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5月27日新潟会場からスタートした本年度の父母懇談会
は、去る10月27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。今年度も多くの会場で、
昨年を上回るご参加を頂きました。

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。

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をお話いただきま
した。
一方、横浜・湘南ひらつか両キャンパス父母懇談会では、

昼食を兼ねた懇親会を体育館・学生食堂で行い、教職員と
懇親を深めて頂きました。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。

ご協力頂きましたアンケートでは、2～4年次のご父母
より「早い年次から参加していれば良かった。」とのお声
を多く頂戴いたしました。ご出席が、ご子息ご子女と学
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。ぜひ次年度以降もご出席ください。

2012年 父母懇談会開催報告 2013年 父母懇談会開催予定地

※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。

2012年 父母懇談会を終えて

今年度の父母懇談会は終了いたしましたが、「郵
送による相談申込書」（「後援会のしおり2012」
31頁）は引続き受付けております。ご相談事等
ございましたら、ぜひご利用ください。

開催日 曜日 開催地 会場
参加

組数 人数
5月27日 日 新潟県 新潟市 ホ テ ル イ タ リ ア 軒 64 93
6月  2日 土 北海道 札幌市 京 王 プ ラ ザ ホ テ ル 札 幌 33 43
6月  2日 土 富山県 富山市 オークスカナルパークホテル富山 37 49
6月  3日 日 石川県 金沢市 金 沢 都 ホ テ ル 24 37
6月  9日 土 福岡県 福岡市 博 多 エ ク セ ル ホ テ ル 東 急 28 40
6月10日 日 沖縄県 那覇市 ロワジールホテルスパタワー 18 30
6月23日 土 福井県 福井市 福 井 パ レ ス ホ テ ル 12 15
6月24日 日 静岡県 浜松市 オークラアクトシティホテル浜松 42 63
6月30日 土 茨城県 水戸市 三 の 丸 ホ テ ル 62 88
6月30日 土 山口県 山口市 新 山 口 タ ー ミ ナ ル ホ テ ル 12 14
7月  1日 日 愛知県 名古屋市 名古屋マリオットアソシアホテル 38 49
7月  7日 土 山形県 山形市 ホテルメトロポリタン山形 60 80
7月  8日 日 福島県 郡山市 郡 山 ビ ュ ー ホ テ ル 57 83
7月15日 日 大阪府 大阪市 ホ テ ル グ ラ ン ヴ ィ ア 大 阪 15 23
7月16日 月・祝 広島県 広島市 広島グランドインテリジェントホテル 23 36
8月  4日 土 静岡県 静岡市 ホ テ ル セ ン チ ュ リ ー 静 岡 69 103
8月25日 土 長野県 長野市 ホ テ ル 国 際 21 76 115
8月26日 日 山梨県 甲府市 アーバンヴィラ古名屋ホテル 40 62
9月  1日 土 群馬県 高崎市 高 崎 ビ ュ ー ホ テ ル 53 80
9月  2日 日 栃木県 宇都宮市 宇 都 宮 グ ラ ン ド ホ テ ル 72 113
9月  1日 土 長崎県 長崎市 長崎全日空ホテルグラバーヒル 14 23
9月  2日 日 佐賀県 佐賀市 ホテルニューオータニ佐賀 10 15
9月  8日 土 宮城県 仙台市 ウ ェ ス テ ィ ン 仙 台 55 83
9  月9日 日 秋田県 秋田市 秋 田 パ ー ク ホ テ ル 21 30
9月16日 日 徳島県 徳島市 グ ラ ン ド パ レ ス 徳 島 8 13
9月17日 月・祝 香川県 高松市 全日空ホテルクレメント高松 11 13

計　26会場 954 1,393

6月17日 日 横浜キャンパス 552 861
10月27日 土 湘南ひらつかキャンパス 197 328

総　合　計 1,703 2,582

北海道 札幌市
岩手県 盛岡市
青森県 青森市
宮城県 仙台市
群馬県 高崎市
栃木県 宇都宮市
茨城県 水戸市
千葉県 千葉市
埼玉県 さいたま市
新潟県 新潟市
長野県 長野市
山梨県 甲府市

