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● �2019 年 4 月、本学の特許技術を取得した ”三相
乳化技術（界面活性剤を使わずに水と油を混ぜ合
わせた技術）”を用いたコスメティック新ブランド
「PROUD�BLUE」シリーズに「モイスチュアUVジェ
ル【SPF35�PA+++】」が新発売されました。

●�保護者説明・懇談会で販売するほか、「Yahoo!
ショッピング」でも購入できます。

※��左からモイスチュアジェル、モイスチュアハンドクリーム、
モイスチュアＵＶジェル ( 新発売）、モイスチュアローション、
センシティブモイスチュアクリーム

売上の一部については、大学へ寄付され、学生への奨学金
として還元されます。

赤ちゃんの肌にも使えるやさしさと、
使いやすい伸びの良さが特徴です。

神奈川大学の特許技術を用いた化粧品、

“ 「PROUD BLUE」シリーズ ”
好評発売中！

みなとみらいキャンパスは
2021年4月の開設に向け新築工事が進んでいます！

都市型キャンパスでありながら四季の風や光を感じられる開放的な
空間が多く、地域社会や街に開かれた設計を多く取り入れています。

大学のさまざまな活動を社会や街に発信することで、「人」が集い、
「知」が交流する「ソーシャルコモンズ」として、みなとみらいの
街に新たなにぎわいを生み出していきます。



長野県八ヶ岳の裾野に広がる富士見高原に神奈川大学「富

士見高原研修所」はあります。

自然に囲まれたのどかな雰囲気を満喫しつつ、落ち着い

た環境で学習に取り組むことができることからゼミや部活

の合宿等を中心に多くの学生に利用されているだけでなく、
※ご家族での利用も可能です。今号では、本施設の管理人か

ら聞いた富士見高原研修所の魅力を後援会会報委員が伝え

ます。

八ヶ岳の自然に囲まれた場所に位置する富士見高原研修所では、四季折々
の自然を楽しむことができます。また、施設内に設置されている、食堂のテー
ブル&イスとロビー&談話室のソファーは後援会の寄贈品です。

施設周辺は、閑静な環境に恵まれ、おいしい空気、小鳥のさえずり、木々
の紅葉、満天の星空、四季折々の大自然を満喫できます。また、入口
をはいってすぐの広々としたロビーにある後援会寄贈のテーブル＆ソ
ファーでゆっくりおくつろぎ頂いております。

八ヶ岳にはお楽しみスポットがたくさん。四季折々の草花が堪能できる「花
の里」では、春に天空の遊覧カートで富士山を望むことができます。夏は
避暑地として多くの観光客が訪れ、秋には「創造の森」で標高差約2,000
ｍを一気に下る紅葉 “ゴールデンカーペット”を大パノラマで堪能できま
す。冬は、スキー初心者の方にも安心なゲレンデ、障害者の方も一緒に楽
しめる“バイスキー”が完備されている「富士見高原スキー場」。季節ごと
に多くのイベントが開催されています。

■部屋（一例）

富 士 見 高 原 研 修 所
施 設 紹 介

■ラウンジ ■食堂

※�利用対象には制限がございます。詳しくは、神奈川大学HPをご確認ください。

管理人さんの
ここがおススメ

管理人さんの
ここがおススメ
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学生たちに快適な環境を提供できるように、季節ごとの地元食材をふんだ
んに使ったお食事を朝・昼食 500 円、夕食または BBQ　1,100 円（税別）（年
末年始 1,600 円）というリーズナブルな価格で提供しています。生もの以
外の飲食の持ち込み可能で冷凍冷蔵庫、製氷機も使用できます。

管理人
佐藤	 幸弘さん（右）
	 マリ子さん（左）

2 泊 3 日のゼミ合宿でご利用になる学生さんが主ですが、 勉強の合間に卓
球やビリヤード、屋外では BBQ やテニスを楽しむ姿も見られます。みなさ
ん礼儀正しく素直で、ルールを守り利用して下さるので感謝しています。

