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新役員紹介 ● 法学部

● 法学部
● 経済学部
● 経済学部
● 外国語学部
● 人間科学部

川邉　好美さん
古賀　健裕さん
早川　　勲さん
森　　喜井さん
髙津　珠美さん
後藤　昌伸さん

● 人間科学部
● 工学部
● 工学部
● 経営学部
● 経営学部

鈴木　幸恵さん
志田　通栄さん
石村　久治さん
阿部　重春さん
庭野　章彦さん

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。

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。

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。

後援会40周年記念事業後援会40周年記念事業後援会40周年記念事業
　神奈川大学後援会は、今年設立40周年を迎え、記念事業として、下
記の事業を計画・実施しております。

富士見高原研修所食堂のテーブル・椅子については、11
月7日に寄贈しました。（写真　右上）
植樹については、横浜キャンパスでは12月12日に、湘
南ひらつかキャンパスでは12月15日に実施しました。

（写真　左）
横浜キャンパス体育館・17号館前ベンチ・湘南ひらつか
キャンパス学生用掲示板については、年度内の寄贈を予
定しています。
後援会では、学生の豊かなアイディアを形にする大学主
催の「学生チャレンジプロジェクト支援」へ賛同し、より大
きなプロジェクトを形にできるよう、最大100万円までの
後援会特別枠を設けていただきました。後期の募集分で

「神大プロモーションマッピング」プロジェクトが採用さ
れ、約70万円の支援を行うことが決定しました。プロジェ
クトの完成後は、オープンキャンパス等で一般公開され
る予定です。（写真　左下）

富士見高原研修所食堂　テーブル・椅子　

　　
学生チャレンジプロジェクト支援
横浜キャンパス体育館17号館前　ベンチ
湘南ひらつかキャンパス　学生用掲示板

富士見高原研修所食堂　テーブル・椅子

横浜キャンパス
ジンダイアケボノ（桜）　記念植樹

学生チャレンジプロジェクト目録贈呈式

横浜・湘南ひらつかキャンパス　
　記念植樹 ジンダイアケボノ（桜）　

11月7日　寄贈

12月12日目録贈呈式
年度内寄贈予定
年度内寄贈予定

12月12日 植樹（横浜）　
12月15日 植樹（平塚）　

2015年度
父母懇談会開催報告

後援会役員（
父母）による

授業見学・学食
体験レポート

特　集

✓

✓

■会報に関するお問合わせは上記神奈川大学後援会事務局までお願いいたします。
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2015年 神奈川大学 父母懇談会開催報告2015年 神奈川大学 父母懇談会開催報告
　5月24日静岡会場からスタートした本年度の父母懇談会は、28道府県29会場にて開催し、去る10月24日湘南ひ
らつかキャンパス父母懇談会を終え、全日程が終了しました。
父母懇談会に出席することで、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、懇親会の
席では学長や副学長と直接お話しする機会もありますので、ぜひ次年度以降も多くの方のご出席をお待ちしております。

2015年　父母懇談会　参加者の声

2016年　父母懇談会開催予定地

これまで全く参加できず4年生になって初めて参加させて頂きましたが神奈川大学
のシステムサポート体制など知ることができ、1,2年生のうちに参加すべきだったと思
う内容でした。就職に対してのバックアップ体制も知れて改めてしっかりとした大学
だなと思わされました。

（大分 中国語4年）

後援会役員の方のお話、副学長先生の講話、いずれも
素敵な内容でした。息子が神大生として生きる力を学べ
ていけたらいいなと思っていましたが、その願いに向き
合ってもらえる大学であると安心、確信しました。

（浜松　人間科学1年）

地方会場に行けなかったので来ました。先生方が熱心で
学生の事を一番に考えて下さっていると思いました。神奈
川大学に入ってよかったです。しっかり勉強して自分の希
望する職業に就いて欲しいと思います。大学祭も見れる
ので今日の父母懇談会に来れて良かったです。 

（湘南ひらつかキャンパス　化学1年）

個別面談には親子で参加しました。親だけでは学修についての相談
が分からないので子供も一緒に参加させていただきましたが、本人も
気づかない点を説明していただき、大変参考になりました。今後も相談
に本人から来てくださいとのお話もいただき、安心しました。 

（湘南ひらつかキャンパス　化学3年）

県　名 開催地 会　　　　　　　場
出席者数

在籍者数
組　数 人　数

北海道
青森県
岩手県
宮城県
茨城県
栃木県
群馬県
埼玉県
千葉県
新潟県
石川県
山梨県
長野県

愛知県
三重県
大阪府
鳥取県
島根県
岡山県
広島県
愛媛県
高知県
福岡県
熊本県
大分県
宮崎県
鹿児島県
会場数

札幌市
青森市
盛岡市
仙台市
水戸市
宇都宮市
高崎市
さいたま市
千葉市
新潟市
金沢市
甲府市
長野市
浜松市
静岡市
名古屋市
津市
大阪市
鳥取市
松江市
岡山市
広島市
松山市
高知市
福岡市
熊本市
大分市
宮崎市
鹿児島市
29会場

25
19
30
62
56
53
61
14
24
89
43
40
95
75
143
35
7
12
8
7
9
29
9
5
37
21
7
10
18

1,043

37
27
41
89
80
83
92
18
36
131
64
56
135
108
198
49
11
19
10
8
9
36
12
8
54
28
8
12
25

1,484

228
95
114
245
454
339
343
194
418
658
88
370
593

159
49
33
23
23
40
94
45
34
124
68
19
37
59

6,504

札幌プリンスホテル（国際館パミール）
青森国際ホテル
ホテルメトロポリタン盛岡（本館）
仙台サンプラザホテル
三の丸ホテル
宇都宮東武ホテルグランデ
高崎ビューホテル
ラフレさいたま
三井ガーデンホテル千葉
万代シルバーホテル
ホテル金沢
アーバンヴィラ古名屋ホテル
ホテル国際21
オークラアクトシティホテル浜松
ホテルセンチュリー静岡
名鉄ニューグランドホテル
津都ホテル
大阪第一ホテル
ホテルニューオータニ鳥取
松江エクセルホテル東急
アークホテル岡山
広島グランドインテリジェントホテル
松山全日空ホテル
高知プリンスホテル
ホテルクリオコート博多
三井ガーデンホテル熊本
大分センチュリーホテル
ホテルスカイタワー
鹿児島サンロイヤルホテル