静岡県
静岡市
浜松市

愛知県 名古屋市
三重県 四日市市
大阪府 大阪市
石川県 金沢市
広島県 広島市
島根県 松江市
鳥取県 鳥取市
高知県 高知市
愛媛県 松山市
岡山県 岡山市
福岡県 福岡市
宮崎県 宮崎市
大分県 大分市



■  横浜キャンパス
●総会や地方の父母懇談会などで個別で相談させていただき、特に学

生課の職員の方にとてもよくお世話になっておりお礼を申し上げた
いと思います。息子がお世話になっておりますゼミの教授にお会い
でき個別面談もしていただきわずかの期間で息子の性格を理解し対
応してくださっている事に対して非常に安心し、また、感謝の気持
ちでいっぱいです。教授の生徒に対する教育指導のお考えを伺い、
立派な先生に出会えた事に感謝です。本当にこの大学でよかった。
と、つくづく思いました。今後ともよろしくお願いします。

（法律2年）
●オープンキャンパスでも感じましたが、先生方と子供、親との距離

感が近い大学だと感じました。（人間科学1年）
●年間を通して2割ほどの学生が単位不足等で卒業あるいは原級にな

ってしまう事実があるとすれば、本人の努力は持論のことではある
が、学校側にも何か不足しているもの（学生に対しての個々の学修
等の指導）があるのではあるまいか。入学する前の高校在学生に対
しての事前PR（例えば外国学部の良さ等）をもっと積極的にした
ほうが良いのではないか。（電気電子情報工学1年）

●子供との会話がないので学校生活でのことを知ることができ、参考
になりました。遠方からですが、来て良かったです。（経済4年）

●内容をもう少し深く、時間をかけて説明して欲しい。
（自治行政1年）

●実際に学部の先生方にお目にかかれるというのは少し安心。又、子
供との話題にもなりありがたく思います。（現代4年）

●自分自身が就職するみたいな就職ガイダンスで良かった。親として
育てる事の再認識ができました。（法律1年）

●在籍した学年により受ける感覚が違いました。それぞれ有意義でし
た。（電気電子情報工4年）

■  湘南ひらつかキャンパス
●ＨＰ等では詳しいところまで就職先までは不明だったのでより明確

になりました。就職活動のスケジュールもなんとなく早まっている
程度の認識しかなかったので改めて今度の取り組みを考えることが
できました。（情報科学2年）

●具体的なお話で興味深く大変参考になりました。話が上手!!（眠く
なかった）（総合理学プログラム1年）

●疑問点が解決できてよかったです。（国際経営3年）
●久しぶりに学校説明会を聞けて良かったです。被災地ボランティア

参加を勧めてみたいです。（国際経営2年）
●学長と話ができて待ち時間も苦にならなくて本当に良かった。これ

からも続けて欲しい。（化学3年）
●毎回参加させていただきますが、いつも丁寧に対応していただいて

ありがとうございます。感謝しています。
（総合理学プログラム2年）

●本人の体調に不安がある中での学生生活・学習・就職についての相
談に、親切にわかりやす対応していただいて参考になりました。あ
りがとうございました。（国際経営2年）

●かなり力を入れていると感じます。ありがとうございます。こうい
う機会でもないと大学まではなかなか足を運べないので大変助かっ
ています。今後ともよろしくお願いいたします。

（総合理学プログラム2年）
●大学の活動・取り組みをいかに理解できる非常に良い機会であるた

め、今後も継続して開催していただきたいと思います。
（国際経営2年）

●1年に1度の機会ですが詳しいお話が聞けるのでとてもありがたい
です。（国際経営2年）
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■  地方父母懇談会
●とてもたくさんの支援がある事をはじめて知りました。安心して任

