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みなとみらいキャンパス新築工事は、計画どおり2020年11月末竣工、2021年4月開設に向けて順調に進んでいます。

2018年10月から始まったこの工事、地上21階の新しいキャンパス全体像を目にすることができるようになりました。

今後は竣工に向けて外装・内装の施工を進めるとともに、ソフト面の検討を踏まえ、実際的な運用を見据えた整備を

進めます。

「2020 大学紹介 Movie ～学生それぞれのつながり～」を大学 YouTube にて公開しています。

“はなれていても「Team JINDAI」 心をひとつに”を念頭に、新型

コロナウイルス感染拡大抑制のため、神大ロゴを改変しソーシャル

ディスタンス（社会的距離）の確保について啓発活動を実施しました。

ぜひ、
ご覧ください！

みなとみらいキャンパス完成予想図 2020年7月現在の様子
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　後援会の皆様には、奨学金、大学祭、課外活動など
さまざまな場面で本学学生のためにご支援を賜るな
ど、日頃より格別なご高配をいただいております。
神奈川大学の教職員を代表して、心より感謝申し上
げます。 
　さて、例年「保護者説明・懇談会」を全国各地で開催
させていただいておりましたが、コロナ禍の影響を
受け、本年は開催中止となりましたので本紙上にて
ご挨拶申し上げます。 
　本年5月25日に発表された緊急事態宣言の解除
を受け、本学は「新しい生活様式」に向けた準備を
進めていますが、「授業」は、従前通りオンライン授
業を前学期終了（8月1日）まで継続することといた
しました。 
　本学は、学生と教職員の健康と安全を守ることを
最優先に考えて、オンラインによる学修者本位の丁
寧な「教育」を提供するとともに、卓越した「研究」
を着実に継続し、併せて「社会貢献」に尽力する高等
教育機関としての使命を全うしてまいります。 
　なお、オンライン授業の実施に際して、同授業に
係わる修学支援金として全学生一律5万円の給付を
はじめ、パソコン、ルーターの貸し出し、授業料納入
日の延期、学生相談窓口の増員と強化、オンライン
授業の担当教員からの詳細な学生状況報告と改善提
言など、教職員が一体となった「誰一人も取り残さ

ない」(本学のSDGsへのコミットメント)きめ細か
い対応を実施しています。 
　オンライン授業は、コロナ禍の後、Withコロナ下
においても、有用な世界標準の高等教育ツールとし
て捉えています。よって、本学の教育効果等の検証
報告を待つまでもなく、後学期においてもオンライ
ン授業を併用する予定です。 
　人類は、長い歴史において幾度となくウイルスに
よって大きな犠牲を払いつつ、叡智を結集してそれ
に打ち克ち、または、共存することで、今日の私たち
があります。
　一方、現下のコロナ禍は、経済危機はじめ差別や
社会の分断を助長するなどで、人類に一層複雑化し
た深刻な課題をもたらしています。 
　本学は、この未曾有の事態の貴重な経験から学生
１人ひとりが多くを学び、人として大きく成長する
ように、教職員が一体となって全力で支援いたし
ます。
　そして、この危機を乗り越えて、明るい学生の話
し声が聞こえるキャンパスにて、皆様と再会できる
よう準備を整えてまいります。 
　結びに、後援会の皆様には、引き続きご支援とご
協力をお願い申し上げますとともに、後援会のご発
展と皆様のご健康を祈念申し上げまして、私からの
ご挨拶といたします。 