静岡県

神奈川県
横浜市
平塚市

総合計

横浜キャンパス
湘南ひらつかキャンパス

554 840 ー
199 331

ー1,796 2,655

1,558

学長あいさつ

懇親会

学長あいさつ

懇親会

青森県

秋田県 岩手県

山形県 宮城県

福島県新潟県

群馬県 栃木県

埼玉県
長野県

茨城県

東京都

石川県

福井県 富山県

滋賀県

兵庫県

大阪府

和歌山県

奈良県

三重県
愛知県

岐阜県

山梨県

神奈川県

千
葉
県

京
都
府

香川県愛媛県

高知県 徳島県

山口県
佐賀県

熊本県大分県

福岡県

鹿児島県宮崎県

沖縄県

島根県

広島県 岡山県

鳥取県

北海道

長
崎
県

静岡県

会長あいさつ会長あいさつ

■北海道地区■

札幌市

■四国地区■

徳島市
高松市

…開催予定地

■九州地区■

福岡市
佐賀市
長崎市
大分市
那覇市

■近畿地区■

大阪市

■中国地方■

広島市
山口市

■北陸・甲信越地方■

新潟市
富山市
金沢市
福井市
甲府市
長野市

■東海地区■

静岡市
浜松市
名古屋市

■本学開催■

横浜キャンパス
湘南ひらつかキャンパス

■関東地区■

高崎市
宇都宮市
水戸市

東京会場（検討中）

■東北地方■

青森市
仙台市
秋田市
山形市
郡山市

　全国どの会場
　でもご参加頂
　けます。
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就職活動の今とその後 防災訓練

大　学　祭

　2016年3月卒業生の採用活動では、経団連の指針（8月採用選考解禁）通りに採用活動をしない企業が続出しまし
た。そのような中、前半戦（～10/1）においては昨年度を上回る内定率でしたが、後半戦（10/1～）に入って、内定率
の伸びは大きく鈍化しております。また、2017年３月卒業生については、先日、6月採用選考解禁へと変更されること
が決まりました。
　様々な情報が飛び交うなか、本人並びに保護者のみなさまも様々な不安や疑問等がおありかと思います。
　今回は、父母懇談会でみなさまから多くご質問のございました内容を基に、大学としてどのような支援をしているか
をご紹介いたします。
　また、この年末年始に、進路についてご家族で話し合いの場を持っていただき、人生の先輩としてのアドバイスをし
つつ、見守っていただけますと幸いです。

2017年卒の採用で注力したいことを企業にアンケートをとっ
た結果、「大学との関係強化」が2位を10％以上差をつけて1
位となっています（ディスコキャリアリサーチ）。
その中でも「キャリアセンター（就職課）への訪問を増やす」と

「学内セミナーの新規出展を増やす」の二つが群を抜いていま
す。企業は外部で行われている様々なイベントよりも、学内で
じっくりと学生の顔の見える距離で開催するイベントをより強
化しようと思っています。

◆多く寄せられた質問と就職課の支援◆

Ｑ.

Ａ.

公務員試験について
●対策はどうしたらよいでしょう

か？また、民間企業との併願は可
能ですか？

●学内で実施している「公務員講
座」に参加しましょう（有料）。

●最近の傾向として自治体によっ
ては民間と併願しやすい試験と
なっている場合もあります。

Ｑ.
Ａ.

●夏のインターンシップに参加して
　いませんが大丈夫でしょうか？
●インターンシップに限らず、工場

見学やOBOG訪問をするなどイ
ンターネット情報ではなく、自分の
経験を通して得る生の情報が企
業選択に大きく影響してきます。

●秋冬に開催される1DAYイン
ターンシップや業界研究会などに
授業とのバランスをとり参加しま
しょう。

Ｑ.

Ａ.

●Uターン就職をしてほしいのです
が・・・。また地元企業の最新情報
はどのようにしたら得られます
か? 

●まずは就職課や、地元のハロー
ワークへ行ってみましょう。
また就職課だけでなく、地元のハ
ローワークでも模擬面接等の練
習を開催しているセミナーがあり
ますので参加しましょう。

★公務員模試教養科目
　模試の後には講師による解説もあります。

★面接対策講座

★「公務員仕事理解セミナー」を開催予定
（約30団体参加予定）

★内定者を集めたＯＢＯＧ座談会

★各団体による座談会　　  　
★東京都技術職研究セミナー
　東京都で働く技術職員のお話が聞けます。

大学主催の合同企業説明会に参加した方が良いのか？
　　　～外部の就活イベントがありすぎて分からない？！～
大学主催の合同企業説明会に参加した方が良いのか？
　　　～外部の就活イベントがありすぎて分からない？！～

学内のイベントに積極的に参加して、
直接、人事担当者から情報を入手しましょう！
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大学との関係強化

内定者フォロー
選考日程の見直し

自社セミナーの企画・運営
インターンシップの実施・見直し

ホームページやパンフレットの作成
選考プロセスの見直し

プレ期の広報展開
社内協力体制の整備

利用メディアの見直し
選考基準の見直し
人財要件の見直し

リクルーターの導入・育成
面接官のスキルアップ

採用コストの削減
職掌や職種、コースの見直し

その他

キャリアセンターへの訪問を増やす
学内セミナーの新規出展を増やす

就職担当教授への訪問を増やす
卒業生の活用（大学訪問など）を増やす

求人票の対象校を増やす
特定研究室・教授との関係構築（関係強化）

その他

％

％

Check! Check! Check!