せられるとホッとしています。(山形　経済2年)
●1年生で初めての参加でしたが、こんなに立派でわかりやすい会で

あったかと参加できましたこと、うれしく思います。やはり親元を
離れておりますので心配は多く、しかし、学校生活などは本人に聞
くしか方法がありませんでした。また、いろいろなサポートが充実
している事に改めて気づき本大学に入学できて良かったなと、そし
て、たくさんのメリットを活かせるように思いました。まずは子供
とのコミュニケーションをこれまで以上にとりたいと感じました。
本日はありがとうございました。(郡山　総合理学プログラム1年)

●学生に対する支援が手厚いと感じ安心して学生生活を送らせる大学
であると改めて思いました。(静岡　人間科学1年)

●子供に対するフォロー体制が細かい部分まで行き届いていてありが
たく思っております。心配事があれば学生課へ、具合が悪いときは
保健室へ行き病院を紹介していただいたりと、遠く離れていても安
心していられます。ありがとうございます。(甲府　法律3年)

●今回今年の4月に就職された社会人1年生の方の就職活動の話が聞
けとても参考になりました。親子でよく話し合うこと、親も企業に
ついて勉強すること、仕事の軸を見つける等、今日の話を子供を交
え家族で話し合いたいと思いました。諦めずに努力する子供を親も
あきらめずに共に努力し、共感し、応援していきたいと思いました。
また、インターネットだけに頼るのではなく大学の就職課等をもっ
と活用し本人の気づかない点を改善するヒントにできるよう促して
みたいと思います。ありがとうございました。(富山　国際経営4年)

●先生方と話ができたのが良かった。立食パーティーで他の親の方々
と話ができて話が広がりよかった。(山形　経済4年)

●就職活動についてはもう少し具体的なお話をしていただけるとあり
がたかった。(札幌　物質生命3年)

●今日参加できてとてもよかったと思います。いろいろと勉強になり
ました。神奈川大学に入学させてよかったと思いました。

(那覇　経済2年)
●学校関係者が地方に来て話をして頂けると言うことで、毎年楽しみ

にしておりました。4年間ありがとうございました。今年は学長の
お話も聞けて本当に感謝いたします。大学の様子がよりわかります。
(札幌　生物科学4年)

●今回出席させて頂いて大変ためになりました。子供から聞けなかっ
た内容や不安に思っていた事を理解することができありがとうござ
いました。学長から生の声を聞き大学とも身近に感じることができ
ました。(福井　総合工学プログラム1年)

●懇談会の時間が短くて残念でした。もう少し時間が（+30分）ある
ともっと良かった。待ち時間に学長先生のお話はとても身近に感じ
ることができすばらしかったです。(山形　経済2年)

●親として、親元から離れていると健康の事、生活の事、就活の事な
ど心配な事だらけです。懇談会に出席すると子供から聞けない情報
が聞けて大変参考になり大学の対応のよさに安心させられました。
大変ありがたく思っています。(郡山　経済3年)

●父母間の情報交換の場・就職に関するセミナー・大学の先生との対
話の場等の時間を設けていただけるとありがたい。

(静岡　電気電子情報1年)
●昨年も参加させて頂きました。今回の立食形式での懇談会、大変良

い経験をさせて頂きました。同学科のご父母様とお話させていただ
くことができとても良かったです。(甲府　電気電子情報2年)

2012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。
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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、2012年3月に卒業した
全国の大学生で就職をした人は、63.9％となり、進学も就職もしてない者は約86,600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64.7％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69.4％ですが、昨年度と比べて2.0ポイント減となっております。

このような状況の中、2013年3月に卒業する学生の求人倍率は、1.27倍（昨年は1.23倍）と依然として厳しく、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、後期からより実践的な就職講座を多数開催しています。

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 2.業界･職種研究 3.エントリー 4.選　　考 5.内　　定図1

