
2012.8
●No.73●

会長就任のご挨拶
去る６月に行われました平成 24 年度神奈川大学後援会定時総会に於いて承認され、会長を拝命

することになりました西脇幸二でございます。

会長就任に当たり、一言ご挨拶申し上げます。

会員の皆様には、日頃から後援会活動にご理解とご協力をいただき、誠にありがとうございます。

長きに亘り後援会にご尽力された会長、副会長、監事の３名が勇退することになり、今年度から新体制で
臨むことになりました。退任された皆様にはこの場を借りてご父母を代表して感謝申し上げたいと思います。

さて、私は運営委員として９年間、最後の３年間は副会長として後援会に携わって参りました。また、私も本学の卒業生で
ありますが、本学のＯＢ会であります宮陵会、そして大学との連携を図りながら、今までの経験を基に微力ではございますが、
学生生活向上のため、そして大学の維持発展に寄与するために、一生懸命務めさせていただく所存でございます。

ご父母の皆様と、大学との橋渡し役として、後援会の役割は、ますます重要になると認識しております。今年度から新体制
で後援会を運営してまいりますが、今後も皆様のご意見をいただきながら、後援会の目的であります「大学の維持発展」と「学
生生活の向上に寄与すること」を常に念頭に置き、より良い会の運営に努めてまいる所存でありますので、後援会へのご支
援・ご協力を賜りますよう、お願い申し上げます。

神奈川大学後援会
会長　 西脇 幸二
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6月17日（日）に平成24年度「神奈川大学後援会定時総会」が横浜キャンパスで開催されました。午前10時から始ま

った総会には、昨年度の参加者を上回る400名のご父母に参加いただきました。

定時総会後、横浜キャンパス父母懇談会（就職説明会・学修説明会・懇親会・キャンパス見学会・個別面談）が行わ

れ、553組863名の参加がありました。また、体育館の特設会場で懇親会が開催され、昼食時のひと時を学部学科ごとに

集ったご父母と学長をはじめとする教職員が歓談いたしました。

ここで、定時総会の様子をご報告いたします。議事に先立ち鈴木会長の挨拶があり、役員紹介後、会長が議長となり、

審議に入りました。

平成24年度（第37回） 後援会定時総会報告

吉久副会長より、平成23年度の事業及び収支決算報告が資料
に基づき説明されました。

吉久副会長からは、会費は例年どおり大学に委託徴収を依頼
し、また、事業内容としては、全国各地での父母懇談会の開
催、課外活動への援助、奨学事業への援助、広報活動を行った
ことが報告されました。

続いて林部監事より監査報告があり、平成23年度の収支決算
が承認されました。
事業報告の内容については、次のとおりです。

I 会則の一部改正

伊藤副会長より会則の改正について説明がなされ、原案のとおり承認されました。

改　正（案）

（名誉会長・顧問）
第12条

本会に、名誉会長及び顧問若干名を置くことができる。
2. 名誉会長は、神奈川大学学長を推戴する。　　　　　　
3. 顧問は、本会の会長、副会長歴任者又は監事を長きに亘り
務められ、功労のある者を役員会の議を経て委嘱する。
4. 名誉会長及び顧問は、役員会に出席し、建議することがで
きる。

付則（平成24年6月17日）
１．この会則は平成24年6月17日から施行する。

現　行

（名誉会長・顧問）
第12条

本会に、名誉会長及び顧問若干名を置くことができる。
2.　名誉会長は、神奈川大学学長を推戴する。　　　　　　
3.　顧問は、本会の会長、副会長歴任者から役員会の議を経て
委嘱する。
4.　名誉会長及び顧問は、役員会に出席し、建議することがで
きる。

II 平成23年度事業報告及び決算報告

１．会議の開催
●総会　   平成23年   6月19日(日) 10：00～10：40

●役員会
第1回　平成23年   5月14日(土) 14：30～16：30
第2回　平成23年   6月19日(日) 10：50～11：00
第3回　平成23年10月 22日(土) 14：30～15：30
第4回　平成23年12月10日(土) 13：00～15：00
第5回　平成24年   1月21日(土) 15：00～16：30

●委員会
平成23年12月10日(土) 13:00～15:00
①　企画・財政委員会　
②　広報委員会

２．会費の徴収
平成23年度会費の徴収は大学に委託。

３．会員期間満了案内
平成23年度退会者に、記念品を添えて礼状を送付。

４．父母懇談会の開催　
「平成23年度父母懇談会開催報告」参照。

５．課外活動の援助　
大学に指定寄付として4,885万円を寄付。

６．奨学事業の援助　
大学に指定寄付として3,900万円を寄付。
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●収入の部　　  　　　　　　　　　　　　　　       （単位：円）

