
2013 ● No.76 ●

CONTENTS
2013年父母懇談会開催報告 ……………P2〜3
就職活動について …………………………P4〜5
2013年課外活動報告 ……………………P6〜7
健康管理について・学生相談室・新役員紹介 …P8



5月25日茨城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。
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。
出席することで、ご子息ご息女と学修・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ので、
是非次年度以降もご出席ください。

全国31会場にて2,679名のご父母の皆様にご参加いただきました

②

学修説明（横浜キャンパス）個別面談（横浜キャンパス）



2013年 父母懇談会開催報告 2014年 父母懇談会開催予定地

◆ 参加アンケートより ◆ 
●総会において、地方における懇談会開催の必要性について経

費的面からの意見があったが、本学まで来られない地方の父
兄には大変ありがたい事業である。地方での開催において、
なるべく多くの出席者を得られる努力をお願いし、今まで通
り継続して実施していただきたい。（横浜キャンパス　自治行政2年）

●学修説明会は、ひとつひとつ丁寧に説明してくださり、1年の
ときに参加されると大きな信頼になっていいと思いました。
（湘南ひらつかキャンパス　国際経営4年）

●子供から直接話すことがあまりなく、いつもメールで必要事
項しか言ってもらえないので、大学のことが全く分からない
状態です。父母会を開催されて直接お話しを聞くことで不安
や悩みもなくなりました。年1度ではありますが、継続して父
母懇談会を開催してほしいと思っています。（広島　法律2年）

●2年次で初参加でしたが、前年参加しておくべきでした。後悔
しております。情報がたくさんで大変よかったです。（新潟　生
物科学2年）

●2回目の出席になります。息子のことを案じながらも、神奈川
まで出かけられず仕事に追われての毎日です。説明会を催し
てくださることで、近くに行けた様な気がして有難く思いま
す。今後ともよろしくお願いいたします。（熊本　経済3年）

開催日 開催地 会場 参加
組数 人数

5月25日(土) 茨城県 水戸市 三 の 丸 ホ テ ル 67 93
5月26日(日) 千葉県 千葉市 三 井 ガ ー デ ン ホ テ ル 23 36
6月  1日(土) 群馬県 高崎市 高 崎 ビ ュ ー ホ テ ル 54 74
6月  2日(日) 長野県 長野市 ホ テ ル 国 際 21 82 121
6月  8日(土) 北海道 札幌市 札 幌 プ リ ン ス ホ テ ル 40 52
6月  9日(日) 福岡県 福岡市 ホテルクリオコート博多 23 33
6月15日(土) 埼玉県 さいたま市 ラ フ レ さ い た ま 23 31
6月16日(日) 新潟県 新潟市 ホ テ ル イ タ リ ア 軒 75 120
6月29日(土) 岡山県 岡山市 岡 山 ロ イ ヤ ル ホ テ ル 13 19
6月30日(日) 広島県 広島市 ホテルＪＡＬシティ広島 18 27
7月13日(土) 宮城県 仙台市 仙 台 サ ン プ ラ ザ ホ テ ル 68 105
7月14日(日) 青森県 青森市 ホ テ ル 青 森 19 28

7月15日(月・祝) 岩手県 盛岡市 ホ テ ル 東 日 本 33 51
8月 3日(土) 鹿児島県 鹿児島市 鹿児島サンロイヤルホテル 12 18
8月 3日(土) 鳥取県 鳥取市 ホテルニューオータニ鳥取 10 15
8月  4日(日) 島根県 松江市 松江ニューアーバンホテル2号館 7 11
8月  4日(日) 熊本県 熊本市 ホテルニューオータニ熊本 18 23
8月10日(土) 栃木県 宇都宮市 東 武 ホ テ ル グ ラ ン デ 56 83
8月11日(日) 山梨県 甲府市 アーバンヴィラ古名屋ホテル 42 67
8月31日(土) 宮崎県 宮崎市 ホ テ ル ス カ イ タ ワ ー 13 17
8月31日(土) 高知県 高知市 高 知 パ レ ス ホ テ ル 12 16
9月  1日(日) 大分県 大分市 大分全日空ホテルオアシスタワー 10 12
9月  1日(日) 愛媛県 松山市 松 山 全 日 空 ホ テ ル 14 19
9月  7日(土) 静岡県 浜松市 グ ラ ン ド ホ テ ル 浜 松 41 66
9月  8日(日) 石川県 金沢市 金 沢 都 ホ テ ル 38 61
9月  8日(日) 大阪府 大阪市 ホテルグランヴィア大阪 8 12
9月14日(土) 愛知県 名古屋市 名古屋マリオットアソシアホテル 38 55
9月15日(日) 三重県 四日市市 プラトンホテル四日市 10 16

