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5月24日に徳島会場からスタートした本年度の父母懇談会は、26道府県28会場にて開催し、去る
10月25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。
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。
今年度は前年度より132組115名参加者が増えました。
父母懇談会に出席することで、ご子息ご息女と学修・就職・学生生活の面でお話する際のきっかけ
にもなりますので、是非次年度以降も多くの方のご出席をお待ちしております。

2014年 神奈川大学後援会父母懇談会開催報告
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開催日 開催地 会場 参加 前回出席者数 出席者数増減 在籍
者数組数 人数 組数 人数 組数 人数

5月24日 土 徳島県 徳島市 ザ・グランドパレス 8 13 8 13 0 0 14
5月25日 日 香川県 高松市 ＪＲホテルクレメント高松 19 24 11 13 8 11 34
5月31日 土 茨城県 水戸市 三の丸ホテル 54 77 67 93 -13 -16 432
6月  1日 日 山形県 山形市 山形国際ホテル 63 86 60 80 3 6 236
6月  7日 土 北海道 札幌市 札幌プリンスホテル 34 49 40 52 -6 -3 236
6月  8日 日 沖縄県 那覇市 ロワジールホテル＆スパタワー那覇 29 50 18 30 11 20 89
7月  5日 土 大阪府 大阪市 大阪第一ホテル 14 22 8 12 6 10 28
7月  6日 日 静岡県 静岡市 ホテルセンチュリー静岡 120 176 74 124 46 52 1,657※
7月12日 土 広島県 広島市 広島グランドインテリジェントホテル 18 26 18 27 0 -1 92
7月12日 土 長崎県 長崎市 ベストウェスタンプレミアホテル長崎 14 20 14 23 0 -3 55
7月13日 日 佐賀県 佐賀市 ホテルニューオータニ佐賀 7 11 10 15 -3 -4 32
7月20日 日 福井県 福井市 福井パレスホテル 8 10 12 15 -4 -5 26
7月20日 日 石川県 金沢市 ホテル金沢 36 57 38 61 -2 -4 103
7月21日 月・祝 富山県 富山市 ホテルグランテラス富山 47 68 37 49 10 19 150
8月  2日 土 長野県 長野市 ホテル国際21 67 93 82 121 -15 -28 637
8月  3日 日 山梨県 甲府市 アーバンヴィラ古名屋ホテル 44 68 42 67 2 1 392
8月  9日 土 宮城県 仙台市 仙台サンプラザ 44 67 68 105 -22 -38 213
8月10日 日 栃木県 宇都宮市 宇都宮東武ホテルグランデ 60 94 56 83 4 11 363
8月30日 土 新潟県 新潟市 ホテルイタリア軒 84 124 75 120 9 4 618
8月31日 日 群馬県 高崎市 ホテルメトロポリタン高崎 65 98 54 74 11 24 372
9月  6日 土 秋田県 秋田市 アキタパークホテル 27 36 21 30 6 6 150
9月  6日 土 山口県 山口市 新山口ターミナルホテル 10 14 12 14 -2 0 41
9月  7日 日 福島県 郡山市 郡山ビューホテル 62 88 57 83 5 5 468
9月  7日 日 福岡県 福岡市 ホテルクリオコート博多 32 48 23 33 9 15 111
9月13日 土 愛知県 名古屋市 名鉄ニューグランドホテル 45 68 38 55 7 13 139
9月14日 日 静岡県 浜松市 オークラアクトシティホテル浜松 60 89 41 66 19 23 1,657※

計26会場 1,071 1,576 984 1,458 87 118 8,345

6月15日 日 横浜キャンパス 603 923 587 939 16 -16 -
10月25日 土 湘南ひらつかキャンパス 213 348 184 335 29 13 -

