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保護者のための オンラインサポートガイドを開設しました。

その他、お困りの際は、

いつでも校友課へ

ご連絡ください。



　後援会の皆様におかれましては、コロナ禍における
学生への緊急支援策をはじめ、奨学金、課外活動、100
円朝食など様々な場面において支援を賜るなど、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
の教職員を代表いたしまして厚く御礼申し上げます。 
　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、昨年来より続く
新型コロナウイルスの影響を受け、本年度は開催地・
規模を縮小して開催されることとなりましたので、
本誌書面にて一言ご挨拶申し上げます。 

1. 本学の現状と今後について 
　大学を取り巻く諸環境は一層厳しさを増し、想像
以上のスピードで少子化が加速しております。ご存
知のように、皆様の多大なるご支援によりまして、
昨年度の国際日本学部の開設に続き、本年度よりみ
なとみらいキャンパスでの教育が無事スタートいた
しました。 
　近年は、教員と学生が、大学間だけでなく、地域や
社会、世界の様々な機関と連携して、研究や学修を
進めるなど、大学の研究と教育スタイルも多様化し
ています。みなとみらいという刺激的なキャンパス
に大学が飛び込むことで、どのような化学反応が起
きるのか。本学の教育プログラムと立地の相乗効果
が研究と教育にもたらす知見とそのシナジー効果は
計り知れないものがあると期待しています。 
　今後は、100周年とその後の飛躍に向け、教学組
織改革をさらに加速させる必要があります。2022
年度の建築学部設置、その後は理学部の横浜キャン
パスへの移転を見据えた理工再編とそれに伴う新学
部の創設、経営学部の改革、人間科学部の再編、全学
教育に対応する新しい教育組織の創設など、様々な
改革を進めてまいります。 

2. 本学の新型コロナウイルス対策について 
　昨年度は、コロナ禍というこれまでに経験したこと
のない難局に対峙いたしましたが、刻々と変わる世界
的な情勢や本学の状況を見極め、キャンパス閉鎖をは
じめオンライン授業への移行など、様々な助言をいた
だきながら、早期にかつ適切に決断を下すことができ
ました。昨年の後学期からは、実験・実習科目（卒業研
究含む）や大学が許可した科目から段階的に対面授業
を開始しましたが、これらを経て、対面授業でなければ
得られないこと、遠隔授業だからこそできたことの知
見を得られたことは、ウィズコロナ時代に相応しい授
業のあり方を検討するための大きな財産となりました。 
　本年度も、在学生の情報通信環境には引き続き最
大限配慮し、オンデマンド教材にも対応したオンラ
イン授業のための情報基盤を構築し、ウィズコロナ
時代の快適な授業環境整備を引き続き進めて参りま
す。さらに、ハード面においては、消毒液、飛沫防止
パネルや検温装置の設置、制菌コーティングの実施
など必要な感染症防止対策を実施しております。ま
た、6月現在、政府の方針に沿い、本学学生、教職員
を対象とした新型コロナウイルスワクチンの職域接
種の申請を済ませ、実施の準備を進めています。 
　今後も各科目の授業運営形態、履修者数等に応じ、
遠隔授業またはそれを組み合わせた授業を取り入れ
ながら、学生の健康と安全を第一に考えた大学運営
を継続してまいりますので、皆様にはご不便をおか
けいたしますが、ご理解・ご協力を賜りますようお
願い申し上げます。そして、現在の取り組みをニュー
ノーマル時代の新しい価値を生み出すものへと進化
させることができれば幸いです。 
　結びに、引き続きのご支援を賜りますようお願い
申し上げるとともに、本学後援会のご発展と、皆様の
ご健康を祈念申し上げ、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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　会員のみなさまには、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、昨年来より続く新型コロナウイルス感染拡
大に際しまして、大変なご心配、ご不便な思いをさ
れておりますことを心よりお見舞い申し上げます。 
　さて、2021年もコロナ禍での幕開けとなりました
が、大学の様子として、卒業式が開催されたことに続
き、3月末には、開催が叶わなかった現2年次生の入
学式が大学当局のご尽力によって執り行われました。
さらに、4月にはみなとみらいキャンパスが誕生し、
創設の地に新しい知の拠点が誕生しましたことは、
当会といたしましても大変嬉しく思っております。 
　本年度におきましても、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」の趣旨に沿い、大
学と協力しながら様々な事業を運営してまいります。 

