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6月23日（日）に平成25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410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、589組941名の参加がありました。また、体育館の特設会場で懇親会が開催され、昼食時のひと時を学部学科ごとに

集ったご父母と学長をはじめとする教職員が歓談いたしました。

ここで、定時総会の様子をご報告いたします。議事に先立ち西脇会長の挨拶があり、役員紹介後、会長が議長となり、

審議に入りました。

平成25年度（第38回） 後援会定時総会報告

近藤副会長より、平成24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。

近藤副会長からは、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。

続いて林部監事より監査報告があり、平成24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。
なお、総会でご質問のありました収支決算報告の詳細につい

ては、次ページに記しましたので、ご参照ください。

I 平成24年度事業報告及び決算報告

１．会議の開催
●総会　   平成24年   6月17日(日) 10：00～10：40

●役員会
第1回　平成24年   5月12日(土) 14：30～16：30
第2回　平成24年   6月17日(日) 11：00～11：15
第3回　平成24年11月10日(土) 11：00～12：30
第4回　平成24年12月15日(土) 14：00～14：30
第5回　平成25年   1月12日(土) 14：00～16：05

●委員会
平成24年12月15日(土) 14:40～16:10
①　企画・財政委員会　
②　広報委員会

２．会費の徴収
平成24年度会費の徴収は大学に委託。

３．会員期間満了案内
平成24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　
「平成24年度父母懇談会開催報告」参照。

５．課外活動の援助　
大学に指定寄付として4,700万円を寄付。

６．奨学事業の援助　
大学に指定寄付として3,900万円を寄付。

７．学生福利厚生事業の援助
（1）横浜キャンパス花苗プランター植え替え ……………1,185,886円
（2）大学祭実行委員会助成金(神大フェスタ・平塚祭) ……1,200,000円
（3）陸上競技部の活躍を讃える会・駅伝報告会協賛金………300,000円
（4）課外活動団体の活躍を讃える会協賛金 …………………200,000円
（5）卒業祝賀会への協賛金 …………………………………3,500,000円

合　　　　　　計 …………………………………………6,385,886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」73号、74号を発行。
「神奈川大学サポートガイド」「ご父母の皆様へ」を発行。
後援会ホームページの更新、及びリニューアルの実施。

11．積立金
後援会積立金として2,000万円を積立。　

II 役員の改選

任期満了となる監事について、柴田副会長から説明がなさ
れ、会則第8条第１項に基づき、林部正明氏・水鳥川麻美子氏
が推薦され、承認されました。

III 平成25年度事業計画及び収支予算

平成24年度事業計画及び収支予算について川嶋副会長より説
明がなされ、原案のとおり承認されました。

なお、総会でご質問のありました収支予算の詳細について
は、5ページに記しましたので、ご参照ください。

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）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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●収入の部　　  　　　　　　　　　　　　　　       （単位：円）