■BBQ（一例）

当施設では、テニス、ビリヤードのほかに卓球、マレットゴルフも楽しめます。

車で約 10 分。八ケ岳西麓標高 1,300m の
高原に位置し、峰々を一望する広大な広場
を有します。昭和 13 年に開校以来八ケ岳
農場で親しまれ、学生たちが育てた『長野
県環境に優しい農産物認証』の採れたて高
原野菜や卵、牛乳・乳製品他、地元特産品
等が直売されています。

〒399-0212
長野県諏訪郡富士見町立沢字広原1-1194
TEL	:	0266-66-2610
◇利用対象者
 ・本学教職員およびその家族
 ・本学学生（引率する教職員のいる場合に限る）
 ・本学を定年退職した教職員およびその家族
 ・宮陵会・後援会・緑会会員および会員同伴の家族
 ・専任教職員を申込み責任者とした学外者 など
◇利用受付
 ・HPよりご予約を承っております。
 ・受付は、利用開始日の2ヶ月前から2週間前までとします。
 ※ 2020年4月より利用対象者の変更及び利用料金の改定を行います。
　　詳細は、HPをご確認ください。
 　「神奈川大学　富士見高原研修所」で検索可能です。

本学には、富士見高原研修所のほかに箱根金時山
のふもと、仙石原に「箱根保養所」があります。ご家族
おそろいでおでかけください。皆さまのご利用を
お待ちしています。
※ 利用対象には制限がございます。神奈川大学公式

HPを必ずご確認ください。
神奈川大学箱根保養所
〒 250-0631
神奈川県
足柄下郡箱根町
大字仙石原 1104-1
TEL : 0460-84-9611

車で約 15 分。高原の森の中、オーナーの手がけた廃材を使いカントリー
風に仕上げたログハウスや独創的な建造物が立ち並び、自家製石窯でつ
くられた天然酵母のパン、ソーセージ、ハンバーグ、無農薬サラダなど
がおススメです。

後援会会報委員が
おススメする 周辺スポット

Activity

●  八ケ岳中央農業実践大学校
直営 八ケ岳農場直売所

神奈川大学　富士見高原研修所

箱根保養所のご案内● カナディアンファーム

管理人さんから見た
学生の様子 ぜひ、遊びに

いらしてください！

富士見高原研修所
QR コード

箱根保養所
QR コード
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　5月18日高知会場からスタートした本年度の保護者説明・懇談会は、横浜キャンパス・東京会場と、地方25道府県
26会場（鹿児島会場は中止）にて開催し、去る10月27日湘南ひらつかキャンパス保護者説明・懇談会を終え、全日程
が終了しました。
　保護者説明・懇談会に出席することで、学修・就職・学生生活の面で理解も深まり、懇親会の席では学長等、大学代表者
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。