1.保護者説明・懇談会について 
　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下げ止ま
りの状況が続く中、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、感染の危険性が危惧
されており、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、今年度の定時総会を書面表決にて実施、また、
7月までの保護者説明・懇談会の開催をすべて中止
することといたしました。 
　ご来場を楽しみにしていたみなさまには、大変ご
迷惑をおかけいたしますこと、深くお詫び申し上げ
ます。なお、8月以降については、現状を確認しなが
ら安全に開催できる環境が整う場合に限り開催す
ることといたします。 

2.充実したコンテンツの
　「オンラインサポートガイド」を開設 
　ご承知の通り、本年度の保護者説明・懇談会につ
きましては、コロナ禍の状況から、会場やプログラ
ムを絞っての開催となることから、オンラインコン
テンツを充実させた「オンラインサポートガイド」
を6月に公開しました。「神奈川大学サポートガイド」
と連動したサイトとして、みなさまが心配されてい
る内容をコンテンツ毎の動画にまとめ、大学当局の
職員が分かりやすく説明してくださっていますので、
ぜひご覧ください。また、保護者説明・懇談会にて
実施することができない個別相談を、大学の協力を
得てオンラインにて実施いたしますのでお困りご
とがございましたら是非ともご活用ください。 

3.学生への支援について 
　昨年度は、コロナ禍における緊急学生支援策とし
て、学生1人に対し2,000円の生活支援（QUOカー
ド）を行いました。本年度におきましても奨学金援
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バックアップしてまい
ります。また今年度は、実質100円の負担で学生が
朝食をとることができる「100円朝食」の支援や新
型コロナウイルス対応に関連する学生支援策とし
て、学生が教科書を購入する際の送料を支援してお
ります。 
　最後になりますが、神奈川大学後援会は、今後も
会員のみな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、今後もご支援・ご協力を賜りますよう
お願い申し上げ、私からのご挨拶といたします。 

神奈川大学後援会
会長　 西脇　幸二
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●新型コロナウイルス感染症の学生支援として、条件なしに学生に一律

QUO（クオ）カード等を支給していただけるとありがたいです。（自治

行政学科4年）

●後援会の役員の皆様いつもありがとうございます。皆様の地道な努力

が学生達をささえているのだと思います。コロナ禍ですが一日も早く

楽しい学生生活が送れることを切に願っております。（あと半年で卒業

ですが）（機械工学科4年）

●コロナ禍で苦労している学生へのさらなる支援をお願いいたします。

（物質生命化学科4年）

●お世話様です。2020年度事業費として会場賃借料としてほぼ満額の

321.6万円も払っていることにびっくりしました。早い決断で学生にも

う500円ずつ支援できたのではないでしょうか？（経営工学科3年）

●今後も困窮している学生のために手厚い経済的支援を積極的に行って

いって欲しいと思います。（経営工学科3年）

●丁寧なわかりやすい資料でした。今後も今回のようにQRコード等でペー

パーレスで返信できるとよいと思います。いつもありがとうございます。

（経営工学科3年）

●今の2年生は入学してから昨年は1度も学校に行けず、今年もまだ数回

しか大学に行けず、新歓もなかったので友達も作れず、この先大学生活が有

意義に過ごせるように後援会でも支援していただきたいです。（経済学科2年）

●子供がみなとみらいキャンパスに通っております。まだまだコロナが大

変な中通学していて、キャンパス内に消毒液が少ない事、ゴミ箱が少ない

事を気にしています。できれば消毒液は各教室の出入り口に、ごみ箱も

数を増やしていただけたらと思います。（英語英文学科2年）

神奈川大学後援会定時総会開催報告

―定時総会（書面表決）へのご協力ありがとうございました。―

　2021年度神奈川大学後援会定時総会は、新型コロナウイルスの感染拡大の影響により、会員のみなさまの安全・安心

を考慮し、対面での開催を控え、6月25日～7月12日の期間で書面表決として開催しました。 

　総会では、2020年度事業報告及び決算並びに監査報告、役員改選、2021年度事業計画及び2021年度予算についてご

審議いただき、 結果は、有効回答件数538件（白票1件含む）となり、後援会会則第15条及び第16条第2項により、2021

年度後援会の総会に関する全ての議案について承認されました。  

　なお、みなさまより頂戴しましたご意見・ご要望につきましては、後援会役員に共有し今後の運営にて活かしていきた

く思います。 

　みなさまよりお寄せいただきましたご意見・ご要望について、一部抜粋してご紹介いたします。この他にも多くの
会員のみなさまよりコメントをいただきました。どうもありがとうございました。

