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5月22日札幌・仙台会場からスタートした本年度の父

母懇談会は、去る10月23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、ご父母相互の懇親を深めていただくとと

もに、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。

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学生食堂で行い、教職員と懇親

を深めていただきました。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。

2010年父母懇談会開催報告
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横浜キャンパス
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計　26会場

2011年父母懇談会開催予定地

北海道 札幌

青森 青森

岩手 盛岡

宮城 仙台

茨城 水戸

栃木 宇都宮

群馬 前橋

千葉 千葉

埼玉 さいたま

新潟 新潟

長野 長野

石川 金沢

浜松

静岡

山梨 甲府

愛知 名古屋

大阪 大阪

三重 四日市

鳥取 鳥取

島根 松江

岡山 岡山

広島 広島

高知 高知

愛媛 松山

福岡 福岡

大分 大分

熊本 熊本

宮崎 宮崎

鹿児島 鹿児島

※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。

2010年 父母懇談会を終えて

総　合　計 1,282 1,936
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■ 地方父母懇談会

●早期に「目標」を定めさせたい。企業が即戦力を求めている
現実を踏まえ、本来の学業＋少なくとも語学・ＰＣスキルは
身につけさせたい。（宮城1年）

●就職について知りたかった為、娘と出席しました。大変わか
りやすい説明でした。（浜松3年）

●成績の見方の注意点など伺えたので、9月の初めていただく
成績表が楽しみです。（山梨1年）

●内容がコンパクトにまとまっていて良かった。「後援会のし
おり」など、冊子にまとめられていて、日頃見たい時に手引
きがわりに使えて良いと思う。（栃木1年）

●説明者ご自身の体験等の話も交え、字面で見るより、大変解
りやすかった。グラフ等の資料が手元にあると良かった。
（広島3年）

●非常に厳しいということを実感しました。自分の持ち味をい
かして進路選択できることを望みます。（広島2年）

●大学生活・就職活動に関して、学生の生の声を聞きたい。学
長の出席を得て、大変うれしく思います。（長崎4年）

●学校案内で資料は読んでいましたが、実際ご説明いただくと
よりわかりやすく、出席でき良かったと思います。特に就職
については、まだ先ですが、今から準備が必要なこと、親の
心構え等、有意義でした。ありがとうございました。（福島
1年）

●Uターン就職をするに際して、親が子どもに対してどの様に
支援すればいいのかという事とアドバイスが多少なりとも理
解できたと思います。（富山3年）

●漠然と考えていましたが、すぐ目の前のことと意識させられ
ました。就職までの流れがよくわかりました。コミュニケー
ション能力・人間力・目標をもつことの大切さを感じまし
た。日々の生活での考え方が学業・就職にもつながっていく
ように思いました。（富山2年）

●高松開催の1年次と、今年4年次に参加しました。1年次には、
単位をとることの大切さを教えていただき、今回はキャリア
形成の充実さを再確認しました。地方にいるので、このよう
な父母懇談会があると、安心でもあり、心強く感じました。
ありがとうございました。（香川4年）

●今回は、日程の関係から福井で参加しましたが、次回は地元
の金沢（石川）で参加します。（福井1年）

●就職は子供だけの問題ではなく、保護者の意識も大切だとわ
かった。（石川2年）

●現行の形で十分と思います。当方の息子は卒業となりますが、
今後も継続していく事を望みます。（石川4年）

■ 横浜キャンパス

●入学したばかりなのに「あと2年しかない」という現実を認
識できたのは非常に良かったと思います。本人ともよく話し、
意識付けをして行きたいと思います。（横浜キャンパス1年）

●4年次になって初めて参加させていただきました。昨年、千
葉で開催されたとき（千葉県在住）無理してでも参加してお
くべきだったと反省しています。3年次の今頃就職説明会に
参加していたら、親としての気持ちがもう少し違っていたか
と思います。（横浜キャンパス4年）

●工学部の先生にもかかわらず、就職面についても詳細に説明
していただきました。神大が就職サポートについても如何に
努力しているかが窺えました。（横浜キャンパス3年）

●同じ学年・学科のお子さんをもつ方と友達になれてよかった
です。来年もまた参加したいと思います。（横浜キャンパス
2年）

●今日はいろいろありがとうございました。日頃子供がお世話
になっている先生方にもごあいさつできお話させて頂き安心
しました。1年生の時から出席しておくのも良かったと思い
ました。昼食は各自パックされているものを用意して頂ける
と助かります。（横浜キャンパス2年）