2019年度
神奈川大学
保護者説明・懇談会開催報告

開催日 県名 開催地 会　　　　　場
出席者数

組数 人数
５/25 土 北海道 札幌市 札幌プリンスホテル（国際館パミール） 19 28
６/ １ 土 宮城県 仙台市 仙台サンプラザホテル 31 44
６/ ２ 日 岩手県 盛岡市 ホテルニューカリーナ 17 26
６/ ８ 土 山形県 山形市 ホテルメトロポリタン山形 32 45
６/ ９ 日 福島県 郡山市 郡山ビューホテル 51 75
８/24 土 茨城県 水戸市 三の丸ホテル 35 56
９/ １ 日 群馬県 高崎市 ホテルメトロポリタン高崎 30 48
９/14 土 栃木県 宇都宮市 宇都宮グランドホテル 37 53
７/ ６ 土 山梨県 甲府市 ホテル談露館 32 53
８/ ３ 土 富山県 富山市 ホテルグランテラス富山 19 23
８/ ３ 土 石川県 金沢市 ホテル金沢 12 17
８/ ４ 日 長野県 長野市 ホテル国際２１ 39 62
８/31 土 新潟県 新潟市 ANAクラウンプラザホテル新潟 77 112
６/29 土 静岡県 静岡市 ホテルセンチュリー静岡	 ※1） 122 185
６/30 日 愛知県 名古屋市 名鉄グランドホテル 22 35
９/ ８ 日 静岡県 浜松市 ホテルコンコルド浜松	 ※1） 66 103
６/30 日 大阪府 大阪市 大阪第一ホテル 18 30
８/24 土 鳥取県 鳥取市 ホテルニューオータニ鳥取 5 7
８/25 日 島根県 松江市 ホテル一畑 5 10
９/ ７ 土 岡山県 岡山市 岡山ロイヤルホテル 4 5
９/７ 土 広島県 広島市 広島グランドインテリジェントホテル 17 21
５/18 土 高知県 高知市 ホテル日航高知旭ロイヤル 8 11
５/19 日 沖縄県 那覇市 沖縄かりゆしアーバンリゾート・ナハ 30 42
６/16 日 熊本県 熊本市 三井ガーデンホテル熊本 10 15
７/14 日 宮崎県 宮崎市 ホテルスカイタワー 6 9
７/14 日 鹿児島県 鹿児島市 SHIROYAMA　HOTEL　Kagoshima	 ※2） 中止 中止
７/15 月・祝 福岡県 福岡市 ホテル日航福岡 30 46

地方会場　計 774 1,161
26道府県　27会場　※1）静岡県は静岡市と浜松市２会場にて開催　　※2）鹿児島会場は中止

全会場出席者組人数合計 1,402 2,136

開催日 会　　　　　場 出席者数
組数 人数

６/23 日 横浜キャンパス 419 661
10/27 日 湘南ひらつかキャンパス 122 197
９/11 水 東京会場（品川プリンスホテル） 87 117

本学開催、東京会場　計 628 975

地区順・開催日順で表記
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大阪市

近畿地区

札幌市

北海道地区

秋田市青森市
山形市

仙台市
郡山市

東北地区

水戸市 宇都宮市 高崎市
関東地区

横浜キャンパス
湘南ひらつかキャンパス

本学開催

東京会場

新潟市
長野市

北陸・甲信越地区
富山市 金沢市

甲府市

  静岡市 浜松市 名古屋市
東海地区

山口市広島市

中国地区

九州地区
福岡市
大分市

佐賀市
鹿児島市 那覇市

長崎市

徳島市 高松市 松山市
四国地区

保護者説明・懇談会

アンケート結果

2020年度
保護者説明・懇談会

開催予定地
全国いずれの会場にも
ご参加いただけますので、
ご都合のよい日程・会場に
お申込ください。

お申込の詳細は『サポートガイド2020』
（4月発送予定）をご覧ください。

保護者説明・懇談会に出席いただいた
方にアンケートを実施し、1,140名の
方から回答を得ました！！

○子供とは離れて暮らしているのでコミュニケーションが取りづらく、
このような説明会があるのは有難いです。

  （長野　法律 1 年）

○複雑化している就活状況を理解できました。U・I ターンなど地方
ならではの話も役に立ちました。 （甲府　経済 2 年）

○個別面談が充実していました。 
　  （湘南ひらつかキャンパス　数理・物理 4 年）

○昨年は北海道で参加させていただきました。この度の説明会で更に
理解を深めることが出来ました。本人の自立をはかるため、任せて
いる部分が多々ありましたが、保護者として子供がどのような大学
生活を送っているか知る事が出来非常に有意義でした。 

　  （東京会場　経済 3 年）

○直接先生とお話することができました。親身になって話を聞いて
いただき良かったです。 （横浜キャンパス　国際経営 2 年）

Q1. 出席された目的は何ですか？（複数回答可）　1位　大学の近況を知ること　759件（67％）　2位　就職状況を知ること　　737件（65％）　3位　個別面談　　　　　　　335件（29％）　4位　進級要件を知ること　　262件（23％）　5位　保護者同士の親睦　　　123件（11％）
以上の結果から、大学の近況と、就職状況についての関心の高さが伺えます。
Q2. 満足度を教えてください。

