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5月28日札幌会場からスタートした本年度の父母懇談

会は、去る10月22日湘南ひらつかキャンパス父母懇談会

を終え、全ての日程が終了しました。今年度は多くの会場

で、昨年を上回るご参加を頂きました。

父母懇談会は、大学生活に関わる学修・就職・学生生活

面の現状をご報告し、希望者を対象とした個別面談を実施

し、日頃からの心配事、今後の学修・就職活動に関するア

ドバイス等、様々なご相談にお応えする事業です。

地方父母懇談会は、後援会役員と教職員が全国の主要都

市に赴き開催いたしました。「キャンパス紹介DVD」の上

映、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、

地元でご活躍のOBの皆様にもご参加いただき、県内の就

職状況・学生時代の就職活動のことなど、お話いただきま

した。

一方、横浜・湘南ひらつか両キャンパス父母懇談会では、

昼食を兼ねた懇親会を体育館・学生食堂で行い、教職員と

懇親を深めて頂きました。父母懇談会を機に、神奈川大学

をより身近に感じて頂けたのではないでしょうか。

ご協力頂きましたアンケートでは、2～4年次のご父母

より「早い年次から参加していれば良かった。」とのお声

を多く頂戴いたしました。ご出席がご子女と学修・就職・

学生生活の面でお話する際のきっかけにもなります。ぜひ

次回ご出席ください。

2011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19日

10月22日

日

土

横浜市

平塚市

横浜キャンパス

湘南ひらつかキャンパス

539

159

836

272

計　29会場

2012年 父母懇談会開催予定地

北海道 札幌市

秋田県 秋田市

宮城県 仙台市

山形県 山形市

福島県 郡山市

茨城県 水戸市

栃木県 宇都宮市

群馬県 高崎市

新潟県 新潟市

長野県 長野市

山梨県 甲府市

静岡市

浜松市

富山県 富山市

石川県 金沢市

福井県 福井市

愛知県 名古屋市

大阪府 大阪市

広島県 広島市

山口県 山口市

香川県 高松市

徳島県 徳島市

福岡県 福岡市

佐賀県 佐賀市

長崎県 長崎市

沖縄県 那覇市

※開催予定地は、変更する可能性があります。
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」でご確認ください。

2011年 父母懇談会を終えて

総　合　計 1,646 2,473
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今年度の父母懇談会は終了いたしましたが、「郵
送による相談申込書」（「後援会のしおり2011」
31頁）は引続き受付けております。ご相談事等
ございましたら、ぜひご利用ください。
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■  地方父母懇談会

●懇談会というので、PTAの総会みたいな感じだと思っていました
が、学校のことをいろいろと説明してもらってありがとうございま
した。学生に対して、又父兄に対してすごく親切でよい大学だと思
いました。(福岡　現代ビジネス１年)

●Uターンした神大卒業生の話は非常に参考になった。かなり業種・
職種は情報と状況把握が必要だと感じた。自らが大学を卒業した
20余年前に比べ（関西の某私大）、大学当局の学生生活、就職に対
するケアが格段に手厚くなり、隔世の感もある。学生個々人のパワ
ーは当時の方があったと思うが、現在の学生は情報過多でかえって

「就活」などはたいへんだと思う。（長野　経済2年）

●離れて生活しておりますので、たまのメールと電話の声の調子でし
かわからず、目的をもって学生生活を送っているのか少々不安です
が、折をみて今日の話をしてみようと思っています。

（広島　国際経営1年）

●今年は、入学式も中止でしたので、後援会による父母懇談会を開い
ていただいたお陰で大学の様子、就職についてなど親としては心配
である内容の話もこの機会に聞く事も出来、少し安心を致しました。
色々な情報を教えて頂き、子供の良き相談相手になれる様、親とし
て少しでも協力してあげたいと思っておりますので、今後とも後援
会の皆様方のお力をお借りしたいと思います。よろしくお願い致し
ます。（山梨　法律1年）