日　　時

場　　所
来場者数

平成27年10月24日（土） 25日（日）
両日10：00～18：00
神奈川大学湘南ひらつかキャンパス全域
約５，１００人

学生、教職員一人ひとりが、災害発生時における初動体制等を考え、防災に関する意識の向上を図るために2種類の訓
練が今年もそれぞれのキャンパスで行われました。

第２７回平塚祭開催報告 第１７回神大フェスタ開催報告

防火・防災訓練 地震・火災避難訓練

　平塚祭に際しましては、
ご支援ご協力いただき、厚
くお礼申し上げます。お陰
をもちまして、24日（土）・
25日（日）の二日間を無事
に開催することができまし
た。

　天候にも恵まれ、両日合わせて５，１００人という多く
のお客様を迎えることができ、参加する学生、来場され
るお客様、我々委員一同それぞれが交流を深められる
場を提供できたことと思います。これも皆様のご支援
あってのことと委員一同、感謝いたしております。
　実行委員会では、よりよい平塚祭を作り上げるべく、
今年の平塚祭終了後も来年の平塚祭を見据えて活動し
ております。来年再来年へと末永いご
協力を賜りますよう宜しくお願い申し上
げ、書面をもってお礼の挨拶とさせてい
ただきます。

（2015年度実績、2016年度予定）

12月実施

★U・Iターンインターンシップ相談会

★U・Iターン就職相談会
　各県の求人情報の収集やインターンシッ
　プについて相談できます。

★3大学（神大・関東学院・東海）合同
　地域別　業界・企業・職種研究会

★北陸地方　業界・企業・職種研究会

★最近は、UIターンインターンシップや　
　UIターン就職に伴う交通費の補助をして
　いる自治体もあります。

12月実施

11月実施

6月実施

12月実施

★秋冬にもインターンシップがあります。
　就職ナビサイトや就職課でも掲示等をし
　ています。

★実践！OBOG訪問
　各業界に就職したOBOGが神大に集結
　します。

★キャリアフェスタ
　どのような業界、企業、職種があるか知る
　ためのイベント。OBOGも参加します。

★その他、自分で企業に連絡を取るなど自
　己開拓をして、インターンシップに参加
　する学生が増える傾向にあります。

12月実施

12・2月実施
12月実施

2016.4月予定

随時

随時

12・3月実施

【2017年３月卒業対象】
2016年３月1日（火）～11日（金）　会場：横浜キャンパス20号館
　　　　　　　　　　　　 ※3/5を除く全10日間 全620社（団体）参加

第27回平塚祭実行委員会
委員長 　緒方　大地

日　　時

場　　所
来場者数

平成27年10月31日（土）11月1日（日）
両日10：00～17：00
神奈川大学横浜キャンパス全域
約２０，０００人

　第17回神大フェスタは
10月31日(土)・11月1日
(日)の２日間、無事に開催
することができました。
これもひとえに皆様のご支
援によるものと深く感謝し
ております。 　

　今年のテーマ「join us!」には、スタッフ・参加者・来場
者の三者で大学祭を創り上げ、盛り上げようという想い
が込められており、当日はおよそ２０，０００人もの方にご
来場いただきました。
　これからも、第1回神大フェスタより受け継がれてい
る｢学生主体｣｢地域密着｣のコンセプトは変わらず最高
学府における学術的・文化的祭典を目指してまいります
ので、今後とも変わらぬご支援ご協力
のほど、よろしくお願いいたします。 

　午前中は防災講
話の後、初動対応訓
練として心肺蘇生・
ＡＥＤ・応急訓練など
実践的な種目別訓
練を行いました。横
浜キャンパスの訓練
には、本学教職員・

学生の他地域の自治会・町内
会の方も参加され一緒に訓練
を行いました。
また午後は自衛消防隊編成
訓練として、地震や火事など
の災害発生時に自衛消防隊
の活動を迅速に行うための訓
練を職員中心に実践方式で
行いました。

　本年度の訓練は、授
業時に震度6弱の地震
が発生したことを想定
し、地震発生に対する
初動訓練と、各建物に
おいて火災が発生した
という想定でグラウンド
への避難訓練を実施し
ました。

横浜キャンパスでは、
1,850名、湘南ひらつ
か キャン パ ス で は
1,215名と多くの学
生・教員が参加し訓練
を行いました。

第17回神大フェスタ実行委員会
委員長　仲西　優太
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就職活動の今とその後 防災訓練

大　学　祭

　2016年3月卒業生の採用活動では、経団連の指針（8月採用選考解禁）通りに採用活動をしない企業が続出しまし
た。そのような中、前半戦（～10/1）においては昨年度を上回る内定率でしたが、後半戦（10/1～）に入って、内定率
の伸びは大きく鈍化しております。また、2017年３月卒業生については、先日、6月採用選考解禁へと変更されること
が決まりました。
　様々な情報が飛び交うなか、本人並びに保護者のみなさまも様々な不安や疑問等がおありかと思います。
　今回は、父母懇談会でみなさまから多くご質問のございました内容を基に、大学としてどのような支援をしているか
をご紹介いたします。
　また、この年末年始に、進路についてご家族で話し合いの場を持っていただき、人生の先輩としてのアドバイスをし
つつ、見守っていただけますと幸いです。

2017年卒の採用で注力したいことを企業にアンケートをとっ
た結果、「大学との関係強化」が2位を10％以上差をつけて1
位となっています（ディスコキャリアリサーチ）。
その中でも「キャリアセンター（就職課）への訪問を増やす」と

「学内セミナーの新規出展を増やす」の二つが群を抜いていま
す。企業は外部で行われている様々なイベントよりも、学内で
じっくりと学生の顔の見える距離で開催するイベントをより強
化しようと思っています。

◆多く寄せられた質問と就職課の支援◆

Ｑ.

Ａ.

公務員試験について
●対策はどうしたらよいでしょう

か？また、民間企業との併願は可
能ですか？

●学内で実施している「公務員講
座」に参加しましょう（有料）。

●最近の傾向として自治体によっ
ては民間と併願しやすい試験と
なっている場合もあります。

Ｑ.
Ａ.

●夏のインターンシップに参加して
　いませんが大丈夫でしょうか？
●インターンシップに限らず、工場

見学やOBOG訪問をするなどイ
ンターネット情報ではなく、自分の
経験を通して得る生の情報が企
業選択に大きく影響してきます。

●秋冬に開催される1DAYイン
ターンシップや業界研究会などに
授業とのバランスをとり参加しま
しょう。

Ｑ.

Ａ.

●Uターン就職をしてほしいのです
が・・・。また地元企業の最新情報
はどのようにしたら得られます
か? 