予算額

179,350,000

179.350,000

360,000

130,000

230,000

47,526,938

227,236,938

決算額

180,220,000

180,220,000

308,980

56,980

252,000

47,526,938

228,055,918

差　異

△870,000

△870,000

51,020

73,020

△22,000

0

△818,980

備考科　　目

1.   経 常 収 入

会　　費

2.   雑　収　入

受取利息

その他の収入

3.   前年度繰越金

当年度収入合計

平成23年度収支計算書

自平成23年4月１日  至平成24年3月31日

差　異

1,387,901

164,212

69,115

338,668

91,724

190,019

521,400

12,763

2,495,935

0

0 

0

0

0

0

0

0

1,399,528

0

0

1,245,515

153,863

150

1,096,407

42,093

332,876

50,000

50,000

621,438                                   

0

3,933,383

△ 8,636,199

△818,980

決算額

10,977,099

1,265,788

675,885

181,332

58,276

1,109,981

7,668,600

17,237

158,840,682

39,816,617

565,613

623,400

10,400,743

16,899,216

11,245,787

70,635

11,223

107,500,472

48,850,000

39,000,000

13,704,485

2,946,137

2,999,850

11,523,593

5,457,907

5,387,124

0

0

678,562

20,000,000 

ー       

38,238,137

228,055,918

予算額

12,365,000

1,430,000

745,000

520,000

150,000

1,300,000

8,190,000

30,000

161,336,617

39,816,617

565,613

623,400

10,400,743

16,899,216

11,245,787

70,635

11,223

108,900,000

48,850,000

39,000,000

14,950,000

3,100,000

3,000,000

12,620,000

5,500,000

5,720,000

50,000

50,000

1,300,000

20,000,000 

(66,617)

3,933,383

29,601,938

227,236,938

●支出の部　　　　　　　　　　　　　　　　　 　（単位：円）

備考科   　目

1.　 運営費

通信運搬費

印刷費

会議費

消耗品費

旅費交通費

渉外費

雑費

2.　事業費

父母懇談会費

通信運搬費

印刷費

会議費

会場賃借料

旅費交通費

消耗品費

雑費

援助費

課外活動援助費

奨学金援助費

学生福利厚生援助費

父母宛成績通知発送補助費

DVD製作協力費

広報費

通信運搬費

印刷費

寄稿謝礼費

消耗品費

委託費

3.　後援会積立金

4.　予備費

5.　次年度繰越金

当年度支出合計

注記：予備費は事業費の父母懇談会費へ66,617円を繰り入れ。

７．学生福利厚生事業の援助
（1）横浜キャンパス花苗プランター植え替え ……………1,267,831円
（2）神奈川大学マスコット（Jin&Kana）着ぐるみ（二組）…1,680,000円
（3）大学祭実行委員会助成金(神大フェスタ・平塚祭) ……1,200,000円
（4）陸上競技部の活躍を讃える会・駅伝報告会協賛金………600,000円
（5）課外活動団体の活躍を讃える会協賛金 …………………200,000円
（6）卒業祝賀会への協賛金 …………………………………3,500,000円
（7）中山キャンパススポーツトラクター …………………4,200,000円
（8）横浜キャンパス花苗プランター取替え（ビア樽型）…1,056,657円

合　　　　　　計 ………………………………………13,704,488円

８．学業成績通知表送料の寄付
保証人宛に送付する学業成績通知表の送料実費を大学へ寄

付。

９．DVD製作協力費の寄付
大学に製作を委託し、大学および学生生活の紹介DVDを作

成。

10．広報事業
「後援会報」71号、72号を発行。
「後援会のしおり」「ご父母の皆様へ」を発行。
後援会ホームページのリニューアルの実施、及び更新。

11．積立金
後援会積立金として2,000万円を積立。

III 役員の改選

任期満了となる役員について、伊藤副会長から説明がなさ
れ、会則第8条第１項に基づき、会長に西脇幸二氏、監事に三
坂陽子氏が推薦され、承認されました。

IV 平成24年度事業計画及び収支予算

平成24年度事業計画及び収支予算について西脇副会長より説
明がなされ、原案のとおり承認されました。

以上で議事は全て終了し、後援会会長から学校法人神奈川大
学へ、神奈川大学に対する指定寄付金（課外活動支援、奨学
金、米田吉盛教育奨学金、東日本大震災にかかる罹災学生への
奨学支援）の寄付目録が贈られ、伊藤理事長よりお礼の挨拶が
ありました。
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科　　目
I 増　加　の　部

