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神奈川大学　みなとみらいキャンパス　誕生

神奈川大学に､ 新しい歴史が刻まれます。

2021 年 4 月に、都市型・未来型の「みなとみらいキャンパス」が誕生｡

経営学部・外国語学部・国際日本学部のグローバル系3学部が集結します。

みなとみらい 21 地区が持つ、先進性や国際性、そして文化の豊かさ｡

街全体をキャンパスとして、地域・社会ともつながる、広がる。

あらゆる人が集い、知が交流するこのキャンパスで、

新しい学びが始まります｡



コロナ禍の
学生への支援を

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。今年2021年4月にはみなとみらいキャ
ンパスが開設され、2028年の神奈川大学大学創立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。
しかしながら、昨年は新型コロナウイルス感染症の影響により、
大学への入構制限や様々な学事が中止となり、学生たちは元より、
会員の皆様にはご不便、ご心配をおかけしたことと思います。
後援会の事業に関しましても、今年度は定時総会が中止となり、

総会審議事項については、役員会の承認を以って承認とさせてい
ただきましたが、状況が読めないコロナ禍の対応を図るため役員
会にて何度も話し合いを重ねて参りました。そのような中、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、や
むを得ず全会場を中止とする決定をいたしましたが、会員の皆様
の不安を少しでも払拭できるようオンラインによる説明会を実施
するなどの対応に替え、一方、未執行予算については少しでも学
生たちに寄り添った支援ができるよう、修学の補助や就職に向け
ての準備等に役立てていただきたいとの思いから、一律2,000円分

のQUOカードを全在学生（学部1〜4年生）に配布いたしました。
本年も未だ見通しのつかない状況ではございますが、本会の柱

となる保護者説明・懇談会事業につきましては、会員の皆様と大
学をつなげる趣旨に沿うよう次年度に向けて前向きに検討してい
くとともに、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ます。
最後に、これまでも神奈川大学は返済不要の給付型奨学金制度

の充実を図って参りましたが、今回はコロナ禍で学びの継続が困
難な学生への経済的な修学支援を目的に「神奈川大学学生緊急支
援募金」を創設し、家計急変により修学が困難になった学生を対
象に「学費減免」の救済措置で学生へ直接的なサポートをするた
めに、教職員を中心に取り組んでおります。不測の経済的理由に
よって、教育の機会が奪われることは何としても防がなければな
らず、どうかこの窮状をお察しいただき、大学の募金実行委員会
の委員としてお力添えを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

後藤　啓介 （法）
河田　圭一郎 （経済）
小柴　有佳 （経済）
髙橋　由香 （経済）
大石　まゆみ （経営）
香田　武明 （国際日本）
河島　峰代 （理）
辻井　知明 （理）
水戸　満子 （工）
吉田　英美 （工）

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）

細井　稔 （法）
道川　安喜子 （法）
三角　千鶴 （経済）
須賀　亜紀 （経営）
河端　俊彦 （人間科）
古畑　博之 （理）

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）

１年生 ２年生 ３年生 ４年生

後援会より

副会長
冥賀 美加
（工学部3年）

副会長
小松　剛

（外国語学部3年）

監事
槙島 正雄

（外国語学部4年）

副会長
近藤 真吾
（特別会員）

副会長
伊藤 かほる

（外国語学部4年）

副会長
本多 康昭
（法学部4年）

監事
今　美佐子
（工学部2年）

顧問
伊藤 正芳（特別会員）
林部 正明（特別会員）

役員会の様子
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後援会からのお知らせ
神奈川大学後援会緊急学生支援（QUOカード配布）について
QUOカードPay（デジタル版） QUOカード（郵送版）

メールアドレス登録のお願い

今年度は、新型コロナウイルス感
染拡大の影響を受け、例年全国展開
している保護者説明・懇談会が中止
となり、後援会事業の予算の一部が
未執行となりましたので、神奈川大
学後援会のコロナ禍における緊急学
生支援策として、修学の補助や就職
に向けての準備等に役立てていただ
くことを目的に、在学生（学部1～4
年生）及び2020年9月期卒業生に一