●就職講座
3年次5月から、就職活動の各段階、課題に即した就職講座

を実施しています。
授業などで出席できない学生のために、ＫＵキャリアナビか

ら、映像を閲覧できるようにしています。
講座スケジュールは前期分、後期分に分けてそれぞれ発行し

ています。
●模擬試験
筆記試験対策の模擬試験を複数回開催しています。当日受検

ができない場合は自宅受検も可能です。成績は自宅に郵送され
ます。実施後のフォロー講座なども実施しています。
●個別相談・模擬面接

個人個人の就職の悩み、問題に即した相談を行っています。
専任職員の他に、専門の就職アドバイザー、就職カウンセラー
も相談にあたります。

面接試験を想定した「模擬面接」も実施しています。本番の
面接では得られないフィードバックを行い、改善点を確認でき
ます。

●就職アドバイザーによるセミナー
社会経験豊富なアドバイザーによる、セミナーを実施してい

ます。履歴書・エントリーシートセミナー、各業界別のセミナ
ーなど、学生のニーズに合わせたセミナーを実施しています。
●合同企業説明会

神奈川大学生を是非採用したいという意欲のある企業約320
社を学内に招いて実施します。就職ナビ（インターネット）を
通じての応募者より、学内合同企業説明会で出会った学生に期
待する企業が増加しています。1月末実施
●KUキャリアナビ
神奈川大学オリジナルの就職情報サイトです。大学に寄せら

れた求人情報のほか、先輩からの就職試験情報など、一般の就
職ナビでは得られない生きた情報も掲載しています。
また、「有価証券報告書」に基づいた企業情報を見ることで、

企業ＨＰでは得られない、企業の「良い面」と「課題」の両方
を知ることができます。
http://www.ku-careernavi.jp

●就職課開室時間●
変更する場合もあります。

■横浜キャンパス18号館2階　　　　 　  月〜金　9：00〜19：00　　土　9：00〜16：30

■湘南ひらつかキャンパス１１号館１階　月〜金　9：00〜18：30　　

出身地での就職を考える場合、まずは、Uターン就職をする
のかどうか、ご家族と学生本人との話し合いをしっかりされる
ことが重要です。

ここ数年は、地元の企業と首都圏の企業の採用活動の時期に
差がなくなり、「まずは首都圏で就職活動をして、その後は地
元で」という考えは、通用しなくなっています。

地元の企業に就職を希望する場合の主なポイントは以下のと
おりです。
・ Uターン就職をするのかどうかの徹底的な話し合い。
・業種によっては地方にあまり企業数がない場合もある。職種

を中心に求人を探すことも視野に入れる。
・地元に本社のある企業でも、全国展開しているため、全国

（場合によっては海外）勤務が可能な人材を求める場合もあ
る。また全国展開をしている企業でも地域事業所で勤務可能
な人材を求める場合もある。このため、本社所在地だけでな
く「勤務地」をしっかり確認する。
求人を探す主な方法は以下のとおりです。

・大学の就職課の県別企業・求人ファイル
・学生職業センターの求人検索
・商工会議所、各地方新聞社等のリクルートブックや求人サイ
ト

・各県東京事務所の就職サイト、Uターン就職イベント等
また、大学就職課では、Uターン希望者向けのガイダンス、

合同企業説明会等を開催しております。

Uターン就職のポイント

神奈川大学の就職支援



横浜キャンパス

湘南ひらつかキャンパス

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】大手企業を中心に、4日間で約320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】1月30日（水）～2月2日（水）の4日間実施（土・日曜日除く）
【場　所】横浜キャンパス20号館
【備　考】12月上旬にも厳選された企業のみの合同企業説明会、地方企業の合同企業説明会を実施しています。　