神奈川大学長
兼子　良夫
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　会員の皆さまには、日ごろ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。
　また、この度の新型コロナウイルス感染拡大に際
しましては、大変なご心配、ご不便な思いをされて
おりますことと、心よりお見舞い申し上げます。
　さて、現在に至りましても、日本国内において　
新型コロナウイルスの感染例が首都圏を中心に相
次いで発生しており、政府による緊急事態宣言の解
除や、県をまたいだ移動ができるようになりながら
も、不特定多数の方が集まる行事を実施することに
ついては、感染の危険性を払拭することが困難であ
り、まだまだ先が見えにくい状況となっております。
　後援会といたしましても、この状況を重く受け止
めて、今年度の定時総会及び保護者説明・懇談会の
開催をすべて中止することを決定いたしました。後
援会の活動のなかでも、最も重要な事業と位置付け
ている『保護者説明・懇談会』につきましては、開催
にむけて前向きに準備を進めて参りましたが、想定
を上回る状況に苦渋の決断をせざるを得ず、ご出席
を予定されておりました皆さまには、大変ご迷惑を
おかけいたしますが、ご理解いただきますようお願
い申し上げます。
　なお、保護者説明・懇談会内で毎年ご好評いただ
いている、学生生活、学修、就職、留学の各種説明会
につきましては、今回、『オンライン保護者説明会』

と題して、説明会ムービーを作成いたしました。神
奈川大学後援会ホームページにて、公開しておりま
す。詳細については本誌に記載がございますので、
ぜひご覧ください。
　終わりに、神奈川大学後援会では、設置目的であ
る「大学の維持発展に寄与すること」の趣旨に沿い、
奨学金援助、福利厚生援助、課外活動援助をはじめ
とする様々な支援を通じて学生生活を多方面から
バックアップしてまいります。なお今年度は、実質
100円の負担で学生が朝食をとることができる、学
生への直接的な支援として「100円朝食支援」や新
型コロナウイルス対応に関連する新たな学生支援
策についても検討を進めてまいります。
　今後とも会員の皆さまのご意見をいただきながら、
大学のため、学生のためにより良い会の運営に努め
てまいりますので、神奈川大学後援会へのご支援・
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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項目 レベル 活動状況 実施時期

1. 講義・授業 4

オンライン授業のみの実施。た
だし、8月3日～9月24日の夏期
集中講義については、オンライ
ン授業を原則とするが、実験・実
習等オンライン授業で実施でき
ないものについては、感染拡大
防止措置の上、学内での実験・
実習を可とする。

6/22～

2. 学生の入校 3

学部生・大学院生の登校禁止。
ただし、大学が許可した、大学院
博士後期課程3年次生および博
士前期課程2年次生で修了論文
を作成するために研究室での実
験・実習が必須の大学院生、9月
卒業予定で卒業論文等を作成す
るために研究室での実験・実習
が必須の学部生の研究室・実験
室への入室、研究室の資産維持

（生物の管理、液体窒素補充、冷
凍機維持等）のための入室は可。

6/22～

3. 課外活動 4
活動状況に応じて一部の課外活
動のみ許可

7/ 7～

4. 教育職員・
 研究活動 2

●授業の準備・実施のための立
ち入り許可

●感染拡大防止対策を徹底の上、
オンラインのディスカッショ
ン等を活用しながら通常の研
究活動を行う。

6/22～

5. 事務職員 2 時差出勤・テレワークの推奨 7/ 7～

6. 会議 4
10人以上の会議はオンライン
で行う

4/ 7～

項目 レベル 活動状況

1．講義・授業

0 通常どおり

1

感染拡大防止措置の上
●演習、実験・実習、実技の実施
●講義形式授業の実施
●オンライン授業の活用

2

感染拡大防止措置の上
●演習、実験・実習、実技の制限
●講義形式授業の実施
●オンライン授業の積極的利用

3

感染拡大防止措置の上
●演習、実験・実習、実技の停止
●講義形式授業の制限
●オンライン主体の授業

4

オンライン授業のみの実施。
ただし、8月3日～9月24日の
夏期集中講義については、左
記１．の活動状況のとおり。

5 全休講

2．学生の入校

0 通常どおり

1 授業のない学生は登校を控える

2
●学部生の登校禁止
●大学院生も可能な限り登校を
 控える

3

学部生・大学院生の登校禁止。た
だし、大学が許可した、大学院博
士後期課程3年次生・博士前期
課程2年次生・9月卒業予定学部
生で修了論文等作成のために研
究室等での実験・実習が必須な
場合や、研究室の資産維持のた
めの入室については、左記２．の
活動状況のとおり。