※浜松市、静岡市の在籍者数は、静岡県全体の在籍者数を記載。
総合計 1,887 2,847 1,755 2,732 132 115 -

2014年  父母懇談会開催報告

全国28会場にて2,847名のご父母の皆様にご参加いただきました
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参加アンケートより
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●今回初めて参加いたしました。大学のことは、息子からや広報等
を通していくらかは知っていましたが、今日この場でのお話は、
生活・学業・就職と幅広い内容で大変参考になりました。次、息
子が帰省してきたとき、会話が増えそうです。今後もよろしくお
願い致します。ありがとうございました。（札幌・国際経営3年）

●初めて参加させていただきました。学校生活、就職のこと等、詳
しく親切に会をすすめていただき“大学”の熱意が充分伝わりま
した。特に就職のことは、本人まかせでおりましたが、話を聞い
て引き締まりました。地方でありながら“父母懇談会”とてもあ
りがたいです。お世話になりました。（新潟・経済3年）

●遠方なので、大学まで足を運ぶことがなく、どのような状況なの
か分からないので、心配しておりましたが、映像を交えて、いろ
いろとご説明いただき、様子が分かりました。大学生活、就職な
ど様々な面でサポートしていただけるようで安心しました。今後
とも、よろしくお願いいたします。（佐賀・スペイン語1年）

●わずかな時間でしたが、他の保護者の方と情報交換が出来て良か
ったです。上の学年の方（保護者）のお話しは参考になります。
食事のテーブルに職員が入られ、ささいな質問にも答えてくださ
り、とてもありがたいと思いました。（福岡・英語英文1年）

●はじめて大学を訪れました。このような機会をもうけて頂いたお
かげです。子どもが、どのような場所で勉強しているのか、見ら
れて良かったです。就職については、まだ2年生とのんびりかま
えていましたが、今からできることもあることを知り、とても有
意義でした。先輩父母の方々と話す機会もあり、今後の子どもの
参考になりました。（横浜キャンパス・建築　2年）

●このような集まりを毎年開催していただいたことに深く感謝いた
します。大学の状況、目指すところが理解でき、大変意義のある
会です。このような集まりを全国で毎年開催することはかなりの
‘体力’が必要だと思います。いろいろご苦労されることもある
かと思いますが、是非とも今後も継続していかれることを願いま
す。（湘南ひらつかキャンパス・国際経営　4年）

■東北地区■
青森県/青森会場
岩手県/盛岡会場
宮城県/仙台会場

■関東地区■
群馬県/高崎会場
埼玉県/さいたま会場
栃木県/宇都宮会場
茨城県/水戸会場
千葉県/千葉会場
山梨県/甲府会場

■東海地区■
静岡県/浜松会場

/静岡会場
愛知県/名古屋会場
三重県/津会場

■近畿地区■
大阪府/大阪会場

■中国地区■
岡山県/岡山会場
鳥取県/鳥取会場
広島県/広島会場
島根県/松江会場

■信越地区■
新潟県/新潟会場
長野県/長野会場

■九州地区■
福岡県/福岡会場
大分県/大分会場
熊本県/熊本会場
宮崎県/宮崎会場
鹿児島県/鹿児島会場

■北海道地区■
北海道/札幌会場

2015年　父母懇談会開催予定地

■四国地区■
愛媛県/松山会場
高知県/高知会場

■北陸地区■
石川県/金沢会場

※全国どの会場
でもご参加頂
けます。
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今年度の就活学内イベントの流れ
●【12/21・１/30】キャリアフェスタ

企業の現場で働いている方、人事担当
者などから業界・職種や 実際に「働
く」ことについて説明を受け、将来像
をイメージしましょう。

Ｓ
Ｔ
Ｅ
Ｐ
１

●【3/1～13】
学内合同企業説明会

●【3/11～18】
公務員説明会
採用情報を入手。

Ｓ
Ｔ
Ｅ
Ｐ
３

●【2/21】
実践！OB・OG訪問
OB・OGが集結。聞きに
くいことも、すべて解決
できるチャンスです！

Ｓ
Ｔ
Ｅ
Ｐ
２

▲ ▲

Point
3

学内のイベントに積極的に参加しよう!!
→  企業は、学外より学内のイベントに重きを置いています。3月の合同企業説明会はもちろん、
12〜2月のイベントにも参加し、社会人との接点をもつことで採用に結びつくようチャンスを生か
していきましょう。