1  資産増加額
現　　金
定期預金

2  負債減少額

増加額合計

II 減　少　の　部
1  資産減少額

普通預金
2  負債増加額

後援会積立金
減少額合計

当年度正味財産減少額
前年度繰越正味財産額
当年度末正味財産合計額

私たちは、神奈川大学後援会の平成23年4月1日より平成
24年3月31日までにおける、収支計算書及び貸借対照表、財
産目録、正味財産増減計算書、関係帳簿、証憑書類等につい
て、一般的に妥当と認められている方法によって監査したとこ
ろ、いずれも適正であることを認める。

平成24年4月14日　　　神奈川大学後援会

監事　

監事　

監事

監査報告書

平成23年度父母懇談会開催報告

62,159
39,927,972

29,278,932

20,000,000

39,990,131

29,278,932

20,000,000

39,990,131

49,278,932
9,288,801

47,526,938
38,238,137

正味財産増減計算書
自平成23年4月１日  至平成24年3月31 日   （単位：円）

金　　　　　額

科　目

現　金

預貯金

現金手許有高

普通預金

定期預金

横 浜 銀 行 六 角 橋 支 店

横浜信用金庫六角橋支店

みずほ銀行横浜駅前支店

城南信用金庫六角橋支店

横 浜 銀 行 六 角 橋 支 店

横浜信用金庫六角橋支店

みずほ銀行横浜駅前支店

城南信用金庫六角橋支店

合　　　　計

財産目録

平成24年3月31日現在 （単位：円）

金　　額

159,705

178,078,432

178,238,137

58,078,432

55,981,898

791,955

1,037,420

267,159

120,000,000 

40,000,000

20,000,000

40,000,000

20,000,000

内　訳

178,238,137

140,000,000

38,238,137

178,238,137

178,238,137

40,000,000

100,000,000

159,705

58,078,432

120,000,000

40,000,000

100,000,000

貸借対照表

平成24年3月31日現在 （単位：円）

I .  資産の部

1.  流動資産

現　　金

普通預金

定期預金

流動資産合計　　　　

資産合計

II .  負債の部

1.  流動負債

前  受  金

流動負債合計

2.  固定負債

後援会積立金

固定負債合計

負債合計

III .  正味財産の部

正味財産

負債及び正味財産合計

科　目                        金　　　　　額            

開催日 開催地 会　場 出席者
組数 人数

5月28日 土 札幌市 京王プラザホテル札幌 27 32
5月29日 日 福岡市 ホテル日航福岡 31 44
6月 4日 土 長野市 ホテル国際 21 65 87
6月 5日 日 前橋市 前橋ホテル 53 75
6月25日 土 水戸市 三の丸ホテル 53 76
6月26日 日 千葉市 京成ホテルミラマーレ 28 42
7月 2日 土 広島市 ホテル JAL シティ広島 23 37
7月 3日 日 岡山市 岡山ロイヤルホテル 14 19
7月 9日 土 宇都宮市 宇都宮グランドホテル 53 77
7月10日 日 甲府市 アーバンヴィラ古名屋ホテル 51 74
7月16日 土 仙台市 ホテル JAL シティ仙台 55 81
7月17日 日 盛岡市 ホテルメトロポリタン盛岡ニューウイング 32 50
7月18日 月・祝 青森市 青森グランドホテル 22 29
8月 6日 土 熊本市 ホテルニューオータニ熊本 15 19
8月 6日 土 松江市 松江ニューアーバンホテル別館 5 8
8月 7日 日 鹿児島市 鹿児島サンロイヤルホテル 12 18
8月 7日 日 鳥取市 ホテルニューオータニ鳥取 10 13
8月27日 土 浜松市 オークラアクトシティホテル浜松 62 95
8月28日 日 金沢市 ANAクラウンプラザホテル金沢 32 48
8月28日 日 大阪市 リーガロイヤルホテル大阪 15 25
9月 3日 土 大分市 大分全日空ホテルオアシスタワー 8 13
9月 3日 土 高知市 高知パレスホテル 14 18
9月 4日 日 宮崎市 ホテルスカイタワー 12 16
9月 4日 日 松山市 松山全日空ホテル 17 22
9月10日 土 さいたま市 ラフレさいたま 19 27
9月11日 日 新潟市 ホテルイタリア軒 70 110
9月17日 土 四日市市 ロワジールホテル四日市 9 11
9月17日 土 名古屋市 ザ サイプレス メルキュールホテル名古屋 31 38
9月18日 日 静岡市 ホテルセンチュリー静岡 110 161

