施。

業界や企業情報などについてアドバイスします。個別相談も実施しています。

金融業界を志望する人のための少人数セミナー　　　　講　師：メガバンク出身

自動車業界を志望する人のための少人数セミナー　　　講　師：大手自動車メーカー出身

広告業界を志望する人のための少人数セミナー　　　　講　師：大手広告会社出身

広告業界を志望する人のための少人数セミナー　　　　講　師：大手飲料メーカー出身

商社業界を志望する人のための少人数セミナー　　　　講　師：総合商社出身

講座7

講座8

講座9

講座10

講座11

講座12

講座13

講座14

講座15

集中講座

実践講座

講座16

横浜･平塚
共通

横浜･平塚
共通

実践講座

就職バックアップ

最終確認講座「就職のいろはPart3」〜面接のポイントをおさらい〜⇒午後は神大主催「合同企業説明会」へ

最終確認講座「最終確認：書類作成のポイント」   ⇒午後は神大主催「合同企業説明会」へ        
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健康管理について　● 保健室 ●

学校保健安全法に基づき毎年4月に全学生を対象に定
期健康診断を実施いたします。大学は集団生活の場であ
り感染防止のため、また自分の健康や生活を見直すため
にも全員受診していただきます。大学で受診できなかっ
た場合は外部医療機関で受診し（自費）、健康診断書を
提出していただきます。定期健康診断の結果によっては
再検査の指示が出る場合もあります。本人との連絡が困
難な場合、ご父母にも通知させていただくことがありま
す。

インフルエンザなど感染症予防対策
●学生生活を健康で安全に過ごしていただくために

インフルエンザの流行が学内でも起こっています。
感冒様症状がある方は、早めに医療機関を受診してく
ださい。37度前半の熱でもインフルエンザの診断が
確認されています。各自で体温計やマスクなどの準備
もお願いします。感染は咳エチケットや手洗い、うが
いなど、ひとりひとりの注意がないと防げません。ま
た麻疹や百日咳なども放置すれば大学で流行する可能
性のある感染症です。再度母子手帳を確認の上、予防
対策をご父母からもお勧めください。

※特に麻疹の予防接種については、介護体験や教育実習
先などでも求められます。

内科・スポーツ整形外科・精神科・心療内科・婦人科
の医師があらゆる相談に応じています。また、適切な治
療・診療が受けられるよう医療機関と連携をとり、速や
かな対応を行っています。
＊健康相談医の在室日は保健室の掲示板でお知らせして
いますが、ご不明な点はお問い合わせください。

● 病気や怪我の応急処置・医療機関の紹介
● メンタルヘルス上の問題対応や学生生活支援
● セクシュアルハラスメント・トラブルへの対応
● 予防活動／煙のないキャンパスライフを目指した禁

煙支援（一酸化炭素濃度計・禁煙マラソンの実施）
や飲酒・感染症・薬物など

● ヘルスチェック／各種計測機器を取り揃えています
ので自己の健康管理にご利用ください。

●AED使用講習会(随時)
●管理栄養士による栄養指導
●専門医による科別講習会

保健室では心身ともに健康で実りあるキャンパスライフを送っていただくために、健康に関するあらゆる相
談に専門医が無料で応じております。健康に不安を感じたり精神的に疲れたとき、気軽に保健室を利用するよ
うお勧めください。

なお、ご父母からの直接のご相談や電話相談にも応じておりますのでご利用ください。

定期健康診断1

医師による健康相談2

健康管理支援3

思わぬ病気や怪我で医療機関を受診することがあり
ます。自宅以外の通学の場合は、遠隔地被保険者証
を必ず学生の手元にご用意ください。

講習会4

保健室開室時間
■ 横浜キャンパス

開室時間／ 月曜日〜金曜日 8:30〜21:30
土曜日 11:00〜19:00

電話番号／ 045-481-5661（内線4422）
045-481-2523（直通）

Ｆ  Ａ  Ｘ ／045-481-9990

■ 湘南ひらつかキャンパス
開室時間／ 月曜日〜金曜日 9：00〜18：30

土曜日 9：00〜17：00
電話番号／ 0463-59-4111（内線3044）

0463-73-9050（直通）
■ 詳細はホームページもご確認ください。

学生相談室では大学生活を少しでも有意義に過ごせるよ
う、専門のカウンセラーが出来る限りの援助をいたします。

相談いただく問題は
●学業に関すること  ●進路  ●心の問題  ●対人関係のこと
●サークル・部活について
●その他………どのような問題でも構いません。
どうぞ、遠慮なくご利用ください。
保護者の方のご相談もお受けいたします。
相談に関する秘密は守りますので、ご安心ください。