●まずは就職課や、地元のハロー
ワークへ行ってみましょう。
また就職課だけでなく、地元のハ
ローワークでも模擬面接等の練
習を開催しているセミナーがあり
ますので参加しましょう。

★公務員模試教養科目
　模試の後には講師による解説もあります。

★面接対策講座

★「公務員仕事理解セミナー」を開催予定
（約30団体参加予定）

★内定者を集めたＯＢＯＧ座談会

★各団体による座談会　　  　
★東京都技術職研究セミナー
　東京都で働く技術職員のお話が聞けます。

大学主催の合同企業説明会に参加した方が良いのか？
　　　～外部の就活イベントがありすぎて分からない？！～
大学主催の合同企業説明会に参加した方が良いのか？
　　　～外部の就活イベントがありすぎて分からない？！～

学内のイベントに積極的に参加して、
直接、人事担当者から情報を入手しましょう！
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大学との関係強化

内定者フォロー
選考日程の見直し

自社セミナーの企画・運営
インターンシップの実施・見直し

ホームページやパンフレットの作成
選考プロセスの見直し

プレ期の広報展開
社内協力体制の整備

利用メディアの見直し
選考基準の見直し
人財要件の見直し

リクルーターの導入・育成
面接官のスキルアップ

採用コストの削減
職掌や職種、コースの見直し

その他

キャリアセンターへの訪問を増やす
学内セミナーの新規出展を増やす

就職担当教授への訪問を増やす
卒業生の活用（大学訪問など）を増やす

求人票の対象校を増やす
特定研究室・教授との関係構築（関係強化）

その他
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％

Check! Check! Check!

日　　時

場　　所
来場者数

平成27年10月24日（土） 25日（日）
両日10：00～18：00
神奈川大学湘南ひらつかキャンパス全域
約５，１００人

学生、教職員一人ひとりが、災害発生時における初動体制等を考え、防災に関する意識の向上を図るために2種類の訓
練が今年もそれぞれのキャンパスで行われました。

第２７回平塚祭開催報告 第１７回神大フェスタ開催報告

防火・防災訓練 地震・火災避難訓練

　平塚祭に際しましては、
ご支援ご協力いただき、厚
くお礼申し上げます。お陰
をもちまして、24日（土）・
25日（日）の二日間を無事
に開催することができまし
た。

　天候にも恵まれ、両日合わせて５，１００人という多く
のお客様を迎えることができ、参加する学生、来場され
るお客様、我々委員一同それぞれが交流を深められる
場を提供できたことと思います。これも皆様のご支援
あってのことと委員一同、感謝いたしております。
　実行委員会では、よりよい平塚祭を作り上げるべく、
今年の平塚祭終了後も来年の平塚祭を見据えて活動し
ております。来年再来年へと末永いご
協力を賜りますよう宜しくお願い申し上
げ、書面をもってお礼の挨拶とさせてい
ただきます。

（2015年度実績、2016年度予定）

12月実施

★U・Iターンインターンシップ相談会

★U・Iターン就職相談会
　各県の求人情報の収集やインターンシッ
　プについて相談できます。

★3大学（神大・関東学院・東海）合同
　地域別　業界・企業・職種研究会

★北陸地方　業界・企業・職種研究会

★最近は、UIターンインターンシップや　
　UIターン就職に伴う交通費の補助をして
　いる自治体もあります。

12月実施

11月実施

6月実施

12月実施

★秋冬にもインターンシップがあります。
　就職ナビサイトや就職課でも掲示等をし
　ています。

★実践！OBOG訪問
　各業界に就職したOBOGが神大に集結
　します。

★キャリアフェスタ
　どのような業界、企業、職種があるか知る
　ためのイベント。OBOGも参加します。

★その他、自分で企業に連絡を取るなど自
　己開拓をして、インターンシップに参加
　する学生が増える傾向にあります。

12月実施

12・2月実施
12月実施

2016.4月予定

随時

随時

12・3月実施

【2017年３月卒業対象】
2016年３月1日（火）～11日（金）　会場：横浜キャンパス20号館
　　　　　　　　　　　　 ※3/5を除く全10日間 全620社（団体）参加

第27回平塚祭実行委員会
委員長 　緒方　大地

日　　時

場　　所
来場者数

平成27年10月31日（土）11月1日（日）
両日10：00～17：00
神奈川大学横浜キャンパス全域
約２０，０００人

　第17回神大フェスタは
10月31日(土)・11月1日
(日)の２日間、無事に開催
することができました。
これもひとえに皆様のご支
援によるものと深く感謝し
ております。 　

　今年のテーマ「join us!」には、スタッフ・参加者・来場
者の三者で大学祭を創り上げ、盛り上げようという想い
が込められており、当日はおよそ２０，０００人もの方にご
来場いただきました。
　これからも、第1回神大フェスタより受け継がれてい
る｢学生主体｣｢地域密着｣のコンセプトは変わらず最高
学府における学術的・文化的祭典を目指してまいります
ので、今後とも変わらぬご支援ご協力
のほど、よろしくお願いいたします。 

　午前中は防災講
話の後、初動対応訓
練として心肺蘇生・
ＡＥＤ・応急訓練など
実践的な種目別訓
練を行いました。横
浜キャンパスの訓練
には、本学教職員・

学生の他地域の自治会・町内
会の方も参加され一緒に訓練
を行いました。
また午後は自衛消防隊編成
訓練として、地震や火事など
の災害発生時に自衛消防隊
の活動を迅速に行うための訓
練を職員中心に実践方式で
行いました。

　本年度の訓練は、授
業時に震度6弱の地震
が発生したことを想定
し、地震発生に対する
初動訓練と、各建物に
おいて火災が発生した
という想定でグラウンド
への避難訓練を実施し
ました。

横浜キャンパスでは、
1,850名、湘南ひらつ
か キャン パ ス で は
1,215名と多くの学
生・教員が参加し訓練
を行いました。

第17回神大フェスタ実行委員会
委員長　仲西　優太
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学

■物質生命化学科の実験授業

後援会役員（父母）による授業見学・学食体験レポート

●神奈川県横浜市出身
●1995年 神奈川大学工学部応用化学科卒
●2000年 同大学院工学研究博士後期課程修了（博士（工学））
●2000年 神奈川大学工学部助手として着任
●2007年 神奈川大学工学部助教
●2011年 神奈川大学工学部准教授、現在に至る

一般社団法人 神奈川大学宮陵会理事
専門は有機合成化学・糖化学・有機天然物化学
趣味は、学生時代は麻雀と車を乗り回す事でした。
最近は娘と息子を連れてのBBQや野外キャンプ

　成績や履修状況が気になる学業に関し、大学の講義とはどういったものなのでしょう？
以前よりご父母の皆さまからご子息・ご息女がどのような学修生活を送り、何を学んで、
どう成長しているのかを知りたいとのご要望が数多く寄せられておりました。
　そこで、年に一度、教員からの審査を経て神奈川大学グッドティーチャーに選ばれた
工学部 物質生命化学科 赤井昭二（アカイ　ショウジ）准教授の物質生命化学実験Bを
特別に見学させていただきました。通常、履修学生以外立ち入ることのできない大学の
実験室です。