●時間が限られているので細かな部分の説明が聞けませんでしたが、
不明な点などはお気軽に学校の方へ問い合せて下さいと丁寧に言っ
ていただけ安心しました。今年度は個別面談を申し込みませんでし
たが、来年はぜひ申し込みたいと思いました。わからない事も多く
不安でしたが本日参加してとてもよかったと思っております。今後
もいろいろな面でのご指導等よろしくお願い致します。

（山梨　法律2年）

●今回の震災で被害を受けました。大学からの支援を受けさせていた
だき、大変感謝しています。子供・本人もこの震災により、家庭の
大変さがわかったようです。今、少しずつ、私は、元に戻ろうとし
ています。子供本人は楽しく学生生活を送っています。神大に入学
させて良かったと思っています。（仙台　経済2年）

●長期休暇中の開催でしたので学生本人も参加させたかった。学長さ
んのお話を学生本人に聞かせ、学生生活に対する意識が変わったか
もしれない。（新潟　法律3年）

●息子も既に3年ですので、後援会活動に関ることもないと思います
が、「1年次からいろいろな面でかかわれたら良かった」と後悔し
ております。（静岡　現代ビジネス3年）

●先日、全身にひどい蕁麻疹が出た時、医者探しが大変でしたが、保
健室の存在を知ったので今度から保健室なり、何でも相談窓口に行
くよう伝えたいと思います。（新潟　英語英文2年）

●現在の状況がよく理解できました。帰省したときに子供と相談した
いと思います。（鹿児島　国際経営3年）

●成績表は送られてきているものの、どういう見方をするのか、はっ
きり言ってよくわからなかったが、今回説明を聞き、よく判った。

（長野　経済3年）

●息子の就活と重なる部分が多々あり、興味深く拝聴することができ
ました。親の精神的支援・金銭的支援が更に必要になると息子の就
活をふり返り実感しています。（アルバイトを辞め、就活に専念す
るため、収入減。平塚～会社訪問、説明会出席の交通費）連絡を密
にとるようになり、就活を失敗しながらも（内定をもらえないとき）
息子の成長を感じました。（岩手　国際経営4年）

●詳しいご説明を頂き、またいつでも窓口に相談に学生をよこして下
さいと言っていただけてはじめて子供を下宿させている不安が解消
されたように思います。どうぞよろしくお願い致します。

（静岡　化学１年）

●学修面について相談させていただきましたが、本人の個人データを
お持ちいただいており、とても参考になりました。待ち時間の学長
のお話も貴重に聞くことが出来て良かったです。

（静岡　情報システム創成1年）

■  横浜キャンパス

●昨年も参加したが学年が上がるにつれて就職について真剣に考える
ようになり子供と話し合う大切さを感じた。（人間科学2年）

●本人が進みたい研究分野について会話が出来そうです。
（物質生命2年）

●先生のお話をうかがって少し気持ちが楽になりました。息子に少し
任せてみようと思います。ありがとうございました。
(電子情報フロンティア2年)

●キャンパス案内ありがとうございました。40年振りに母校のキャ
ンパスに入り変化の大きさにビックリしました。

（経済3年）

●参加者が多いことに驚きましたが、大学キャンパスの会場に参加し
てみて良かったです。（建築1年）

●全体的に時間に余裕がなかった様子で慌しい雰囲気だった。参加が
ある以上、時間をかけての話を要望します。（建築1年）

■  湘南ひらつかキャンパス

●今年は個別懇談会に参加しなかったが、来年は参加したい。現在2
年生ですが、春の横浜キャンパスの説明会に参加して、本人に是非
直接聞いてもらいたいと思い、秋の平塚キャンパスに本人を連れて
来ました。就職のスタートが3年生の春であることを本人に確認さ
せることができたのが良かったと思います。
(国際経営2年)

●昨年は静岡の会場へ、今年は学園祭見学を兼ね、平塚キャンパスへ
参加させていただきました。後援会、大学の熱心さを感じ、そうい
う環境の中で子供が過ごさせてもらい、うれしく思います。これか
らもご支援よろしくお願いいたします。

（国際経営2年）

●この様に丁寧に現状を説明してくださったり、個別面談で履修内容
について細かなアドバイスをいただける良い機会になりました。1
年次の時に相談しておけば良かったと思っています。