9月16日(月・祝) 静岡県 静岡市 ホテルセンチュリー静岡 74 124
計　29会場 941 1,405

6月23日(日) 横浜キャンパス 587 939
10月27日(日) 湘南ひらつかキャンパス 184 335

総　合　計 1,712 2,679

北海道 札幌市
宮城県 仙台市
茨城県 水戸市
栃木県 宇都宮市
群馬県 高崎市
新潟県 新潟市
石川県 金沢市
山梨県 甲府市
長野県 長野市

静岡県 静岡市
浜松市

愛知県 名古屋市
大阪府 大阪市

広島県 広島市
福岡県 福岡市
山形県 山形市
秋田県 秋田市
福島県 郡山市
富山県 富山市
福井県 福井市
山口県 山口市
徳島県 徳島市
香川県 高松市
佐賀県 佐賀市
長崎県 長崎市
沖縄県 那覇市

③

後援会長挨拶（湘南ひらつかキャンパス）

就職説明（新潟会場）個別面談（湘南ひらつかキャンパス）

個別面談（名古屋会場）懇親会（横浜キャンパス）全体会（仙台会場）



④

※2016年3月（現2年次生）卒業から時期が後倒しとなります。エントリーは3年次生の3月から、選考は4年次生の8月からとなります。

▶▶▶１～2年次生の保護者の方へ
神奈川大学では、学業はもちろん、課外活動にも積極的に参加して社会への視野を広げるよう支援しています。ボラ
ンティアや留学、インターンシップなど学生が「自ら考え、行動」できるものに、真剣に取り組んでおきましょう。
またアルバイトは、将来をイメージし、将来に役立つアルバイトを選択するようアドバイスをお願いいたします。

▶▶▶3～4年次生、大学院生の保護者の方へ
「就職がまだ決まらない」、もしくは「これから就職活動なんだけど、決まるかしら…」といった不安をお持ちの保護
者の方はいらっしゃると思います。しかし、不安なのはお子さんも一緒です。レールを敷いてあげたい気持ちをぐっ
と我慢して、状況を確認しながら見守ってください。初めはおぼつきませんが、どの学生も就職活動を通じてさらに
成長し、自らの力で社会に羽ばたいていきます。

保護者の方は身近なキャリアカウンセラーです
お子さんがこんな悩みを話したらそっとアドバイスしてあげてください。

自分の長所・短所が分からない。うまく自己ＰＲ
できない。
20数年間育ててきて、お子さんのことをよくわか
っているのは、保護者の方です。『あなたは小さい

時から細かいことでも粘り強く最後までやる子だった
よ』とか『部活でみんなをまとめることが上手だったよ』
などと本人が気づいていない良い点を教えてあげてくだ
さい。お子さんに自信を与えるのは保護者のひと言です。

将来、何をしたいのかわからない。

どんなことに興味があるのか？何が好きな子だっ
たのか？一緒に思い出してみてください。また、

保護者の方が、どのような経緯で今の仕事をすることに
なったのか、またどのようなところが仕事をしていてや
りがいを感じているのかなどをお話されるのも、大変勉
強になります。

地元に帰った方がいいのか悩んでいます…。

地方出身学生は、まず初めに悩む点です。ご家庭
の事情はあるかと思いますが、まず本人の希望を

聞いてあげてください。その後で、ご家族はどのように
思っているのか、お互いにすり合わせながら進めていけ
るのが一番です。
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A
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1.自己分析 2.業界･職種研究 3.エントリー 4.選　　考 5.内　　定

2013/12/1 2014/4/1

就職活動について
東京オリンピックも決まり、景気も雇用も上向き………と思っていらっしゃる方も多いかもしれま

せん。しかし一方で、企業は「厳選採用を継続する」との姿勢を崩していません。つまり、現在の就
職活動の環境が大幅に改善されることは期待できないでしょう。そのため、企業が求める「自ら考え
行動できる人材」にお子さんがなれるよう、お子さんの行動についてレールを敷かないように接して
いただきたいと思っています。
2015年3月卒業予定者のスケジュール（現3年次生・大学院1年次生）



