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6月19日（日）に平成23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349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、昨年を100組以上越える539組836名のご父母の出席がありました。

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23年度（第36回） 後援会定時総会報告

西脇副会長より、平成22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。

西脇副会長からは、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。

続いて菊地監事より監査報告があり、平成22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）

（会員）
第6条

本会の会員は、次の四種とする。
（1）正会員　　在学生の父母又は保証人
（2）特別会員 ア．平成元年3月31日以前において前会則に基づく

終身会員となった者
イ．会長、副会長又は監事の経験者で役員会の推薦

する者
（3）名誉会員　本会の功労者で、役員会が推薦するもの
（4）賛助会員　前各号以外の者で、本会の趣旨に賛同し、寄付金を 

納入した者
2.　正会員は、年額一万円の会費を納入するものとし、会費の徴収

は、大学に委託する。ただし、第6条の2（1）のただし書きの場
合、卒業後の会費の納入は要しない。

3.　寄付金は、随時受納する。

付則（平成23年6月19日）
１．この会則は平成23年6月19日から施行する。ただし、改正後の

第6条第1項2号の規程は、平成23年4月1日から適用する。

現行

（会員）
第6条

本会の会員は、次の四種とする。
（1）正会員　　在学生の父母又は保証人
（2）特別会員　平成元年3月31日以前において前会則に基づく終身                        

会員となった者
（3）名誉会員　本会の功労者で、役員会が推薦するもの
（4）賛助会員　前各号以外の者で、本会の趣旨に賛同し、寄付金を

納入した者

2.　正会員は、年額一万円の会費を納入するものとし、会費の徴収
は、大学に委託する。ただし、第6条の2（1）のただし書きの場
合、卒業後の会費の納入は要しない。

3.　寄付金は、随時受納する。

II 平成22年度事業報告及び決算報告

１．会議の開催
●総会　   平成22年   6月20日(日) 10：00～10：40

●役員会
第1回　平成22年   5月15日(土) 14：30～15：40
第2回　平成22年   6月20日(日) 11：00～11：10
第3回　平成22年10月   9日(土) 11：00～12：20
第4回　平成22年12月11日(土) 13：00～15：30
第5回　平成23年   1月22日(土) 14：30～15：40

●委員会
平成22年12月11日(土) 13:00～15:30
①　企画・財政委員会　　②　広報委員会

２．会費の徴収
平成22年度会費の徴収は大学に委託。

３．会員期間満了案内
平成22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　
4頁の「平成22年度父母懇談会開催報告」参照。

５．課外活動の援助　
大学に指定寄付金として5,000万円を寄付。

６．奨学事業の援助　
大学に指定寄付金として4,600万円を寄付。

７．学生福利厚生事業の援助
①大学祭実行委員会助成金(神大フェスタ・平塚祭) …1,200,000円
②吹奏楽函館・岩手特別公演協賛金 ………………1,000,000円
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●収入の部　　  　　　　　　　　　　　　　　       （単位：円）