学生相談室

■ 横浜キャンパス
開室時間／月・金曜日　　　10：00〜20：00

火・水・木曜日　10：00〜18：00
TEL 045-491-2162(直通)
TEL 045-481-5661(内線2252)

■ 湘南ひらつかキャンパス
開室時間／月〜金曜日　　　　9：00〜17：00
TEL 0463-59-5975(直通)　
TEL 0463-59-4111(内線3041)

※詳しいことは、大学のホームページをご覧ください。
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私たち吹奏楽部は、10月17日（土）に名古屋で開催されま
した「第57回全日本吹奏楽コンクール」に出場し、通算22回
目の金賞を受賞することができました。

全国大会までは学業と部活動を両立しつつ、より良い演奏を
つくるため部員一丸となって練習に励みました。昨年度はコン
クールの規定により出場することができず、1年あけての出場
となりました。そのためコンクールを経験している部員が少な
く、たくさんの不安とプレッシャーがありました。金賞を受賞
した時の喜びは不安も吹き飛ばし、私たちにとって忘れること
のできない格別なご褒美となりました。

このような貴重な体験をさせていただけるのも、応援してく
ださった皆様のおかげだと大変感謝しております。これからも
練習に励み、皆様により良い演奏をお届けできるよう努力して
まいりたいと思います。今後も幅広い活動をしていきたいと思っ
ておりますので、皆様のご支援の程よろしくお願いいたします。

2010年1月8日（金）には、みなとみらいホール（大ホール）
にて第45回定期演奏会を開催いたします。詳しくは神奈川大
学吹奏楽部公式ウェブサイト

（http://www3.to/kusb/）
をご覧ください。皆様のご来
場、心よりお待ちしておりま
す。

10月31日(土)11月1日(日)の両日、神奈川大学横浜キャンパスに
て第11回神大フェスタが開催されました。

今年も神大フェスタは「学生主体」・「地域密着」をコンセプトに、
たくさんの団体に参加して頂きました。毎年恒例となった「神大スター決定戦」や「NIGHT
FESTA」、「JINDAIパーク」に加え、セレストホールでの企画や三輪車レースなど、大変な盛り
上がりを見せました。また、今年は神大フェスタ世界への挑戦ということで、「ギネスに挑戦」と
いう企画も行いました。その他にも、飲食店やフリーマーケットといった地域住民の方々が参加
した企画も行列ができるほどの盛況ぶりで神大フェスタをより一層盛り上げるものとなりました。

今年は、2日目の「NIGHT FESTA」のときに少し雨が降り、来場者数は過去最高までとはいきませんでしたが、22,000人を記
録しました。来場者の方々からも「明るい雰囲気ですごく楽しかった」、「来年もまた来たい」などの感想を頂きました。

これからもとどまることなく、発展し続ける神大フェスタにご期待ください。

10月24日(土)25日(日)両日に、湘南ひらつかキャンパスにて、第21回「平塚祭」が開催されました。今回

はテーマを「十人十色の未来図を」としました。このテーマには「来場してくださった人それぞれに何かを感じ

てほしい。その何かが少しでもその人にとって意味のあるものになってほしい」との想いが込められていました。

今回の平塚祭は、ビンゴ大会・お笑いライブ・スタンプラリーといった毎年好評の企画に加え、新企画「女装コンテスト」やいく

つもの有志団体によるパフォーマンスが行われました。お笑いライブでは今年新設された11号

館のサーカムホールを使用しました。また、課外活動団体の展示・研究発表・各サークルによる

模擬店など一般学生による催しも数多く実施いたしました。

土曜日に一時強い降雨がありましたが、その後は快晴となり雨天のため順延となったＳＨＣ(湘

南ひらつかキャンパス)開設20周年記念花火も、日曜日に無事打ち上げることができました。

来年度以降も、『地域密着・学生主体』を踏まえつつ、より多くの方々に楽しんでいただきたい

と考えております。今後とも「平塚祭」に是非ご期待ください。

神大フェスタ

平塚祭

課　● 外　● 活　● 動　● 報　● 告

吹奏楽部

「第57回全日本吹奏楽コンクール」
金賞受賞

10月24日・25日の日程で行われた、第32回日本学生ショ
ートトラックスピードスケート選手権大会において、スケート
部スピード部門が男子総合優勝を達成しました。