Point
2

冬のインターンシップを活用しよう!!
→  昨年度との大きな違いは、冬にも短期（１〜3日）のインターンシップをする企業が増加し、事
前に学生と接点をもつ動きがあることです。インターンシップの中で企業説明をすることも。

Point
1

スケジュール後ろ倒しに関わらず、早めの準備を!!
→  スケジュールを順守する企業はわずかと言われています。また、後ろ倒しにより採用期間が退
縮されることで、出会える企業数が少なくなることも考えられます。準備不足で就職活動に臨むと
挽回が難しくなることも予想されます。

年次 3年次 4年次

月 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

現4年生
（2015.3卒）

採用広報活動
4ヵ月

採用選考活動
内定式まで6ヵ月

（卒業まで12ヵ月）

内定式 卒業

現3年生
（2016.3卒）

採用広報活動
5ヵ月

採用
選考活動

内定式 卒業

(水面下で採用選考活動あり）内定式まで2ヵ月（卒業まで8ヵ月）

就職活動スケジュール変更に伴う3つのPoint

変わる!就 職
活 動が
◆1～3年次生の保護者のみなさまへ
就職活動のスケジュール変更は単なる後ろ倒しではありません。採用選考活動期間が圧
縮されることが大きな注意点です。しかし、下記のポイントをしっかり押さえておけば、心
配ありません。就職課では、就職講座や各種イベントなど、早めに準備ができるように進めて
いますので、就職課のイベントを機軸にしながら就職活動を進めていくよう、ご指導をお願い
いたします。
また、公務員試験のスケジュールに関しては、自治体ごとに情報を収集する必要があります。
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就職活動戦線  最新情報  〜企業へのアンケートより〜
Q1：3月解禁は守られるのか？ Q2：'16年3月卒採用

重要と思われる施策

Q3：採用広報解禁前
(2月まで)の施策

Q4：インターンシップの
選考への活用について

Q5：'16年3月卒採用
面接選考開始時期

Q6：'16年3月卒採用
内定出しの時期

スケジュール順守は
全体の1割未満と予想

●Uターン就職をするのか、親子で今一度、話合いをしてください。
●まずは、地元にどのような企業があるのかを調べましょう。業界だけでなく職種（営業・事務・技術）

などを切り口に就職活動を展開することをお勧めします。
●地元に本社がある企業でも全国展開しているために勤務地は違う地域になることがあります。勤務

地をしっかり確認しましょう。
●大学就職課はもちろん、帰省した際には地元の新卒応援ハローワークでも相談に応じていますので、

有効活用しましょう。

Uターン就職の
ポイント

■■■ 2015年3月卒業就職先が決まっていない学生の保護者のみなさまへ
採用継続中の企業は、まだ多数あります。一人で悩むことなく、まずはお気軽に就職課を訪ねてください。専門相談員が親身に
相談に応じるほか、求人紹介、書類対策、模擬面接なども随時実施しています。

[アンケート]●調査主体：HR総研(HRプロ株式会社)　●有効回答数：延べ900社　●調査対象：上場企業・未上場企業の採用担当者に対するwebアンケート

学内企業セミナーを重視する傾向が！
学内合説は必須！

今年度、秋冬にインターンシップを
強化する企業が増える予想。

半数の企業がインターンシップを
採用に結び付けたいと考えている。

全体の8割弱の企業が8月の
選考開始前に選考を始める予定！

6割以上の企業が8月前に
内定を出したいと考えている。



レスリング部
阪部創選手が第69回国民体育大会で
優勝しました！
(10月13日（月）〜16日（木）　長崎・島原復興アリーナ)