2013年6～7月には約180社を集めた2回目の「合同企業説明会」を実施予定です。

就職バックアップ

講座区分

基礎…就職基礎講座（就職活動において、必ず身に付けなければならないことを学ぶ講座）

向上…就職力向上講座（更に力を付けたい方や弱点を克服したい方が受講する講座）

特別…特別講座（志望する業界や各自の目標に対応した講座）

【注】就職講座は、申込制や有料の場合もあります。

実施日 曜日 講座
区分 講座名 事前申込

の有無 時間 講堂

12月

10 月 基礎6 「面接・グループディスカッション解説講座」 18:00～19:30 10-41、42

15 土 向上6 「グループディスカッション・面接対策集中講座
（前編）①②③（全6コマ）

事前申込制
（有料） 13:00～17:50 20号館

22 土 向上6 「グループディスカッション・面接対策集中講座
（後編）④⑤⑥（全6コマ）

事前申込制
（有料） 13:00～17:50 20号館

1月
14 月 向上5 「エントリーシート振り返り講座」 事前申込制

（有料） 18:00～19:30 10-41、42

29 火 向上7 「実践！模擬面接」 事前申込制
（有料）

午前
20号館

午後

2月 14 木 向上8 「実践！模擬面接」 事前申込制
（有料）

午前
20号館

午後

実施日 曜日 講座
区分 講座名 事前申込

の有無 時間 講堂

12月

6 木 基礎6 「面接・グループディスカッション解説講座」 16:50～18:20 1-250

15 土 向上6 「グループディスカッション・面接対策集中講座
（前編）①②③（全6コマ）

事前申込制
（有料） 11:00～16:40 1-202

1-203

17 月 「SPI模擬試験」 事前申込制
（有料） 16:50～18:20 1-250

22 土 向上6 「グループディスカッション・面接対策集中講座
（後編）④⑤⑥（全6コマ）

事前申込制
（有料） 11:00～16:40 1-202

1-203

1月
19 土 向上5 「エントリーシート振り返り講座」 事前申込制

（有料） 13:30～15:00 1-250

30 水 向上7 「実践！模擬面接」 事前申込制
（有料） 9:30～18:20

1-250
1-203
1-204

2月 18 月 向上8 「実践！模擬面接」 事前申込制
（有料） 9:30～18:20

1-250
1-203
1-204
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健康管理について ● 健康管理課（保健室）●

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、大学の日程で受診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。

インフルエンザなど感染対策では、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
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、予防対策を保護者からもお勧めください。
※特に麻疹の予防接種は、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
師があらゆる相談に応じています。また、外部医療機関と連
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
● 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

● ヘルスチェック：各種計測器を取り揃えています。

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

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、健康に関する相談に応じております。
ご子息ご息女が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、保護者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

教育講演および講習会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　　　10：00〜19：00

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。

※「後援会のしおり」52・53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。

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　　　大村　忠志さん　

●法学部　　　大原　文夫さん　

●経済学部　　草刈　與八さん　

●経済学部　　水鳥川　麻美子さん　

●経営学部　　大高　五月さん　

●経営学部　　戌亥　重則さん

●工学部　　　石井　香さん

●工学部　　　宮崎　由美子さん

●理学部　　　柘植　一枝さん

●外国語学部　清田　純子さん

●人間科学部　増田　真純さん

新役員紹介
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10月27日(土)28日(日)の両日、湘南ひ
らつかキャンパスにて第24回「平塚祭」
が開催されました。

今回は、お祭りの原点に立ち返り来場者や地域の方々、学生、教職
員および協賛企業の方々に「平塚祭」を中心として祭り本来の楽しさ、
ワクワクする気持ちを味わっていただきたいと思い、「祭」というテ
ーマに致しました。

毎年恒例の「スタンプラリー」や「ビンゴ大会」、園児や小学生を
対象とした「子ども企画」に加え、新企画の「模擬店コンテスト」や
大学祭の目玉企画である「ミス＆ミスターコンテンスト」など各企画
で大変な盛り上がりとなりました。
また、有名声優を招いての「声優ライブ」や有志団体による様々なパ
フォーマンス、ゼミ・研究室の展示・発表、サークルによる各種模擬
店など老若男女問わず多くの来場者の方々に楽しんで頂きました。