4

学部生・大学院生の登校禁止。た
だし、大学が許可した研究室の
資産維持のための必要最小限の
入室は可（生物の管理、液体窒素
補充、冷凍機維持等）

5 入校禁止

3．課外活動

0 通常どおり

1 感染拡大防止に最大限の配慮

2
キャンパス内外における屋内
での集会の禁止

3
屋外での活動で、非接触、用具

（ボール等）の共用が無い場合の
み許可

4
活動状況に応じて一部の課外
活動のみ許可

5 全面活動停止

項目 レベル 活動状況

4．教育職員・
研究活動

0 通常どおり

1

●感染拡大防止に留意して通常
どおり研究活動を行う

●自宅で研究活動が可能な場合
は登校の必要なし

●濃厚接触の回避

2

●授業の準備・実施のための立ち
入り許可

●感染拡大防止対策を徹底の
上、オンラインのディスカッ
ション等を活用しながら通常
の研究活動を行う。

3

授業の準備・実施および進行
中の実験・研究の継続に必要
最小限の研究関係者のみ立ち
入り許可

4

●研究室等立ち入り禁止
●資産維持のための必要最小限
の入室は許可（生物の管理、液
体窒素補充、冷凍機維持等）

5 学内での研究活動停止

5．事務職員

0 通常どおり

1
感染拡大防止に留意して、通常
どおりの勤務

2 時差出勤・テレワークの推奨

3
●テレワークの活用
●事務機能維持の最小限の人員
の出勤

4
火災や漏水、風水害等、緊急事
態対応のための最小限の人員
以外は出勤停止

5
大学施設の維持管理要員のみ
出勤

6．会議

0 通常どおり

1
感染拡大防止に留意して対面
会議を行う

2
●感染拡大防止に留意して対面
会議を行う

●オンラインを推奨

3
●感染拡大防止に留意して対面
会議を行う

●可能な限りオンラインへ移行

4
10人以上の会議はオンライン
で行う

5 オンライン会議のみ

レベル0（通常どおりの活動）～レベル5（活動停止状況）

大学ニュース

神奈川大学の活動基準（新型コロナウイルス感染症対応）

4月7日の政府による緊急事態宣言、神奈川県からの外出自粛等の要請を受け、神奈川大学では

前学期中の授業はオンライン授業とすることなどを決定しました。

5月25日に緊急事態宣言は解除されましたが、新型コロナウイルスの感染状況をみながら対応

をすすめる必要があることから、活動基準を定め、7月7日から下記の活動状況となっています。

ご理解とご協力をお願いいたします。

神奈川大学の活動状況 （2020年 7月7日〜）

講
義
・
授
業

1.
学
生
の
入
校

2.
課
外
活
動

3.
教
育
職
員
・

　

研
究
活
動

4.
事
務
職
員

5.
会
議

6.

レベル

0

1

2

3

4

5

新型コロナウイルスの感染拡大に

伴 う本学の各種対応に

つ い て は、神奈川大学

ホームページにてお知ら

せいたします。

新型コロナウィルスへの
対応について
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場所 19号館2階（生協の上）