⑤

●Uターン就職をするのかどうかの話し合いを持ってください。「きっと」「たぶん」
戻ってくるでは後々にトラブルの原因となります。

●地方には、発展している業界とほとんど発展していない業界とがあります。職種
（営業や事務、技術など）を中心に、就職活動を展開する方法も視野にいれる必
要があります。

●地元に本社のある企業でも全国展開しているために、勤務地は違う地域になるこ
ともあります。勤務地をしっかり確認しましょう。

●東京都内のＵターンオフィス、地元の新卒応援ハローワークも有効活用しましょ
う。【神奈川大学サポートガイドP84参照】

●神奈川大学ではＵターン就職向けのガイダンスや合同企業説明会、その他資料も
県ごとに整備してあります。積極的に活用してください。

～神奈川大学最大級の就職イベント～内定者続出です～
神奈川大学からの採用実績企業を中心に、約500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。
【実施日】

12月1日（日）　8日（日）　15日（日）　24日（火）　26日（木）
2月3日（月）　5日（水）　12日（水）

午前の部　10:00〜13:00    午後の部　14:30〜17:30　（午前と午後で参加企業が異なります。)
【場　所】

横浜キャンパス　20号館(12/8のみ8＆23号館）、2月は2号館
【参加企業】

スズキ、日本生命、京セラ、大塚製薬ほか1日あたり約60社。
※詳細は就職課掲示板及びKＵキャリアナビでお知らせしています。（学生のみ閲覧可能）

▶採用継続中の企業は、まだ多数あります。一人で悩むこ
となく、まずはお気軽に就職課を訪ねてください。専門
相談員が親身に相談に応じるほか、求人紹介、書類対策、
模擬面接なども随時実施しています。

■ 2014年3月卒業 ■
就職先が決まっていない
学生の保護者のみな様へ

神大就活ピアサポーターとは？

オープンセミナーとの違いは？

Ｕ
タ
ー
ン
就
職
の

ポ
イ
ン
ト

2015年3月卒業生対象
合同企業説明会≪横浜・湘南ひらつかキャンパス合同開催≫　

？「神大生の　神大生による　神大生のための就職活動支援」です。内定を獲得し
た4年次生が、1〜3年次生の疑問・質問にお答えします。就活は何からはじめた
らいいの？　就活の流れってどうなっているの？　などなど、先輩だからこそ
聞ける質問や悩みなど、どんどん聞いていただいて結構です。相談ブースや就
活イベントなど、随時開催していきます。

神奈川大学の学生を採用をしたいという企業が集まっています。大規模イベント会場で行われるオープンセミ
ナーとは、採用担当者と接触できるチャンスが格段に違います。ぜひ学内で行われる合同企業説明会に積極的
に参加するようアドバイスをお願いします。
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レスリング部
阪部 創選手が
アジア・ジュニア選手権大会で
銅メダル!!
(6月13日（木）〜16日（日）　タイ・プーケット)

20歳以下対象でアジア各国から代表選
手が出場する「アジア・ジュニア選手権
大会」が行われ、グレコローマンスタイ
ル74kg級日本代表として出場した本学レ
スリング部所属の阪部 創選手（国際経営
2年）は、メダルが掛かった3位決定戦で、
中国選手にテクニカルフォール勝ち、見
事銅メダルを獲得しました。

阪部創選手が全日本学生選手権で
銅メダルを獲得！
(8月20（火）〜23日（金）　東京・駒沢体育館)

全日本学生選手権において、男子グレ
コローマンスタイル74kg級で阪部選手
（国際経営2年）が4試合に勝ち、3位に入
賞で銅メダルを獲得しました。

阪部創選手が第68回国民体育大会で
3位に入賞！
(10月4日（金）〜7日（月）　東京・文京スポーツセンター)

第68回国民体育大会のレスリング競技
会において、和歌山県選抜選手としてグ
レコローマンスタイル74kg級に出場した
本学レスリング部の阪部創選手（国際経
営2年）が3位に入賞しました。

全日本大学選手権で
優勝・準優勝の快挙達成！
(10月17日（木）・18日（金)　駒沢体育館)