律2,000円分のQUOカードを配布いたしました。
配布方法は、原則WeBSt@tionのお知らせ記事及び＠jindai.
jp宛のメールに記載のURLよりQUOカードPay（デジタル版）
をダウンロードすることでご利用いただきます。なお、事前に
WeBSt@tionよりアンケートにて郵送希望の回答者には2020年
12月末に発送しております。
ささやかではありますが、是非ご活用くださいますよう学生へ
必ずお伝えください。

後援会からの重要なお知らせを今後父母又は保証人の皆様のメールア
ドレス宛にお送りする場合がございますので、登録されているメールアド
レスをご確認いただき、変更がある場合は学生にWeBSt@tionから変更
するようお伝えください。

QUOカードPayとは？
QUOカードデジタル版
（QUOカードPay）の

利用できる店舗一覧

メールアドレス
変更の仕方

2020年度定時総会開催の報告
本年度の定時総会につきましては、コロナ禍での対面開催を断念し、
各学年における後援会役員が皆様の代表として、役員会の承認を以っ
て総会承認とさせていただくことといたしました。内容については、
後援会ホームページに議案書を掲載しておりますので、右記QRコー
ドよりご覧ください。なお、会員の皆様よりいただいた貴重なご意見
に関しましては、今後の本会運営の参考にさせていただきます。

※kanagawa-u.ac.jpのメールを受信できるよう、ご設定下さい。

定時総会
議案書
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今年度は新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、例年全国展開している保護者説明・懇談会が中止となりまし
たので、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。
ぜひ、ご覧ください！

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

学修における授業支援について
教育支援センター（横浜・平塚）

kanagawa-fd@kanagawa-u.ac.jp学習相談
障がい学生支援に関すること

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

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

個別相談申し込み： https://www.kanagawa-u.ac.jp/international/
abroad/#step2_1海外留学、留学制度

学費の相談 学費などに関するお問い合わせ 財務課
keiri-web@kanagawa-u.ac.jp学費など

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

「オンライン保護者説明会」を「オンライン保護者説明会」を開催しています！開催しています！

● 複数の相談を希望の場合、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？

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）

相談の内容と項目 横浜 湘南ひらつか

留学個別相談
予約フォーム

個別個別のの問合問合せ・ごせ・ご相談相談についてについて
「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。
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。

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

オンライン
保護者説明会
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教務課より

● 学修上（履修・成績）の留意点

本学の履修登録可能単位数は、各学科によって異なりま

すが、半期で24単位前後、年間では48単位前後で、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。（履修

要覧は本学HPからも閲覧できます。）

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月と3月にWeBSt@tionで公開し

ますが、父母又は保証人にはその一週間後を目途に送付し

ています。

● 授業等の各種行事日程

�　新型コロナウイルス感染拡大の影響で学年暦が変更に

なる場合は本学HP等を通じて案内します。

学生課より

新型コロナウイルス感染拡大状況により、新入生・在学

生共に人と人との接触を極力減らすかつてない状況のな

か2020年度の学生生活が遂行しています。

本来であれば多くの学生が、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、学生の健康と安全、

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。

● 課外活動

コロナ禍に伴い、学内施設の使用制限／公式戦・演奏会

の中止／対面での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学内施設の開

放や新入生歓迎行事を実施していきます。（在学生には、

本学HP等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…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。