（生物科学2年）

2011年
父母懇談会を終えて 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、新たに8名の
方々にご就任頂きました。

よろしくお願いいたします。

●法 学  部　吉原　　充さん

●経済学部　三坂　陽子さん

●経営学部　内藤　　進さん

●工  学  部　仲谷　利理さん

●経済学部　今野　逸子さん

●外国語学部 山﨑　和子さん

●人間科学部 大橋眞理子さん

●理  学  部　石井　雅子さん

新役員紹介

10月22日（土）に第3回役員会を開催し、本年度の予算執行、援助費執行予定ならびに来年度の父母懇談会開催予定等につ
いて検討いたしました。今後も役員会・委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
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世界的な経済不況の中、大学生の就職環境が大変厳しくなっています。文部科学省の発表では、2011年3月に卒業した全国の大

学生で就職をした人は、61.6％となり、進学も就職もしてない者は約88,000人と発表しています。本学では、全卒業生に対し就

職をした学生は64.5％であり、全国平均は上回っております。また、就職及び進学をした学生（進路決定者）は71.4％ですが、昨

年度と比べて2.7ポイント減となっております。

このような状況の中、2012年3月に卒業する学生の求人倍率は、1.23倍（昨年は1.28倍）となり就職環境はさらに悪化してお

り、現4年生に対しても就職課では継続的に支援を行っております。また、企業は一段と厳選採用の傾向を強め、質を重視した採用

を行っており、学生の就職活動は長期に渡るうえ、企業の採用方法は多様化し複雑になっています。

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、後期からの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 2.業界･職種研究 3.エントリー 4.選　　考 5.内　　定図1

●就職講座
3年次5月から、就職活動の各段階、課題に即した就職講座

を実施しています。
授業などで出席できない学生のために、ＫＵキャリアナビか

ら、映像を閲覧できるようにしています。
講座スケジュールは前期分、後期分に分けてそれぞれ郵送し

ています。
●模擬試験

一般常識試験対策、SPI・CAB・GAB・IMAGES対策の模
擬試験を複数回開催しています。当日受検ができない場合は自
宅受検も可能です。成績は自宅に郵送されます。実施後のフォ
ロー講座なども実施しています。
●個別相談・模擬面接

個人個人の就職の悩み、問題に即した相談を行っています。
専任職員の他に、専門の就職アドバイザー、就職カウンセラー
も相談にあたります。

面接試験を想定した「模擬面接」も実施しています。本番の
面接では得られないフィードバックを行い、改善点を確認でき

ます。
●就職アドバイザーによるセミナー

社会経験豊富なアドバイザーによる、セミナーを実施してい
ます。履歴書・エントリーシートセミナー、各業界別のセミナ
ーなど、学生のニーズに合わせたセミナーを実施しています。
●合同企業説明会

神奈川大学生を是非採用したいという意欲のある企業約
400社を学内に招いて実施します。就職ナビ（インターネッ
ト）を通じての応募者より、学内合同企業説明会で出会った学
生に期待する企業が増加しています。2月実施
●KUキャリアナビ

神奈川大学オリジナルの就職情報サイトです。大学に寄せら
れた求人情報のほか、先輩からの就職試験情報など、一般の就
職ナビでは得られない生きた情報も掲載しています。

また、「有価証券報告書」に基づいた企業情報を見ることで、
企業ＨＰでは得られない、企業の「良い面」と「課題」の両方
を知ることができます。

http://www.ku-careernavi.jp

●就職課開室時間●
変更する場合もあります。

■横浜キャンパス18号館2階　　　　 　  月〜金　9：00〜19：00　　土　9：00〜16：30

■湘南ひらつかキャンパス１１号館１階　月〜金　9：00〜18：30　　土　9：00〜17：00

2013年3月卒業予定者からの採用選考に関し、日本経団連
から企業に対し以下のような周知がなされました。

｢学生が本分である学業に専念する十分な時間を確保するた
めに、採用選考活動の早期開始は自粛する。広報活動は12月
１日より、選考活動については４月１日より早期に行うことは
厳に慎む｣
このことにより、就職活動を行うにあたって、以下のような