開室時間
  月～金 8:30～19:00
  　　土 8:30～16:30

横浜キャンパス

場所 11号館1階（サーカムホール奥）

開室時間
  月～金 8:50～19:00
  　　土 8:50～16:50

湘南ひらつかキャンパス

学生課より

保健管理センターより

就職課より

● 学業成績通知表　前学期の「学業成績

通知表」については、学生は9月4日（金）から

Web St@tionで閲覧できます。保証人宛には

9月下旬に送付いたします。

● 後学期の行事日程
※新型コロナウイルス感染拡大の影響で学

年暦が変更になります。最新情報は神奈川

大学ホームページにてご確認ください。

新型コロナウイルス感染拡大に伴い、新入

生・在学生共にかつてない状況のなか2020

年度の新学期をスタートすることになりま

した。

本来であれば新入生をキャンパスに迎え、正

課・課外活動ともに豊かなキャンパスライフ

を送るところを、在学生皆さんの健康と安全、

命を守ることを最優先に考えた結果、本学の

教育・研究事業にも多大な制約を受けること

となりました。

心身両面における健康支援を行っています。

通常の相談窓口は、以下のとおりです。ただし、

新型コロナウイルスの流行状況により、保健

管理センターを開室できない場合は、メール

相談が中心となります。詳細は、保健管理セン

ターホームページでご確認ください。

  健康相談

内科、心療内科、精神科、整形外科、婦人科の担

当医による相談や応急処置、必要に応じた医

療機関の紹介などを無料で行っています。些

細なことでも構いませんので、ご相談ください。

利用案内

留学について

新型コロナウイルス感染拡大に伴い、2021年

度派遣交換留学生（春派遣）募集中止が決定し

ました。

● 4年生の就職支援　6月1日より学生の進

路状況を確認するため、2021年3月卒業・修

了予定者を対象としたアンケートを実施し、

希望者には、就職活動状況の確認や悩みなど

の電話相談に応じており、内定が得られてい

ない学生にも個別支援を行っています。

また、KUキャリアナビでは、神奈川大学宛の

求人約20,000件を取扱っており、おすすめ求

人などの求人検索も可能です。

● 3年生の就職支援　就職準備のための資

料「就活準備マニュアル」「KUキャリアナビ利

用方法」「JINDAI CAREERS」の3点を自宅に郵

送しています。また、5月下旬より「就活基礎

講座」動画をWeb配信していますので、就職

活動準備としてご活用いただけます。

● 就職アドバイザーによるWeb個人面談
公務員、金融、航空会社、外資系企業、IT企業

等、各業界に精通した就職アドバイザーを配

置しており、Zoomを利用した1回40分のオ

ンライン個人面談を実施しています。個人面

談では、「何から始めて良いかわからない」と

● 課外活動　コロナ禍に伴い、活動施設の使

用禁止／公式戦・演奏会の中止／新入生歓迎行

事が中止となりました。

活動の再開は段階的になりますが、通学の環

境が整い次第、感染拡大防止に十分な注意を

払いながら活動施設の開放や新入生歓迎行

事を実施していきます。（在学生には、Web

St@tionや本学HPを通じて案内します）

● 奨学金　この度の新型コロナウイルス感染

拡大に伴い家計が急変・経済的に困窮した場合

は、各キャンパス学生課にご相談ください。
●学内奨学金制度…前学期に予定していた募

集日程を全て後学期に移行し、組み直しま

した。変更後の募集日程は本学HP（7月下旬

掲載予定）で確認して下さい。なお、各制度

の出願資格
4 4 4 4

については本学HP「奨学金案内」

に掲載していますので、併せて確認して下

さい。
●日本学生支援機構…前学期については、貸与

型奨学金および今年度から始まった国の高等

教育修学支援新制度の募集を行いました。ま

た、新型コロナウイルス感染症に係る影響を

受けて家計が急変した学生の募集（給付型）や

貸与型の緊急・応急採用の募集も行いました。

後学期の募集については、日本学生支援機構

から案内が届き次第、募集日程を告知します。

● 各種修学支援対応　
●新型コロナウイルス感染拡大の影響により大

幅な家計の急変が生じ、学費の支払いが困難

になった学生を対象とした「緊急支援授業料

減免制度」を実施することとしました。制度

の概要については、本学HPをご確認ください。

●学修環境を整える修学支援金として全学

生に一律5万円を給付。総額9億円規模の支

援を行いました。（申請は本学WebSt@tion

から、期間は9月末日となっています）
●オンライン授業実施に伴い、受講環境を整

えることが困難な学生を対象にノートPC

（約700台）、Wi-Fiルーター（約500台）の貸

与を行いました。
●国による「学びの継続」のための『学生支援

緊急給付金』（文科省通達）について、本学に

おいて募集・推薦を行いました。

● 学業継続支援相談窓口の開設について　

新型コロナウイルス感染拡大に伴い、学業継