後援会
赤井先生

後援会
学生

赤井先生

：
：

：
：

：

赤井先生は学生さんとどのように向き合っていますか？
できる限り学生の立場にたって、質問・疑問に耳を傾けるようにして
います。
また、より高度な知識を身に付けるために、安全かつ質の高いサ
ポートを心がけています。
特に授業では、有機化合物の実験研究を通じて、発想力を養い化
学を社会に役立ててほしいと思っています。
学生さんは赤井先生の授業で何か変化はありますか？
高校までは準備されたモノを教科書通りに行う作業でしたが、大学
では自ら考え、準備し、レポートにまとめていく事で「自主性」と「専
門知識」が少しずつですが身に付いてきたと思います。
薬品を混ぜて、化学反応させ、結果を得るだけでは作業になってし
まい何も学べません。なぜ、どうしてと考えることが重要ですね。

後援会
赤井先生

後援会

：
：

：

学生さんにどのようになってもらいたいですか？
学生のチャレンジ精神を目覚めさせたいですね。興味や好奇心は発見や成
長に繋がります。
自ら目標を掲げ、行動し、考えなければ4年間あっても得るものは多くなりま
せん。
繰り返しになりますが、大学で何を学び、どう成長するかは、学生自身が自
主的にチャレンジすることで大きく違ってきます。
私達教員は、教育と研究の最高峰である大学で、学生さんの好奇心やチャ
レンジを支援しサポートして、自ら考え自ら行動できる人になってもらいた
いと思っています。
大学のビジョンと学生の成長過程を見ることが出来ました。これからもご支
援のほど宜しくお願いします。

ひとり暮らしの食生活をご心配されているご父母の方々、
父母を代表し私たちが“学食”してみました。

　本日のオススメの看板が目にとまります。トレーを片手にメニューレーンに並
ぶと、麺類や定食といった美味しそうな定番メニューからセレクトするスタイル
ながら、「地産地消（地元で生産されたものを地元で消費する」食材を使い、お
米は山形県庄内産の「はえぬき」が使用されています。
学生のお財布に優しい100円朝食（数量限定）、昼食は500円程度で質の高
い栄養バランス料理を味わえます。
食の安全、栄養バランスのとれたヘルシー料理に満腹（満足）です。
　学食の階段を上ったカフェ「シフォン」では、ドラマ「孤独のグルメ」に登場し
話題となったフルーツたっぷりの自家製ソフトクリームの「神大ソフト」を試
食、いや完食です。安くてゴージャスで美味しくてスイーツ女子に大人気です。

後援会
学生

赤井先生

：
：

：

実験の魅力はなんですか？
予習と授業を受けて実験するのですが、赤井先生の言う通り、実験して結果を
得るだけでは意味がなく、実験レポートを作成することで理解が膨らみます。
目的に対して実験方法があり、結果に対して考察していく、そして参考文献を
調べ次に繋げていく。エンドレスですが実験は魅力があります。
同じ材料と環境で実験しても教科書通りの結果にならないこともあります。一
滴でも成分が足りないと異なった結果に成ったりすることも。でもそこから新た
な発見や再確認になり、勉強させられます。（笑）
そうです。考えずにすぐに答えを求めては勉強にならないですね。仮説をする
ために調べて考え準備をし、そして考察することが大切です。この考える力
は、社会人となっても大変役立つはずです。

　物質の特性や性質の基本的な知識取得から取り組み、実験
を通しどのように化学変化するのか、また化学結合しているか
その関係を学習していました。
　赤井准教授が自ら手書きで監修された教本（イラストや手
順）、ＩＣＴ（インターネット）を活用した事前予習、そして授業で
はタブレットを取り入れた最先端の講義が行われていました。
そのことにより、授業を聞き逃すことがなく各自がメモを取り、
成功や失敗の原因を考え、化学の魅力を学んでいることが感
じ取れました。

Q．神奈川大学の良い

　ところは何ですか
？

先生に聞いてみまし
た

学生とのコミュニケーション
赤井准教授がその都度、学生の疑問を解決しながら注
意深く見守ってくれているので安心感があった。
教員のサポートとして大学院生が配置されており、学生
一人一人が集中して実験にとり組んでいた。
講義中に学習の意味や、自主的に取り組むように導き、
学生が自ら疑問を抱き研究課題を掲げる人間形成も指
導していました。
学生実験室や研究室では、学生の人体にも影響がない
よう保護メガネの着用、健康被害のできる限り少ない薬
品を使用したりガスを清浄する装置など環境整備と同
時に安全性が配慮されていました。

授業の感想

工学部物質生命化学科　准教授
赤井昭二（アカイ　ショウジ）
Profile

座談会の様子座談会の様子

座談会に参加いただいた
先生と学生

学食体験レポート(横浜キャンパス)

ヘルシーメ
ニュー 神大ソフト

学食

カフェ
「シフォン

」で休憩

“安心してください、
学食はひとり暮らしの学生の強い味方です。”

“安心してください、
学食はひとり暮らしの学生の強い味方です。” 学食メニューはこちら 神奈川大学　生協　食事 検索

後援会広報委員レポーター後援会広報委員レポーター
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学生の課外活動報告

硬式野球部

水泳部

吹奏楽部

山岳部

スケート部スピード部門

美術研究部

陸上競技部 レスリング部

ＮＡＶＹＳ

ライフセービングクラブ

美術研究部

　第91回日本学生
選手権水泳競技大
会において、女子が
昨年に続き総合3位
に入賞し、4年連続
でシード権を獲得す
る快挙を果たしまし
た。また、伊東篤史

選手（人間科学部4年）が400M個人メド
レーで男子水泳部史上初となる3位入
賞、小西伶実選手（人間科学部3年）が
200Mバタフライで3位に入賞しました。
その他の種目で
も、多くの選手
が決勝、B決勝
に進出する活躍
をしました。

第63回全日本吹奏楽コンクール
金賞受賞！！

（2015年10月24日（土））

　第63回全日本吹奏楽コンクールにお
いて、本学吹奏楽部が「大学の部」金賞
を受賞しました。東関東代表として出場し
た吹奏楽部は、全日本の舞台でも圧倒的
な演奏力と高い表現力で会場を魅了し、
大学最多となる通算27回目の金賞受賞
を達成しました。