予算額

181,520,000

181,520,000

410,000

210,000

200,000

20,000,000

76,513,158

278,443,158

決算額

182,830,000

182,830,000

371,472

137,972

233,500

20,000,000

76,513,158

279,714,630

差　異

△1,310,000

△1,310,000

38,528

72,028

△33,500

0

0

△1,271,472

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.   後援会積立金戻入

4.   前年度繰越金

当年度収入合計

平成22年度収支計算書

自平成22年4月１日  至平成23年3月31日

差　異

1,654,626

614,387

7,721

219,176

22,254

335,672

424,650

30,766

6,173,682

604,286

199,928

23,611

196,443

939

785

141,635

40,945

4,789,234

0

0

4,191,492

597,592

150

780,162

212,190

283,472

50,000

50,000

184,500

0

0

2,714,000

△ 11,813,780

△1,271,472

決算額

11,085,374

195,613

762,279

280,824

277,746

964,328

8,585,350

19,234

161,102,318

37,401,714

420,072

266,389

7,633,557

16,423,061

12,591,215

58,365

9,055

112,710,766

50,000,000

46,000,000

10,808,508

2,902,408

2,999,850

10,989,838

5,467,810

5,406,528

0

0

115,500

40,000,000 

20,000,000 

ー       

47,526,938

279,714,630

決算額

12,740,000

810,000

770,000

500,000

300,000

1,300,000

9,010,000

50,000

167,276,000

38,006,000

620,000

290,000

7,830,000

16,424,000

12,592,000

200,000

50,000

117,500,000

50,000,000

46,000,000

15,000,000

3,500,000

3,000,000

11,770,000

5,680,000

5,690,000

50,000

50,000

300,000

40,000,000 

20,000,000 

(1,286,000)

2,714,000

35,713,158

278,443,158

●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.　後援会積立金支出

5.　予備費

6.　次年度繰越金

当年度支出合計

注記：予備費は父母懇談会費へ1,286千円を繰り入れ。

③横浜キャンパス花苗植替え、プランター取替え1,267,828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横浜／ボランティア団体活動専用ダストボックス ……76,230円
⑦横浜／自立式縦型掲示板・スタンド ……………1,102,500円
⑧課外活動応援用の幟旗…………………………………180,000円
⑨平塚／イベント用ポータブルマイク・アンプ一式 ……290,000円
⑩平塚／課外活動用ミーティングルーム用オーディオ一式

………………………………………………………………242,760円
⑪横浜／課外活動用製氷機………………………………557,550円
⑫平塚／移動式バスケットゴール ……………………378,000円
⑬平塚／サッカー場ロングパイル人工芝

メンテナンス用機械一式 …………………………2,362,500円
⑭横浜／保健室　マルチ周波数体組成計一式 …1,260,000円
⑮横浜／課外活動貸し出し用スピーカー………………91,140円

合　　計………………………………………………10,808,508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」69号、70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更新。

11．寄付事業
横浜キャンパスと湘南ひらつかキャンパスの教育環境整備に

関する指定寄付として2,000万円を寄付。

12．積立金
後援会積立金として4,000万円を積立。

III 役員の改選

任期満了となる監事2名について、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、菊地治幸氏・林部正明氏が
推薦され、承認されました。

IV 平成23年度事業計画及び収支予算

平成23年度事業計画及び収支予算について吉久副会長より
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

   5月22日     土
   5月22日     土
   5月29日     土
   5月30日     日
   6月  5日     土
   6月  6日     日
   6月26日     土
   6月27日     日
   7月  3日     土
   7月  4日     日
   7月11日     日
   7月11日     日
   7月17日     土
   7月18日     日
   8月  7日     土
   8月  8日     日
   8月  8日     日
   8月28日     土
   8月29日     日
   9月  4日     土
   9月  5日     日
   9月11日     土
   9月18日     土
   9月19日     日
   9月19日     日
   9月20日     月

     開催日       曜日       開催地                               会　　場                              
出席者

私たちは、神奈川大学後援会の平成22年4月1日より平成
23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23年4月16日　　　神奈川大学後援会