地方 29会場合計 948 1,365
全会場合計 1,646 2,473

開催日 会　場 出席者
組数 人数

6月19日 日 横 浜 キ ャ ン パ ス 539 836
10月22日 土 湘南ひらつかキャンパス 159 272
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科   　目

1.　 運営費

通信運搬費

印刷費

会議費

消耗品費

旅費交通費

渉外費

雑費

2.　事業費

父母懇談会費

通信運搬費

印刷費

会議費

会場賃借料

旅費交通費

消耗品費

雑費

援助費

課外活動援助費

奨学金援助費

学生福利厚生援助費

父母宛成績通知発送補助費

DVD製作協力費

広報費

通信運搬費

印刷費

寄稿謝礼費

消耗品費

委託費

3.　後援会積立金

4.　予備費

5.　次年度繰越金

当年度支出合計

●収入の部　　　　　　　　　　　　　　　　　       （単位：円）

予算額
178,100,000

178,100,000

295,000
65,000

230,000

38,238,137

216,633,137

前年度予算額
179,350,000

179,350,000

360,000
130,000
230,000

47,526,938

227,236,938

増　　減
△ 1,250,000 

△1,250,000

△65,000
△65,000

0

△9,288,801

△10,603,801

科　　目
1.   経 常 収 入

会　　費

2.   雑　収　入
受取利息
その他の収入

3.   前年度繰越金

当年度収入合計

平成24年度収支予算書
自平成24年4月１日  至平成25年3月31日

増　　減

△516,000

△ 465,000

△ 21,000

0

△ 30,000

0

0

0

3,502,383

3,452,383

139,387

△ 283,400

1,258,257

900,784

1,439,213

△ 20,635

18,777

1,200,000

1,150,000

0

50,000

0

0

△1,150,000

10,000

△160,000

0

0

△1,000,000

0

66,617

△13,656,801

△10,603,801

前年度予算額

12,365,000

1,430,000

745,000

520,000

150,000

1,300,000

8,190,000

30,000

161,336,617

39,816,617

565,613

623,400

10,400,743

16,899,216

11,245,787

70,635

11,223

108,900,000

48,850,000

39,000,000

14,950,000

3,100,000

3,000,000

12,620,000

5,500,000

5,720,000

50,000

50,000

1,300,000

20,000,000

3,933,383

29,601,938

227,236,938

予算額

11,849,000

965,000

724,000

520,000

120,000

1,300,000

8,190,000

30,000

164,839,000

43,269,000

705,000

340,000

11,659,000

17,800,000

12,685,000

50,000

30,000

110,100,000

50,000,000

39,000,000

15,000,000

3,100,000

3,000,000

11,470,000

5,510,000

5,560,000

50,000

50,000

300,000  

20,000,000

4,000,000

15,945,137

216,633,137

●支出の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　

備考

備考

1. 父母懇談会事業（経常事業）
後援会の最大の事業である父母懇談会は、大学の協力を得て、会
員の関心が高い学修状況、就職状況などの学生生活全般の情報
を全国の会員にお伝えすることを目的として、次のように開催
する。
①横浜キャンパス父母懇談会　6月17日（日）
・大学の協力を得て昨年同様、総会と同日に実施する。

②湘南ひらつかキャンパス父母懇談会　10月27日（土）
・大学の協力を得て昨年同様、平塚祭と同日に実施する。

③地方父母懇談会
・5月から9月にかけて25道府県26会場で実施する。
・出席者が100名を越える静岡県は、相談時間の充分な確保の
ため、静岡市と浜松市の2会場開催とする。