山内誠選手がIFSCボルダリング
ワールドカップ大会に出場しました！
2015年5月30日（土）～31日（日）　カナダ・トロント
2015年6月  5日（金）～  6日（土）   アメリカ・ベイル
2015年6月19日（金）～20日（土）　中国・重慶
2015年6月26日（金）～27日（土）　中国・海陽
2015年8月14日（金）～15日（土）　ドイツ・ミュンヘン

　山岳部所属の山内誠選手（人間科学
部3年）が、4月から各国で開催された
IFSC（国際スポーツクライミング連盟）
主催のIFSC Climbing Worldcup 
2015に日本代表として出場し、アメリカ・
ベイル大会では9位になるなど、世界の
舞台で活躍しています。

第64回全日本大学野球選手権大会
ベスト4！

（2015年6月8日（月）～14日（日）　明治神宮野球場）

　神奈川大学野球春季リーグにおいて、
2季ぶり通算51回目の優勝を果たし、2
年連続全日本大会に出場しました。チー
ムとしてベスト4という素晴らしい成績を
残し、個人としてはベスト4進出の原動力
となった濵口遥大投手（人間科学部3年）
が、最優秀投手賞を受賞しました。濵口投
手は、昨年の同大会における敢闘賞受賞

に続き、2年連続での個
人タイトルの受賞となり
ました。また、ユニバー
シアード日本代表に選
出され世界の舞台で活
躍するなど今後も活躍
が期待されます。

児玉龍也選手が福岡ソフトバンク
ホークス育成枠の指名を受けました！
　硬式野球部所属の児
玉龍也選手（経済学部
4 年 ）が、1 0月2 2日

（木）に都内のホテルで
行われたドラフト会議後
の育成選手選択会議に
おいて、福岡ソフトバン
クホークスに育成枠2巡目として指名を
受けました。
　児玉選手は、九州国際大学付属高校
の出身。本学ではキレのあるストレートを
武器にした投手として活躍し、2014年の
全日本大学野球選手権大会での準優勝
に貢献するなど、将来が有望視されてい
ました。

第91回日本学生選手権水泳競技大
会で女子総合で3位に入賞しました！

（2015年9月4日（金）～6日（日）　古橋廣之進記念浜松
市総合水泳場）

野村真一郎選手がＩＦSCリードワー
ルドカップ プールス大会に出場しま
した！
（2015年4月12日(日)　千葉県立幕張総合高等学校常
設クライミングウォール）

　ＩＦSCリードワールドカップ プールス大
会において、野村真一郎選手（人間科学
部1年）が出場しました。世界の舞台で活
躍するなど今後も活躍が期待されます。

第38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創部以
来初の2年連続アベック優勝を果た
しました！
（2015年10月17日（土）・18日（日）岩手県北青少年の家）

　第38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、女子総合優勝を果たし、見
事2年連続アベック優勝を果たしました。
なお、個人としては齋藤慧選手（人間科
学部2年）が、500ｍで優勝するなど、そ
の他の種目でも多くの選手が準優勝・3位
入賞などの活躍をしました。

横浜ベイクォーターの10周年事業
で壁画を制作しました！
　2016年8月に開館10周年を迎える横
浜ベイクォーターの周年企画として、本学
美術研究部が館内の壁にアートを描きま
した。今回のプロジェクトは、横浜ベイ
クォーターが「10周年を機により地域活
性化に取り組み、地元に愛される場所に
したい」ということで、地元である本学の
美術研究部に壁画制作が依頼され実現。
美術研究部の部員たちは、夏休み期間を
利用して制作に取り組みました。

第92回箱根駅伝本大会出場決定！
（2015年10月17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92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。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08分01秒、
総合5位で予選を通過し、通算47回目の
本大会出場の切符を手にしました。

第47回全日本大学駅伝対校選手権
大会出場！

（2015年11月1日（日）　熱田神宮西門前（名古屋市熱
田区神宮）～伊勢神宮内宮宇治橋前（伊勢市宇治館町））

　秩父宮賜杯 第47回全日本大学駅伝
対校選手権大会が行われました。関東学
生陸上競技連盟推薦校選考会を3位で
通過し、2年連続15回目の出場となった
本学陸上競技部駅伝チームは、総合13
位（5時間24分30秒）となりました。シー
ド権獲得には力が及ばず、大変悔しい結
果となりましたが、全国の舞台で選手た
ちは貴重な経験を得ることができ、今後
につながるレースとなりました。

阪部創選手が明治杯全日本選抜レ
スリング選手権大会で3位に入賞し
ました！

（2015年6月19日（金）～21日（日）　国立代々木競技
場　第2体育館）

　平成27年度明治杯全日本選抜レスリ
ング選手権大会において、グレコローマ
ンスタイル75kg級に出場した本学レス
リング部の阪部創選手（経営学部4年）が
3位に入賞しました。

文部科学大臣杯全日本学生レスリン
グ選手権大会で阪部創選手が2年連
続優勝、東桂佑選手が3位に入賞し
ました！

（2015年8月18日（火）～21日（金）　東京・駒沢オリン
ピック公園総合運動場体育館）

　

　文部科学大臣杯2015年度全日本学
生レスリング選手権大会において、グレ
コローマンスタイル75ｋｇ級に出場した
阪部創選手（経営学部4年）が2年連続優
勝、80ｋｇ級に出場した東桂佑選手（経
営学部3年）が3位入賞を果たしました。

阪部創選手が文部科学大臣杯 平成
27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で準優
勝しました！

（2015年10月14日（水）～15日（木）　東京・駒沢オリ
ンピック公園総合運動場体育館）

　平成27年度全日本大学グレコローマ
ンスタイル選手権大会において、本大会
２連覇中のグレコローマンスタイル75kg
級に出場した阪部創選手（経営学部4
年）は、無失点で決勝へ進みましたが、決
勝戦で惜しくも敗れ、3連覇ならず準優勝
という結果に終わりました。
80ｋｇ級に出場した東桂佑選手（経営学
部3年）は3位入賞を果たしました。