初日の27日は天候にも恵まれ、夜には「花
火大会」が無事実施されました。二日目28日
の午後には雨が降り出しましたが、最後の企
画であるビンゴ大会まで、会場は大賑わいで
した。
来場者の方々からは「楽しかった！」「来年も
また来たい！！」という声を数多く頂くこと
ができました。

これからも皆様に「来て良かった」と楽し
んで頂けるような大学祭を作り上げていきま
すので、来年も「平塚祭」をよろしくお願い
します。

昨年4月下旬に第一便を送り出して
からすでに一年半。参加者数も1900
名に達した『KU東北ボランティア駅伝』
は大きな成果をあげながら現在も継続
中です。

すでにご存知の方も多いと思います
が、この襷をつなぐ駅伝のボランティア版は毎回15-20人の学生を
バスに乗せて神大と岩手県遠野市を往復します。3泊4日の日程の中
には、気仙沼の現在の様子を見ることや、陸前高田で被災者「語り
部」さんの生々しいお話を聞くことも含まれます。宿泊は遠野市の
公民館。遠野市長も食堂のマスターも、お風呂の提供者もみなさん
神大OBです。作業はA班とB班に分かれます。

A班は全国からの献本を仕分けし、コンピューターに打ち込んで、
被災地の図書館を再建する仕事です。神大生だけですでに18万冊の
処理を終えました。B班は力仕事が中心ですが、その内容はさまざま
です。いわゆる瓦礫撤去から、整地作業、仮設住宅のみなさんのお
手伝いなど、いろいろです。12月には、サンタクロースになって被
災した子供たちにクリスマス・プレゼントを配るなんていう仕事も
あります。とにかくすでに120便が入れ替わり立ち代り継続してお
邪魔しているわけで、すっかり遠野市民の一員になっています。9月
の遠野祭りにも神大の旗を立てて練り歩いてきました。もちろんこ
んなボランティア活動は神大だけです。

学生はすごくたくさんのものを得て帰ってきます。初めて会った
学生が一緒に汗を流し、「同じ釜の飯」？を食い、いろいろ語り合う。
人間的に一皮も二皮も剥けて帰ってきます。明らかに今までとは違
った意識でキャンパスでの、教室での、勉学や活動に取り組んでい
る、そういう学生にたくさん出会います。このボランティア駅伝、
教育活動として大きな成果をあげていると確
信を深めているところです。

マスコミにもたくさん取り上げられまし
た。最近では神奈川新聞（10月7日）、岩手
日報（10月13日）、東京新聞（10月17日）、
さらにNHKでは二回（10月4日、5日）登場
しています。この8月には大学として独自に
本も出版しました。『大学生、ボランティア
の襷をつなぐ』（全230ページ、お茶の水書
房）。また記録映像も作成しました。25分バ

大学祭を終えて

平塚祭

KU“東北”ボランティア駅伝

私は、2011年11月から今までで合計4回ボランテ
ィア駅伝に参加しました。ボランティア駅伝では、
気仙沼・陸前高田での現地視察、たまに涙を浮かべ
ながらも私たちに伝えようと一生懸命お話ししてく
ださる現地の語り部さん、文化財レスキューを始め

とする献本活動。そして、参加者全員で気持ちを共有することので
きるミーティング。全ての行程を通して、毎回違った衝撃を受け、
たくさんの得るものがありました。

初めは、被災された方々になにもすることができなくて、自分の
無力さに悲しみや悔しさを覚えました。ですが、全国から寄付され
た本の存在を知り、一緒に作業した人々と出会うなかで、復興とい
う大きな目標に向かって日本だけでなく世界中のたくさんの人々の
気持ち・力が寄せられていることを感じることができました。

たくさんの人の小さな力がたくさん集まって襷がつながれていく。
私の力も本当に小さいけれど、その中の１つになっていることがと
ても嬉しいです。

私たちが気軽にボランティアに参加できるのも大学の支援がある
からこそ。だからこそ、私たちはたくさんの人に伝えていかなけれ
ばいけないと思います。このボランティア駅伝で得るもの。それは
達成感や充実感だけではありません。たくさん考えるきっかけを与
えてもらいました。たくさんの出会いを与えてもらいました。家族
を大切にしようと思わせてくれました。被災された方々に向けたボ