●もっとＰＲすべきです。しっかりした活動です。（横浜キャ
ンパス1年）

●懇談会は他の出席者と情報交換ができ、大変有意義でした。
（横浜キャンパス4年）

■ 湘南ひらつかキャンパス

●考えていた以上に単位取得の厳しさが理解できました。（湘
南ひらつかキャンパス1年）

●個別面談では、学修成績の説明、必要科目（就職等で）、親
としての接し方など、参考なアドバイスを頂きありがとうご
ざいます。（湘南ひらつかキャンパス1年）

●親切で丁寧な会で、神奈川大学に子供を預けてよかったと実
感しました。今後とも、同様の会を開催して、父母への情報
交換の場を持っていただければ助かります。（湘南ひらつか
キャンパス1年）

2010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、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　大栗　保子さん

●経済学部　林部　正明さん

●経営学部　早川　智範さん

●外国語学部 清水　真木さん

●人間科学部 川嶋由起子さん

●工 学 部　近藤　真吾さん

●理 学 部　三浦　章子さん

新役員紹介

10月9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

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、2010年3月に卒業し

た全国の大学生で就職をした人は、60.8％となり、就職をしたかったができなかった学生は87,000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65.9％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74.1％ですが、昨年度と比べて9ポイント減となっております。

このような状況の中、2011年3月に卒業する学生の求人倍率は、1.28倍（昨年は1.62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
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月上旬には学内におきまし

て約400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. エントリーシートによる書類選考。

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

2. 企業説明会における筆記試験

（適性検査、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、「履歴書の書き方講座」「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。

その他の講座として、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のアドバイスを受けるイベントを実施

しました。また、本学卒業生約40名を学内に招いて行う

「実践OB・OG訪問」（11月6日開催）では、OB・OGか

らそのよう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。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、就職支援サイト

「KUキャリアナビ」による映像配信も行っております。
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【横浜・湘南ひらつか合同開催】
「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」
～OB・OG訪問が大学にいながらにしてできる絶好のチ
ャンス！この日を逃すと先輩から直接話を聞くきっかけ
を失う事になります。積極的に参加してください。～
「就職活動報告：公務員試験に合格した先輩の実態を探る」
「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～ 」
※理系学生参加可　理系については、学科ごとに実施します。
「一般常識対策模擬試験」 （有料：1,300円）
→一般常識の実力最終Ｃｈｅｃｋ！
模擬試験申込者限定フォロー講座付　　　　　　　　　　　
「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～
「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ＵＰ
の履歴書の書き方を指導します～　　　　　　　　　　　　　
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～　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
「エントリーシート解説講座」
～実践編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。～
「グループディスカッション面接対策」集中講座（全9コマ）
第1回～第3回（面接プレゼンの基礎実習）
第4回（自己ＰＲ実習） 第5回（テーマプレゼン実習）
第6・7回（ディスカッション実習）
第8・9回（グループディスカッション面接実習）
「SPI・CAB・GAB・IMAGES対策模擬試験」 ※難易度高
（有料：1,300円）
→難易度の高い問題にチャレンジしてみよう！
模擬試験申込者限定フォロー講座付　
「実践　模擬面接！プロが教える個人面接」実習講座○1本番
と同様の面接を実施します。（2月14日・15日）にも実施
します。（どちらか1日に申し込み可能）
最終確認講座○1「就職のいろはPart3」
～面接のポイントをおさらいし、3日から始まる神大主催
「合同企業説明会」で即活かせるポイントを身につけよう。
最終確認講座○2「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～
「ＳＰＩ対策最終模擬試験」 （有料：1,000円）
→いよいよ最終チェック！しっかり仕上げて本番に臨めば間
違いなし！　　模擬試験申込者限定フォロー講座付
「実践　模擬面接！プロが教える個人面接」実習講座○2本番
と同様の面接を実施します。