大島圭介選手が第28回全日本ライフ
セービング・プール競技選手権大会優勝！

（2015年5月16日(土)～17日(日)　横浜国際プール）

　ライフセービング部所属の大島圭介選
手（人間科学部4年）が第28回全日本ラ
イフセービング・プール競技選手権大会
に 出 場し 、4×5 0 m 障 害 物リレー・
4×50mメドレーリレー　優勝、徳元将太
郎選手（法学部2年）が4×50m障害物リ
レー　優勝、菊地洸貴選手（経済学部2
年）が4×50mメドレーリレー　優勝を果
たしました。

石川拳大選手が第44回春季全日本
学生サーフィン選手権大会において
2年連続優勝を果たしました！

（2015年6月13日（土）～14日（日）　千葉県南房総市
南千倉海岸）

　第44回春季
全日本 学 生 サ
ーフィン選手権
大会のショート
メンの部におい
て、石川拳大選
手（経営学部2
年）が昨年に引き続き、2年連続で優勝し
ました。また、石川選手と安藤遼選手（経
済学部3年）の活躍により、神奈川大学公
認サークルNAVYZとしても団体戦で2
位に入賞する好成績を残しました。

石川拳大選手が第50回全日本サー
フィン選手権大会（2015）において
優勝しました！

（2015年8月25日（火）～30日（日）　千葉県いすみ市
太東海岸）

　第50回全日本サーフィン選手権大会
（2015）において、石川拳大選手（経営
学部2年）が優勝しました。アマチュア
サーファーが参加する国内最高峰の大会
である同大会に、石川選手は昨年初参加
し160人中3位という実績を残しており、
今回2度目の参加で見事優勝を果たしま
した。
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学生の課外活動報告

硬式野球部

水泳部

吹奏楽部

山岳部

スケート部スピード部門

美術研究部

陸上競技部 レスリング部

ＮＡＶＹＳ

ライフセービングクラブ

美術研究部

　第91回日本学生
選手権水泳競技大
会において、女子が
昨年に続き総合3位
に入賞し、4年連続
でシード権を獲得す
る快挙を果たしまし
た。また、伊東篤史

選手（人間科学部4年）が400M個人メド
レーで男子水泳部史上初となる3位入
賞、小西伶実選手（人間科学部3年）が
200Mバタフライで3位に入賞しました。
その他の種目で
も、多くの選手
が決勝、B決勝
に進出する活躍
をしました。

第63回全日本吹奏楽コンクール
金賞受賞！！

（2015年10月24日（土））

　第63回全日本吹奏楽コンクールにお
いて、本学吹奏楽部が「大学の部」金賞
を受賞しました。東関東代表として出場し
た吹奏楽部は、全日本の舞台でも圧倒的
な演奏力と高い表現力で会場を魅了し、
大学最多となる通算27回目の金賞受賞
を達成しました。

山内誠選手がIFSCボルダリング
ワールドカップ大会に出場しました！
2015年5月30日（土）～31日（日）　カナダ・トロント
2015年6月  5日（金）～  6日（土）   アメリカ・ベイル
2015年6月19日（金）～20日（土）　中国・重慶
2015年6月26日（金）～27日（土）　中国・海陽
2015年8月14日（金）～15日（土）　ドイツ・ミュンヘン

　山岳部所属の山内誠選手（人間科学
部3年）が、4月から各国で開催された
IFSC（国際スポーツクライミング連盟）
主催のIFSC Climbing Worldcup 
2015に日本代表として出場し、アメリカ・
ベイル大会では9位になるなど、世界の
舞台で活躍しています。

第64回全日本大学野球選手権大会
ベスト4！

（2015年6月8日（月）～14日（日）　明治神宮野球場）

　神奈川大学野球春季リーグにおいて、
2季ぶり通算51回目の優勝を果たし、2
年連続全日本大会に出場しました。チー
ムとしてベスト4という素晴らしい成績を
残し、個人としてはベスト4進出の原動力
となった濵口遥大投手（人間科学部3年）
が、最優秀投手賞を受賞しました。濵口投
手は、昨年の同大会における敢闘賞受賞

に続き、2年連続での個
人タイトルの受賞となり
ました。また、ユニバー
シアード日本代表に選
出され世界の舞台で活
躍するなど今後も活躍
が期待されます。

児玉龍也選手が福岡ソフトバンク
ホークス育成枠の指名を受けました！
　硬式野球部所属の児
玉龍也選手（経済学部
4 年 ）が、1 0月2 2日

（木）に都内のホテルで
行われたドラフト会議後
の育成選手選択会議に
おいて、福岡ソフトバン
クホークスに育成枠2巡目として指名を
受けました。
　児玉選手は、九州国際大学付属高校
の出身。本学ではキレのあるストレートを
武器にした投手として活躍し、2014年の
全日本大学野球選手権大会での準優勝
に貢献するなど、将来が有望視されてい
ました。

第91回日本学生選手権水泳競技大
会で女子総合で3位に入賞しました！

（2015年9月4日（金）～6日（日）　古橋廣之進記念浜松
市総合水泳場）

野村真一郎選手がＩＦSCリードワー
ルドカップ プールス大会に出場しま
した！
（2015年4月12日(日)　千葉県立幕張総合高等学校常
設クライミングウォール）

　ＩＦSCリードワールドカップ プールス大
会において、野村真一郎選手（人間科学
部1年）が出場しました。世界の舞台で活
躍するなど今後も活躍が期待されます。

第38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創部以
来初の2年連続アベック優勝を果た
しました！
（2015年10月17日（土）・18日（日）岩手県北青少年の家）

　第38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、女子総合優勝を果たし、見
事2年連続アベック優勝を果たしました。
なお、個人としては齋藤慧選手（人間科
学部2年）が、500ｍで優勝するなど、そ
の他の種目でも多くの選手が準優勝・3位
入賞などの活躍をしました。

横浜ベイクォーターの10周年事業
で壁画を制作しました！
　2016年8月に開館10周年を迎える横
浜ベイクォーターの周年企画として、本学
美術研究部が館内の壁にアートを描きま
した。今回のプロジェクトは、横浜ベイ
クォーターが「10周年を機により地域活
性化に取り組み、地元に愛される場所に
したい」ということで、地元である本学の
美術研究部に壁画制作が依頼され実現。
美術研究部の部員たちは、夏休み期間を
利用して制作に取り組みました。

第92回箱根駅伝本大会出場決定！
（2015年10月17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92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。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08分01秒、
総合5位で予選を通過し、通算47回目の
本大会出場の切符を手にしました。