予算額

178,100,000

178,100,000

295,000

65,000

230,000

38,238,137

216,633,137

決算額

179,300,000

179,300,000

290,401

87,401

203,000

38,238,137

217,828,538

差　異

△1,200,000

△1,200,000

4,599

△22,401

27,000

0

△1,195,401

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.   前年度繰越金

当年度収入合計

平成24年度収支計算書

自平成24年4月１日  至平成25年3月31日

差　異

1,276,767

254,401

69,577

308,037

34,159

144,950

448,900

16,743

15,671,233

3,195,199

102,631

42,163

402,778

632,849

1,978,853

20,889

15,036                

11,847,802

3,000,000

0

8,614,114

233,688

0

628,232

86,427

249,955

50,000

50,000

191,850

0

4,000,000

△22,143,401

△1,195,401

決算額

10,572,233

710,599

654,423

211,963

85,841

1,155,050

7,741,100

13,257

149,167,767

40,073,801

602,369

297,837

11,256,222

17,167,151

10,706,147

29,111

14,964

98,252,198

47,000,000

39,000,000

6,385,886

2,866,312

3,000,000　　

10,841,768

5,423,573

5,310,045

0

0

108,150

20,000,000

0 

38,088,538

217,828,538

予算額

11,849,000

965,000

724,000

520,000

120,000

1,300,000

8,190,000

30,000

164,839,000

43,269,000

705,000

340,000

11,659,000

17,800,000

12,685,000

50,000

30,000

110,100,000

50,000,000

39,000,000

15,000,000

3,100,000

3,000,000　　　　　

11,470,000

5,510,000

5,560,000

50,000

50,000

300,000

20,000,000 

4,000,000

15,945,137

216,633,137

●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.　予備費

5.　次年度繰越金

当年度支出合計

１年生から4年生までの会費収入
です。

銀行預金利息、総会のお祝い金、
寄付金などです。支払資金も定期
預金で運用しています。

平成24年度から繰り越された現
金・預金です。

課外活動援助費の内訳
・課外活動援助費（3,600万円）
・課外活動奨励金（1,100万円）

奨学金援助費の内訳
・東日本大震災支援募金　　　　　　　　　
（1,000万円）
・米田吉盛教育奨学金
（1,000万円）
・課外活動特別奨学金
（1,300万円）
・神奈川大学後援会給付奨学金
（600万円）

学生福利厚生援助費の内訳
・キャンパス花苗プランター植え
替え(1,185,886円）

・大学祭実行委員会助成金(神大フ
ェスタ・平塚祭)(1,200,000円)

・陸上競技部の活躍を讃える会・
駅伝報告会協賛金(300,000円）

・課外活動団体の活躍を讃える会
協賛金（200,000円）

・卒業祝賀会への協賛金
（3,500,000円）

9月、3月にそれぞれ学生の成績通
知表を発送しております。ご父母
への発送費は、後援会で負担して
おります。

翌年度に繰り越す現預金です。

通信運搬費、印刷費、渉外費は、
任期満了の会員に送付する礼状の
印刷、記念品のキーホルダーの購
入費、発送費が主な支出となりま
す。任期満了会員は９月期、３月
期の合計は約4,000名弱となりま
す。その他に役員会の運営経費も
含まれています。

父母懇談会は、大学の情報を直接
お知らせし、大学を身近に感じて
いただくことや、会員間の懇親を
目的として、後援会の重要事業に
位置づけられています。懇談会で
は「学修」「就職」など学生生活
全般の説明と「個別面談」も実施
しています。平成24年度は横浜、
湘南ひらつかキャンパス、地方26
会場で実施いたしました。地方会
場には、大学のご支援により学
長、副学長を筆頭に開催地の出席
状況により職員の皆様にご協力い
ただいています。平成24年度は地
方の参加者の増加を見込んでいま
したが、平成23年度並みの出席者
となったため、会議費、会場費が
減額となり、出張者もそれに伴い
減員した結果319万余の予算の未
執行となりました。

・課外活動援助費については、公
認クラブが全国大会等へ出場する
際の援助やクラブ独自に開催する
コンサートや発表会を開催するた
めの課外活動援助金と、優秀な成
績を修めた個人や団体に対する課
外活動奨励金がありますが、平成
24年度課外活動奨励金の個人の奨
励金が大学で実施した「米田吉盛
教育奨学金」の「自己実現・成長
支援奨学金」と重複するため、平
成24年度は、執行を取り止めた結
果300万円の予算の未執行となり
ました。
・福利厚生援助費の執行状況は、
事業計画に記載していますが、後
援会が寄贈した横浜キャンパス
「ラックスホール」（19号館食
堂）の机と椅子が老朽化してお
り、入れ替えを計画していました
が、法人より床面のリニューアル
工事を平成25年度に計画している
ため翌年度に延期の依頼がありま
したので、平成25年度予算に計上
いたしました。
・DVD制作協力費は、大学に学生
生活の紹介DVDの作成を依頼し、
地方で来校できないご父母や、横
浜・湘南ひらつかキャンパスの個
別面談の待ち時間に上映しており
好評を得ています。

「神奈川大学サポートガイド」、「後
援会報」（年2回）の印刷および発送
費の支出とホームページの更新費
です。
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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