ランティア活動かもしれないけど、自
分のためになることがたくさん見つか
りました。

今はとにかく参加してよかったと思
います。

（法律学科3年　今村麻里）

参加学生の

声

ージョンと5分バージョン、いずれも好評です。学生と現地の被災者
の方々の心温まるやり取りが満載です。本にしても映像にしてもご
関心のある方は以下にご連絡ください。

■神奈川大学　東日本大震災被災地支援室
bora-shien@kanagawa-u.ac.jp 

このKU東北ボランティア駅伝、父母の皆さん、OBの皆さんの参
加も歓迎です、上記支援室にご連絡ください。駅伝はまだまだ続き
ます。

ところで走るほうの箱根駅伝、正月2日、3日、こちらのほうの応
援もよろしくお願いします。

(神奈川大学副学長/KU東北ボランティア駅伝統括　石積　勝)

11月3日（土）4日（日）の両日、神奈川大
学横浜キャンパスにて第14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」と「地域密着」をコンセプトに、神大生

と来場者のつながりをもっと大切にし、過去の歩みに満足することなく「神
大フェスタ」が更に発展できるよう願いを込めて「Step up★」というテ
ーマを掲げました。当日は、数多くの団体に参加して頂き、およそ
20,000人もの方に足を運んで頂きました。

華麗なる演奏とステージ看板の除幕
が行われた「オープニングセレモニー」
にて神大フェスタの幕開けを告げ、メ
イン企画である「神大スター決定戦」
「ミス＆ミスター神大コンテスト　in横
浜キャンパス」が大変な盛り上がりを
見せました。また、神大生に普段の講
義では聞けないような話を提供したい
との目的で、声優や作家をお呼びした
「スペシャル講演～興味探求～#神大フェスタ」、神大のサークルやゼミ、部
活動代表のNo.1を決める「チキチキ神大チキンレース」、ゲームを通じてお
互いの愛を深める「ラブラブカップルさんいらっしゃい！」といった新企画
も行い、ステージに華やかな花を添えました。

また、5つのエリアに分け、タテとヨコのキーをヒントに答えを見つける
「神大クロスワード」、ぼく・わたしの住む地域の好きなところをテーマに近
隣の小中学校に協力頂いて作り上げた「アートモビール」、東北地方に笑顔
とメッセージをモザイクアートにして届ける「スマイルアート」、体全身や
頭を使ってタイムを競う「神大番付」、「脱出ゲーム」も行い幅広い年齢層の
方に楽しんで頂きました。
他にも、神大生の日頃の活動発表の場である「サークル・ゼミ発表」が学

内各所で行われ、「飲食店」や「フリーマーケット」といった地域の方にも
参加して頂いた企画も神大フェスタを一層盛り上げました。
「来年もまた来たいな」と思っていただけるような大学祭をつくっていき