続支援相談窓口を設置しました。家計急変、経

済困窮、修学上の悩み、こころの悩み等に対応

しています。ご心配事がありましたら、遠慮な

くご相談ください。

1.新型コロナウイルス感染拡大に伴い、心配
　なこと、困っていることの相談

　①修学上の心配

　②こころとからだ（健康上）の困っていること

　③経済的な心配で困っていること　

2.遠隔授業の受講に関する相談

　①遠隔授業で使用のPCやネッ　

　　トワーク等の情報通信環境 

　②授業の履修、出席、成績等

　　に関する質問・相談

● こころの相談　眠れない、食欲がない、気

が晴れない、人前で不安になる、乗り物に乗れ

ないなど心身についての悩みが

あれば一人で悩まず、まずはご

相談ください。（ご家族からの

相談にも応じています。）

教務課より
言った質問から、エントリーシートの添削、面

接対策等を実施しています。

● 就職に関するお問合せ・ご相談
神奈川大学　就職課・平塚就職課
E-mail：shushoku-web@kanagawa-u.
ac.jp
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ご意見・ご質問は
こちらまで

　　　　 定時総会及び
保護者説明・懇談会の
開催中止について

2020年度

　神奈川大学後援会は、皆様のご要望にできる限りお応えできるよう、8月以降

の保護者説明・懇談会の開催を前向きに検討しておりましたが、直近の首都圏

での新型コロナウイルス感染拡大状況を考慮し、参加される皆様、後援会役員、

教職員の安全を第一に考え全会場の開催中止を決定いたしました。

　それに伴い、東京会場にて同日開催を予定しておりました2020年度神奈川

大学後援会定時総会もやむを得ず中止いたします。

　本年度の総会議案の決議に関しましては、本会役員会の承認を経て、総

会承認 と さ せ て い た だ き ま す。議案書 は【9月10日（木）】に 後援会 ホ ー ム

ページにて掲載いたしますので、【9月20日（日）】までにお目通しいただき

ご意見・ご質問等ございましたら、今後の運営の参考とさせていただきます

ので【保証人氏名・学生氏名・所属学部・学科】を必ず明記の上、神奈川大学

後援会定時総会専用連絡先（kukouenkai-2020soukai@kanagawa-u.ac.jp）にまで

ご連絡ください。

　最後になりますが、後援会の大切な行事が取り止めとなり、会員の皆様と直

接お目にかかる機会がなくなりましたことを大変残念に思っております。新型

コロナウイルスが一日も早く収束し、皆様にお会いできる日を心からお待ち

しております。

後援会HP
「2020年度定時総会」

神奈川大学後援会
定時総会専用連絡先
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学修相談

各種証明書、成績・試験全般に関するお問い合わせ

教務課
yokohama-gssk@kanagawa-u.ac.jp

平塚教務課
kushc-kyoumu@kanagawa-u.ac.jp

試験・成績

大学院進学

転部・転科、再入学

学業成績証明書、卒業見込証明書

教育職員免許状取得見込証明書

履修登録・授業・学修

資格教育課程に関するお問い合わせ
資格教育課程課・平塚教務課 資格教育課程支援室

yokohira-shikaku@kanagawa-u.ac.jp
教職

社会教育・学芸員・日本語教員養成

学生生活相談

学生生活・住所変更・課外活動・奨学金・学生マン
ションなどに関するお問い合わせ

学生課
kuyc-toiawase@kanagawa-u.ac.jp

平塚学生課
kushc-gakusei@kanagawa-u.ac.jp

奨学金

学費の納入が困難な時

事故・盗難・その他トラブル

正課・課外活動・通学中のケガ（保険手続き）

在学証明書、通学証明書、学生証

課外活動団体（含クラブ・サークル）

本人・保証人住所変更

休学、復学、退学

遺失物

健康相談

健康に関するお問い合わせ

保健管理センター（横浜・平塚）
kenko-hoken@kanagawa-u.ac.jp

けが・病気

心とからだの悩み

健康診断証明書

学習相談・学生ボランティア等に関するお問い合わせ
教育支援センター（横浜・平塚）

kanagawa-fd@kanagawa-u.ac.jp
障がいがある学生に関する事

学習相談

就職相談

キャリア・就職支援、企業情報に関するお問い合わせ

横浜就職課・平塚就職課
shushoku-web@kanagawa-u.ac.jp

就職活動準備

国内・海外インターンシップ

U・I・J ターン就職

資格取得

留学相談
国際交流・留学に関するお問い合わせ 国際センター（問い合わせ） kokusai-web@kanagawa-u.ac.jp

面談申し込み：https://kanagawa-u-entry.jp/form/index.
　　　　　　　 php?mail_form_pk=15387244881海外留学、留学制度

