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ごあいさつ
会員の皆様には日頃から後援会活動にご理解とご協力をいただき、誠にありがとうございます。

一期二年を満了し再任のご承認をいただきました。皆様のご支援とご協力により一期目を
務めることができましたことを深く感謝申し上げます。

神奈川大学後援会は大学の維持発展と学生生活の向上に寄与することを目的に、卒業生のご尽力
により昭和 50 年に設立されました。高校までのＰＴＡ活動とは違った活動ですが、現在は父母の会と
して幅広く事業を展開しております。

事業の主なものとしては、横浜・湘南ひらつかキャンパスを初めとする全国各地での父母懇談会の開催、学生の課外活動・
福利厚生に対する援助、大学に対する寄付事業などがあります。その中でも父母懇談会はご父母の皆様と大学を繋ぐ重要な
事業として位置づけております。これからも後援会の重点課題として父母懇談会の内容の充実や出席者の増員を図って
ゆきたいと考えておりますので、是非ご出席くださる様お願いいたします。

ご父母の皆様と大学との橋渡し役として、後援会の役割はますます重要になると認識しております。この秋より新運営委員
を迎えます。また新たな気持ちで新しい意見も取り入れながらより良い会の運営に努めてまいる所存でありますので、後援会
へのご支援・ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

神奈川大学後援会
会長　 西脇 幸二
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6月15日（日）に平成26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、401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、603組923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26年度（第39回）  後援会定時総会報告

内藤副会長より、平成25年度の事業報告及び収支決算報告が
資料に基づき説明されました。

内藤副会長からは、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。

続いて三坂監事より監査報告があり、平成25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 平成25年度事業報告及び決算報告

１．会議の開催
●総会　   平成25年6月23日(日)　10：00～10：40

●役員会
第１回　平成25年5月11日(土)　14：30～16：10
第２回　平成25年6月23日(日)　  9：10～  9：20
第３回　平成25年11月9日(土)　11：00～12：40
第４回　平成26年1月25日(土)　14：00～15：00

●委員会
平成25年12月14日(土)　14：00～16：00
①　企画・財政委員会
②　広報委員会

２．会費の徴収
平成25年度会費の徴収は大学に委託。

３．会員期間満了案内
平成25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25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3,600万円を寄付。

６．奨学事業の援助　
大学に指定寄付として2,900万円を寄付。

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）19号館LUXホール・机椅子一式 ………………6,882,750円
（3）大学祭への補助（神大フェスタ・平塚祭）………1,200,000円
（4）陸上競技部の活躍を讃える会・駅伝報告会 協賛金 …300,000円
（5）課外活動団体の活躍を讃える会　協賛金 ………200,000円
（6）卒業祝賀会　協賛金 ……………………………3,500,000円
（7）3号館・机椅子一式 ………………………………6,435,450円

合　　　計 ……………………………………19,704,086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」75号、76号を発行。
「神奈川大学サポートガイド2014」「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．神奈川大学周年記念事業協力引当預金
神奈川大学周年記念事業協力引当預金として2,000万円を積

立。　

II 役員の改選
任期満了となる会長と監事について、近藤副会長から説明が

なされ、会則第８条１項に基づき、会長に西脇幸二氏、監事に
林部正明氏・三坂陽子氏が推薦され、承認されました。

III 平成26年度事業計画及び収支予算
平成26年度事業計画及び収支予算について大村副会長より説

明がなされ、原案のとおり承認されました。
以上で議事はすべて終了し、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募金）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。



第77号　2014年8月1日 3

●収入の部　　  　　　　　　　　　　　　　　       （単位：円）

予算額

177,520,000

177,5200,000

283,000

80,000

203,000

38,088,538

215,891,538

決算額

178,590,000

178,590,000

350,241

71,941

278,300

38,088,538

217,028,779

差　異

△1,070,000

△1,,070,000

△ 67,241

8,059

△75,300

0

△1,137,241

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25年度収支計算書
自平成25年4月１日  至平成26年3月31日