・出席者参加見込数が60名を超える会場で昼食会場が別に確
保できる会場では、懇親会（昼食）を立食形式で開催する。

2. 寄付・助成事業
後援会の設置目的である「大学の維持発展に寄与すること」に沿
い、次の寄付を行う。

（1）課外活動の援助
①課外活動援助

大学への寄付を通して課外活動団体の活動に対して助成す
る。

②後援会課外活動奨励金
著しい活躍を収めた団体への支援や個人への報奨を行う。

（2）奨学金援助
①課外活動特別奨学金
大学への寄付を通して課外活動に励む学生を支援する。

②後援会給付奨学金
勉学意欲を持ちながら経済的に修学が困難な学生に対し、奨
学金を給付する。

（3）学校法人神奈川大学「米田吉盛教育奨学金」募金へ寄付を行
う。

（4）神奈川大学東日本大震災支援募金へ寄付を行う。
（5）学業成績通知表送料寄付

9月と3月に保証人宛に送付する学業成績通知表の送料実費
を大学へ寄付する。

（6）DVD製作協力費
大学に製作を委託し、大学および学生生活の紹介DVDを作成
する。地方父母懇談会で上映し、希望者には販売を行う。

（7）学生福利厚生に係る助成
課外活動団体の活躍を讃える会、卒業祝賀会および大学祭等
への協賛、並びに学生の福利厚生に係る物品等の寄贈を行う。

3. 広報事業（経常事業）
（1）「後援会のしおり」の作成

後援会の総括的内容を含め、最大事業である父母懇談会の資
料として、また就職・学修など学生生活全般に必要な情報を掲
載し、日常的に会員に活用してもらうことを目的として作成
する。4月下旬に2年〜4年、5月上旬に1年生に発送し、全会員
宛に送付する。

（2）神奈川大学後援会報の発行
後援会事業報告や就職・学修・学生生活・課外活動の情報を、お
知らせするために、会報を年2回（7月・11月）発行し、会員及
び特別会員に送付する。

（3）ご父母の皆様へ
新入生ご父母向けの案内用冊子として、入試合格者に対し10
月から発行する。

（4）ホームページ
年3回の更新を行う。平成24年度事業の各種行事案内を4月
に更新し、各行事の結果報告を7月及び11月に更新する。

4. その他
会員期間終了の案内として、退会記念品を添えて礼状を送付す
る。9月期卒業、3月期卒業の時期に合わせて発送する。

平成24年度事業計画
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昼食を挟んで行われる個別面談は、申込書にご記入いただ
いた相談内容に基づき、職員が説明させていただきます。

今後の開催予定は、以下のとおりとなっております。是
非、ご参加ください。お申し込みは「後援会のしおり
2012」（P23）の申込書及び専用封筒をご利用いただき、
開催日の2週間前までにご郵送ください。

今後の開催予定（近県のご父母もご参加いただけます。）

当日はおおよそ次のような進行を予定しています。

◆受付開始　   9：30
◆全  体  会　10：00　　　本学の近況、学生生活・学修・就職

等の説明、OB挨拶
◆昼　　食　12：30
◆個別面談　13：30
◆終了予定　15：30

父母懇談会は、大学の協力のもと後援会事業として実施しております。横浜キャンパス・湘南ひらつかキャンパス
での実施はもとより、各地域へ後援会役員と大学教職員が直接伺い、大学の近況をはじめ、学生生活・学修・就職等
についてご説明致します。ご父母や保証人の方々が、神奈川大学へのご理解をさらに深めていただく良い機会でもあ
りますので、ぜひご参加ください。

6月17日（日）定時総会終了後に、本年度の横浜キャンパス父
母懇談会が開催され、863名の皆様にご参加いただきました。

参加申込者の増加により、学長・就職担当副学長の挨拶及び
就職説明会は昨年に引き続き2会場で開催させていただきまし
た。

13号館（体育館）で行われた昼
食を兼ねた懇親会では、後援会役
員・教職員も参加し懇親を深めて
いただきました。その後、学部・
学科に分かれて学修説明会を行
い、続いて事前申込者対象の個別面談が行われ、履修単位数・
成績・就職・奨学金・留学などに関する相談内容について、教
職員がご説明させていただきました。

また、キャンパス見学会では、学生スタッフによる説明を交
えながら1時間程度で学内を廻り、各施設を見ていただきまし
た。

本年度の地方懇談会は、全国26箇所を予定しており、5月
27日の新潟（ホテルイタリア軒）を皮切りに始まりました。

全体会の中では、4月に送付させて頂きました「後援会のし
おり」を参考に、映像資料を交えながら、次のような説明を行
います。

①学生生活………「キャンパス紹介DVD」の上映。学生生活の
現状等。

②学　　修………「学業成績通知表」の見方。卒業に必要な単
位数などの具体的な説明。

③就　　職………現在の就職状況。本学が取り組んでいる就職
支援の状況及び低年次生を対象としたサポー
ト体制等。

湘南ひらつかキャンパス
◆開  催  日　10月27日（土）10：30～（10：00受付開始）
◆場　　所　神奈川大学 湘南ひらつかキャンパス11号館
◆対象学部　経営学部・理学部
次のプログラム順で進行を予定しています。