監事　

監事　

監事

監査報告書

平成22年度父母懇談会開催報告

6,223
20,024,045

29,016,488

20,000,000

20,030,268

29,016,488

20,000,000

20,030,268

49,016,488
28,986,220
76,513,158
47,526,938

正味財産増減計算書
自平成22年4月１日  至平成23年3月31 日   （単位：円）

金　　　　　額

  6月20日    日
  10月23日    土

横 浜 キ ャ ン パ ス
湘 南 ひ ら つ か キ ャ ン パ ス

 405   628
 158   250
1,282 1,936

札幌市
仙台市
山形市
秋田市
大阪市
浜松市
水戸市
甲府市
高崎市
新潟市

宇都宮市
釧路市
山口市
広島市
福岡市
長崎市
郡山市
富山市
那覇市

名古屋市
静岡市
長野市
徳島市　
高松市
福井市
金沢市

京王プラザホテル札幌
仙台エクセルホテル東急
山形国際ホテル
イーホテル秋田
大阪第一ホテル
オークラアクトシティ浜松
三の丸ホテル
古名屋ホテル
高崎ビューホテル
イタリア軒
宇都宮東武グランデ
釧路プリンスホテル
新山口ターミナルホテル
ホテルＪＡＬシティ広島
クリオコート博多
長崎ベストウエスタンプレミアホテル
郡山ビューホテル
オークスカナルパークホテル富山
ロワジールホテル沖縄
名古屋キャッスルホテル
ホテルセンチュリー静岡
ホテル国際21
ホテルクレメント徳島
高松センチュリーホテル
福井パレスホテル
金沢都ホテル

組数  人数
  12    12 
  28    40 
  48    67 
  22    32 
   6      9 
  52    71 
  35    53 
  27    44 
  35    51 
  62    92 
  31    46 
   3      4 
   6      7 
  19    30 
  32    48 
  12    17 
  28    45 
  33    47 
  16    25 
  17    24 
 103  154 
  40    58 
   8     13 
  13    19 
  13    19 
  18    31 
  719  1,058   地方26会場合計

  全 会 場 合 計

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23年3月31日現在 （単位：円）

金　　額

97,546

167,429,392

167,526,938

87,357,364

85,371,768

792,141

1,002,371

191,084

80,072,028 

20,000,000

40,000,000

20,072,028

内　訳

167,526,938

120,000,000

47,526,938

167,526,938

167,526,938

40,000,000

80,000,000

97,546

87,357,364

80,072,028

40,000,000

80,000,000

貸借対照表

平成23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            
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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.　後援会積立金支出

5.　予備費

6.　次年度繰越金

当年度支出合計

●収入の部　　　　　　　　　　　　　　　　　       （単位：円）

23年度予算額
179,350,000

179,350,000

360,000
130,000
230,000

0

47,526,938

227,236,938

22年度予算額
181,520,000

181,520,000

410,000
210,000
200,000

20,000,000

76,513,158

278,443,158

増　　減
△ 2,170,000 

△2,170,000

△50,000
△80,000

30,000

△20,000,000

△28,986,220

△51,206,220

科　　目
1.   経 常 収 入

会　　費

2.   雑　収　入
受取利息
その他の収入

3.   後援会積立金戻入

4.   前年度繰越金

当年度収入合計

平成23年度収支予算書
自平成23年4月１日  至平成24年3月31日

増　　減

△375,000

620,000

△25,000

20,000

△150,000

0

△820,000

△20,000

△4,720,000

3,030,000

△20,000

320,000

1,040,000

1,350,000

460,000

△100,000

△20,000

△8,600,000

△1,200,000

△7,000,000      　　

0

△400,000

0

850,000

△180,000

30,000

0

0

1,000,000

△20,000,000

△20,000,000

0

△6,111,220

△51,206,220

22年度予算額

12,740,000

810,000

770,000

500,000

300,000

1,300,000

9,010,000

50,000

165,990,000

36,720,000

620,000

290,000

7,830,000

15,400,000

12,330,000

200,000

50,000

117,500,000

50,000,000

46,000,000

15,000,000

3,500,000

3,000,000

11,770,000

5,680,000

5,690,000

50,000

50,000

300,000

40,000,000

20,000,000

4,000,000

35,713,158

278,443,158

23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

161,270,000

39,750,000

600,000

610,000

8,870,000

16,750,000

12,790,000

100,000

30,000

108,900,000

48,800,000

39,000,000

15,000,000

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

0

4,000,000

29,601,938

227,236,938

●支出の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

備考

備考

1. 経常事業
（1）父母懇談会事業
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

平成23年度事業計画

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19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22日（土）
・大学の協力を得て昨年同様、平塚祭同日に実施する。

③地方父母懇談会
・5月から9月にかけて28道府県29会場で実施する。
・出席者が概ね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50名を超える会場では、懇親会（昼食）
を立食形式で開催する。

（2）広報事業
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～5月上旬に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
新入生向けの会員募集用冊子として、入試合格者に対し10月
に発行する。