特別講座

講座8
講座9

講座10

就職模試

講座11

講座12

講座13

講座14

集中講座

就職模試

実践講座

就職15

講座16

就職模試

実践講座

横浜キャンパス 湘南ひらつかキャンパス

11月

12月

2月

就職実践講座
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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】株式上場している大手企業を中心に、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3日（木）～2月8日（火）の5日間実施（日曜日除く）
【場　所】横浜キャンパス20号館
【備　考】2011年5月、6月、7月、10月にも「合同企業説明会」を実施予定です。

就職バックアップ

【横浜・湘南ひらつか合同開催】
「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」
～OB・OG訪問が大学にいながらにしてできる絶好のチャン
ス！この日を逃すと先輩から直接話を聞くきっかけを失う事
になります。積極的に参加してください。～
「一般常識模擬試験」 （有料：1,200円）
→一般常識も侮れない。自分の実力を知ろう！
「身だしなみ・リクルートファッション」
～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
てるスーツの着こなし方を身につけよう～（男女別）
「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。～
「SPI・CAB・GAB試験対策」集中講座　（有料：800円）
言語・非言語問題の解き方を6コマ集中して学ぶ講座です。
「SPI・CAB・GAB対策模擬試験」 （有料：1,300円）
→採用試験にもっとも多く採用されている試験です。自分の
実力を知ろう！
「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。
「グループディスカッション面接対策」集中講座（全9コマ）
第1回～第3回（面接プレゼンの基礎実習）
第4回（自己ＰＲ実習） 第5回（テーマプレゼン実習）
第6・7回（ディスカッション実習）
第8・9回（グループディスカッション面接実習）
「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、面
接時の入室退室、電話の受け答え、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～
「エントリーシート解説講座」
～実践編（11/17）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○1
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～
特別講演○1 （詳細は決定次第お知らせします。）
「実践　模擬面接！プロが教える個人面接」実習講座○2
実習講座本番と同様の面接を実施します。
最終ガイダンス「今年の就職環境・提出書類等について」
特別講演○2 （詳細は決定次第お知らせします。）

11月

12月

2月
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健康管理について　● 健康管理課（保健室）●

大学は集団生活の場であり感染防止や、自らの健康や生活
を見直すために、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
昨年猛威を振るった新型インフルエンザは、現在のところ

沈静化していますが、北海道内において野生のカモの糞便か
ら、高病原性鳥インフルエンザウイルス（H5N1亜型）が検出
されたと環境省より発表がありました。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

放置すればご自身の健康もさることながら大学内で流行する
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
師があらゆる相談応じています。また、適切な治療や診療が
受けられるよう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

●セクシュアルハラスメント・トラブル対応
● ヘルスチェック：各種計測器を取り揃えています。

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

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
談に専門医や臨床心理士・保健室スタッフが応じております。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

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　　　10：00～20：00

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。

※「後援会のしおり」48・49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。
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私たち吹奏楽
部は、10月23
日（土）に愛媛
県松山市で開催
されました「第
58回全日本吹
奏楽コンクー
ル」に出場し、
通算23回目となる金賞を受賞いたしました。
全国大会で「日本一の演奏」をするため、部員一丸となって

練習に励みました。日本一のバンドであったのは昨年までの話。
これまで先輩方が築いてきてくださった素晴らしい実績、伝統
に甘えず、初心に戻り練習しました。今の自分達には何が足り
ないのか？模索する毎日でした。
全国大会での表彰式、「ゴールド金賞」の発表の瞬間は、間

違いなく私のこれまでの人生のハイライトであると胸を張って
言うことができます。
このような経験ができるのも、応援してくださる皆様のお陰

であると部員一同喜びを噛み締めております。今後も「日本一」
の部活動であり続けるため、精一杯努力して参りますので、ご
支援の程よろしくお願いいたします。
2011年1月4日（火）には、東京芸術劇場にて第46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30日(土)・10月31日(日)の
両日、神奈川大学横浜キャンパス
にて第12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新企画「ミス＆ミスター神
大コンテストin横浜キャンパス」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、今年も昨年に引き続き神大フ
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。
今年は台風の接近により1日目が中止となってしまい、2日

目の夕方からも小雨が降り、総来場者数は例年よりも大幅に減
少しましたが、片日のみの来場者数としては過去最高の
13,000人を記録しました。また神大生の参加・来場者比率も
例年より高く、多くの来場
者の方々から「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23日(土)・24日(日)の両日に、
湘南ひらつかキャンパスにて、第22回
「平塚祭」が開催されました。今回はテ