お申し込みは「後援会のしおり2012」（P21）の申込書及び
専用封筒をご利用いただき、10月8日（月）までにご郵送くだ
さい。

当日は、東海道線平塚駅北口及び、小田急線秦野駅北口よ
り迎えのバスが出ます。詳しい時刻については、10月上旬
に後援会ホームページでご案内いたします。

2012  父 母 懇 談 会

地方父母懇談会

横浜キャンパス

人間科学部学修説明会 個別面談

就職説明会 個別面談

学長挨拶 → 就職
説明会 → 学科別学

修説明会 → 昼食
（懇親会） → 個別面談

開催日 曜日 開催地 会　　場

8月25日 土 長野市 ホ テ ル 国 際 21

8月26日 日 甲府市 ア ー バ ン ヴ ィ ラ 古 名 屋 ホ テ ル

9月   1日 土 高崎市 高 崎 ビ ュ ー ホ テ ル

9月   1日 土 長崎市 ANAクラウンプラザホテル長崎グラバーヒル

9月   2日 日 宇都宮市 宇 都 宮 グ ラ ン ド ホ テ ル

9月   2日 日 佐賀市 ホ テ ル ニ ュ ー オ ー タ ニ 佐 賀

9月   8日 土 仙台市 ウ ェ ス テ ィ ン 仙 台

9月   9日 日 秋田市 秋 田 パ ー ク ホ テ ル

9月16日 日 徳島市 グ ラ ン ド パ レ ス 徳 島

9月17日 月・祝 高松市 JR ホ テ ル ク レ メ ン ト 高 松
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課外活動戦績報告・大会予定

【サッカー部】
JR東日本カップ2012第86回関東大学サッカーリーグ戦（後期）     
9月15日（土）～11月25日（日）                国立西が丘サッカー場他
【柔道部】
平成24年度関東学生柔道体重別選手権大会
9月1日（土）～2日（日）                                        埼玉県立武道館
【準硬式野球部】
平成24年度神奈川大学準硬式野球リーグ　秋季リーグ戦
9月～10月                                                     横浜スタジアム他
【少林寺拳法部】
第46回少林寺拳法全日本学生大会　11月上旬               日本武道館
【水泳部】
第67回国民体育大会水泳競技大会
9月15日（土）～17日（月）                        長良川スイミングプラザ
第88回日本学生選手権水泳競技大会競泳競技
9月7日（金）～9日（日）                                  東京辰巳国際水泳場
【スケート部（スピード部門）】
第23回全日本距離別ショートトラックスピードスケート選手権大会 
10月6日（土）～7日（日）     山梨県小瀬スポーツ公園アイスアリーナ
第35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20日（土）～21日（日）                                                       
                          長野県帝産アイススケートトレーニングセンター

【卓球部】
平成24年度秋季関東学生リーグ戦
9月22日（土）～23日（日）                           横浜キャンパス体育館
【バドミントン部】
第55回東日本学生バドミントン選手権大会
8月31日（金）～9月7日（金）   北海道立体育センター（北海道札幌市）
平成24年度関東学生バドミントン秋季リーグ戦
9月15日（土）～23日（日）                                    日本体育大学他
【平塚軟式野球部】
第35回全日本大学軟式野球選手権大会
8月8日（水）～12日（日）                                            大曲球場他
【ボクシング部】
第82回神奈川県一般ボクシング選手権 兼 
平成25年度第68回国体代表選考会
9月1日（土）～2日（日）、8日（土）～9日（日） 神奈川県立体育センター
第82回全日本ボクシング選手権大会関東予選
9月16日（日）、22日（土）～23日（日）         神奈川県立体育センター
【ボディビル部】
2012年関東学生ボディビル選手権大会
10月13日（土）                                江戸川区小松川さくらホール
2012年全日本学生ボディビル選手権大会
10月27日（土）                                                           東洋大学

【ヨット部】
2012年度全日本学生ヨット個人選手権大会
8月30日（木）～9月2日（日）      海陽ヨットハーバー（愛知県蒲郡市）
2012年度関東学生ヨット秋季選手権大会
9月29日（土）～30日（日）                                             葉山新港
2012年度全日本学生ヨット選手権大会
10月31日（水）～11月4日（日）                                                 
                                         柳が崎ヨットハーバー（滋賀県大津市）