●��日本学生支援機構…前学期については、貸与型奨学金

及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。後学期については二次採用（貸

与・給付）の募集を行いました。家計が急変し経済的

に困窮した場合は、給付奨学金（家計急変）や貸与型

の緊急応急採用を引き続き募集しておりますので、各

キャンパスの学生課にご相談ください。

大学からのお知らせ

学生相談室より

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。

●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。

父母又は保証人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。

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

学生相談室
QR コード
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留学について

● 派遣交換留学

2020 年度後学期以降の派遣交換留学については、現地

での新型コロナウイルス感染症の状況を随時確認の上、

留学が可能か判断をします。派遣が困難であると判断さ

れ、派遣先大学においてオンラインでの受講が可能な場

合にはオンラインでの留学を許可し、渡航が可能となっ

た段階で、柔軟に対面式に切り替えることを可能としま

す。

● 推薦語学研修

2020年度春季については、現地への派遣は見送り、「オ

ンライン語学研修」として、オンラインでの受講が可能

なプログラムを実施します。2021 年度夏季に関しても

オンラインでの実施を予定しています。

● GEC Study Abroad

実施時期を 2021 年度前学期から後学期に変更します。

2021 年度後学期の実施については現地での新型コロナ

ウイルス感染症の状況を随時確認の上、留学可能か判断

します。

● Business Study Abroad Programme (BSAP)

● SA プログラム（Study Abroad Program）

● SA プラス・プログラム（Study Abroad Plus Program）

● Study English Abroad (SEA) 1

● Study English Abroad (SEA) 2

● スペイン語圏短期留学プログラム

● Intensive English Practicum ／英語海外研修

● 観光インターンシップ（海外）

● 海外文化研修Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ

● 経営工学科語学研修

2020 年度に関しては全て中止となりました。2021 年

度については、現地での新型コロナウイルス感染症の状

況を随時確認の上、留学可能か判断します。

● スペイン語圏留学プログラム

2021 年度後学期の実施については現地での新型コロナ

ウイルス感染症の状況を随時確認の上、留学可能か判断

します。

● 中国留学プログラム

2021 年度夏季休暇の実施については現地での新型コロ

ナウイルス感染症の状況を随時確認の上、留学可能か判

断します。

● 化学国際交流　（理学部化学科学生対象）

2021 年度は「化学国際交流Ⅰ」を湘南ひらつかキャン

就職課より

● 新 4 年生の就職支援

2 月のキャリアフェスタに続いて、3月には最も大きな

規模で合同企業説明会を開催します。学内イベントと個

別面談を有効に活用し、納得のいく就職活動になるよう

支援していきます。

● 新 3 年生の就職支援

4月下旬より、就活準備を始めるためのオリエンテーショ

ンを開催します。3年生はまずこのオリエンテーション

への参加が必須となります。その後、業界研究の方法か

ら書類の書き方、面接のコツなど、就職活動に必要とさ

れるスキルを身に付けることができるよう、様々な講座

を用意しています。

● 就職アドバイザーによる個人面談

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、1回 40

分の個人面談を実施しています。基本的には Zoomによ

るオンライン面談となりますが、就活生に関してはオン

ラインと対面での面談が選択可能です。個人面談では、「何

から始めて良いかわからない」と言った質問から、エン

トリーシートの添削、面接対策等就職活動に関するあら

ゆる相談に応じます。

● 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

パスにおいて開講する予定です。（国立台湾大学から学生

を受入れる予定です。）

● オンライン国際交流 Café

オンライン授業で人と話すことが減っている中、留学生

を含めた神大生同士が気軽に交流できる場として、平日

昼休みに毎日 Zoom で開催しました。�卒業生ゲストス

ピーカーによる国際派就職に関するトークイベントも行

いました。
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2021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。しかし新型コロナウイル
ス感染拡大の影響を受けて、3年次の秋～冬のインターンシップに参加した学生が早期選考により早々に内定を得ていたことに対し、ス
タートの遅れた4年生は相次ぐ採用の中止や選考スケジュールの後ろ倒し等の影響を受けることとなり、結果として二極化が加速した
年となりました。
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。�

（2020年度実績、2021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 12月実施

公務員仕事理解セミナー 2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情報提供をしてい
ます。

オンライン開催のものや、1日・半日等の短時間
の仕事体験プログラムも増加しており、就活準
備期間に参加する学生が増えています。

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 6・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。

地域別業界研究会
 ～新潟・長野・静岡～ 12月実施

参加必須！2月以降のキャリアイベント

様々な公務員団体の仕事内容や職種を知ること
で、“公務員として働く”ことを意識するきっかけ
を提供します。
国家・地方・公安の約30団体が参加する貴重なイ
ベントです。