大会2日目の3000ｍ決勝では、1・2・3位で表彰台を神奈
川大学が独占し、最終種目の5000ｍリレーでは、大会新記録
を樹立しました。終わってみれば2位の山梨学院大学に総合で
50点以上の差をつけて優勝し、2連覇を達成しました。

スケート部スピード部門はこれからシーズンを迎えます。
12月には、来年2月に行われるバンクーバーオリンピックの予
選会である全日本ショートトラック選手権大会が行われます。
また来年3月には、全日本都道府県対抗競技会など大きな試合
が予定されています。今後のスケート部の活躍に期待したいで
す。

スケート部スピード部門
日本学生ショートトラックスピードスケート選手権大会

男子総合優勝！大学日本一2連覇達成!!

大学祭を終えて

提供 エーコーフイルム

7



【合気道部】
●第49回全国学生合気道演武大会

12月5日（土）　日本武道館
【アーチェリー部】
●平成21年度関東学生アーチェリー連盟インドア個人選手権大会

12月21日（月）〜22日（火）　駒澤屋内球技場
【水泳部】
●第2回関東学生ウインターカップ公認記録会

12月6日（日）　相模原市立総合水泳場
●ジャパンオープン2010第51回日本短水路選手権水泳競技大会

2月27日（土）〜28日（日）　東京辰巳国際水泳場
【スケート部（スピード部門）】
●第33回全日本ショートトラックスピードスケート選手権大会兼第

21回オリンピック冬季競技大会日本代表選手選考競技会
12月19日(土) 〜 20日(日)　長野市若里多目的スポーツアリーナ

●第57回全日本都道府県対抗競技会
3月5日（金）〜7日（日）　長野県南牧村

●第33回全日本ショートトラック選抜選手権大会
3月27日（土）〜28日（日）兵庫県神戸市

【カレッジサウンズオーケストラ】
●第48回定期演奏会　12月23日（水） 神奈川公会堂

【吹奏楽部】
●第45回定期演奏会　1月8日（金）　横浜みなとみらいホール

【硬式野球部】
●平成21年度神奈川大学野球秋季リーグ戦　8月29日〜10月15日

横浜スタジアムほか　優勝（関東大会出場決定）
【サッカー部】
●第25回ユニバーシアード競技大会7月1日〜12日　セルビア

三平　和司 人間科学4 3位（銅メダル獲得）
藤川　祐司 人間科学4 3位（銅メダル獲得）

【女子サッカー部】
●第25回ユニバーシアード競技大会　7月1日〜12日　セルビア

長田　いづみ 国際経営2 準優勝（銀メダル獲得）
●第18回全日本大学女子サッカー選手権大会関東予選大会

兼第23回関東大学女子サッカーリーグ戦
9月6日〜11月1日武蔵丘短期大学グランドほか

優勝（インカレ出場決定）
【ゴルフ部】
●平成21年度関東大学ゴルフ秋季対抗戦

9月21日〜22日　茨城ロイヤルカントリー倶楽部
Ｂブロック　 優勝（Ａブロック昇格）
高市　龍児 国際経営3 Ｂブロック最優秀選手賞

【水泳部】
●第82回関東学生選手権水泳競技大会

8月3日〜5日　相模原市立総合水泳場
米村　亮悟 電子情報フロンティア3 400Ｍ自由形優勝(大会新)
内山　和也 人間科学4 400Ｍリレー 3位(大会新)
山田　篤未 人間科学4
上野　祥平 人間科学2
末角　優輝 人間科学4
江尻　賢人 現代ビジネス2 800Ｍリレー 優勝(大会新)
津田　長 人間科学2
米村　亮悟 電子情報フロンティア3
野村　啓太 現代ビジネス4