説明会の様子

懇親会の様子

個別面談の様子

不満・大変不満0％

以上の結果から、
約90％の方に満足
いただいています。

大変満足
33％

普通
11％

満足
56％
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学生の
課外活動報告
硬式野球部 出井選手が埼玉西武ライ
オンズ育成枠の指名を受けました！

硬式野球部所属の出井 敏博選手（法学部4年）
が、2019年新人選手選択会議（ドラフト会議）後
の育成選手選択会議において、埼玉西武ライオ
ンズに育成枠1巡目として指名を受けました。

一流投手には欠かせない、恵まれた理想的な
体形であることからも、将来が有望視されてい
ます。皆さま応援よろしくお願いいたします。

関東大学サッカーリーグ 2 部昇格決定！！
2019 年 11 月 23 日（土）

第52回関東大学サッカー大会昇格決定戦にお
いて、山梨学院大学に2-1で勝利を収め、関東2部
リーグへの昇格が決定しました。神奈川県1部リー
グを全勝で勝ち上がり、第52回関東大学サッカー
大会へと進んだ本学。ブロック予選を2位で突破
し、昇格決定戦への進出を決めました。関東大学
サッカー2部リーグでも、「一生懸命を楽しもう」
をスローガンに、神奈川大学らしく、全力で戦い
ます。 引き続き、皆さまの温かいご声援をよろ
しくお願いします。

ボルダリングワールドカップ最終戦
が行われ、緒方良行選手（人間科学
部 4 年）が初勝利しました！

スポーツクライミングのボルダリングワール
ドカップ最終戦が、6月7・8日にアメリカ・ヴェイ
ル（コロラド州）で行われ、緒方良行選手（人間科
学部4年）が唯一の全完登を決め、見事初勝利を
達成しました！

また今回の成績により、年間ランキングにおい
ても総合3位の成績を収めました。 引き続き、皆
さまの温かいご声援をよろしくお願いします。

「清瀬杯 第 51 回全日本大学選抜準硬
式野球大会」において 43 年ぶり 2 回
目の全国優勝を果たしました！
2019 年 9 月 3 日（火）　仙台市民球場
「清瀬杯 第51回全日本大学選抜準硬式野球大

会」において見事に全国優勝を果たしました！今
回で43年ぶり2回目の優勝となります。決勝では
名城大学に対し、5 – 0という結果で完封勝利を
収めました。

「第 95 回日本学生選手権水泳競技大
会」において、女子総合で 2 年連続
の準優勝！昨年度の最高得点を更新！
2019 年 9 月 6 日（金）～ 8 日（日）　東京辰巳国際水泳場
「第95回日本学生選手権水泳競技大会」におい

て、水泳部が女子総合成績で昨年度記録した創
部史上最高を更新し、2年連続での準優勝を達成
しました。また、今大会の結果により、8年連続で
日本学生選手権のシード権を獲得しました。

個人種目では、古林毬菜選手（経済学部4年）が
100ｍ背泳ぎで優勝・200ｍ背泳ぎで第2位、望月
絹子選手（人間科学部2年）が400ｍ自由形で3位・
800ｍ自由形で2位入賞をしました。また、女子
400mメドレーリレーが4位、女子800ｍフリーリ
レーでは、見事3位入賞を果たしました。今大会
においては、その他の種目でも多数の決勝進出者・
入賞者を輩出しました。

神奈川大学準硬式連盟秋季リーグで
13 季ぶりの優勝！オーストラリア遠
征にも出場します！

このたび、準硬式野球部が神奈川大学準硬式
連盟秋季リーグにおいて、13季ぶりの優勝を収
めました！
 清瀬杯に続く快挙となります。

「第 95 回関東大学バスケットボール
リーグ戦」において 1 部リーグの残留
確定！「第 71 回全日本大学バスケッ
トボール選手権記念大会」ではベスト
16 の成績を収めました！
2019 年 12 月 9 日 ( 月 ) ～ 15 日 ( 日 )　 駒沢オリンピック公園
総合運動場体育館 ・エスフォルタアリーナ八王子