④ホームページ
年3回の更新を行う。平成23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。
また、ホームページのリニューアルを実施する。

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」の趣
旨に沿い、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）東日本大震災に係る罹災学生への奨学支援に寄付を実施す
る。

（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. その他
会員期間満了の案内として、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。
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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
2011」（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

※全体会の開始時間は10：00です。「後援会のしおり2011」
では誤った記載となっております。ここに訂正させて頂くとと
もに、お詫び申し上げます。

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、各地域に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、学生の学修・学生生活・
就職等についてご説明申し上げます。ご父母や保証人の方々が、本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19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、昨年を大きく上回る約836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
就職説明会は急遽2会場で開催させていただきました。

昼食を兼ねた懇親会は、会場が手狭であったという昨年のご
意見・ご感想から、ゆっくりとご歓談いただくために13号館
体育館で行い、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、各施設の様子を見ていただき
ました。

本年度の地方懇談会は、全国29箇所を予定しており、5月
28日の北海道・札幌（京王プラザホテル札幌）、29日の福岡
（ホテル日航福岡）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、視覚資料を交えながら、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。

昼食をはさ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。

湘南ひらつかキャンパス
◆開  催  日　10月22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2011」（P21）の申込書及び
専用封筒をご利用いただき、10月3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。

2011  父 母 懇 談 会

地方父母懇談会

横浜キャンパス

■参加者からの声
●前回、横浜キャンパスで出席させていただきました。今回長

野会場での懇談会で、より身近な内容説明に感じられ、とて
も良かったと思います。これからも、この様な会を開かれる
事を望みます。（長野4年）

●今の就職活動の状況など、詳しく説明があり、親として今
後、子どもに対しての声かけが大切な事がよくわかりまし
た。（広島１年）

開催日 曜日 開催地
8月27日 土 浜松市
8月28日 日 金沢市
8月28日 日 大阪市
9月  3日 土 大分市
9月  3日 土 高知市
9月  4日 日 宮崎市
9月  4日 日 松山市
9月10日 土 さいたま市
9月11日 日 新潟市
9月17日 土 四日市市
9月17日 土 名古屋市
9月18日 日 静岡市

会　　場
オークラアクトシティホテル浜松
ANAク ラ ウ ン プ ラ ザ ホ テ ル 金 沢
リ ー ガ ロ イ ヤ ル ホ テ ル 大 阪
大分全日空ホテルオアシスタワー
高 知 パ レ ス ホ テ ル
ホ テ ル ス カ イ タ ワ ー
松 山 全 日 空 ホ テ ル
ラ フ レ さ い た ま
ホ テ ル イ タ リ ア 軒
ロ ワ ジ ー ル ホ テ ル 四 日 市
ザサイプレスメルキュールホテル名古屋
ホ テ ル セ ン チ ュ リ ー 静 岡

就職説明会 経済学部学修説明会
教員によるミニ講義も。

学長挨拶 個別面談

学長挨拶 → 就職
説明会 → 学科別

説明会 → 昼食
（懇親会） → 個別面談
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第13回  神大フェスタ

■日にち：10月29日（土）・10月30日（日）
■テーマ：「Festart!!!」

今年の神大フェスタのテーマは、「新たなるスタート」、「芸術として
の楽しみ方」、「一人一人が輝ける大学祭」という考えのもと、「Fes-
tart!!!」としました。神大フェスタは、学生主体で地域に根ざした開か
れた大学祭を目指しています。

昨年は、台風の関係で1日中止になりましたが、13,000人の方に
来場していただきました。当日は、学生による歌やダンスなどのパフ
ォーマンスや、クラブ・サークルなどによる活動の成果発表、人間科学
部のイリュージョンライブなど学部による研究発表も行われます。そ
の他にも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、学内はとても賑やかです。

ぜひ一度神大フェスタにご来場ください。

2011平塚祭（第23回）

■日にち：10月22日（土）・23日（日）
■テーマ：「Festival Zero」

今年は、原点に立ち返り発信していくという思いを込め
「Festival Zero」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、平塚祭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、芸能人によるライブに加え、
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、
展示など子供から大人まで楽しめる企画をご用意しています。