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。

キャリアフェスタ
神奈川大学最大級の就職イベント

学内合同企業説明会
参加必須の就職イベント

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240社・団体の人事担当者が参加する合
同企業説明会を実施します。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。

公務員仕事理解セミナー
【全学部・全学科・全学年対象】 【2022.3 卒対象】【全学部・全学科・全学年対象】

《開催日時》
12月

1月

2月

24（木）、25（金）【終了】

12（火）、15（金）、18（月）、19（火）、21（木）、25（月）、
27（水）、28（木）、29（金）【終了】

3（水）、5（金）、10（水）、15（月）、16（火）、17（水）、
22（月）、24（水）、25（木）

3月 1（月）、2（火）、3（水）、5（金）、8（月）、9（火）

2月 18（木）、19（金）
《開催日時・キャンパス》

《開催日時》

午前の部　10：00～12：20
午後の部　14：00～16：20
※事前申込不要・服装自由
※すべてZoomによるオンライン開催

午前の部　10：00～12：20
午後の部　14：00～16：20
※すべてZoomによるオンライン開催 午前の部　10：00～12：20

午後の部　14：00～16：20
※すべてZoomによるオンライン開催
※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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学生の

課外活動報告

第62回日本選手権（25m）水泳競技
大会個人2種目優勝！
2020年10月17､18日�東京辰巳国際水泳場

第62回日本選手権(25m)水泳競技大会にお

いて、200mバタフライで内田かりん選手（法学

部2年）、200ｍ背泳ぎで古林毬菜選手(経済学部

2019年度卒/現在:京浜急行電鉄株式会社)が

優勝いたしました。古林選手は2年連続の優勝を

果たしました。

第96回日本選手権水泳競技大会
望月選手優勝！
2020年12月3､4､5､6日�東京アクアティクスセンター

第96回日本選手権水泳競技大会において

400m、800ｍ自由形の2種目で望月絹子選手（人

間科学部3年）が優勝いたしました。

また、以下3名がメダル（3位）を獲得しました。

1500ｍ自由形、中村葵選手（人間科学部1年）、

200mバタフライ、内田かりん選手（法学部2年）

100m、200m背泳ぎ、古林毬菜選手（経済学部

2019年度卒/現在:京浜急行電鉄株式会社）

10種目6名（同一人物複数種目あり）が入賞（8

位以内）を果たし10月のインカレ女子初総合優勝

からさらに勢いに乗る水泳部です。2021年4月

開催予定の第97回日本水泳競技会がオリンピッ

クの選考会となります。神大からオリンピック選

手を輩出できるよう引続き皆さまの温かい応援

をよろしくお願いいたします。

2020年度神奈川大学野球リーグ戦結果
2020年度神奈川大学野球春季リーグ戦は新

型コロナウイルス感染拡大のため中止となりま

した。

また、秋季リーグ戦につきましては、コロナ禍

の影響により勝率制での開催となり、6勝4敗で

2位の成績を収め、第16回横浜市長杯争奪関東

地区大学野球選手権（関東大会）に出場いたしま

した。結果は惜しくも初戦で敗退となりました。

来年度に向けて選手、スタッフともに精進いた

しますので、引き続き皆さまのご声援をよろし

くお願いいたします。

硬式野球部

関東大学サッカーリーグ2部残留決定
昨年2部に昇格しました。今年は厳しい戦いと