監査報告書

平成24年度父母懇談会開催報告

208,132
20,000,000

357,731

20,000,000

20,208,132

357,731

20,000,000

20,208,132

20,357,731
149,599

38,238,137
38,088,538

正味財産増減計算書
自平成24年4月１日  至平成25年3月31 日   （単位：円）

金　　　　　額

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 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

合　　　　計

財産目録

平成25年3月31日現在 （単位：円）

金　　額

367,837

197,720,701

198,088,538

57,720,701

55,559,137

799,835

1,081,620

280,109

140,000,000 

40,000,000

20,000,000

60,000,000

20,000,000

内　訳

198,088,538

160,000,000

38,088,538

198,088,538

198,088,538

40,000,000

120,000,000

367,837

57,720,701

140,000,000

40,000,000

120,000,000

貸借対照表

平成25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            

開催日 開催地 会　場 出席者
組数 人数

5月27日 日 新潟市 ホテルイタリア軒 64 93
6月  2日 土 札幌市 京王プラザホテル札幌 33 43
6月  2日 土 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 金沢市 金沢都ホテル 24 37
6月  9日 土 福岡市 博多エクセルホテル東急 28 40
6月10日 日 那覇市 ロワジールホテルスパタワー 18 30
6月23日 土 福井市 福井パレスホテル 12 15
6月24日 日 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 水戸市 三の丸ホテル 63 89
6月30日 土 山口市 新山口ターミナルホテル 12 14
7月  1日 日 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 山形市 ホテルメトロポリタン山形 60 80
7月  8日 日 郡山市 郡山ビューホテル 57 83
7月15日 日 大阪市 ホテルグランヴィア大阪 15 23
7月16日 月・祝 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 静岡市 ホテルセンチュリー静岡 71 105
8月25日 土 長野市 ホテル国際 21 72 109
8月26日 日 甲府市 アーバンヴィラ古名屋ホテル 40 62
9月  1日 土 高崎市 高崎ビューホテル 53 80
9月  1日 土 長崎市 長崎全日空ホテルグラバーヒル 14 23
9月  2日 日 宇都宮市 宇都宮グランドホテル 68 107
9月  2日 日 佐賀市 ホテルニューオータニ佐賀 10 15
9月  8日 土 仙台市 ウェスティン仙台 55 83
9月  9日 日 秋田市 秋田パークホテル 21 30
9月16日 日 徳島市 グランドパレス徳島 8 13
9月17日 月・祝 高松市 全日空ホテルクレメント高松 11 13

地方父母懇談会（25道府県　26会場）計 949 1,384
全会場合計 1,698 2,573

開催日 会　場 出席者
組数 人数

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

貸借対照表の詳細説明
・経理規程により備品等の固定資産を持たないことになっているた
め、現預金の計上となっています。

・前受金は、平成25年度の入学会員の会費です。
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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.　予備費

5.　次年度繰越金

当年度支出合計

●収入の部　　　　　　　　　　　　　　　　　       （単位：円）

予算額
177,520,000

177,520,000

283,000
80,000

203,000

38,088,538

215,891,538

前年度予算額
178,100,000

178,100,000

295,000
65,000

230,000

38,238,137

216,633,137

増　　減
△580,000 

△580,000

△12,000
15,000

△27,000

△149,599

△741,599

科　　目
1.   経 常 収 入

会　　費

2.   雑　収　入
受取利息
その他の収入

3.   前年度繰越金

当年度収入合計

平成25年度収支予算書
自平成25年4月１日  至平成26年3月31日

増　　減

△11,000

△ 24,000

13,000

△ 95,000

△ 20,000

0

115,0000

0

△ 16,979,000

41,000

△ 25,000

152,000

1,547,000

△ 670,000
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●支出の部　　　　　　　　　　　　　　　　　       （単位：円）

備考

備考

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
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23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27日（日）
・大学の協力を得て昨年同様、平塚祭と同日に実施する。

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。
・静岡県は、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60名を超える会場で昼食会場が別に確
保できる会場は、懇親会（昼食）を立食形式で開催する。