男子総合 5位
中島有佳里 人間科学3 800Ｍ自由形 準優勝
久保木　怜 人間科学1 200Ｍ背泳ぎ 準優勝
折川　恵理 人間科学3 200Ｍ個人メドレー 準優勝
折川　恵理 人間科学3 400Ｍ個人メドレー 準優勝
中熊しおり 人間科学1 200Ｍリレー 準優勝
上田　　萌 人間科学4
久保木　怜 人間科学1
西　未花子 英語英文3
中熊しおり 人間科学1 400Ｍリレー 優勝(大会新)
西　未花子 英語英文3
上田　　萌 人間科学4
中島　有佳里 人間科学3
久保木　怜 人間科学1 400Ｍメドレーリレー 準優勝
中内　美奈 法律2
中熊しおり 人間科学1
上田　　萌 人間科学4

女子総合 準優勝
【スケート部（スピード部門）】
●第20回全日本ショートトラックスピードスケート距離別選手権大

会　9月4日〜6日　小瀬アイスアリーナ
坂下　泰子 人間科学4 女子500Ｍ 4位

女子1000Ｍ 6位
総合6位(ワールドカップ大会出場決定）

●第58回全関東ショートトラックスピードスケート選手権大会
10月17日　小瀬アイスアリーナ
村竹　崇行 経済3 1000m 優勝

SP1500m 準優勝
総合 準優勝

村竹　啓恒 人間科学１ 1500m 準優勝
1000m 準優勝
総合 3位

齋藤　仁美 人間科学1 1500m 優勝
1000m 優勝
500m 優勝
SP1500m 優勝
総合 優勝

佐藤　渚 国際文化交流1 SP1500m 準優勝
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発行　神奈川大学後援会　
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秋の一大イベント！平塚祭・神大フェスタが開催され、「地域密着」「学生主体」をテーマにいろいろな催し物が行われま
した。今年も多くの方々に学園祭を楽しんでいただき、無事に終了いたしました。連日遅くまで残って準備に励んでいた実行委員の皆さん・参
加した学生の皆さん、本当にご苦労様でした。11月中旬から、学内をイルミネーションが彩っています。これからが冬本番です。体調を崩しや
すい時期ですので、事前予防（うがい・手洗いなど）を日々の生活の中で心がけ、体調管理に気をつけていきましょう。

これからの大会予定

課外活動戦績報告

【お願い】発送物を確実にお届けするために、住所などが変わった場合は両キャンパスの学生課にある｢住所変更届｣を必ず提出するように、ご指導ください。

●第32回日本学生ショートトラックスピードスケート選手権大会 
10月24日〜25日　帝産アイススケートトレーニングセンター
村竹　崇行 経済3 500Ｍ 準優勝

3000Ｍ 準優勝
小松　翔太 人間科学3 3000Ｍ 優勝
村竹　啓恒 人間科学1 1500Ｍ 準優勝

3000Ｍ 3位
村竹　崇行 経済3 5000Ｍリレー優勝（大会新）
小松　翔太 人間科学3
穐山　岳 人間科学3
村竹　啓恒 人間科学1

男子総合 優勝（2連覇）
佐藤　渚 国際文化交流1 1500Ｍ 準優勝

女子総合 5位
【テコンドー部】
●第7回関西テコンドー選手権大会　8月30日　滋賀県立体育館

鈴木　雅博 国際経営4 1部無差別級 優勝
最優秀選手賞

【レスリング部】
●文部科学大臣杯2009年全日本大学レスリンググレコローマンス

タイル選手権大会　10月13日〜14日　駒沢体育館
龍田　太一 国際経営3 グレコローマンスタイル96kg級 準優勝

団体 4位
【男子バスケットボール部】
●第85回関東大学バスケットボールリーグ戦

9月5日〜11月1日　神奈川大学横浜キャンパス体育館ほか
3部Ａブロック   準優勝（2部昇格）

【男子ラクロス部】
●第22回関東学生ラクロスリーグ戦　8月16日〜10月25日

駒沢オリンピック公園総合運動場補助球技場ほか
2部Bブロック　    優勝（2部残留）

【吹奏楽部】
●第57回全日本吹奏楽コンクール10月17日

名古屋国際会議場 金賞受賞
【将棋部】
●平成21年度東日本大会団体戦 8月14〜16日

東京エレクトロンホール宮城
5人制団体戦 準優勝

大西　　光　電子情報3　　　　岩泉　　毅　経済1
三宅　秀典　情報システム4　　本間　　篤　経済3
望月　敬太　経済4　　　　　　中出　宏明　機械工2
篠原　浩喜　機械工2　　　　　吉川　昌成　経済1
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