一昨年、創部以来初の1部リーグへの昇格を達
成し、強豪を相手に奮戦する中で着実に力を伸
ばし、「第71回全日本大学バスケットボール選手
権記念大会（インカレ）」においてベスト16の成績
を収めました。

リーグ戦では、小酒部泰暉選手（国際経営3年）
が2位に100点以上の差をつける552点で得点王
を獲得。「3ポイント部門」では、49点で4位という
成績を収めました。また、酒部泰暉選手（国際経
営3年）はアルバルク東京の特別指定選手として
加入することが決まりました。特別指定選手制
度は、全日本大学バスケットボール連盟および全
国高等学校体育連盟バスケットボール部所属選
手ならびに、満22歳以下の選手を対象に、個人の
能力に応じた環境を提供することを目的に特別
指定選手として認定される制度です。

硬式野球部

男子バスケットボール部

サッカー部

山岳部

準硬式野球部

水泳部

今後の活躍に益々期待が高まる男子バスケッ
トボール部へ、皆さまのご声援をよろしくお願い
いたします。
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第 96 回東京箱根間往復大学駅伝競
走　総合 16 位
2020 年 1 月 2 日（水）～ 3 日（木）

第96回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅
伝）にて、陸上競技部駅伝チームは、往路17位・復
路13位の総合16位となり大変悔しい結果となり
ました。

来年の箱根駅伝に向けて再始動した特上競技
部を今後とも応援よろしくお願いいたします。

第 61 回日本選手権 (25m) 水泳競技大
会において、古林選手、内田選手が
優勝、後藤選手 ( 人間科学部 2017 年
度卒 ) が準優勝しました！
2019 年 10 月 26、27 日　東京・辰巳国際水泳場

第61回日本選手権(25m)水泳競技大会におい
て、200m背泳ぎで古林毬菜選手(経済学部4年)、
200mバタフライで内田かりん選手( 法学部1年 )
が優勝いたしました。

また、卒業生の後藤真由子選手 ( 人間科学部
2017年度卒)が800m自由形で準優勝を収めてい
ます。Team JINDAIで1年後の東京オリンピック
に一丸となって挑戦いたします。
 今後も温かいご声援お願いいたします。

2019 年全日本学生選手権大会で北條
選手と奈須川選手が優勝！！奈須川選
手は 2 連覇を達成し最優秀選手賞に
選ばれました！！
2019 年 8 月 20 日（火）～ 23 日（金）　駒沢公園体育館

日本学生レスリング界の個人戦の最高峰大会
である「文部科学大臣杯 2019年度全日本学生レ
スリング選手権大会」において、男子グレコロー
マンスタイル72kg級の北條良真選手（国際経営
3年）が昨年のチャンピオンと対戦し、4ｰ３で初の
インカレチャンピオンに輝きました。決勝は男子
グレコローマンスタイル87kg級の奈須川良太選
手（国際経営2年）は、2年連続で優勝し最優秀選
手賞に選ばれました。その他の選手も活躍し、男
子グレコローマンスタイル55kg級の山口秀斗選
手（国際経営4年）、男子グレコローマンスタイル
72kg級の大賀遥選手（国際経営4年）、男子グレコ
ローマンスタイル97kg級の三浦庶宏選手（国際
経営3年）の3名が3位入賞しました。

山口叶汰選手が「第 45 回内閣総理大
臣杯 令和元年度 全日本大学レスリン
グ選手権大会」銅メダルを獲得！
2019 年 11 月 9 日・10 日　鹿児島・日置市吹上浜公園体育館
「第45回内閣総理大臣杯 令和元年度 全日本大

学レスリング選手権大会」が開催され、山口叶汰
選手( 経営学部1年 )が銅メダルを獲得しました。
フリースタイル57kg 級に出場した山口選手は、
準々決勝まで10-0のテクニカルフォール（相手と
のポイント差が10点ついた時点で試合終了）で勝
ち進み、準決勝では2019年度世界ジュニア選手
権大会で世界チャンピオンになった選手と対戦。
序盤と中盤に相手のタックルでポイントを奪われ、
山口選手も果敢に攻撃を仕掛けるもポイントを
奪えず0-4で敗れました。3位決定戦では10-0の
テクニカルフォールで勝利し銅メダルを獲得し
ました。その他の選手はフリースタイル74kg級
の馬渡和音選手（国際経営学科3年）が7位に入賞
しました。