「文部科学大臣杯2013全日本大学グレ
コローマンスタイル選手権大会」が開催
され、阪部創選手（国際経営2年）が本学
レスリング部史上3人目となる個人優勝を
果たしました。また、高野智大選手（国
際経営4年）が個人準優勝、レスリング部
として団体5位という好成績を上げまし
た。

【74kg級】
阪部 創選手
優勝

【96kg級】
高野智大選手 
準優勝

「第9回ワールドゲームズ」、
「The 2013 International Surf 
Rescue Challenge」に大島選手が
ライフセービング日本代表選手
として出場
(7月25日（木）〜8月4日（日）　コロンビア・カリ)

【第9回ワールドゲームズ】
ライフセービ

ング競技におい
て、大島 圭介選
手（人間科学2年）
が日本代表とし
て出場しました。
4x50m 障害物
リレー（日本代表
チ ー ム   第1泳
者）、4x50m メド
レーリレー（日本
代表チーム 第3
泳者）ともに9位

(9月19日（木）〜22日（日）　御宿海岸)

【The 2013 International Surf 
Rescue Challenge】
サーフチームレース4位(日本代表チー

ム)、レスキューチューブレスキュー4位
(日本代表チーム)、オーシャンマンリレー
3位(日本代表チーム)

大島選手が第28回全日本学生
ライフセービング選手権大会に
おいてサーフレース優勝！
(9月28日（土）〜29日（日）　千葉県御宿海岸)

「第28回全日本学生ライフセービング
選手権大会」でサーフレースで優勝しまし
た。ほかにもオーシャンマンにおいても決
勝に進出するなど素晴らしい戦績を残し
ています。

第36回
全日本学生軟式野球選手権大会で優勝!
(8月26日（月）〜29日（木）　岐阜県長良川球場・関市民球
場ほか)

「第36回全日本学生軟式野球選手権大
会」において、本学体育会軟式野球部が
11年ぶり5度目の優勝を成し遂げました。

第36回
全日本大学軟式野球選手権大会で
準優勝！
(8月10日（土）〜14日（水）　長野オリンピックスタジア
ムほか)

「第36回全日本大学軟式野球選手権大
会」において、平塚軟式野球部が準優勝
となりました。

第89回
日本学生選手権水泳競技大会で
女子総合5位に入賞！
(9月6日（金）〜8日（日）　広島市総合水泳場)

「第89回日本学生選手権水泳競技大会」
において、水泳部が女子総合5位に入り、
昨年に引き続きシード権を獲得しました。

種目別では女子200ｍ背泳ぎで太田晴
菜選手（人間科学3年）が3位、800ｍ自
由形では渡辺美根選手（人間科学3年）が
3位に入賞しました。

体育会軟式野球部AZURE OCEAN

学生の課外活動報告

バトントワリング

平塚軟式野球部

水泳部

バトントワリングの国際大会に
峯野選手が日本代表として出場！
(8月5日（月）〜11日（日）　オランダ・アルメレ)

バトントワリン
グ競技の国際大会
「第7回WBTFイン
ターナショナルカ
ップ」に、本学の
峯野 聖人選手（人
間科学3年）が日本
代表として出場し、
3バトン【アダルト
部門】で4位入賞と
なりました。
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第68回国民体育大会の
山岳競技部門にて3位入賞！
(10月4日（金）〜6日（日）　東久留米市スポーツセンター)

第68回国民体育大会山岳競技におい
て、山岳部に所属する山内誠選手（人間
科学1年）が神奈川県代表、安田あとり選
手（人間科学1年）が山梨県代表として出
場し、優秀な成績を収めました。
山内　誠・新田龍海 組（神奈川代表）

ボルダリング競技　　第3位
リード競技　　　　　第3位

成年女子　安田あとり・縄重未来 組
（山梨代表）

ボルダリング競技　　第3位
リード競技　　　　　第6位

第90回箱根駅伝本大会出場決定!!
(10月19日（土）　東京･陸上自衛隊立川駐屯地〜立川市
街地〜昭和記念公園)