ますので、これからも更に進化していく「神大フェスタ」にご期待ください。

神大フェスタ



8

これからの大会予定

【レスリング部】
●天皇杯 全日本レスリング選手権大会

12月21日(金)～23日(日)　代々木競技場・第二体育館
【應援指導部】
●第24回全日本学生チアリーディング選手権大会

12月8日(土)～9日(日)　国立代々木競技場　第1体育館
【卓球部】
●第6回関東学生卓球チームカップＡブロック

12月10日(月)～11日(火)　駒沢屋内球技場
●第47回会長杯争奪卓球大会

12月5日(水)～21日(金)　横浜市・戸塚スポーツセンター　他
【管弦楽団】
●第61回定期演奏会

12月23日(日)　鎌倉芸術館
【女子サッカー部】
●第21回全日本大学女子サッカー選手権大会

12月26日(水)～29日(土)　兵庫県三木総合防災公園
【水泳部】
●第14回かながわゆめ国体開催記念

12月8日(土)～9日(日)　さがみはらグリーンプール
●第89回日本選手権水泳競技大会

4月11日(木)～14日(日)
新潟県・ダイエープロボスフェニックスプール

【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

12月8日(土)　アミノバイタルフィールド
【スケート部スピードスケート部門】
●第68回国民体育大会　冬季大会

1月26日(土)～31日(木)　江戸川区スポーツランド
●第60回

全日本都道府県対抗ショートトラックスピードスケート競技会
3月8日(金)～10日(日)
帝産アイススケートトレーニングセンター

【陸上競技部】
●第89回東京箱根間往復大学駅伝競走

1月2日(水)～3日(木)　東京～箱根
●第48回千葉国際クロスカントリー大会

2月10日(日)　昭和の森
●第16回日本学生ハーフマラソン選手権大会

3月3日(日)　立川駐屯地～昭和記念公園
【吹奏楽部】
●第48回定期演奏会

1月6日(日)　横浜みなとみらいホール(大ホール)

戦績報告
【空手道部】
●第67回国民体育大会空手道競技大会

10月6日(土)～8日(月)
岐阜県多治見市総合体育館
金井　隼人　英文4
成年男子　形個人戦　3位

【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　
9月16日(日)～10月27日(土)
第18節終了時点　11位

●湘南ベルマーレ(J2)に入団内定
村岡 拓哉　人間科学4

【女子サッカー部】
●第26回関東大学女子サッカーリーグ戦

8月26日(日)～11月3日(土) 6位
【水泳部】
●第85回　関東学生選手権水泳競技大会

8月4日(土)～8月6日(月)
千葉県国際総合水泳場
久保木　怜　人間科学4
200M背泳ぎ　　　　　　　優勝
渡辺　耶唯　人間科学2
100Mバタフライ　　　　　優勝
200Mバタフライ　　　　　優勝
大関・中熊・馬渡・赤崎
400Mフリーリレー 　　　  優勝
女子総合    　　　　　　　   優勝

●第88回日本学生選手権水泳競技大会
9月7日(金)～9日(日)　東京辰巳国際水泳場
久保木　怜　人間科学4　100M背泳ぎ 3位

200M背泳ぎ 優勝
渡辺　耶唯　人間科学2　200Mバタフライ 3位
松尾　美鈴　現代ビジネス1　400M個人メドレー 3位
大関・中熊・馬渡・赤崎　400Mフリーリレー 2位
大関・山下・渡辺(耶)・赤崎　800Mフリーリレー 3位

【スケート部スピード部門】
●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)
帝産アイススケートトレーニングセンター
小黒　義明　人間科学4　500m 1位

1000m 1位
齋藤　　悠　人間科学1　1500m 1位

3000ｍ 3位
齋藤　仁美　人間科学4　1000m 1位

1500m 1位
小黒・岡田・島根・齋藤　男子5000Mリレー 3位
女子団体 優勝
男子総合 3位
5000Mリレー 3位

【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)
秋田県　横手市　
グリーンスタジアム横手
大森球場
大仙市　大曲球場他
3位

●第33回東日本大学軟式野球選手権大会
11月12日(月)〜11月16日(金)
サーティーフォー相模原球場、　大田スタジアム他　 優勝
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【ボディビル部】
●第53回関東学生ボディビル選手権大会

10月13日(土)
団体対抗戦 2位

●第47回全日本学生ボディビル選手権大会
10月27日(土) 南大沢文化会館
団体対抗戦 2位

【レスリング部】
●文部科学大臣杯2012年度

全日本学生レスリング選手権大会
8月23日(木)～26日(日)
堺市金岡公園体育館
袖山　達成　国際経営3
グレコローマン66kg 第3位

●文部科学大臣杯平成24年度
全日本大学レスリング
グレコローマンスタイル選手権大会
10月18日(木)～19日(金)
駒沢オリンピック公園総合運動場体育館
小田桐史明　国際経営4　グレコローマンスタイル66kg級 第5位
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