東日本学生レスリング選手権大会（秋
季大会）で 11 個のメダルを獲得！！
2019 年 11 月 25 日（月）～ 27 日（水）　駒沢屋内球技場
「東日本学生レスリング選手権大会（秋季大

会）」において、本学レスリング部は金1、銀3、
銅7の計11個のメダルを獲得しました。新人戦
のグレコローマンスタイルでは55kg 級の松本
健新選手（国際経営1年）が優勝、97kg 級の田岡
和成選手（国際経営2年）第3位。フリースタイ
ルでは57kg 級の山口叶汰選手（国際経営1年）
と97kg 級の田岡和成選手（国際経営2年）が第3
位となり、田岡選手は両スタイルでの入賞とな
りました。選手権のグレコローマンスタイル
では60kg 級の今井貴大選手（国際経営3年）が
第2位、63kg 級の江川亘選手（国際経営4年）が
第3位。フリースタイルでは61kg 級の日比野圭
汰選手（国際経営3年）と74kg 級の馬渡和音選
手（国際経営3年）が第2位、70kg 級の山内壮選
手（国際経営4年）、65kg 級の服部蓮選手（国際
経営4年）、79kg 級の池田捷人選手（国際経営3
年）が第3位となりました。

今後も皆さまのご応援をよろしくお願いい
たします。陸上競技部

レスリング部
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　2020 年 3 月卒業生の採用では、3 月に採用情報を公開、6 月に採用選考解禁の方針が継続して取られました。しかし秋・
冬のインターンシップが実質的な会社説明会の場であるなど、企業側は学生と早期の接点創出に力を注いでいます。またこ
の流れにより、学生側としては早い段階での自己分析、業界・職種研究が必須となっています。
就職活動が本格化するこの時期に、多く寄せられるご質問および本学の就職支援講座・セミナー、イベントについて紹介い
たします。 （2019 年度実績、2020 年度予定）

就職支援について

Check! Check! Check!

Ａ.

Ｑ.

Ａ.

Ｑ.

Ａ.

Ｑ.公務員試験の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（一部有料）。公務
員試験と就職活動の時期が重なる
ため、どちらにどれだけの比重を置
くのかを考え、計画的・戦略的に活
動する必要があります。

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？

企業見学や卒業生訪問をするなど
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
ンスをとって参加しましょう。

U ターン就職をしてほしいので
すが…。地元企業の最新情報はど
のようにしたら得られますか？

まずは就職課に来て、各県からの
情報を入手して下さい。
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の練習や、
地元企業を紹介するセミナー等が
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。

12・3月実施

公務員関連講座 3・4・5月実施

公務員座談会 11月実施

公務員仕事理解セミナー 4月実施

秋冬にもインターンシップがあり、その数は
年々増加しています。
就職ナビサイトや就職課でも掲示等をしていま
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。

最近は、U・IターンインターンシップやU・I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。

U・Iターン就職のガイダンス 10月実施

U・Iターン就職&インターンシップ相談会
／個別相談会 6・11・12・1・2月実施
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（神奈川・関東学院・東海）合同
地域別　業界・企業・職種研究会 2月実施

参加必須！2月以降のキャリアイベント
キャリアフェスタ

3大学合同実施の、企業及び業界の研究会です。
早い時期に各県の企業担当者に直接話を聞ける
チャンスです。

後輩に勧めたい･満足度 約90%のイベント!! 
就職活動最初の一歩です。

就職活動本番を控え、企業との接点をもつことによ
り、どのような業界・業種があるのかを知ることが
できるイベントです。各企業の現場で働いている方
や卒業生、人事担当者等から『仕事』について、直
接聞くことができるチャンスとなっています。