変更点、注意点が考えられます。
【変更点】　→  以降が2013年3月卒業予定者からの変更点
・10月1日就職情報サイトオープン（＝エントリー開始）

→12月1日就職情報サイトオープン・エントリー開始（２
ヶ月遅くなる）

・10月1日よりオープンセミナー・会社説明会開始
→12月1日以前は、原則オープンセミナーや会社説明会は
実施しない

・採用選考は4月1日から（*主に面接試験等を指す。エントリ
ーシートによる書類選考、筆記試験による選考や一部面接等
は4月1日以前に行われる場合もある）
→選考日程は変わらず

【注意点】
・以前は10月1日から年明け（2～3ヶ月間）は、合同企業説

明会や単独企業説明会が行われ、様々な企業を見て志望企業
の選択や企業研究ができたが、変更後は12月1日に大手も
中堅・中小も一斉に説明会が開始され、短期間のうちに志望
企業選択や企業研究を行わなければならない。大手のみまわ
っていると、中堅企業にアプローチできない危険性がある。

・12月1日まで採用に伴う説明会は開催しないと言っている
が、外資系企業や経団連に所属していない企業の中には、自
社のホームページからエントリーを開始する企業が出てくる
可能性も考えられる。また、OBやリクルータを使って学生
に接触する可能性もある。

・企業への接触は、２ヶ月遅れるが選考日程は変更しないため、
12月までの間に自ら業界・企業研究をしっかり行い、志望
業界、企業について研究を行っておかないと、年明けのエン
トリーシートや面接に対応できない。

2013年3月卒業予定者からの就職活動の変更点と注意点

神奈川大学の就職支援
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■合同企業説明会　〜神奈川大学最大級の就職イベント〜

【内　容】大手企業を中心に、5日間で約400社の企業人事担当者を神大に集めて合同企業説明会を実施します。
企業ごとのブース形式で、興味のある企業を自由に訪れ、企業説明を直接人事担当者から聞くことができます。
この説明会で出会った企業から内定をもらった先輩も毎年多数います。入退場自由、履歴書不要、スーツ着用です。
このチャンスは見逃せません。　　　※詳細及び参加企業等は決定次第KUキャリアナビでお知らせします。

【実施日】2月9日（木）〜2月15日（水）の5日間実施（土・日曜日除く）
【場　所】横浜キャンパス20号館
【備　考】2012年6〜7月には約180社を集めた2回目の「合同企業説明会」を実施予定です。