第1号議案
2020年度事業報告及び決算

第3号議案
2021年度事業計画及び予算

第2号議案
役員の改選

■ 賛成　99.63％
■ 反対　  0.37%

■ 賛成　100％
■ 反対　    0%

■ 賛成　99.63％
■ 反対　  0.37%

●SNSでの情報発信、とてもありがたく思っています。コロナで大変ですが、

子どもたちのかけがえのない学生生活のフォローをよろしくお願いします。

（歴史民俗学科2年）

●コロナ禍による学生生活の環境悪化がかなり尾を引いていることから、

必要に応じた臨機応変な学生支援をお願いしたいです。（数理・物理学

科2年）

●コロナの中なので、保護者説明・懇談会はオンライン開催だけでいい

かと思います。（経済学科1年）

●保護者説明・懇談会を楽しみにしております。（経済学科1年）

●いつもお世話になっています。オンライン授業ならば、学費を軽減して

いただけるとありがたいです。よろしくお願いします。（国際経営学

科1年）

●実家が低所得の為、バイトで生計を立てていく予定の学生がコロナ禍で

難しくなっていると感じている。是非とも何らかの生活支援や学費の

減免等を大学側に後援会側から考えていただくよう働きかけていただ

きたい。（国際経営学科1年）

●議案につきまして目次のページ数を入れてくれるとより分かりやすい

と思います。神大発のスキンケア商品（プラウドブルー）は大変興味が

ありますが、サンプル等で試してみたいと思いました。コロナ禍で学園

祭などがオンラインになり、大学の様子を肌で感じることができず残

念です。予算ありましたら「神大スタイル」を送付するなど、情報を届

けていただけると幸いです。（国際文化交流学科1年）
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保護者説明・懇談会について（お願い）

今年度の保護者説明・懇談会は、8月以降、横浜キャンパス、東京会場及び全国8会場で実施の準備をすすめていますが、首都

圏を中心とした緊急事態宣言の発令などもあり、今後も予断を許しません。状況に応じて、開催中止の判断をすることもあり得ま

すので、ご了承ください。今後の後援会からの情報は、後援会HP、後援会公式SNS、参加申し込みの際にご登録いただきましたメー

ルアドレス等でお知らせします。 

参加されるみなさまへのお願い

大学の対応

●原則 1 名までの参加をお願いします。（ただし、収容定員に余裕がある場合は 2名まで可）

●参加される当日は、検温をお願いいたします。悪寒や発熱、その他体調が優れない方は、参加をご遠慮

  ください。

●受付時にアルコール消毒・検温にご協力ください。

●ご来場の際および会場内でのマスクの着用をお願いします。

●出張者は、出張開始前及び実施日の朝検温を実施するなど健康チェックを必須とします。

※例年、受付にてお渡ししている学業成績通知表及び履修登録確認表の配布は行いません。また、飛沫感染のリスクが

　高い懇親会や個別相談の開催も行いません。なお、個別相談については、オンラインにて実施（P 7 参照）します。

6月下旬にお送りいたしました「神奈川大学サポートガイド 2021」5ページの東京会場の申込締切に
誤植がありましたので、お詫びして訂正いたします。

【お詫びと訂正】

（誤）
【申込締切】2021年 10月 4日（月）

（正）
【申込締切】2021年 8月23日（月）

マスクを着用
しましょう

発熱のある方の入場は
ご遠慮願います

入場の際は
消毒をお願いします

後援会からのお知らせ
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オンラインサポートガイドの活用方法

38 39

進級制度4
　進級制度とは、各学部･学科が指定した科目や単位数を修得していないと、次の年次に進めない制度です。次の学科
に進級制度があります。

進級制度のある学科 進級年次
●経済　●現代ビジネス　●スペイン語（注 1）　●中国語　●国際文化交流（外国語学部）
●国際文化交流（国際日本学部）  ●国際経営　●数理・物理　●情報科　●化　●生物科
●総合理学プログラム