ぜひ、平塚祭に遊びにいらしてください。

課外活動戦績報告・大会予定

活動大会予定
【アメリカンフットボール部】
2011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10日(土)～11月13日(日)           アミノバイタルフィールド 他

【硬式野球部】
平成23年度神奈川大学野球連盟秋季リーグ戦                               
9月上旬～10月下旬                                      横浜スタジアム　他

【サッカー部】
JR東日本カップ2011第85回関東大学サッカーリーグ戦（後期）     
9月上旬～11月中旬                                   西が丘サッカー場　他

【準硬式野球部】
清瀬杯第43回全日本大学選抜準硬式野球大会                               
8月21日（土）～8月26日（木）        石川県立野球場、金沢市民野球場

【水泳部】
第87回日本学生選手権水泳競技大会
9月１日（木）～4日（日）                                        横浜国際プール

【スケート部スピード部門】
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）                                     長野県南牧村

【トライアスロン部】
2011年度日本学生トライアスロン選手権
8月28日（日）　                                                  香川県観音寺市

【バドミントン部】
第54回東日本学生大学バドミントン選手権
8月25日（木）～9月2日（金)                                     北海道札幌市

【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）                                               国営昭和記念公園

【レスリング部】
文部科学大臣杯　平成23年度全日本学生レスリング選手権大会       
8月29日（月）～9月1日（木）                                       駒沢体育館
平成23年度　全日本大学グレコローマン選手権大会
10月19日（水）～20日（木）                                        駒沢体育館
内閣総理大臣杯  2011年　全日本大学レスリング選手権
11月11日（土）～12日（日）
中津川市東美濃ふれあいセンター（岐阜県）

【女子サッカー部】
第25回関東学生女子サッカーリーグ        8月30日（火）～10月末日
神奈川大学湘南ひらつかキャンパスサッカー場　他

【男子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      9月上旬～10月下旬
代々木第二体育館　他

【女子バスケットボール部】
第61回関東大学女子バスケットボールリーグ戦                            
9月上旬～10月下旬   神奈川大学湘南ひらつかキャンパス体育館　他

【ゴルフ部】
平成23年度関東大学秋季Ａ・Ｂブロック対抗戦
9月13日（火）～14日（水）                           こだまくらぶ（埼玉県）

戦績報告
【スケート部スピード部門】
ISU World Cup 2010/2011 中国（長春、上海）、
ロシア（モスクワ）、ドイツ（ドレスデン）                                        

斉藤　仁美　人間科学2                                                    出場
第25回ユニバーシアード冬季競技会（2011/エルズルム）              

小黒　義明　人間科学2        500M                                  出場
斉藤　仁美　人間科学2        500M                                  出場
佐藤　　渚　国際文化交流2  1500M                               出場

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       
小黒　義明　人間科学2        500M                                  2位
村竹　啓恒　人間科学2        1500M                                2位
村竹　崇行　経済4              500M                                  3位

                                           3000M                                2位
村竹　崇行・小黒　義明・小松　翔太・村竹　啓恒                         

                                           5000Mリレー         1位（3年連続）
【トライアスロン部】
第1回U23トライアスロン選手権酒田大会

石塚　祥吾　法律4                                             Ｕ23　第4位
第4 回日本学生スプリングトライアスロン選手権大会

石塚　祥吾　法律4                                                       第1位
【水泳部】
第51回日本短水路選手権水泳競技大会JAPAN OPEN 2010/東京
辰巳国際水泳場

久保木　怜　人間科学2        女子200ｍ背泳ぎ       Ａ決勝　6位
広州2010アジアパラ競技大会

宮元　翔平　国際経営1        男子4×100mリレー   2位（5組中）
【吹奏楽部】
第58回全日本吹奏楽コンクール                                           金賞
第34回全日本アンサンブルコンテスト　クラリネット四重奏    金賞
【陸上競技部】
第87回東京箱根間往復大学駅伝競走
往路（108.0km）       15着      復路（109.9km）                  14着
                                           総合（217.9km）                  15着