就職バックアップ

実施日 曜日 講座
区分 講座名 時間

12月

3 土 向上 SPI対策模擬試験 Eタイプ（中級） ①13:00〜14:30
②14:40〜16:10

5 月 基礎 面接対策の全て教えます① 18:00〜19:30

6 火 基礎 エントリーシート対策講座③
（全4回） 18:00〜20:00

10 土 向上 グループディスカッション・
面接対策集中講座①

①14:40〜16:10
②16:20〜17:50
③18:00〜19:30

13 火 基礎 就職活動に欠かせない
ビジネスマナー 18:00〜19:30

16 金 基礎 エントリーシート対策講座④
（全4回） 18:00〜20:00

17 土 向上 グループディスカッション・
面接対策集中講座②

①14:40〜16:10
②16:20〜17:50
③18:00〜19:30

20 火 基礎 面接対策の全てを教えます② 18:00〜19:30

22 木 向上 実践模擬面接
☆2/16、17と内容は同じです

午前
午後

2月

2 木 基礎

就活直前
①まるごと解決！
就職活動の様々な疑問、悩み

②内定を勝ち取るための全て
教えます

10:30〜12:00
13:00〜14:30

3 金

基礎 就活直前　③合同企業説明会の
企業のまわり方、教えます 11:00〜12:00

向上

就活直前　④SPI対策模擬試験
Ｂタイプ（上級ーハイレベル） 13:00〜14:30

就活直前　⑤SPI対策解説講座 14:40〜16:10

16 木 向上 実践模擬面接
☆12/22、2/17と内容は同じです

午前
午後

17 金 向上 実践模擬面接
☆12/22、2/16と内容は同じです

午前
午後

20 月 向上 筆記試験対策集中講座
☆8月に実施した講座と同じです

①10:30〜②13:00〜
③14:40〜④16:20〜

講座区分

基礎…就職基礎講座（就職活動において、必ず身に付けなければならないことを学ぶ講座）

向上…就職力向上講座（更に力を付けたい方や弱点を克服したい方が受講する講座）

特別…特別講座（志望する業界や各自の目標に対応した講座）

【注】就職講座は、申込制や有料の場合もあります。

実施日 曜日 講座
区分 講座名 時間

12月

1 木 基礎
6

エントリーシート講座③
【志望動機に関連する設問】 16:50〜18:20

6 火 基礎
11

これで安心！
プロが教える面接攻略 16:50〜18:20

8 木 向上
5 SPI・CAB・GAB対策模擬テスト ①15:10〜16:40

②16:50〜18:20

10 土 向上
6

グループディスカッション・面接
対策集中講座①②③（全６コマ） 11:00〜16:40

12 月 基礎
6

エントリーシート講座④
【学生時代に関する設問】 16:50〜18:20

17 土 向上
6

グループディスカッション・面接
対策集中講座④⑤⑥（全６コマ） 11:00〜16:40

20 火 基礎
6

エントリーシート講座⑤
【時事・企画等、その他の設問】 16:50〜18:20

1月 23 月 向上
7 実践！模擬面接 9:30〜18:20

2月

2 木

基礎
12 就職活動Q&A 13:30〜15:00

特別
3

特別講演①
（詳細は決定次第お知らせします） 15:10〜16:40

3 金

基礎
13 最終ガイダンス 13:30〜15:00

特別
4

特別講演②
（詳細は決定次第お知らせします） 15:10〜16:40

21 火 向上
8 実践！模擬面接 9:30〜18:20
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10月29日(土)に青森
県青森市文化会館にて
開催された第59回全日
本 吹 奏 楽 コ ン ク ー ル

「大学の部」において、
東関東代表として出場
し、大学最多となる通算24回目の金賞を見事受賞しました。

課
外
活
動
報
告

吹奏楽部●「第59回全日本吹奏楽コンクール」金賞受賞 陸上競技部駅伝チーム●第88回箱根駅伝出場決定 !!

健康管理について ● 健康管理課（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
康診断を実施しております。全学生が受診することが義務づ
けられていますが、大学の日程で実施することができなかっ
た場合は、外部医療機関を受診し(自費)健康診断書を速やか
に提出してください。定期健康診断の結果により再検査の指
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
母に通知させていただくことがあります。また学生生活上

（健康・修学など）支援が必要な方は申し出てください。

●学生生活を健康で安全に過ごしていただくために
感染対策におきましては、各自で体温計やマスクなどの準

備、日頃からの手洗やうがいなどひとりひとりの注意がないと
防ぐことができません。

また麻疹や百日咳・急性耳下腺炎（おたふくかぜ）なども
大学内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、介護体験や留学・教育実
習先などで求められます。

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、外部医療機関と連
携を取り、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
● メンタルヘルス上の問題対応・医療機関の紹介
● 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
（一酸化炭素濃度測定・禁煙マラソンの実施）や飲酒・性
感染症・薬物など

● ヘルスチェック：各種計測器を取り揃えています。

● 専門医による科別講習会　● 各種予防教育
● AED使用講習会　● 管理栄養士による栄養指導
●依存症や留学時の講演会など

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、保健室では健康に関する相談に応じ
ております。健康を崩したときや不安を感じたり精神的に疲れたときなど、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

学校感染症予防対策2

医師による健康相談（無料）3

健康支援4

教育講演および講習会5

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。自宅以外や親元を離れて通学する場合は、遠
隔地被保険者証を必ず学生の手元にご用意ください。

保健室開室時間
詳細はホームページでご確認ください。
■ 横浜キャンパス

開室時間／ 月曜日〜金曜日 8:30〜19:00
土曜日 8:30〜16:30

電話番号／ 代表：045-481-5661（内線4422）
直通：045-481-2523
FAX：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／ 代表：0463-59-4111（内線3044）