なりましたが7位で2部に残留することができまし

た。来年は1部昇格を目標に選手、スタッフ一同、

頑張りますのでご声援よろしくお願いいたします。

男子サッカー部

第96回日本学生選手権水泳競技大会・競
泳競技（インカレ）で創部初の女子総合
優勝！
2020年10月1､2､3､4日�東京辰巳国際水泳場

第96回日本学生選手権水泳競技大会におい

て、本学水泳部が創部初となる女子総合優勝を

達成しました。今大会の結果により9年連続の

シード権獲得となりました。個人種目では、望月

絹子選手(人間科学部3年)、内田かりん選手(法

学部2年)が東京オリンピックの強化指定選手の

記録を突破し、インターナショナル強化選手合宿

に招聘されました。その他、多数の種目において

も決勝進出者、入賞者を輩出いたしました。この

結果を初めての試みとしてオンラインでの優勝

報告会を開催し、大会当日の

臨場感を味わっていただけ

るダイジェスト映像も含ま

れております。是非ご覧くだ

さい。

水泳部

第97回東京箱根間往復駅伝競走
往路8位、復路14位、総合13位
2021年1月2、3日

例年の様な沿道での応援は出来なかったもの

の、テレビの前で多くのご声援を賜り、誠にあり

がとうございました。

また来年の箱根駅伝に向けて選手一同頑張っ

ていきますので、応援よろしくお願いいたします。

陸上競技部

【報告会YouTube】
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快挙！2020年全日本学生シングル
ハンドレガッタで準優勝！
2020年11月27、28、29日�愛知県・蒲郡市

本学ヨット部の中濱光祐選手（法学部2年）が、

「全日本学生シングルハンドレガッタ」で、準優勝

しました。「全日本学生シングルハンドレガッタ」

は１人乗りのセーリング種目である「レーザーラ

ジアル」の学生日本一を決める大会です。中濱選

手は２年連続の出場で、準優勝は本学にとって初

の快挙です。

準優勝した中濱選手は「新型コロナ感染拡大

前の冬季の強化合宿や、本年度の関東インカレ

などを通じ、より明確な目標を持って挑んだ大会

でした。順位は目標としていた優勝には一歩及び

ませんでしたが、これまでにないシビアなレース

展開の中で得た多くの経験は必ず今後のレース

に生かされると確信しております。「応援してく

ださった皆様本当にありがとうございました」と

コメントされました。

今後も学業との両立を図りながら活動を進め

ます。引き続き、皆さまのご声援をよろしくお願

いいたします。

令和2年度東日本学生レスリング選手権
（秋季）大会で12個のメダルを獲得！
2020年11月24、25、26日�東京駒沢体育館

「令和2年度東日本学生レスリング選手権（秋季）

大会」において、本学レスリング部が金5、銀1、銅

6の計12個のメダルを獲得しました。本大会は、

個人戦トーナメントで、3つのカテゴリー「新人戦

（1、2年生）」「女子選手権」「選手権の部（3、4年生）」

に分かれており、本学からは新人戦16名、女子1

名、選手権13名の計30名が出場しました。

新人戦のグレコローマンスタイルでは55kg級

の花田裕樹選手（国際経営1年）と77kg級の今井

仁聖選手（国際経営1年）が第3位。フリースタイ

ルでは86kg級の市川アンディ選手（国際経営1

年）と125kg級の山口浩一選手（国際経営2年）が

優勝、57kg級の山口叶汰選手（国際経営2年）が

第3位となりました。選手権のグレコローマンス

タイルでは67kg級の浅沼竜選手（国際経営3年）

と97kg級の田岡和成選手（国際経営3年）が優勝、

97kg級の西山玲太選手（国際経営3年）が第2位、

60kg級の今井貴大選手（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4年）が優勝、65kg級の福岡佑大選手