学内合同企業説明会
神奈川大学最大級の就職イベント

このイベントへの参加がキッカケとなり
内定を得た先輩が続出しています！

本学からの採用実績企業を中心に、公務員団体
を含む372社・団体の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。企業ごとの教
室形式で、興味のある企業・団体を自由に訪れ、
企業説明を直接人事担当者から聞くことができ
ます。

3大学（神奈川・関東学院・東海）合同
地域別　業界・企業・職種研究会

【全学部・全学科・全学年対象】 【2021.3 卒対象】【全学部・全学科・全学年対象】

《開催日時・キャンパス》

＠湘南ひらつかキャンパス（終了）

＠横浜キャンパス

12月４日（水）
１月30日（木）、31日（金）
２月20日（木）、21日（金）、
25日（火）～28日（金）

＠横浜キャンパス
＠湘南ひらつかキャンパス
＠横浜キャンパス

3月1日（日）～4日（水）
3月5日（木）
3月6日（金）、7日（土）

静岡県
新潟県・長野県

2月4日（火）
2月5日（水）

《開催日時・キャンパス》

《開催日時・キャンパス》

午前の部　10：00～12：30
午後の部　14：30～17：00
※事前申込不要・服装自由

12：00～15：40
※事前申込不要・服装自由

関東学院大学・KGUメディアセンター

※事前申込不要・履歴書不要
※リクルートスーツ着用
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お知らせ
学修上（履修・成績）の留意点！
　本学の履修登録は、各学科によって異なりますが、半期で 22 単位から 30 単位、年間では 44 単位から 49 単位で、学科ごとに上限が定めら
れています。学生には年間 2 回（前学期は 4 月・後学期は 9 月）、履修登録期間があります。履修登録は PC から行いますが、履修登録がない
と授業に出席していても評価対象となりません。学生には履修登録期間後は、必ず「履修登録確認表」を印刷のうえ保管して、内容に誤りがない
か確認するよう指導しています。
　また、進級（進級制度のある学部・学科）、そして卒業のためには各学科で定めている授業科目や単位数を修得しなければ
なりません。同一学科でも入学年度（カリキュラム年度）や選択コースによっても進級や卒業の要件は異なります。この詳細
は『履修要覧』で確認ができます。

（http://ku-syllabus.kanagawa-u.ac.jp/syllabus_pub/）
　なお、各自が修得した授業科目や単位数を表した「学業成績通知表」は、学生は９月中旬と３月中旬に PC からダウンロード
できますが、保護者にはその一週間後を目途に送付しています。 履修要覧・シラバス

QR コード

保健管理センター
QR コード

学生相談室
QR コード

保健管理センターより

学生相談室より

定期健康診断 健康支援

医師による健康相談学校感染症予防について 

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います。体調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、気軽に保健管理センターを利用するようお勧めください。なお、保護者の方からのご相談にも応じ
ていますのでご利用ください。

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。

毎年4月に全学生を対象に定期健康診断を実施しています。健診

結果で急を要する事項があり、学生本人に連絡が取れない場合は

保護者に連絡します。

● 病気や障がいによる学生生活上の支援

● 病気や怪我の応急手当

● 予防活動：禁煙支援や飲酒・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

内科・心療内科・整形外科・精神科・婦人科の医師が相談に応じてい

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。

大学は学生が集団生活を営む場であり、集団感染防止のため、以下

の感染症については、母子手帳で予防接種歴を確認していただき、

不足の場合には予防接種を受けるようにお願いします。

・麻しん　・風しん　・水痘（みずぼうそう）

・流行性耳下腺炎（おたふくかぜ）

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。
キャンパスごとに学生相談室がありますので、所属キャンパスの学生相談室へご連絡ください。

●学業に関することについて  ●進路について  ●心の問題について  ●対人関係のことについて  ●生活上の問題について
●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。

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。
保険証は本人が所持するようご指導ください。

詳細は、下記のホームページをご覧ください。

神奈川大学ホームページ  →  キャンパスライフ  →
学生サポート・健康相談窓口  →  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。