直通：0463-73-9050
FAX：0463-58-9688

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　　　10：00〜19：00

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。

※「後援会のしおり」53・54頁に、両キャンパス周辺の協力医療
機関、学校医及び夜間・休日救急病院を紹介しております。緊
急時にぜひご覧ください。

第88回東京箱根間往復大学駅伝
競走(箱根駅伝)予選会が、10月
15日(土)に東京都の国営昭和記念
公園で行われ、神大駅伝チームは
上位10名の合計で、総合5位で予
選を通過し、通算43回目の本戦出場を決めました。お正月
の1月2日、3日に開催される本戦をぜひ応援してください。

写真提供：エーコーフィルム



第72号　2011年12月1日 7

10月29日(土)・30日(日)の両日、
神奈川大学横浜キャンパスにて第13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。

毎年恒例となったメイン企画の「神大スター決定戦」や
「NIGHT FESTA」に加え、今年2回目の「ミス＆ミスター神
大コンテストin横浜キャンパス」は大変な盛り上がりを見せま
した。また、大御所の声優をお呼びしての「声優口演」や様々
な分野で活躍している神奈川大学出身の方々と現役神大生との
対談企画「神大OB呼んじゃいなよ！」、世界各国の文化を知り
ながらゲームで楽しめる「世界の祭り」など学術的・文化的な
企画の他、体全身や頭を使って楽しめる「脱出ゲーム」、「神大
どうぶつわいわいランド」などの新企画も行い子供から学生、
大人まで楽しんで頂きました。

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。

また、23,000人という多くの来場者も記録し、来場者だけ
ではなく神大生の参加数も年々増
加し、来場していただいた方々か
らは「以前より楽しくなってきて
いる」、「来年もまたぜひ来たい」
などの感想もたくさん頂きまし
た。これからも更に進化していく
神大フェスタにご期待ください。

10月22日(土)・23日(日)の両日、
湘南ひらつかキャンパスにて第23回

「平塚祭」が開催されました。
今回は、お祭りの原点に立ち返り来場者や地域の方々、学生、

教職員および協賛企業の方々に「平塚祭」を中心として活力を
発信していきたいという想いから「Festival Zero」というテ
ーマに致しました。

毎年恒例の「スタンプラリー」や「ビンゴ大会」、園児や小学
生を対象とした「子ども企画」に加え、新企画の「カレーパン
大食い大会」や平塚キャンパスで初めてとなる「ミス＆ミスタ
ーコンテンスト」など各企画で大変な盛り上がりとなりました。

また、有名声優を招いての「声優ライブ」や有志団体による
様々なパフォーマンス、ゼミ・研究室の展示・発表、サークル
による各種模擬店など老若男女問わず多くの来場者の方々に楽
しんで頂きました。

初日の午前中は強い雨に見舞われましたが、それ以降は天候
にも恵まれ、最後には平塚祭の目玉企画である「花火大会」が
華麗なフィナーレを飾りました。

来場者の方々からは「楽しかった !」「来年もまた来たい !!」
という声を数多く頂くことがで
きました。

これからも皆様に「来て良か
った」と楽しんで頂けるような
大学祭を作り上げていきますの
で、来年も「平塚祭」をよろし
くお願いします。

神大フェスタ

7月末の3泊4日、試験期間中の襷を繋
ぐべく、東北ボランティア駅伝に後援会
の委員4名が参加しました。夜8時、横浜
駅前発の貸し切りバスで一路北へ。翌朝5

時半、あいにくの雨。海岸近くの只越町合同庁舎前に降りると、
陸に打ち上げられた船がぼうっとかすんで見えました。

遠野に到着後、三陸文化復興プロジェクトの献本整理にあた
りました。山積みの献本の図書情報をパソコンに入力し、分類
用の紙を挟む作業で、老眼にはいささか辛かったです。作業中
にも宅急便でどんどん本が届き、支援の輪の大きさを感じまし
た。翌日は、大槌町図書館の津波被害にあった資料を1枚1枚
丁寧にはがし、間に吸い取り紙を挟んで乾かす作業。いずれも
ボランティアでこそ進められる類の作業だと思います。