【ラグビーフットボール部】
2012年度関東大学ラグビーリーグ戦
9月末～11月末                                中山キャンパスグラウンド他
【男子ラクロス部】
第25回関東学生ラクロスリーグ戦 
8月中旬～10月下旬                                          大井第2球技場他
【陸上競技部】
第89回東京箱根間往復大学駅伝競走予選会
10月20日（土）              陸上自衛隊立川駐屯地～国営昭和記念公園
秩父宮賜杯第44回全日本大学駅伝対校選手権大会                         
11月4日（日）                                                 名古屋市～伊勢市
【レスリング部】
文部科学大臣杯 全日本学生レスリング選手権大会
8月23日（木）～8月26日（日）              大阪府堺市・金岡公園体育館
文部科学大臣杯 全日本大学グレコローマン選手権大会
10月18日（木）～10月19日（金）                                駒沢体育館
内閣総理大臣杯 全日本大学レスリング選手権大会
11月10日（土）～11日（日）                      文京区スポーツセンター
※今後の課外活動・活動予定は、後援会ホームページにてお知らせ致します。

課外活動戦績報告
【水泳部】
第53回日本選手権（25m）水泳競技大会
渡辺　耶唯　人間科学1        200mバタフライ                  優勝

第88回日本選手権水泳競技大会競泳競技兼
第30回オリンピック競技大会代表選手選考会（ジャパンスイム2012）
渡辺　耶唯　人間科学2        女子100mバタフライ             5位

第88回日本選手権水泳競技大会　シンクロ競技
左右田怜美　人間科学3        フリーコンビネーション          優勝

ジャパンオープン2012（50ｍ）
久保木　怜　人間科学4        200m背泳ぎ                         4位
渡辺　耶唯　人間科学2        100mバタフライ                   6位

【スケート部・スピード部門】
ISU World Cup 2011Nagoya
小黒　義明　人間科学3        男子1000m                         出場

                                           男子5000mリレー                 3位
齋藤　仁美　人間科学3        女子1000m                         出場

                                           女子1500m                         出場
ISU World Cup 2011Shanghai
小黒　義明　人間科学3        男子500m                            出場

                                           男子500m                            出場
齋藤　仁美　人間科学3        女子500m                            出場

                                           女子1500m                         出場
第35回全日本ショートラックスピードスケート選手権大会
小黒　義明　人間科学3        男子1000m                          2位

第35回全日本選抜ショートトラックスピードスケート選手権大会
齋藤　仁美　人間科学3        女子総合                               優勝

【トライアスロン部】
第5回日本学生スプリングトライアスロン選手権大会
南　　優　　電子情報フロンティア4　スプリントS              7位

【平塚軟式野球部】
第34回全日本大学軟式野球選手権大会                                   2位
【ボディビル部】
文部科学大臣杯争奪
第39回全日本学生パワーリフティング選手権大会
市野　智之　経済4              パワーリフティング                優勝

【陸上競技部】
第88回東京箱根間往復大学駅伝競走　往路（108.0km）         15位
                               復路（109.9km）         17位
                               総合（217.9km）         15位
秩父宮賜杯第44回全日本大学駅伝対校選手権大会
関東学生陸上競技連盟推薦校選考会　 総合                              4位
                               結果　第44回全日本大学駅伝出場決定 
                                                                                             

【女子サッカー部】
第20回全日本大学女子サッカー選手権大会（決勝ラウンド）
対　日本体育大学                                          △1-1（両校優勝）

【スキー部】
秩父宮杯・秩父宮妃杯・寛仁親王杯
第85回全日本学生スキー選手権大会
細野　猛史　国際経営1        アルペン・大回転（男子4部）       2位
細野　猛史　国際経営1        アルペン・回転（男子4部）         優勝
田中　聡史　国際経営3        アルペン・大回転（男子4部）       3位

【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
入江　泰久　国際経営4        フリースタイル96kg級            3位

明治杯平成24年度全日本選抜レスリング選手権大会
長谷川公俊　国際経営4        フリースタイル74kg級            5位

課外活動大会予定
【アーチェリー部】
平成24年度関東学生アーチェリー連盟新人個人選手権大会             
10月31日（水）～11月2日（金）                   駒沢オリンピック公園
【アメリカンフットボール部】
2012年度関東学生アメリカンフットボール秋季リーグ戦
9月2日（日）～11月10日（土）             アミノバイタルフィールド他
【空手道部】
第55回関東大学空手道選手権大会　
10月8日（月）                                                          日本武道館