第69回国民体育大会のレスリング競技
会において、和歌山県選抜選手としてグ
レコローマンスタイル75kg級に出場した

本学レスリング部
の阪部創選手（経
営学部3年）が優
勝しました。他の
階級においても、
手島翔平選手（国
際経営4年）、冨士
原祐貴選手（国際
経営4年）、知念啓
吾選手（国際経営
3年）の3名が第5
位に入賞しました。

阪部創選手が杯全日本大学
グレコローマンスタイル選手権大会で
優勝しました！
(9月25日（木）・26日（金）　東京・駒沢体育館)

2014年全日本大学グレコローマンスタ
イル選手権大会において、グレコローマ
ンスタイル75kg級に出場した本学レスリ
ング部の阪部創選手（経営学部3年）が5
試合に勝利し、優勝しました。
文部科学大臣杯全日本学生レスリング
選手権大会で阪部創選手が優勝、
宮近由選手が3位に入賞しました！
(8月26日（火）〜29日（金）　岐阜・岐阜メモリアルセンター)

20１4年度文部科学大臣杯日本学生レ
スリング選手権大会において、グレコロ
ーマンスタイル75kg級に出場した阪部創
選手（経営学部3年）が優勝、フリースタ
イル74kg級に出場した宮近由（経営学部
2年）が3位に入賞しました。

第11回世界学生レスリング選手権
大会で阪部創選手が
銅メダルを獲得しました！
(7月7日（月）〜１2日（土）　ハンガリー・ペーチ)
第11回世界学生レスリング選手権大会

でグレコロ
ーマンスタ
イル75kg級
に出場した、
阪部創選手
（経営学部3
年 ） が 3位
に入賞で銅

メダルを獲得しました。
阪部選手が明治杯全日本レスリング選
抜選手権大会で3位に入賞しました！
(6月14日（土）〜15日（日） 国立代々木競技場 第2体育館)
平成26年度明治杯全日本レスリング選

抜選手権大会において、グレコローマン
スタイル75kg級に出場した本学レスリン
グ部の阪部創選手（経営学部3年）が3位
に入賞しました。
宮崎選手がJOC杯全日本ジュニアレス
リング選手権大会で3位入賞しました!
(4月26日（土）・27日（日）　横浜文化体育館)

20１4年度JOC杯全日本ジュニアレス
リング選手権大会において、グレコロー
マンスタイル74kg級に出場した宮崎　宣
征選手（経営学部2年）が3位に入賞しま
した。他の階級においても、多数の選手
がベスト8・ベスト16に入賞するなどの
活躍がありました。

第62回全日本吹奏楽コンクール
金賞受賞!!
(10月18日（土）　新潟市民芸術文化会りゅーとぴあ)

第62回全日本吹奏楽コンクールにおい
て、本学吹奏楽部が「大学の部」金賞を
受賞しました。東関東代表として出場し
た吹奏楽部は、全日本の舞台でも圧倒的
な演奏力と高い表現力で会場を魅了し、
大学最多となる通算26回目の金賞受賞を
達成しました。

第91回箱根駅伝本大会出場決定
(10月18日（土）　東京･陸上自衛隊立川駐屯地〜
立川市街地〜昭和記念公園)

第91回東京箱根間往復大学駅伝競走
(箱根駅伝)予選会が行われました。陸上
競技部駅伝チームは、上位10名の合計で、
最終総合タイム10時間7分11秒、総合1

位で予選を通過し、通算46回目の本大会
出場の切符を手にしました。
第46回
全日本大学駅伝対校選手権大会出場
(11月2日（日）　熱田神宮西門前（名古屋市熱田区神宮）〜
伊勢神宮内宮宇治橋前（伊勢市宇治館町）)

秩父宮賜杯 第46回全日本大学駅伝対校
選手権大会が行われました。関東学生陸
上競技連盟推薦校選考会を1位で通過し、
2大会ぶり14回目の出場となった本学陸
上競技部駅伝チームは、総合10位(5時間
25分36秒)となりました。シード権獲得
には力が及ばず、大変悔しい結果となり
ましたが、箱根駅伝予選会からわずか2週
間という日程の中でも、選手たちは一丸
となって力強い走りを見せてくれました。