町の人から声をかけられ、大学の継続した活動が快く受け入
れられていると感じました。交通費や宿泊代は大学が負担。美
味しい晩御飯、ふかふかの布団、博物館の見学。朝と昼の食事
には難儀しましたが、被災地を思うと申し訳ないような待遇で
した。「私達、もっと働けますよ」
とアピールしたほどです。安心し
て参加できる大学の企画に感謝し、
今後も機会があれば参加するつも
りです。（後援会副会長　吉久チコ）

大学祭を終えて

平塚祭

KU“東北”ボランティア駅伝
大学が4月から始めた被災地支援のボランティア駅伝。被災地へ物資や人を送る中継拠点となっている岩手県遠野市での活動にお

いて、既に学生、卒業生、ご父母の参加で1,000名を超えるボランティアにより切れ目なく「襷
���

」をつないでいます。
その一方、研究機関である大学としても、神奈川大学日本常民文化研究所と大学院歴史民俗資料学研究科の合同による宮城県気仙

沼市での歴史資料や文化財の保存・修復に関る文化財レスキュー、また建築学科による被災地区調査および復興計画支援等、様々な
活動に取組んでいます。

私の参加した9月21～25日（第51隊）は、個人
参加も含めいろんな学科や年次の学生が集まっ
ていました。活動１日目は台風の影響で急遽ソフ
トボランティアをすることになり、全国から送

られてきた図書の受入れ作業と津波にのまれた資料の修復、そ
して本棚作りに分かれて作業をしました。翌日からは天候が回
復し、釜石と陸前高田で瓦礫撤去を行ないました。防塵マスク
とゴーグルで顔を覆われた作業は、思ったより大変でした。

震災に対して何かできないかとずっと思っていて参加したボ
ランティア。結果感じたのは、一人ができるボランティアって
微力だということ。しかし、現地に行ってみなければ絶対に分
からない貴重な体験ができてよかったです。そして、多くの人
に現地の様子やこの活動を「知ってもらいたい」と思いました。
第51隊の引率職員の方からお話を頂き、私達の隊を中心に準
備を進め、神大フェスタにてボランティア駅伝の報告ブースを
開設し、2日間で129人の訪問者に神大の被災地支援を紹介で
きました。現地でのボランテ
ィア活動限りの関係でなく、
大学に戻ってからもメンバー
と深くつながれたことが、私
の中で何よりの喜びでした。

（建築学科3年　牧野 直樹）

参加学生の

声
ご父母

（後援会役員）も
参加しています！
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これからの大会予定

【アーチェリー部】
●平成23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20日(火)～22日(木)　駒沢公園　屋内球技場
【應援指導部】
●平成23年度濱菊祭