2. 寄付事業
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」に沿
い、次の寄付を行う。
（1）課外活動の援助

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）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）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。

（5）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。

3.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。

4. 広報事業
（1）「神奈川大学サポートガイド」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月下旬に2年〜4年、5月上旬に1年生に発送し、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
新入生ご父母向けの案内用冊子として、入試合格者に対し10
月から発行する。

（4）ホームページ
年3回の更新を行う。平成25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。（必
要に応じて追加で更新する。）

（5）facebookを開設する
後援会、大学の情報を発信する。

5. その他
会員期間終了の案内として、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。

平成25年度事業計画

※①事業費の詳細説明
・父母懇談会費は、横浜・湘南ひらつかキャンパス、地方29会場で実施いた

しますが、前年度と比べ在学生数が少ない県が多いため、支出は昨年並み
の予算を計上しています。

・援助費は、課外活動奨励金が当初5年計画として5年間経過したこと、平成
24年度課外活動奨励金の個人の奨励金が大学で実施した「米田吉盛教育
奨学金」の「自己実現・成長支援奨学金」と重複することを考慮し、平成
25年度は廃止したため減額しました。

・奨学金援助費は、神奈川大学東日本大震災支援募金の募集が終了したため
減額しました。

・学生福利厚生援助費は、前年度執行予定の横浜キャンパス「ラックスホー
ル」（19号館食堂）の机と椅子の入れ替えが当年度に繰り延べをしたた
め増額しました。

※①
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昼食を挟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、職員がご説明させていただきます。

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「神奈川大学サポートガ
イド」（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

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、各地域へ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、学生生活・学修・就職等
についてご説明致します。ご父母や保証人の方々が、神奈川大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23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、941名の皆様にご参加いただきました。

今年も昨年と同様に、2会場にわかれて学長挨拶及び就職説
明会が行われました。

13号館（体育館）で行われた昼食を兼ねた懇親会では、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、各施設を見ていただきまし
た。

本年度の地方懇談会は、全国29会場を予定しており、5月
25日の茨城（三の丸ホテル）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「神奈川大学
サポートガイド」を参考に、映像資料を交えながら、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。

湘南ひらつかキャンパス
◆開  催  日　10月27日（日）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「神奈川大学サポートガイド」（P21）の申込書
及び専用封筒をご利用いただき、10月7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。

2013  父 母 懇 談 会

地方父母懇談会

横浜キャンパス

学修説明会 個別面談

全体会 学長挨拶

学長挨拶 → 就職
説明会 → 学科別学

修説明会 → 昼食
（懇親会）→ 個別面談

開催日 曜日 開催地 会　　場

8月31日 土 宮崎市 ホ テ ル ス カ イ タ ワ ー

8月31日 土 高知市 高 知 パ レ ス ホ テ ル

9月   1日 日 大分市 大分全日空ホテルオアシスタワー

9月   1日 日 松山市 松 山 全 日 空 ホ テ ル

9月   7日 土 浜松市 グ ラ ン ド ホ テ ル 浜 松

9月   8日 日 大阪市 ホ テ ル グ ラ ン ヴ ィ ア 大 阪

9月   8日 日 金沢市 金 沢 都 ホ テ ル

9月14日 土 名古屋市 名古屋マリオットアソシアホテル

9月15日 日 四日市市 プ ラ ト ン ホ テ ル 四 日 市

9月16日 月・祝 静岡市 ホ テ ル セ ン チ ュ リ ー 静 岡
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第15回  神大フェスタ

■日　程：11月2日（土）・11月3日（日）
■テーマ：「15一会(いちごいちえ)」

今年の神大フェスタは、たった2日間しかない来場者との出会いを
大切にしていきたいという考えのもと「15一会(いちごいちえ)」とい
うテーマを掲げました。また、今年の神大フェスタを創っていくなか
で神大フェスタに関わってくれた方々全員が楽しめる大学祭を目指
していきます。