第47回全日本大学駅伝対校選手権
大会出場！

（2015年11月1日（日）　熱田神宮西門前（名古屋市熱
田区神宮）～伊勢神宮内宮宇治橋前（伊勢市宇治館町））

　秩父宮賜杯 第47回全日本大学駅伝
対校選手権大会が行われました。関東学
生陸上競技連盟推薦校選考会を3位で
通過し、2年連続15回目の出場となった
本学陸上競技部駅伝チームは、総合13
位（5時間24分30秒）となりました。シー
ド権獲得には力が及ばず、大変悔しい結
果となりましたが、全国の舞台で選手た
ちは貴重な経験を得ることができ、今後
につながるレースとなりました。

阪部創選手が明治杯全日本選抜レ
スリング選手権大会で3位に入賞し
ました！

（2015年6月19日（金）～21日（日）　国立代々木競技
場　第2体育館）

　平成27年度明治杯全日本選抜レスリ
ング選手権大会において、グレコローマ
ンスタイル75kg級に出場した本学レス
リング部の阪部創選手（経営学部4年）が
3位に入賞しました。

文部科学大臣杯全日本学生レスリン
グ選手権大会で阪部創選手が2年連
続優勝、東桂佑選手が3位に入賞し
ました！

（2015年8月18日（火）～21日（金）　東京・駒沢オリン
ピック公園総合運動場体育館）

　

　文部科学大臣杯2015年度全日本学
生レスリング選手権大会において、グレ
コローマンスタイル75ｋｇ級に出場した
阪部創選手（経営学部4年）が2年連続優
勝、80ｋｇ級に出場した東桂佑選手（経
営学部3年）が3位入賞を果たしました。

阪部創選手が文部科学大臣杯 平成
27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で準優
勝しました！

（2015年10月14日（水）～15日（木）　東京・駒沢オリ
ンピック公園総合運動場体育館）

　平成27年度全日本大学グレコローマ
ンスタイル選手権大会において、本大会
２連覇中のグレコローマンスタイル75kg
級に出場した阪部創選手（経営学部4
年）は、無失点で決勝へ進みましたが、決
勝戦で惜しくも敗れ、3連覇ならず準優勝
という結果に終わりました。
80ｋｇ級に出場した東桂佑選手（経営学
部3年）は3位入賞を果たしました。

大島圭介選手が第28回全日本ライフ
セービング・プール競技選手権大会優勝！

（2015年5月16日(土)～17日(日)　横浜国際プール）

　ライフセービング部所属の大島圭介選
手（人間科学部4年）が第28回全日本ラ
イフセービング・プール競技選手権大会
に 出 場し 、4×5 0 m 障 害 物リレー・
4×50mメドレーリレー　優勝、徳元将太
郎選手（法学部2年）が4×50m障害物リ
レー　優勝、菊地洸貴選手（経済学部2
年）が4×50mメドレーリレー　優勝を果
たしました。

石川拳大選手が第44回春季全日本
学生サーフィン選手権大会において
2年連続優勝を果たしました！

（2015年6月13日（土）～14日（日）　千葉県南房総市
南千倉海岸）

　第44回春季
全日本 学 生 サ
ーフィン選手権
大会のショート
メンの部におい
て、石川拳大選
手（経営学部2
年）が昨年に引き続き、2年連続で優勝し
ました。また、石川選手と安藤遼選手（経
済学部3年）の活躍により、神奈川大学公
認サークルNAVYZとしても団体戦で2
位に入賞する好成績を残しました。

石川拳大選手が第50回全日本サー
フィン選手権大会（2015）において
優勝しました！

（2015年8月25日（火）～30日（日）　千葉県いすみ市
太東海岸）

　第50回全日本サーフィン選手権大会
（2015）において、石川拳大選手（経営
学部2年）が優勝しました。アマチュア
サーファーが参加する国内最高峰の大会
である同大会に、石川選手は昨年初参加
し160人中3位という実績を残しており、
今回2度目の参加で見事優勝を果たしま
した。
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新役員紹介 ● 法学部

● 法学部
● 経済学部
● 経済学部
● 外国語学部
● 人間科学部

川邉　好美さん
古賀　健裕さん
早川　　勲さん
森　　喜井さん
髙津　珠美さん
後藤　昌伸さん

● 人間科学部
● 工学部
● 工学部
● 経営学部
● 経営学部

鈴木　幸恵さん
志田　通栄さん
石村　久治さん
阿部　重春さん
庭野　章彦さん

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。

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。

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。

後援会40周年記念事業後援会40周年記念事業後援会40周年記念事業
　神奈川大学後援会は、今年設立40周年を迎え、記念事業として、下
記の事業を計画・実施しております。

富士見高原研修所食堂のテーブル・椅子については、11
月7日に寄贈しました。（写真　右上）
植樹については、横浜キャンパスでは12月12日に、湘
南ひらつかキャンパスでは12月15日に実施しました。

（写真　左）
横浜キャンパス体育館・17号館前ベンチ・湘南ひらつか
キャンパス学生用掲示板については、年度内の寄贈を予
定しています。
後援会では、学生の豊かなアイディアを形にする大学主
催の「学生チャレンジプロジェクト支援」へ賛同し、より大
きなプロジェクトを形にできるよう、最大100万円までの
後援会特別枠を設けていただきました。後期の募集分で

「神大プロモーションマッピング」プロジェクトが採用さ
れ、約70万円の支援を行うことが決定しました。プロジェ
クトの完成後は、オープンキャンパス等で一般公開され
る予定です。（写真　左下）

富士見高原研修所食堂　テーブル・椅子　

　　
学生チャレンジプロジェクト支援
横浜キャンパス体育館17号館前　ベンチ
湘南ひらつかキャンパス　学生用掲示板

富士見高原研修所食堂　テーブル・椅子

横浜キャンパス
ジンダイアケボノ（桜）　記念植樹

学生チャレンジプロジェクト目録贈呈式

横浜・湘南ひらつかキャンパス　
　記念植樹 ジンダイアケボノ（桜）　

11月7日　寄贈

12月12日目録贈呈式
年度内寄贈予定
年度内寄贈予定

12月12日 植樹（横浜）　
12月15日 植樹（平塚）　

2015年度
父母懇談会開催報告

後援会役員（
父母）による

授業見学・学食
体験レポート

特　集

✓

✓

■会報に関するお問合わせは上記神奈川大学後援会事務局までお願いいたします。