12月中旬　神奈川大学横浜キャンパス
【水泳部】
●第4回関東学生ウインターカップ公認記録会

12月4日(日)　相模原市立総合水泳場
●第53回日本短水路選手権水泳競技大会

2月11日(土)～12日(日)　東京辰巳国際水泳場
【レスリング部】
●天皇杯平成23年度全日本レスリング選手権大会

12月21日(水)～23日(金)　代々木第二体育館
【陸上競技部】
●第88回東京箱根間往復大学駅伝競走

1月2日(月)～3日(火)　東京～箱根
【吹奏楽部】
●第47回定期演奏会

1月8日(日)　横浜みなとみらい大ホール
【スケート部スピード部門】
●第59回全日本都道府県対抗ショートトラック

スピードスケート競技会
3月9日(金)～11日(日)　長野県南牧村

●第35回全日本ショートトラック選抜選手権大会
3月24日(土)～25日(日)　山梨県甲府市

戦績報告
【硬式野球部】
●神奈川大学野球　第一部秋季リーグ戦

9月3日(土)～10月21日(金)　横浜スタジアム他 4位
【サッカー部】
●佐々木　翔　人間科学4

ＪリーグDV.1のヴァンフォーレ甲府に入団内定
●三原　向平　人間科学4

ＪリーグDV.2の湘南ベルマーレに入団内定

【女子サッカー部】
●第26回ユニバーシアード競技大会

8月11日(木)～21日(日)
中国・深洲
長田　いづみ　国際経営4
日本代表選手として出場　準優勝

●第25回関東大学女子サッカーリーグ戦
8月27日(土)～10月30日(日)
第2位(5勝1分1敗)
全日本大学女子サッカー選手権大会出場決定

【水泳部】
●第84回関東学生選手権

8月6日(土)～8日(月)　横浜国際プール
男子総合　準優勝　　女子総合　優勝

●2011パラ・パンパシフィック競技大会
8月10日(水)～14日(日)
カナダ・エドモントン
宮本　翔平　国際経営2　出場

●第87回日本学生選手権水泳競技大会
9月2日(金)～4日(日)　横浜国際プール
津田　長　人間科学4
200Ｍバタフライ　4位
久保木　怜　人間科学3
100M背泳ぎ　3位　200M背泳ぎ   準優勝

【スケート部スピード部門】
●第22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
10月1日(土)～2日(日) 帝産アイススケートトレーニングセンター
小黒　義明　人間科学3 総合5位(ワールドカップ出場決定)
齋藤　仁美　人間科学3 総合6位(ワールドカップ出場決定)

●第34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22日(土)～23日(日)
帝産アイススケートトレーニングセンター
村竹　啓恒　人間科学3 男子1500M   優勝
大沼　博明　人間科学4 男子3000M 3位
大沼・村竹・島根・岡田 5000Mリレー　3位

【バスケットボール部】
●第87回関東大学バスケットボールリーグ戦2部

9月3日(土)～10月30日(日) 総合第6位(9勝9敗)
【陸上競技部】
●第88回東京箱根間往復大学駅伝競走予選会

10月15日(土)　昭和記念公園 総合5位

第72号　2011年12月1日

今年の父母懇談会は多くのご父母にご出席いただきました。より多くの皆様にご参加頂きたいという想いから、地方父母懇談会を中心に開催
予定をお葉書でご案内いたしました。また、在学生の少ない県では電話でもご出席のお願いをいたしました。夜お忙しい時間にもかかわらず、
快くご出席のお答えをいただいた時、また会場で「来年度も出席します」とのお声を頂いた時の嬉しさは余りあるものでした。また同時に、来
年度もっと多くのご父母にご出席いただくにはどうしたら良いのかと思案するばかりです。

これから冬にかけて体調を崩しやすい時期になります。学生の生活（体調）に気をかけて頂き、元気にこの季節を過ごしていきましょう。

課外活動戦績報告・大会予定
【トライアスロン部】
●2011日本学生トライアスロン選手権

観音寺大会
8月28日(日)　香川県観音寺市
有明浜海水浴場及び琴弾公園周辺特設コース
石塚　祥吾　法律4　個人男子　3位

●2011年アジアトライアスロン選手権
9月24日(土)
チャイニーズ・タイペイ　イーラン
石塚　祥吾　法律4　U-23男子　3位

【平塚軟式野球部】
●南関東大学軟式野球秋季リーグ戦

8月24日(水)～9月25日(日)
神奈川大学湘南ひらつかキャンパス野球場

9勝1敗(全日本大会出場決定)
【レスリング部】
●文部科学大臣杯2011年度

全日本学生レスリング選手権大会
8月31日(水)～9月1日(木)　駒沢体育館
入江　泰久　国際経営4
フリースタイル96kg 第3位

●文部科学大臣杯平成23年度 
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19日(水)～20日(木)
駒沢体育館
入江　泰久　国際経営4
グレコローマンスタイル120kg級　第3位

【吹奏楽部】
●第59回全日本吹奏楽コンクール

10月29日(土)　青森県青森市文化会館 金賞(通算24回目)

発行　神奈川大学後援会　
〒221-8686　横浜市神奈川区六角橋3−27−1　　電話045-481-5661（代表）　神奈川大学総務部校友課内

入江泰久選手

久保木怜選手

長田いづみ選手

石塚祥吾選手

佐々木翔選手 三原向平選手