（国際経営4年）と74kg級の深作駿人選手（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。

レスリング部

ヨット部

「皇后杯JFA 第42回全日本女子サッ
カー選手権大会」の出場権獲得！
9月12日（土）から関東女子サッカー選手権大

会兼皇后杯関東予選が開催されました。本大会

は、関東の1都7県の予選大会を勝ち抜いた8チー

ム、関東女子サッカーリーグ1部所属8チーム、な

でしこチャレンジリーグに参加している関東か

らの1チームの合計17チームによるトーナメント

大会で、上位6チームが皇后杯本大会の出場権が

与えられます。

本学女子サッカー部は準々決勝に早稲田大学

にPK戦により惜しくも敗れてしまいましたが、

翌日行われました代表決定戦に勝利し、11月28

日（土）から開催された皇后杯JFA�第42回全日本

女子サッカー選手権大会の出場権を獲得しまし

た。

全日本の舞台でも更なる活躍が期待される女

子サッカー部へ、引き続き力強い応援をよろしく

お願いします。

なでしこリーグに小暮千晶選手、白石
未来選手入団決定
来季よりなでしこリーグのニッパツ横浜FCシー

ガルズに小暮千晶選手（経営学部4年）、大和シル

フィードに白井未来選手（経営学部4年）に入団す

ることが決定しました。卒業後のなでしこリーグ

でも更なる活躍が期待されます。皆さま応援よ

ろしくお願いいたします。

女子サッカー部

ISUワールドカップショートトラッ
クの日本代表選手選出！
全国大学ショートトラックスピード
スケート競技会（インカレ代替え試合）
優勝！
2020年10月3、4日�長野県・帝産ロッジ

「第31回全日本ショートトラックスピードス

ケート距離別選手権大会」において、スケー

ト部スピード部門の齋藤駿選手（人間科学部3

年）が、1500m3位、1000m4位、という成績

を収め、「ISUワールドカップショートトラック

2020/2021」第4戦北京大会の日本代表として

スケート部
ショートトラック部門

選出されました。

また、第93回日本学生氷上競技選手権大会(イ

ンカレ)が新型コロナウイルス感染症の拡大防

止のために中止となり、その代替試合として10

月18日に開催された「全国大学ショートトラック

スピートスケート競技会」において、男子1000ｍ

で優勝、準優勝、同500ｍで優勝、3位と素晴らし

い結果を残しました。今シーズンのワールドカッ

プ日本代表に選出された齋藤駿選手が実力通り

に力を発揮し2種目で優勝。また、出場した男女

500ｍ、1000ｍ、1500ｍの3種目で3位以内の

成績を残した。インカレは、大学生にとって大き

な意味のある大会のため、今大会は代替の競技

会であったが選手はチームのために全力を尽く

し成果を出しました。

今後も益々期待が膨らむスケート部のご応援

をよろしくお願いいたします。

小暮千晶選手 白井未来選手
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保健管理センター
QR コード

新型コロナに関するまとめサイト （コロナ禍における）健康相談

その他の学校感染症予防について新型コロナ感染対策のお願い

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。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に相

談するようお勧めください。なお、父母又は保証人の方からのご相談にも応じておりますのでご利用く

ださい。

● 新型コロナウイルスに
　関する対応（まとめページ）
　※大学HPより確認できます。

● 新型コロナウイルス感染症
　特設サイト
　※�保健管理センターHPより確認

できます。

心とからだの健康の相談を受け付けています。

まずは、メールでご連絡ください。

【メール送信先】
保健管理センター：kenko-hoken@kanagawa-u.ac.jp

【本文】
①学籍番号�②氏名�③所属を必ずご

記入ください。

※回答にお時間をいただく場合が

あります。

詳しくは保健管理センター HP
「こころとからだの健康相談」をご確
認ください。

大学は学生等が集団生活を営む場であり、感染症が発

症した場合、集団発生につながります。インフルエンザな

どの感染症対策では、日頃からひとりひとりの注意が必要

です。また麻疹や風疹、流行性耳下腺炎（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、予防接種を保護者からもお勧めくだ

さい。

※特に、介護体験や留学、教育実習先などで麻疹の予防

接種が求められます。

詳細は、下記のホームページでご覧ください。

●ポイント
□�体調管理を徹底し、不調時は絶対キャンパス内に入

構しない

※同居家族の体調不良時も同様に絶対入構しない。

□手洗い・アルコールによる手指消毒を徹底する

□人と会う時は、1m以上空けてマスクを外さない

□�公共の乗り物利用は最低限にし、不要不急の外出を

控える

□会食・飲み会をしない

□�新型コロナ感染者・濃厚接触者になった時はすぐに

報告

□人と共有する物は作らない

●新型コロナ報告窓口
【メール送信先】

学生専用：gakusei-covid19@kanagawa-u.ac.jp

【報告内容】

①氏名�②学籍番号③所属④連絡先（携帯電話番号）

⑤連絡までの経緯など

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

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。

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

保健管理センターより

HP「�こころとからだ
の健康相談」
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