第90回東京箱根間往復大学駅伝競走
(箱根駅伝)予選会が行われました。

本学陸上競技部駅伝チームは、上位10
名の合計で、最終総合タイム10時間7分
32秒、総合4位で無事予選を通過し、通
算45回目の本大会出場を決めました！

本大会は、2014年1月2日、3日に開催
されます。神奈川大学駅伝チームに、熱
いご声援をお送りください。

第61回全日本吹奏楽コンクールで
金賞を受賞！
(10月19（土）　福岡サンパレス)

本学吹奏楽部は、第61回全日本吹奏楽
コンクール「大学の部」に東関東代表と
して出場し、大学最多となる通算25回目
の金賞を受賞しました。

第36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で
男子総合優勝、女子3位入賞!!
(10月19日（土）・20日（日）　長野県帝産アイススケート
トレーニングセンター)

「第36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」において男
子総合優勝（通算4回目）、女子三位に入
賞しました。

齋藤選手が第26回ユニバーシアード
冬季大会ショートトラックスピード
スケートの日本代表として選出!
(12月11日（水）〜21日（土）　イタリア・トレンティーノ)

本学スケート部スピード部門所属の齋
藤悠選手（人間科学2年）が、第26回ユ
ニバーシアード冬季大会においてショー
トトラックスピードスケートの日本代表
として選出されました!

弘岡選手が日本代表として
「アジアユースパラ競技大会
マレーシア2013」に出場
(10月26日（土）〜30日（水）　マレーシア・クアラルンプール)

「アジアユ
ースパラ競
技大会」に、
弘岡 正樹選
手（人間科
学1年）が
日本代表と
して出場、
陸 上 男 子
100m T34
JUNIORで
金メダルを
獲得しました。

山岳部

陸上競技部

吹奏楽部

スケート部スピード部門

10月26日（土）〜27日（日）
湘南ひらつかキャンパスで開催
今年は、平塚祭が25回目ということで、

「ceremony」というテーマに致しました。
来場者や地域の方々に楽しんでもらえる
ように、改めてその決意を持って活動し
ました。

今年は10月26日（土）27日（日）に、
湘南ひらつかキャンパスにて第25回「平
塚祭」が開催される予定でしたが、26日
は台風で敢え無く断念することになりま
した。しかし、気持ちを切り替え、26日
が中止になってしまった分、例年よりも
綿密に準備を行い満を持して迎えた27日
は無事に平塚祭を成功させることができ
ました。

これからも皆様に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。

11月2日（土）〜3日（日）
横浜キャンパスで開催

11月2日(土)、3日(日)に神奈川大学横
浜キャンパスの大学祭、第15回神大フェ
スタが開催されました。開催するにあた
り、創設当初から変わらない「学生主体」、
「地域密着」の2つのコンセプトのもと、
今年は17000人もの方々にご参加、ご来
場いただきました。神大フェスタ15周年
という節目の年に多くの方々とお会いで
きた、この『15一会』を大切に、来年以
降も神大フェスタを創っていきたいと思
います。これからも神大フェスタをよろ
しくお願いいたします。

平塚祭

神大フェスタ

アジアユースパラ競技大会

フォトライフ提供
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保健管理センターより

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。

学生相談室より

新入生ご父母に募りました後援会運営委員は、
新たに12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　　　松村　　浩さん　

●法学部　　　島崎　鈴子さん　

●経済学部　　澤田　孝予さん　

●経済学部　　杉本　正明さん　

●経済学部　　髙橋　香里さん　

●経営学部　　佐々木信仁さん

●外国語学部　本多　和美さん

●人間科学部　青木　裕美さん

●理学部　　　齊藤　和子さん

●工学部　　　刈谷　陽子さん

●工学部　　　大須賀三郎さん

●工学部　　　君島　秀男さん

新役員紹介

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、保護者に通

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、日頃からの手洗いやうがいなど、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

※「神奈川大学サポートガイド」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。

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

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。

学校感染症予防対策

医師による健康相談（無料）

健康支援

教育講演および講習会

詳細は、下記のホームページをご覧ください。

http://www.kanagawa-u.ac.jp/campuslife/

living/medicalcare/guide/

神奈川大学ホームページ → キャンパスライフ → 

健康と暮らし → 健康管理課（保健管理センター）

詳細は、下記のホームページをご覧ください。
http://www.kanagawa-u.ac.jp/campuslife/living/counseling/guide/
神奈川大学ホームページ　→ キャンパスライフ　→　健康と暮らし　→　学生相談室