【レスリング部】
平成23年度明治杯
全日本選抜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              準優勝
【女子サッカー部】
第24回関東大学女子サッカーリーグ戦  

第3位（3勝2分2敗）
【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） 第4位（10勝8敗）

【剣道部】
第29回全日本女子学生剣道優勝大会　女子団体戦            ベスト16

今 年 の 大 学 祭

決勝戦での入江泰久選手（左）
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3月11日に発生した東日本大震災において被災された方々、また福島原発による被害を受けられている方々に、ここに改めてお見舞い申し上げます。今回の
表紙には「KU“東北”ボランティア駅伝」の活動写真を掲載しました。この活動は大学が被災地支援活動として学生及び教職員によるボランティア支援チー
ムを継続的に派遣していくもので、「支援の襷をつなげていく」という意が込められており、夏休みが終了する9月下旬までに700名以上が参加する予定で
す。7月下旬～8月上旬には会員であるご父母も7名参加します。このような活動が積み重なり、復興への一助となることを願っております。

また、先日の「FIFA女子ワールドカップドイツ大会」では日本女子サッカーチームの世界一に日本中が歓喜しました。アテネ・北京オリンピック時にも代
表選手だった本学OGの矢野喬子選手（2007年国際経営学科卒）もメンバーでした。ロンドンオリンピックでの活躍も期待されます。

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

● 9月21日(水) ………………………………後期授業開始
● 9月24日(土)  ………………………………9月期卒業式
●10月22日(土)、23日(日) ………………平塚祭
●10月29日(土)、30日(日)  ………………神大フェスタ
●12月21日(水)  ………………………………授業終了
● 1月   7日(土) ………………………………授業開始日
● 1月21日(土) ………………………………後期授業終了
● 1月24日(火)〜2月1日(水)  ……………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29日（木）～9月30日（金）

②　（社）宮陵会給付奨学金（2期募集）【給付】
10月3日（月）～10月4日（火）

③　神奈川大学激励奨学金【給付】
10月6日（木）～10月7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24日（木）～11月25日(金)

⑤　神奈川大学指定資格取得・進路支援奨学金【給付】
2012年1月12日（木）～1月13日（金）

⑥　神奈川大学自己実現・成長支援奨学金【給付】
2012年1月12日（木）～1月13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 大学基準協会から適合認定
神奈川大学は、2009年度に
財団法人大学基準協会の大
学（認証）評価を受審し、
2010年3月に同協会が定め
る大学基準に適合している
との評価を受けました。
また、神奈川大学法科大

学院は、2008年度に受審し
た認証評価において同協会が定める法科大学院基準の一部に
適合していないとの判定を受けましたが、追評価を受審した
結果、2011年3月に適合しているとの評価を受けました。

本学公式ホームページで詳細を公開しています。
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2011年1月14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、また、格付の見通しは
「安定的」とされました。
「AA」は20段階に区分されている格付順位の上から3番

目であり、本学の歴史や伝統、卒業生の皆様の社会での活
躍、健全な財務体質、学園の将来に向けた指針として策定し
た「学校法人神奈川大学将来構想」に基づく「中期実行計
画」などが評価されたものと考えています。
本学公式ホームページで詳細を公開しています。

http://www.kanagawa-u.ac.jp/aboutus/rating/

■ 「神奈川大学－本学の情報」情報公表サイトの開設
「学校教育法施行規則等の一部を改正する省令」（平成22

年文部科学省令第15号）に基づき本学の教育研究活動等に関
わる情報を公表しております。
これまでも本学は、創立100周年に向けた「将来構想－中

期実行計画」、法人の財務状況、事業計画・事業報告、点
検・評価活動をはじめ、教育研究情報を社会に向けて広く公
開して参りました。さらに学生数などの基本情報をはじめ、
教育の方針と課程、学習環境と支援、教育力向上への取組
み、国際競争力向上への取組み、社会への貢献などの情報を
分かりやすく公表しています。
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。