差　異

565,439

254,526

41,103

94,422

2,354

29,430

140,900

2,704

7,715,052

4,602,328

78,160

1,985

2,501,121

864,826

1,146,708

6,612

2,916                

2,443,271

0

0

2,295,914

147,357

0

669,453

192,757

261,860

50,000

17,800

147,036

0

4,000,000

△13,417,732

△1,137,241

決算額

11,272,561

686,474

695,897

330,578

97,646

1,270,570

8,164,100

27,296

140,144,948

38,707,672

601,840

490,015

10,704,879

16,265,174

10,585,292

43,388

17,084

90,556,729

36,000,000

29,000,000

19,704,086

2,852,643

3,000,000　　

10,880,547

5,367,243

5,298,140

0

62,200

152,964

20,000,000

0 

45,611,270

(7,522,732)

217,028,779

予算額

11,838,000

941,000

737,000

425,000

100,000

1,300,000

8,305,000

30,000

147,860,000

43,310,000

680,000

492,000

13,206,000

17,130,000

11,732,000

50,000

20,000    

93,000,000

36,000,000

29,000,000

22,000,000

3,000,000

3,000,000

11,550,000

5,560,000

5,560,000

50,000

80,000

300,000 

20,000,000

4,000,000

32,193,538

(△5,895,000)

215,891,538

●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.　神奈川大学周年記念協力引当預金支出

4.　予備費

5.　次年度繰越金

(うち当期収支差額）

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25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）

奨学金援助費の内訳
・米田吉盛教育奨学金基金
（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(1,185,889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
知表を大学に依頼して発送してお
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４000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。2013年度は横浜、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。地方会場の出張につ
いては出席ご父母の参加人数によ
り、出張者の人数を最少に留め、
大きな会場では日帰り出張者を多
くして経費の節減に努めた結果、
460万円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なります。
・福利厚生援助費で、2013年度
は横浜キャパス19号館食堂の机・
椅子の更新、新3号館休憩スペー
スの机・椅子の新規購入を行いま
したが、予算2,200万円に対し、
決算1,970万円4,086円となり
229万円余の経費削減を行うこと
ができました。
・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
母にも大学生活をご理解頂くため
に、地方父母懇談会で上映してお
り好評を得ています。

「保護者のためのサポートガイド
2014」、「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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監査報告書

平成25年度父母懇談会開催報告

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26年3月31日現在 （単位：円）

金　　額

133,966

225,477,304

225,611,270

65,477,304

63,261,716

806,250

1,123,333

286,005

160,000,000 

60,000,000

20,000,000

60,000,000

20,000,000

内　訳

貸借対照表
正味財産増減計算書

平成26年3月31日現在 （単位：円）

開催日 会　場 出席者
組数 人数

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

出席者
組数 人数

5月25日
5月26日
6月   1日
6月   2日
6月   8日
6月   9日
6月15日
6月16日
6月29日
6月30日
7月13日
7月14日
7月15日
8月   3日
8月   3日
8月   4日
8月   4日
8月10日
8月11日
8月31日
8月31日
9月   1日
9月   1日
9月   7日
9月   8日
9月   8日
9月14日
9月15日
9月16日

土
日
土
日
土
日
土
日
土
日
土
日

月・祝
土
土
日
日
土
日
土
土
日
日
土
日
日
土
日

月・祝

水戸市
千葉市
高崎市
長野市
札幌市
福岡市

さいたま市
新潟市
岡山市
広島市
仙台市
青森市
盛岡市
鹿児島市
鳥取市
松江市
熊本市
宇都宮市
甲府市
宮崎市
高知市
大分市
松山市
浜松市
金沢市
大阪市
名古屋市
四日市市
静岡市