ーマを「CIRCLE～キズナ～」としました。
このテーマには「平塚祭に来てくださった方々をはじめ、在

学生や教職員、卒業生、地域の方々など神奈川大学を取り巻く
人々の良き交流の場となり、そのつながりや輪を広げて欲しい」
という思いが込められていました。
今回の平塚祭は、毎年恒例になっているスタンプラリー･お

笑いライブ･ビンゴ大会といった企画に加え、新企画として
「男装コンテスト」などを行いました。また、いくつもの有志
団体によるパフォーマンスやゼミ･研究室の展示、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。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。
毎年悩まされていた雨も降らず、打ち上げられた花火が秋空

を彩りました。
来場者の方々からは、「来

てよかった」「本当に楽しか
った」などの声をたくさん
頂けました。これからも皆
様に「来てよかった、楽し
かった」と思ってもらえる
ような大学祭を作り上げて
いきますので、来年の「平
塚祭」にご期待ください。

神大フェスタ

課　● 外　● 活　● 動　● 報　● 告

吹奏楽部
「第58回全日本吹奏楽コンクール」金賞受賞

第87回東京箱根間往復大学駅伝競走(箱根駅伝)の予選会が
10月16日(土)、東京都立川市の国営昭和記念公園で行われ、
36校415人が出場しました。
20kmを各校12名が走りそのうちの上位10名の合計タイム

で順位が争われ、上位6校とアドバンテージタイムを含めた3
校の合計9校が来年の本戦に出場できます。今年からコースの
一部が変更され高速レースが予想されました。
神奈川大学駅伝チームは序盤、天野(人間科学科4年)を筆頭に

集団走でトップグループを必死に追う展開となりました。5km
地点での10人の通過順位は2位と順調な滑り出しを切ります。そ
の後も集団走を行いますが次第に疲れが出始め、集団が広がり
やや苦しく、15km地点での通過順位は6位でした。暑さの影響
もあり他校もペースを落とす中ゴールを目指して懸命にスパー
トをかけ、小杉(人間科学科4年)が主将の意地を見せチームトッ
プでゴールしました。それに続き他の選手も次々とゴールに飛
び込み、総合8位という結果で来たる2011年1月2日(日)・3日
(月)に行われる本戦に、2年ぶりに出場することが決定しました。
昨年はこの予選会で涙を呑み大変悔しい思いをしましたが、

新春の箱根駅伝に向け、新たなスタートをきった駅伝チームに、
皆様の変わらぬご声援をお願いいたします。

陸上競技部駅伝チーム
第87回箱根駅伝出場決定 !!

大学祭を終えて

平塚祭



これからの大会予定
【管弦楽団】
●第57回定期演奏会
12月19日(日) 横浜みなとみらいホール（大ホール）

【應援指導部（チアリーディング）】
●第22回全日本学生
チアリーディング選手権大会
12月11日(土)～12日(日)
国立代々木競技場第一体育館

【吹奏楽部】
●第46回定期演奏会
１月4日(火) 池袋・東京芸術劇場(大ホール)

【スキー部】
●第84回全日本学生スキー選手権大会
2月20日(日)～26日(土) 花輪スキー場(秋田県鹿角市)

【スケート部（スピードスケート）】
●第34回全日本ショートトラック選手権大会
12月24日(金)～26日(日) 江戸川区スポーツランド
●第66回国民体育大会冬季大会スケート競技会
1月26日(水)～30日(日) 青森県八戸市
●第58回全日本都道府県対抗競技会
3月11日(金)～13日(日) 帝産アイススケートトレーニングセンター
●第34回全日本選抜ショートトラック選手権大会
3月26日(土)～27日(日) 京都アクアリーナ

【スノーボード部】
●第22回全日本学生スノーボード選手権大会
1月30日(土)～31日(日) デュアルスラローム、
ジャイアントスラローム(白樺湖ロイヤルヒルスキー場)
2月15日(月) スノーボードクロス(車山高原スキー場)
2月23日(火)～24日(水)
スロープスタイル、ハーフパイプ(石打丸山スキー場)