2 → 3 年次

●機械工　●電気電子情報工　●物質生命化　●情報システム創成　
●経営工　●建築（注 2）　●総合工学プログラム

1 → 2 年次
2 → 3 年次
3 → 4 年次

注 1）スペイン語は2020年度以降入学者が対象。
注 2）建築は、1→ 2 年次と３→ 4 年次。

卒業要件単位数5
　卒業するためには、4 年次を1学期以上含め通算して 4 年（8 学期）以上の在学（ただし休学期間は除く）と各学部・
学科の教育課程表に定められている各科目群の単位を修得することが必要になります。
　卒業に必要な単位数は各学科や入学年度により異なり、124 単位から132単位とさまざまです。下表が各学科が
定めた卒業に必要な総単位数（卒業要件単位数）です。

　就職活動の際には「卒業見込証明書」の提出を求められます。「卒業見込証明書」発行基準は、3 年次終了までに
卒業に必要な単位の「4 分の 3 以上」の単位を修得していることです。また工学部や理学部では、4年次への進級要
件を満たすこと、または卒業研究の履修資格を満たすことが、「卒業見込証明書」発行基準となります。その単位数は、
おおむね100単位前後です。このため、1 年次から計画的に単位を修得しておくことが必要です。

横浜キャンパス
法学部 ●法律学科 124単位（2021〜）

●自治行政学科 132単位（〜2020）

経済学部 ●経済学科 128単位
●現代ビジネス学科 128単位

人間科学部 ●人間科学科 126単位
工学部 ●機械工学科 126単位

●電気電子情報工学科 128単位
●物質生命化学科 128単位

●情報システム創成学科
125単位（〜2019）

129単位（2020 〜）

●経営工学科 126単位（2016 〜）

●建築学科 125単位
●総合工学プログラム 128単位

湘南ひらつかキャンパス
理学部 ●数理・物理学科 128単位

●情報科学科 128単位
●化学科 128単位
●生物科学科 128単位
●総合理学プログラム 128単位

みなとみらいキャンパス
経営学部 ●国際経営学科 124単位
外国語学部 ●英語英文学科 128単位

●スペイン語学科 126単位
●中国語学科 130単位（〜2019）

126単位（2020 〜）

●国際文化交流学科 128単位（〜2019）

国際日本学部 ●国際文化交流学科 128単位
●日本文化学科 128単位
●歴史民俗学科 128単位

参考： 卒業要件単位数の詳細は『履修要覧』で確認できます。

「卒業見込証明書」発行基準6

学業成績通知表の見方7

物理学 452○○ ○○
民事訴訟法II 欠2○○ ○○

総単位数 32 卒業要件単位数 132 最新学期ＧＰＡ 2.000 通算ＧＰＡ

日本政治 -2○○ ○○
心理学 02○○ ○○

2.150

成績評価：90～100点＝秀 80～89点＝優 70～79点＝良 60～69点＝可 0～59点＝不可

現代社会と法 062○○ ○○
[不合格科目]

憲法I 062○○ ○○
民事法入門 062○○ ○○

[専攻科目 Ａ群  6.0単位]
社会と人間 072○○ ○○

政治学 072○○ ○○
生物学 072○○ ○○

社会学 072○○ ○○
 

哲学 082○○ ○○

世界史 082○○ ○○
宗教学 082○○ ○○

881○○ ○○英語Ⅱ（Writing）
[共通教養科目（共通基盤） 人文の分野  16.0単位]