67
23
54
82
40
23
23
75
13
18
68
19
33
12
10
7

18
56
42
13
12
10
14
41
38
8

38
10
74

941
1,712

93
36
74

121
52
33
31

120
19
27

105
28
51
18
15
11
23
83
67
17
16
12
19
66
61
12
55
16

124
1,405
2,679

地方父母懇談会（28道府県29会場）計
全会場合計

開催地 会場

三の丸ホテル
三井ガーデンホテル
高崎ビューホテル
ホテル国際21
札幌プリンスホテル
ホテルクリオコート博多
ラフレさいたま
ホテルイタリア軒
岡山ロイヤルホテル
ホテルＪＡＬシティ広島
仙台サンプラザホテル
ホテル青森
ホテル東日本
鹿児島サンロイヤルホテル
ホテルニューオータニ鳥取
松江アーバンホテル2号館
ホテルニューオータニ熊本
東武ホテルグランデ
アーバンヴィラ古名屋ホテル
ホテルスカイタワー
高知パレスホテル
大分全日空ホテルオアシスタワー
松山全日空ホテル
グランドホテル浜松
金沢都ホテル
ホテルグランヴィア大阪
名古屋マリオットアソシアホテル
プラトンホテル四日市
ホテルセンチュリー静岡

開催日

【貸借対照表・正味財産増減計算書】の詳細説明
・「貸借対照表・正味財産増減計算書」については経理規定を改定
し、様式を変更いたしました。
平成 25年度と 24年度末の貸借対照表を対比することによ
り、正味財産の増減が分かりやすく表示できるようにいたしま
した。

・経理規定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 26年度に入学する会員の会費です。

資産の部

科目
流動資産

現金
普通預金
定期預金

固定資産（特定資産）
神奈川大学周年記念事業協力引当金

資産の部合計

増減

△233,871
7,756,603

0

20,000,000
27,522,732

前年度末

367,837
57,720,701
20,000,000

120,000,000
198,088,538

本年度末

133,966
65,477,304
20,000,000

140,000,000
225,611,270

負債の部

科目
流動負債
前受金

固定負債
神奈川大学周年記念事業協力引当金

負債の部合計

増減

0

20,000,000
20,000,000

前年度末

40,000,000

120,000,000
160,000,000

本年度末

40,000,000

140,000,000
180,000,000

正味財産の部

科目
正味財産
正味財産
正味財産の部合計

増減

7,522,732
7,522,732

前年度末

38,088,538
38,088,538

本年度末

45,611,270
45,611,270

負債及び正味財産合計 27,522,732198,088,538225,611,270
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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.　神奈川大学周年記念

事業協力引当預金支出

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）

26年度予算額
177,490,000

177,490,000

360,000
90,000

270,000

45,611,270

223,461,270

25年度予算額
177,520,000

177,520,000

283,000
80,000

203,000

38,088,538

215,891,538

増　　減
△30,000 

△30,000

77,000
10,000
67,000

7,522,732

7,569,732

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26年度収支予算書
自平成26年4月１日  至平成27年3月31日

増　減

△290,000

△68,000

33,000

0

0

350,000

△605,000

0

△6,225,000

642,000

90,000

△131,000

△1,053,000

475,000

1,251,000

10,000

0

△6,900,000

0

0

△7,000,000

100,000

0

33,000

120,000

43,000

0

△30,000

△100,000

0

0

14,084,732

7,569,732

25年度予算額

11,838,000

941,000

737,000

425,000

100,000

1,300,000

8,305,000

30,000

147,860,000

43,310,000

680,000

492,000

13,206,000

17,130,000

11,732,000

50,000

20,000    

93,000,000

36,000,000

29,000,000

22,000,000

3,000,000

3,000,000

11,550,000

5,560,000

5,560,000

50,000

80,000

300,000  

20,000,000

4,000,000

32,193,538

(△5,895,000)

215,891,538

26年度予算額

11,548,000

873,000

770,000

425,000

100,000

1,650,000

7,700,000

30,000

141,635,000

43,952,000

770,000

361,000

12,153,000

17,605,000

12,983,000

60,000

20,000    

86,100,000

36,000,000

29,000,000

15,000,000

3,100,000

3,000,000

11,583,000

5,680,000

5,603,000

50,000

50,000

200,000  

20,000,000

4,000,000

46,278,270

(767,000)

223,461,270

●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15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25日（土）
・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25道府県26会場で実施する。
・在学生が多い静岡県は、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50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26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。）また、ホームページへの誘導及び
即時性情報公開を目的にFacebookでの情報提供を定期的に
行う。

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26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、地方は前年度より３会場