【陸上競技部】
●第87回東京箱根間往復大学駅伝競走
1月2日(日)～3日(月) 大手町～芦ノ湖

【レスリング部】
●天皇杯　平成22年度全日本レスリング選手権大会
12月21日(火)～23日(木) 代々木第二体育館

戦績報告
【アメリカンフットボール部】
●2010年度関東大学アメリカンフットボール秋季リーグ戦
9月4日(土)～11月7日(日) 1部Aブロック5位

【GLOBAL Yen Leap】
●Chage JINDAI（神奈川大学周辺ゴミ拾い）
9月26日(日) 参加者約200名、拾ったゴミの総量102.7kg

【剣道部】
●第42回関東女子学生剣道大会
9月18日(土) 東京武道館　 団体戦 ベスト8

【硬式野球部】
●第6回関東地区大学野球選手権大会
11月1日(月)～5日(金) 横浜スタジアム 準優勝
●第41回明治神宮野球大会　11月13日(土)～18日(木) ベスト4
●北野洸貴　人間科学4年
東京ヤクルトスワローズから育成枠として指名

【女子サッカー部】
●第24回関東大学女子サッカーリーグ戦
8月27日(金)～10月31日(日) 第3位（3勝2分2敗）

【スケート部（スピードスケート）】
●第21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9日(土)～11日(月)
齋藤　仁美　人間科学2年
1000Ｍパシュート 2位
1500Ｍ 3位
坂下　泰子（OG）
500Ｍ・1500Ｍ 2位

●第33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23日(土)～24日(日)
小黒　義明　人間科学2年 500M 2位
村竹　啓恒　人間科学2年 1500M 2位
村竹　崇行　経済4年 500M 3位・3000M 2位
岡田　　誠　人間科学2年 オープン500Ｍ 2位

オープン1000M 1位
5000Mリレー決勝（大竹(崇)、小黒、小松、村竹(啓)） 1位
佐藤　　渚　国際文化2年　1500M 2位

【男子バスケットボール部】
●第86回関東大学バスケットボールリーグ戦　(2部）
9月4日(土)～10月31日(日) 第4位（10勝8敗）

【トライアスロン部】
●2010日本学生トライアスロン選手権観音寺大会
9月12日(日) 石塚　祥吾　法律3年 2位
●第65回ゆめ半島千葉国民体育大会トライアスロン競技
10月3日(日) 石塚　祥吾　法律3年 7位入賞

【軟式野球部】
●第33回全日本学生軟式野球選手権大会
8月21日(土)～25日(水) 東広島運動公園野球場 準優勝

【平塚軟式野球部】
●2010年度南関東大学軟式野球秋季リーグ戦
8月27日(金)～10月16日(土) 伊勢原市鈴川公園野球場 2位
●第31回東日本大学軟式野球選手権大会出場権獲得
【ボディビル部】
●第45回全日本学生連盟ボディビル大会 10月24日(日) 阪南大学
齋藤　洋介　法律4年 個人5位入賞（脚の部全国一位）
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課外活動報告として情報を掲載しましたが、今秋は各部がすばらしい成績をおさめており、卒業生からも応援・賞賛の声が届いております。
学生が真剣に取り組む姿は、心を奮わせるものです。上記に「これからの大会予定」を掲載しておりますので、ぜひこれを機会に会場まで足を
運んで頂き、応援頂ければと思います。
また、冬にかけて体調を崩しやすい時期になります。インフルエンザの記事も散見されるようになりました。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
【神奈川大学ライフセービングクラブ】
●第25回全日本学生ライフセービング選手権大会
9月25日(土)～26日(日) 御宿海岸（千葉県御宿町）
三木 翔平　経済3 サーフレース(男子) 第3位

【レスリング部】
●平成22年度全日本大学グレコローマン選手権大会
10月14日(木)～15日(金) 駒沢体育館　
柴田　秀平 国際経営4年 グレコローマンスタイル55kg級 2位
入江　泰久 国際経営3年 グレコローマンスタイル120kg級 2位
●2010年世界学生レスリング選手権大会
10月26日(火)～30日(土) イタリア・トリノ
龍田　太一 国際経営4年　グレコローマンスタイル96kg級 出場

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

左から55kg級の柴田秀平選手、
120kg級の入江泰久選手

世界選手権出場の
龍田太一選手

左から齋藤仁美選手、
坂下泰子選手

関東地区大学野球選手権大会の決勝 明治神宮野球大会の様子 北野洸貴選手

昨年度の大会の様子