神奈川大学ホームページ  →  キャンパスライフ  →  学生サポート・健康相談窓口  →  学生相談室
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副会長
山下	葉子

（外国語学部 4 年）

副会長
西野	孝之

（経営学部 4 年）

監事
金子	大也

（工学部 4 年）

監事
槙島	正雄

（外国語学部 3 年）

保護者説明・懇談会の
更なる充実を

神奈川大学後援会
	 会長　西脇 	 幸二

年頭に当たりご挨拶申し上げます。
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
賜り、誠にありがとうございます。2020年5月に神奈川大学
は創立92周年を迎え、来年2021年には新たにみなとみらい
キャンパスが開設されます。大学の創立100周年に向けた
大きな飛躍と足並みを揃えて、本後援会も2025年の設立50
周年に向け、新たな気持ちで活動しているところでござい
ます。
後援会の事業の中で最も注力している保護者説明・懇談
会事業は、昨年横浜・湘南ひらつか両キャンパスと東京会場
以外にも、全国25道府県26会場で実施して参りました。台
風の影響により実施できなかった一部の会場でも、後日事
務局を通じて出席予定の方へ資料送付をしていただいた他、
担当職員から電話や郵送にて個別対応していただいた事を
お聞きし、学生だけではなく保護者の皆様へのサポートも
していただいていることに安心しております。保護者説明・

懇談会は出席いただいた方の9割が満足していただいており、
大学からの説明を聞くだけではなく、大学関係者や保護者
同士の懇親を深めていただける場にもなっておりますので、
今後も更なる充実を検討して参りたいと思います。
本年も本会の設立趣旨に則り、在学生への支援として福利

厚生面の更なる充実、課外活動を含めた様々な支援を図り、
お子様が卒業されてもいつまでも素晴らしい母校であり続け
るよう大学の発展に寄与して参りたいと考えております。
最後に、度々のお願いとなりますが、みなとみらいキャンパス

開設、大学創立100周年に向け、「神奈川大学創立100周年記念
募金」が創設されております。在学生、将来
の学生の為にご協力いただければありがた
く存じます。大学の募金実行委員会の委員
として切にお願いするとともに、会員の皆様
には引き続き後援会へのご支援とご協力を
賜りますようお願い申し上げます。

後援会役員紹介

運営委員紹介

高　英貴 （法）
髙松　美佐子 （法）
木ノ瀬　勉 （経済）
太田　裕子 （経済）
高橋　佐知子 （経営）
渡邊　徹 （外国語）
成田　明美 （外国語）
富岡　秀明 （人間科）
鈴木　啓靖 （理）
加藤　真理 （工）
今　美佐子 （工）

細井　稔 （法）
道川　安喜子 （法）
神尾　美穂 （経済）
三角　千鶴 （経済）
須賀　亜紀 （経営）
三好　里美 （外国語）
小松　剛 （外国語）
河端　俊彦 （人間科）
古畑　博之 （理）
冥賀　美加 （工）

鮎澤　直美 （法）
京極　孝代 （経済）
長谷川　弘子 （経済）
永瀨　雪代 （経営）
若野　文江 （人間科）
堀内　洋一 （人間科）
大石　俊之 （理）
新関　真由美 （工）

佐々木　正毅 （法）
平塚　明倫 （法）
坂田　菜穂子 （経済）
能島　信一  （経済）
佐々木　かおる （外国語）
松田　久美子 （人間科）
大黒　昭子 （工）

１年生 ２年生 ３年生 ４年生

後援会より

副会長
近藤	真吾
（特別会員）

副会長
伊藤	かほる

（外国語学部３年）

副会長
本多	康昭

（法学部３年）

監事
倉石	義久

（経済学部２年）

顧問
伊藤 正芳（特別会員）
林部 正明（特別会員）

神奈川大学創立
100 周年記念募金

QR コード

役員会の様子保護者住所が変更になった場合は、学生が「WebSt@tionで変更手続き」または「各キャンパス学生課に届出」をしてください。
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