
 

 

クラブ勧誘イベントについて 
（横浜キャンパス・みなとみらいキャンパス所属学生向け） 

 

下記の通り新入生歓迎イベントを実施いたします。 
※今年度は、横浜キャンパス所属団体及びみなとみらいキャンパス所属予定の課外活動団体のクラブ勧誘イベントにつ

いては、横浜キャンパスで実施いたします。平塚キャンパス所属団体の内、みなとみらいキャンパスに所属が移る団

体も是非とも参加願います。 

参加を希望する課外活動団体については、下記を参照の上、所定の期限内に申し込みするようにしてくだ

さい。 

 

1． 日  時 

日時 場所 内容 対象 
3 月 22 日（月）～3 月 24 日（水） 

時間 各日 10:00～15:00 
新東門～神大橋前 
※「勧誘場所詳細」を参照 

チラシ配布 新 2 年生 

4 月 1 日（木） 

時間 10:00～15:00 
新東門～神大橋前 
※「勧誘場所詳細」を参照 

チラシ配布 
新 1 年生 

新 2 年生 

4 月 2 日（金）・5 日（月） 

時間 各日 10:00～16:00 
13 号館体育館 

ブースにおける勧誘 
13 号館体育館に各団体の 

ブースを設置し勧誘を実施 

新 1 年生 

新 2 年生 

 

2． 内  容 ※平塚キャンパス所属団体の内、みなとみらいキャンパスに所属が移る団体も参加可能です 

チ ラ シ

配布 

新東門～神大橋前までのスペースで勧誘用のチラシ配布が可能です。 
※配付可能場所の詳細は「勧誘場所詳細」を確認してください。 

※各日程における対象学生向けのイベントは以下の通りとなりますので、参考にしてください。 

 

 

 

≪注意事項（チラシ記載内容）≫ 
・芸能人の写真・ロゴ・イラスト等著作権や肖像権の侵害にあたるもの、飲み会等の[飲酒]を連想さ

せる文言は禁止 

・企業広告・他団体の宣伝等の記載は禁止 

⇒内容によっては、許可できない場合があります。 

 

≪チラシサイズ・枚数≫ 
⇒指定なし 

ブース 

における 

勧誘 

13号館体育館に各団体のブースを設置し勧誘が可能です。 
※応募団体多数の場合、新型コロナ感染拡大防止の観点から 4 月 2 日（金）・4 月 5 日（月）で参

加団体を分ける場合があります。勧誘場所の配置図は事前に各団体に案内いたします。 

 

≪物品貸出について≫ 
ゼミ机 1 本 ＋ パイプイス 2 脚 ／1 団体につき 

※物品および養生シートの著しい汚損・破損、紛失をした場合は、原状回復費用を請求します。 

※返却する際は、必ず係の確認を受けてから返却してください。なお、2 日目は 16:00 完全撤収で

す。片付けの時間を考慮した上で、勧誘活動を行ってください。 

（返却受付時間 10：00～16：00    返却場所 体育館入口付近の返却ブース） 

 

 

 

 

○3月22日(月)～24日（水）　
新2年生対象「クラス別総合学修ガイダンス」

対象 場所（予定）
10:00～ 法学部 7・8号館

14:00～
国際日本学部
　国際文化交流学科

8号館

10:00～
経済学部
　経済学科

7・8号館

経済学部
　現代ビジネス学科

7・8号館

人間科学部 7号館
3月24日（水） 10:00～ 工学部 7・8・23号館

日時

14:00～

3月22日（月）

3月23日（火）

○4月1日(木)
新入生対象「学生証等の交付」

対象 場所

9:30～10:30 経済学部

10:45～11:45 法学部

13:00～14:00 工学部

14:15～15:00 人間科学部

4月1日（木） 13号館体育館

日時



 

 

3． 申込方法 

「4．注意事項」に記載の内容を十分に確認し、団体内で遵守できると判断された場合に限り、申し込み

を行ってください。 

 

※チラシ配布またはポスター掲示およびブースにおける勧誘を希望する団体は、下記のデータを添

付のうえ、当日配布予定のチラシ・ポスターのデータまたはチラシ・ポスター全体を撮影した写真を

3月 17日（水）までに学生課課外活動担当までメールにて提出してください。 

   ■メール送付先 ： kuyckagai-shinsei@kanagawa-u.ac.jp 

   ■メール件名   ： 【団体名】勧誘用のチラシ・ポスターデータの提出について 

   ■添付物（データ） ： ①配布予定のチラシ・ポスターのデータまたは全体を撮影した写真 
                     ②「配布・掲示物申請書（新入生勧誘用）」 

                     ③「新入生勧誘イベント（体育館）申請書」 

 

4． 注意事項 

下記の内容を十分に確認し、全て遵守してください。 

各事項に反する行為が確認された団体は勧誘中止等の措置を取ります。 

 