少ない26会場で実施いたしますが、山形、福島、富山等、在籍者および出席
者も多い会場があるため、平成26年度の支出額は昨年並みとなります。

・ 学生福利厚生援助費は、平成24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）の机と椅子の購入を内装リニューアル工事に合わせ、
平成25年度に執行を延期したため、平成24年度予算額700万円を平成25
年度に繰り延べをしたことから、平成26年度は700万円を減額し、1,500万
円を予算に計上いたしました。

※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」（P27）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15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、923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26会場を予定しており、5月
24日の徳島（ザ・グランドパレス）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25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「神奈川大学サポートガイド」（P25）の申込書
及び専用封筒をご利用いただき、10月6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。

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30日 土 新潟市 ホテルイタリア軒

8月31日 日 高崎市 ホテルメトロポリタン高崎

9月   6日 土 秋田市 アキタパークホテル

9月   7日 日 郡山市 郡山ビューホテル

9月   6日 土 山口市 新山口ターミナルホテル

9月   7日 日 福岡市 ホテルクリオコート博多

9月13日 土 名古屋市 名鉄ニューグランドホテル

9月14日 日 浜松市 オークラアクトシティホテル浜松

2014  父 母 懇 談 会



第77号　2014年8月1日 7

第16回  神大フェスタ

■日時：11月1日(土)・11月2日(日)
■テーマ：「16縁筆(いろえんぴつ)」

大学祭は、大学の隅々まで様々な表情を生み出すことのできる唯一
のイベントであるという考えのもとで、来場者、参加者、スタッフも含
め、みんなで2日間活気のある大学祭を彩っていこうという意味を込
め、今年の第16回神大フェスタは「16縁筆」のもと、多くの人々によ
り彩られた活気のある大学祭を目指します。

毎年、およそ20,000人もの人々に来場していただいている神大フ
ェスタ。当日は学内全域でサークルやゼミなどの様々なパフォーマン
スや日々の活動の成果をご覧になることができます。また、今年も中
庭ステージや16号館セレストホール、体育館、グラウンドなど学内各
所で様々な企画も行なわれ、多数の新企画もご用意しています。そし
て、大学祭にとって欠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。多くの人々により彩られた活気のある今年の第
16回神大フェスタに是非皆様お越しください。

2014平塚祭（第26回）

■日時：10月25日（土）・26日（日）
■テーマ：『情熱大学』

我々がいつも心に持つべきもの、それは『情熱』です。
『情熱』は我々の日々に動機を与えます
『情熱』は我々を新たな知識へと導きます。
『情熱』を燃やすこと、それはなんと有意義な事でしょうか。
史上最高に熱かりし文化祭、それが第26回平塚祭『情熱大学』です。
例年の企画に加え、新企画も用意しより多くの皆様に楽しんでいた

だけると考えております。
メインイベントとしては神奈川県内の大学生で競うダンスコンテ

ストを行います。
また、ゼミ・研究室の活動成果発表等のひらつかキャンパスを知っ

ていただける催しも行われます。
皆様のご来場お待ちしております。

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」を導入しました。
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19日(金) ……………………………後期授業開始
● 9月27日(土) ……………………………9月期卒業式
●10月25日(土)、26日(日) ………………平塚祭
●11月   1日(土)、  2日(日)   ……………神大フェスタ
●12月22日(月) ……………………………授業終了
● 1月  7日(水) ……………………………授業開始日
● 1月21日(水) ……………………………後期授業終了
● 1月22日(木)～28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。(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22日（月）～9月26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22日（月）～9月26日（金）

③　神奈川大学激励奨学金【給付】
10月29日（水）～10月30日（木）

④　神奈川大学海外活動支援奨学金（2期募集）【給付】
12月18日（木）～12月19日(金)

⑤　神奈川大学指定資格取得・進路支援奨学金【給付】
2015年1月13日（火）～1月16日（金）

⑥　神奈川大学自己実現・成長支援奨学金【給付】
2015年1月13日（火）～1月16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）

毎年春と秋に留学や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、神奈川大学公式ホームページ内の「国際交
流・留学」に掲載します。
http://www.kanagawa-u.ac.jp/international/

■ 公益財団法人 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受けてい
ます。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、2014年1月22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)　…………6,260円
子供(小学生)　………………2,700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