【硬式野球部】
平成24年度神奈川大学野球秋季リーグ戦
9月1日（土）～10月15日（月）                            横浜スタジアム他
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● 9月21日(金) ………………………………後期授業開始
● 9月29日(土)  ………………………………9月期卒業式
●10月27日(土)、28日(日) ………………平塚祭
●11月   3日(土)、   4日(日)  ………………神大フェスタ
●12月21日(金)  ………………………………授業終了
● 1月   7日(月) ………………………………授業開始日
● 1月21日(月) ………………………………後期授業終了
● 1月22日(火)〜1月28日(月)  …………後期定期試験

後期には次の奨学金の募集があります。
奨学金を希望する場合は、各キャンパス学生課までお問い

合わせください。

①　神奈川大学後援会奨学金【給付】
9月27日（木）～9月28日（金）

②　（社）宮陵会給付奨学金（2期募集）【給付】
9月27日（木）～9月28日（金）

③　神奈川大学激励奨学金【給付】
10月4日（木）～10月5日（金）

④　神奈川大学海外活動支援奨学金（2期募集）【給付】
11月29日（木）～11月30日(金)

⑤　神奈川大学指定資格取得・進路支援奨学金【給付】
2013年1月10日（木）～1月11日（金）

⑥　神奈川大学自己実現・成長支援奨学金【給付】
2013年1月10日（木）～1月11日（金）

後期の日程 奨学金（担当部署　学生課）

留学（担当部署　国際センター）

毎年春と秋に留学・語学研修に関する説明会を行っていま
す。また、留学希望者等を対象に留学準備講座を開設してい
ます。詳細は、神奈川大学ホームページ内の「国際交流・留
学」に掲載します。
http://www.kanagawa-u.ac.jp/international/

■ 財団法人 大学基準協会からの適合認定
神奈川大学及び神奈川大学法科大学院は、公益財団法人大学基準協会より、法令に
より定められている認証評価を受審し、基準に適合しているとの評価をうけまし
た。詳細は、本学ホームページに公開しています。

http://www.kanagawa-u.ac.jp/accreditation/

■ 株式会社日本格付研究所から「AA」の格付を取得
学校法人神奈川大学は、2012年1月13日、株式会社日本格付研究所（JCR）から

昨年に引き続き長期優先債務の格付「AA（ダブルAフラット）」を取得し、格付の
見通しは「安定的」とされました。詳細は、本学ホームページに公開しています。
http://www.kanagawa-u.ac.jp/aboutus/rating/

■ 「神奈川大学－本学の情報」情報公表サイトの充実
本学は、社会に対して説明責任を果たすべく教育研究活動等に関わる情報をホーム

ページで積極的に公表しています。
http://www.kanagawa-u.ac.jp/disclosure/index.html

神奈川大学 神奈川大学　法科大学院

神奈川大学の第三者評価

前期の「学業成績通知表」は本人宛には9月中旬、保証人宛には9月下旬に送付します。

第14回  神大フェスタ

■日　程：11月3日（土）・11月4日（日）
■テーマ：「Step up★」

今年の神大フェスタのテーマは、今までの13年間で培ってきた一
つ一つの成長を無駄にすることなく、より一層の成長、そして向上し
ていくという考えのもの「Step up★」とさせていただきました。ま
た、今年の神大フェスタは来場者を大切にしていくこと、様々な「つな
がり」を大切にして活動していくという学生主体で地域に根ざし、開
かれた大学祭を目指します。

昨年は2日間でおよそ23,000人の方に来場して頂きました。当日
は学生による歌やダンスのパフォーマンスやクラブ・サークルなどに
よる活動発表も行われます。そして、飲食店やフリーマーケットなど
大人から子供まで楽しめる企画も行われ、普段とは一味も二味も違う
神大に生まれ変わります。皆様お誘い合わせの上、是非第14回神大フ
ェスタにお越しください。

2012平塚祭（第24回）

■日　程：10月27日（土）・28日（日）
■テーマ：「祭」

今年は、幼い頃の夏祭りの楽しさを思い起こさせる、ワクワクする
気持ちに沿った装飾を行うことで、「お祭の楽しさ」を味わっていただ
く為に、「祭」というテーマにしました。平塚祭が中心となり学生を始
め、来場者、運営にあたり協力してくださる地域の方々や多くの企業、
大学関係者が一体となり活力を発信していきたいと考えています。

今年も、恒例のビンゴ大会や、芸能人による催し物に加え、ミス＆ミ
スターコンテストなど多数の新企画を用意しています。その他にも、
平塚祭全体を盛り上げる学生の演奏、様々なクラブ・サークルの催し、
ゼミ・研究室による活動成果の発表、展示など子どもから大人まで楽
しめる企画をご用意しています。

ぜひ、平塚祭にご来場ください。

今 年 の 大 学 祭