①チラシ配布は決められた場所のみで配付するようにしてください。 

②勧誘活動中に出たゴミは、各団体で責任を持って処理してください。 

③勧誘活動中に得た新入生の氏名や連絡先等の個人情報は、各団体で管理徹底し、紛失等のない

ようにしてください。 

④勧誘イベントの参加人数は、各団体 2 名までとさせていただきます。勧誘イベント当日中の参加者

の変更や入替えはできません。 

⑤各団体の勧誘イベント参加者は、開催日までの過去 2 週間の健康状態（朝夕 1 日 2 回の検温の

実施）及び行動履歴を記録に残し、大学側から提出を要請された際に、直ちに提出できるようにし

てください。 

⑥開催期間中は、必ず朝自宅で検温を行い、発熱（平熱より 0.5 度以上高い、平熱が不明の場合

37.0 度以上）が確認された場合は、自宅待機とし、勧誘イベントに参加しないでください。また、同

居者が体調不良時も同様に自宅待機としてください。 

⑦発熱が確認できない場合でも、下記の事項に一つでも当てはまる場合は、勧誘イベントに参加せ

ず自宅待機としてください。 

・自身の体調が思わしくない場合（同居者が体調不良の場合も含む） 

▶ 風邪のような症状（咳、のどの痛み）がある 

▶ だるさ（倦怠感）がある 

▶ 吐き気や嘔吐、下痢をしている 

▶ 息苦しさ（呼吸困難）がある 

▶ においや味がいつもと違う症状（嗅覚や味覚の異常）がある 

・PCR 検査で陽性の者、または検査結果待ちの者、新型コロナウイルス感染者との濃厚接触の

疑いがある者 

・親族や知人など身近に新型コロナウイルス感染の疑いのある者がいる場合 

・過去 14 日以内に外務省から渡航中止勧告等を受けている国、地域へ渡航した者、または当

該地域在住者との接触がある者 

⑧移動中も含め、勧誘イベント中はマスク・ビニール手袋を着用してください。ビニール手袋は大学側

で準備しますが、マスクは各自において自宅から着用してください。 

⑨対面での飲食を伴う懇親会・交流会等、接触感染や飛沫感染のリスクの高い活動は、引き続き禁

止いたします。また、イベント終了後の部員同士による懇親会・交流会等も禁止といたします。 

⑩やむを得ない水分補給以外の学内における飲食は禁止とします。 

mailto:kuyckagai-shinsei@kanagawa-u.ac.jp


 

 

 

5． ポスター掲示について 

新入生の勧誘を目的とする課外活動団体のポスターについて、例年通り学内の所定の掲示板への掲

載が可能です。 

申請方法 

「３．申込方法」より事前申請の上、イベント当日に 3 号館前（新東門側）受付ブースに

て下記を提出してください。 

■見本 1部（大学保管用） 

■掲示板に掲載するポスター現物（最大 20枚） 

⇒掲示するポスターに、学生課受付印を押します。 

ポスター記載 

内容 

≪注意事項（ポスター記載内容）≫ 

・芸能人の写真・ロゴ・イラスト等著作権や肖像権の侵害にあたるもの、飲み会等の

[飲酒]を連想させる文言は禁止 

・企業広告・他団体の宣伝等の記載は禁止 

⇒内容によっては、許可できない場合があります。 

掲示可能 

期間 
4月 30日（金）まで 

サイズ 最大 A4サイズまで 

枚数 1団体につき 20枚まで 

掲示可能 

場所 

別紙参照 
※掲示板はスペースが限られているため、1つの掲示板に 1枚のみ掲示可。 

※掲示版に掲示する際は、画鋲を使用してください。ガムテープ等での掲示は禁止。 

※所定の掲示板以外（窓ガラス・壁・扉など）への掲示は禁止 

ポスター撤去 
掲示期間終了後は、各団体が責任を持って撤去を行ってください。 

撤去されていない場合、該当団体に対し施設貸出等の制限を加える場合があります。 

 

6． 新入生勧誘企画（Web）について 

2020年度に引き続き、You Tube「神奈川大学新入生勧誘チャンネル」にて、各団体の紹介動画を公開

します。 

YouTube URL https://www.youtube.com/channel/UCkIlEF4-hGJAt3lQe3a3ruw 

 

新規で動画を追加希望の団体については、紹介動画を作成し、是非とも所属キャンパス学生課に提

出してください。既に掲載済みの団体についても、動画の更新等がありましたら、再度提出してください。 

申請方法 

各課外活動団体にて団体の「紹介動画」を作成し、学生課へ提出してください。 

なお、動画ファイルが大容量になるため、データ便等を利用して送付するようにしてく

ださい。 

■メール送付先 kuyckagai-shinsei@kanagawa-u.ac.jp 

■メール件 名 【団体名】新入生勧誘用動画の提出について 

紹介動画 

≪紹介動画について≫ 

・「紹介動画」の時間は 90秒程度としてください。 

・「紹介動画」の構成は問いませんが、団体への問合せや入部希望の受付を含む連絡

方法は必ず入れるようにしてください。ただし、個人の電話番号やメールアドレス等、

情報が流失すると不利益を被る恐れのあるものは掲載しないようにしてください。 

・芸能人の写真・ロゴ・イラスト・音楽等著作権や肖像権の侵害にあたるもの、飲み会

等の「飲酒」を連想させる内容は禁止とします。 

・企業広告、他団体の宣伝等の記載は禁止とします。 

 

https://www.youtube.com/channel/UCkIlEF4-hGJAt3lQe3a3ruw
mailto:kuyckagai-shinsei@kanagawa-u.ac.jp