学費の相談
学費・教育ローンなどに関するお問い合わせ 財務課

keiri-web@kanagawa-u.ac.jp学費、教育ローン

上記項目に無いその他の相談
神奈川大学後援会事務局

office-kukouenkai@kanagawa-u.ac.jp

お問い合わせ一覧

横浜キャンパス
（法・経済・外国語・国際日本・人間科・工）

湘南ひらつかキャンパス
（経営・理）

TEL 045-481-5661（代表） TEL 0463-59-4111（代表）

P.8紹介の「オンライン保護者説明会」を観ても疑問が解決されない

場合は、以下に記載の各部署窓口より【保証人氏名・学生氏名・所属学

部・学科・ご相談内容】を必ず明記の上、メールにてお申し込みください。  　

　詳細は、P.8をご確認ください。

相談の内容と項目 横浜 湘南ひらつか
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役員会の様子保証人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。

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

「オンライン保護者説明会」
を開催します！

個別の問合せ・ご相談について

保護者説明・懇談会のプログラムの中で、毎年ご好評いただいている、学

生生活（大学生活上の注意・奨学金等）、学修（履修・単位・成績等）、就職（就

職状況の現状、就職支援等）、留学の各種説明会を後援会HP上にWEB動

画として公開しています。例年問い合わせが多い内容など、幅広く理解

することができますので、ぜひ、ご覧ください！

例年、各会場にて実施して参りました個別面談については、大学の各部署

窓口（P.7）より【保証人氏名・学生氏名・所属学部・学科・ご相談内容】を必ず

明記の上、メールにてお申し込みください。

内容に応じてメール、電話等で対応させていただきます。状況により

ZoomやSkype等でオンラインでの面談に応じることもございますが、

ご希望に添えない事もありますので予めご了承ください。

春先のサポートガイドの発送に併せてご案内をしておりました後援会運営委員の募集について、多数
の応募を賜りまして誠にありがとうございました。
お陰様で、地方ご出身の運営委員並びに法・経済・経営・外国語・理学部の運営委員は充足する事ができました。
　引き続き、首都圏在住の国際日本・人間科・工学部の新入生ご父母または保証人で、運営委員にご就任い
ただける方を追加募集いたします。高校までのPTAとは異なり、各種資料や発行物を作成していただくな
ど事務的な仕事は一切ありません。　
　運営委員に就任された皆さまには、役員会、委員会（全5回）にご出席いただき、後援会の事業計画や予
算等について審議をお願いしております。
　是非みなさまのご協力をお願いいたします。

ご応募方法：（締め切り日　9月10日（木））　※各学部若干名募集

①氏名　②学生氏名　③学籍番号　④学生の所属学部・学科　⑤自宅電話番号　⑥携帯番号

⑦住所（都県から）　⑧メールアドレスを明記の上、下記メールアドレスにご連絡をお願いいたします。

※多数応募があった場合は、居住地、男女比等のバランスによって調整をさせていただきますので、　　
　ご希望に添えない場合があります事を予めご了承ください。

office-kukouenkai@kanagawa-u.ac.jp

以下の情報を入力のうえ、ご覧いただけます。

ユーザー名　 kukouenkai

パスワード　 kukouenkai

新入生のご父母または保証人のみなさまへ

後援会運営委員を追加募集します！

●複数の面談を希望の場合、お手数ですが、各部署へ
  それぞれお申込みください。

●留学については右記QRコードよりお申込み頂けます。

「オンライン保護者説明会」
を観ても、疑問が解決され

ない場合は？

施設見学会の様子

役員会の様子

留学個別相談
予約フォーム

オンライン
保護者説明会
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