昨年は2日間でおよそ20,000人の方に来場して頂きました。当日
は学内全域でサークルやゼミなどで様々なパフォーマンスや日々の
活動の成果を見ることができます。また、今年も中庭ステージや体育
館、グラウンドなどでも企画も行われ、多数の新企画もご用意してい
ます。そして、大学祭にとってかかすことのできないフリーマーケッ
トや飲食店なども行われます。必ず楽しめること間違いなしの第15
回神大フェスタに是非皆様お越しください。

2013平塚祭（第25回）

■日　程：10月26日（土）・27日（日）
■テーマ：「ceremony」

平塚祭は25回目となりました。これを機会に毎日通っているこの
大学を誕生日の形でお祝いすると同時に、これからの平塚祭をさらに
盛り上げ、来てくださった方々に楽しんでもらえるように進展と発展
をし続けていくため、今年は改めてその決意を持って実行する始まり
の年にしたいと思い、このテーマにしました。

今年も、恒例のビンゴ大会や、芸能人による催し物に加え、高校生バ
ンドなど例年よりも多く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、展示など子どもから大人まで楽し
める企画をご用意しています。

ぜひ、平塚祭にご来場ください。

今 年 の 大 学 祭

神奈川大学安否確認システムのご案内
「大学・学生・保護者」間で安否確認が迅速に行える「安否確認システム」を導入することになりました。

このシステムでは、携帯電話のメールおよびインターネット機能を利用し、災害最新情報の提供や、保護者
へ安否確認メール配信が行えます。
※学生による登録が必要となりますので、ご周知頂き、是非ご活用ください。
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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(土) ………………………………後期授業開始
● 9月28日(土)  ………………………………9月期卒業式
●10月26日(土)、27日(日) ………………平塚祭
●11月   2日(土)、   3日(日)  ………………神大フェスタ
●12月21日(土)  ………………………………授業終了
● 1月   6日(月) ………………………………授業開始日
● 1月25日(土) ………………………………後期授業終了
● 1月27日(月)〜2月1日(土)  ……………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。(神奈川大学サポートガイドP48〜49参照）

①　神奈川大学後援会給付奨学金【給付】
9月26日（木）～9月27日（金）

②　（一社）神奈川大学宮陵会給付奨学金（2期募集）【給付】
9月26日（木）～9月27日（金）

③　神奈川大学激励奨学金【給付】
10月3日（木）～10月4日（金）

④　神奈川大学海外活動支援奨学金（2期募集）【給付】
12月19日（木）～12月20日(金)

⑤　神奈川大学指定資格取得・進路支援奨学金【給付】
2014年1月14日（火）～1月17日（金）

⑥　神奈川大学自己実現・成長支援奨学金【給付】
2014年1月14日（火）～1月17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 大学基準協会からの適合認定
神奈川大学及び神奈川大学法科大学院は、公益財団法人大学基準協会より、法令に
より定められている認証評価を受審し、基準に適合しているとの評価をうけまし
た。詳細は、本学ホームページに公開しています。

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、2013年1月17日、株式会社日本格付研究所（JCR）から

昨年に引き続き長期発行体格付「AA（ダブルAフラット）」を取得し、格付の見通
しは「安定的」とされました。詳細は、本学ホームページに公開しています。

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

■ 「神奈川大学－本学の情報」情報公表サイトの充実
本学は、社会に対して説明責任を果たすべく教育研究活動等に関わる情報をホーム

ページで積極的に公表しています。
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。

神奈川大学箱根保養所のご案内
箱根金時山のふもと、仙石原にあります箱根保養所は、ご父母の皆様もご利用頂けます。是非ご家族でおでかけください。

2011年4月にリニューアルオープンいたしました。

ご宿泊1泊2食付き
大人(中学生以上)　…………6,090円
子供(小学生)　………………2,625円
〒250-0631
神奈川県足柄下郡箱根町大字仙石原1104-1
TEL：0460-84-9611
直接箱根保養所へご連絡ください。
ご利用の詳細等につきましては、箱根保養所ホームページで
ご確認いただけます。
URL：http://www.jindai-hakone.com

ご利用
料金

箱根
保養所

お申込み
お問合せ