山内選手がアルコロックマスター 男子
ボルダ―で銅メダルを獲得しました！
(8月29（金）〜31日（日）　イタリア・アルコ

アルコロック
マスター2014に
おいて、山内誠
選手（人間科学2
年）が3位に入賞
し、銅メダルを
獲得しました。
山内選手は予選
から出場し、50
名中4位で通過。

その予選通過者と招待選手で争われる本
選では持ち前の強さを発揮し、銅メダル
獲得という素晴らしい結果を残しました。
山内選手がIFSC Climbing Worldcup
2014に出場しました
(4月26日(土)〜5月１7日(土)　中国・重慶、
アゼルバイジャン・バクー、スイス・グリンデルワルド、
オーストリア・インスブルック)

山岳部の山
内誠選手（人
間科学2年）が、
ボルダリング
ジャパンカッ
プ2014での優
勝により、4月
から各国で開
催されたIFSC
（国際スポーツクライミング連盟）主催の
IFSC Climbing Worldcup 2014に日本
代表として出場し、16位にランクインし
ました！

学生の課外活動報告

山岳部
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吹奏楽部

陸上競技部



第37回全日本学生軟式野球選手権大会
で優勝しました！
(8月１8日(月)〜2１日(木)　長良川球場（岐阜県）他)

第37回全日本学生軟式野球選手権大会
において、軟式野球部が優勝し、二連覇
を果たしました。今大会で通算6度目とな
る快挙です。

37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で男子総合優
勝、女子総合優勝しました！！
(10月18日（土）・19日（日）　
長野県帝産アイススケートトレーニングセンター)

第37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男子総
合優勝、女子総合優勝し、見事アベック
優勝となりました。

第63回全日本大学野球選手権大会
準優勝！
(6月10日（火）〜15日（日）　明治神宮野球場)

第63回全日本大学野球選手権大会にお
いて、硬式野球部が初の準優勝に輝きま
した。残念ながら優勝は逃しましたが、
全日本大学野球選手権大会での準優勝は、
創部以来初の快挙となります。

大島選手が第27回日本ライフセービン
グ・プール競技選手権大会において50
ｍマネキンキャリー、4×50ｍマネキ
ンリレーで優勝しました。
(2013年5月１7日（土）〜１8日（日）　横浜国際プール)

ライフセービングサークルAZUR E
OCEANに所属している大島圭介さん
（人間科学部3年）が第27回全日本ライフ

第90回日本選手権水泳競技大会で
2選手が3位に入賞！
(4月10日（木）〜13日（日）　東京辰巳国際水泳場)

第90回日本選手権水泳競技大会におい
て、水泳部の渡辺耶唯選手（人間科学部4
年）が200mバタフライで、渡辺美根選
手（人間科学部4年）が800m自由形でそ
れぞれ3位入賞を果たしました。また、多
くの選手が決勝、B決勝に進出する活躍
をしました。

ジャパンオープン2014で
太田晴菜選手が2位に入賞！
(6月19日（木）〜22日（日）　東京辰巳国際水泳場)

ジャパンオープン2014において、水泳
部の太田晴菜選手（人間科学部4年）が

200m背泳ぎで
2位入賞を果た
しました。また、
今大会は多くの
選手が決勝、B
決勝に進出する
活躍をしまし
た。

第90回日本学生選手権水泳競技大会で
渡辺耶唯選手が初優勝！
女子総合で3位に入賞しました
(9月5日（金）〜7日（日）　横浜国際プール)

90回日本学生選手権水泳競技大会にお
いて、渡辺耶唯選手（人間科学部4年）が
200mバタフライで初優勝しました！ま
た、その他の種目
においても、多く
の選手が決勝、B
決勝に進出する活
躍をしました。学
校対抗では女子総
合3位（3年連続
シード権獲得）を
獲得する快挙を果
たしました。

体育会軟式野球部

AZURE OCEAN

平塚祭「情熱大学」
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セービング・プール選手権大会に出場し、
50mマネキンキャリーで個人優勝、4×
50ｍメドレーリレーで団体優勝と素晴ら
しい成績を残しました。所属チームで出
場したメドレーリレーでは、日本新記録
を6年振りに塗り替え予選を突破し、本選
において、自チームの記録を更新し優勝
しました。

石川拳大選手が第43回春季全日本学生
サーフィン選手権大会において
優勝しました
(6月29日（日）　千葉県南房総市南千倉海岸)

第43回春季全日本学生サーフィン選手
権大会のショートメンの部において、石
川拳大選手（経営学部1年）が優勝しまし
た。今回は留学先から帰国して初めて参
加する大会となりましたが、初出場なが
ら見事学生日本一に輝きました。

10月25日（土）〜26日（日）
湘南ひらつかキャンパスで開催
今年の平塚祭である「情熱大学」を開催
できたことへの感謝を伝えさせていただ
きたいと思います。
今年は10月25日(土)26日(日)に、湘南ひ
らつかキャンパスにて第26回「平塚祭」
が開催し、両日ともに快晴で終える事が
出来ました。
地域の皆様や来場者の皆様に支えられ、
無事成功することが出来ました。
「情熱大学」というテーマの一部でも来場
された皆様に伝えることが出来たのであ
れば幸いに思います。
第26回平塚祭「情熱大学」は終わりまし
たが平塚祭は終わりません。
まだ見ぬ第27回平塚祭の応援、よろしく
お願いします。

11月1日（土）〜2日（日）
横浜キャンパスで開催
第16回神大フェスタは、11月1日(土)、2
日(日)は横浜キャンパスに於いて「16縁
筆(いろえんぴつ)」のテーマで開催され
ました。参加者、来場者、スタッフ全員
が一体となって2日間活気ある大学祭を彩
っていこうという思いが込められていま
す。そして、このテーマのもと、第1回か
ら受け継がれている「学生主体」「地域密
着」のコンセプトは変わらず、最高学府
における学術的・文化的祭典を目指して
います。

神大フェスタ

水泳部

スケート部スピード部門

硬式野球部

一般学生
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新入生ご父母に募りました後援会運営委員は、
新たに11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　　　安藤　新一さん

●法学部　　　竹本　順子さん

●経済学部　　西山　祥子さん

●経済学部　　星川　浩之さん

●外国語学部　樋口　樹子さん

●外国語学部　飯岡　利夫さん

●人間科学部　　神﨑　知香さん

●工学部　　　　磯　今日子さん

●経営学部　　　近藤　真吾さん

●理学部　　　　遠藤　京子さん

●理学部　　　　上野　いぶきさん

新役員紹介
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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。

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。

100円朝食実施中!!
期間限定
数量限定

学生食堂 [横浜キャンパス] 学生食堂 [湘南ひらつかキャンパス]

■実施期間／2014年9月29日(月)〜2015年1月28日(水)
授業(補講日含む)・試験期間の土曜日を除く平日

■実施時間／8:00〜9:30
■メニュー／和定食・洋定食・朝カレー・納豆定食
■提供価格／神奈川大学学生…100円(要学生証提示）

教職員、一般利用…300円
※数量限定につき、売り切れの際はご容赦ください。
※提供メニューは変更する場合があります。

ワンコイン朝食で神大生の規則正しい生活づくりをサポート!!

和定食　100円 洋定食　100円 カレーセット100円

■実施期間／2014年9月29日(月)〜2015年1月28日(水)
授業・試験期間の月〜金曜日(補講日、祝日授業日を含む)

■実施時間／8:30〜9:20
■メニュー／和定食・洋定食・カレーセット
■提供価格／神奈川大学学生…100円(要学生証提示）

教職員、一般利用…300円
※数量限定につき、売り切れの際はご容赦ください。
※提供メニューは変更する場合があります。

和定食　100円 洋定食　100円