751○○ ○○英語Ⅱ（Reading）
901○○ ○○英語Ⅰ（Writing）

801○○ ○○英語Ⅱ（Speaking）
651○○ ○○英語Ⅰ（Reading）

1001○○ ○○英語Ⅱ（Listening）
751○○ ○○英語Ⅰ（Speaking）

[共通教養科目（共通基盤） 外国語科目  8.0単位]
901○○ ○○英語Ⅰ（Listening）

[共通教養科目（共通基盤） ＦＹＳ  2.0単位]
ＦＹＳ 092○○ ○○

○○○○年度 神奈川大学 学業成績通知表

学

籍

○○学部 ○○学科 ○○コース

 ○年        ○組           ○○○○○○○○○番

               ○○○○年度入学        ○○○○年度カリキュラム

氏

名

ジンダイ タロウ

神大 太郎

       ○○○○年○月○○日生

度年修履績成位単員教当担主名目科

2020 前

2020 前

2020 前

2020 前
2020 前
2020 前

2020 前
2020 前
2020 前

2020 前

2021 前

2020 後

2020 後

2020 後
2020 後

2020 後

2021 後

2021 後

2021 後

2021 前

2021 前
2021 前

2021 前

単位は、授業科目ごとの学修時間の量を表します。卒業するためには所定の単位数を修得
しなければなりません。
成績は、0 〜100 の点数で⽰され、点数により「秀」「優」「良」「可」「不可」として評
価されます。その他、「認」は単位認定を、「⽋」は定期試験⽋席を、「−（ハイフン）」は
出席不⾜等による評価不能を表します。
履修年度は、授業を受けた時期を表します。（2021前＝ 2021年度前学期）

　単位／成績／履修年度

総単位数は、合格科目の単位の合計を表します。卒業要件単位数は、各学科が定
めた卒業に必要な単位数を表していますので、総単位数と⽐較し、卒業までに何
単位修得する必要があるかを確認する際の目安にしてください※。
※上記の卒業要件単位数とは別に、科目群ごとにも卒業要件単位数が定められていますので、総単

位数が上記の卒業要件単位数を超えていても、科目群ごとの卒業要件単位数をすべて満たしてい
ない場合は卒業できません。卒業要件単位数の詳細は「履修要覧」で確認できます。

　総単位数／卒業要件単位数
GPAとは、世界標準的な⼤学での学
生の成績評価の⽅法です。本学では
学内の各種選考における指標として
活⽤しています。GPAの計算⽅法は

「履修要覧」で確認できます。

　GPA

成績評価で「不可」になった科目が記載されています。定期試験を⽋席したり、
成績評価にいたらなかった科目も記載されています。

　不合格科目

科目群は、授業科目のグループ名です。⼤きく「共通教養科目」「専攻科目」のグループ
に⼤別されます。入学年度や学科により、その構成（名称）が異なります。科目群名右横
の単位数は、科目群ごとの修得単位数の合計です。

　科目群

学

　
　修

学

　
　修

6月にお送りした「サポートガイド 2021」でご紹介した

「オンラインサポートガイド」をご覧いただけましたか？

今号では、オンラインサポートガイドの活用方法について説明します。

オンラインサポートガイドトップページ

説明を聞きたいカテゴリーを選択する。Click ！

確認したい動画を選択する。Click ！

オンラインサポートガイド

【ご活用方法】コンテンツが冊子版のサポートガイド

と連動しているので、じっくり詳しく理解できます。

学生よりも大学に詳しくなっちゃうかも！！

動画の

見たいところに

スキップできます。

サポートガイドの

関連ページに

ジャンプします。

オンラインサポートガイド
クイックツアー
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オンライン個別相談について

相談日当日は、マイページ内のボタンよ

り入室します。相談日まではマイページ

からご予約状況の確認、変更ができます。

また、追加で別内容についてのご相談

予約も可能です。

個別相談内容ご入力 → 入力情報のご確認

相談の内容・日程を選択

マイページ登録・学生情報登録

登録完了画面

相談の実施

ご予約・ご登録完了

個別相談内容
ご入力

入力情報の
ご確認

マイページ
登録

学生情報
登録

1

2

3

4

  相談の内容・
日程を選択

マイページの作成へ

マイページ

オンラインサポートガイド内の
『オンライン個別相談』へアクセス

相談の種類 学修／学生生活／就職／留学／その他

第1弾の相談日［8月30日（月）～ 9月8日（水）］の申込みを受け付けています。
相談を希望される方は、下記マニュアルを参考にお早めにお申込みください。
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就職課より

● コロナ禍における就職活動の状況

● 2021.3卒就職率（本学）

94.7%（就職者/就職希望者） 

※昨年度97.3％（▲2.6％） 

● With/Afterコロナ

企業説明会や1次面接等を中心にオンライン化が進み、

また就活の早期化も進んでいます。 

コロナ禍の収束後も4割以上の企業がオンライン化継続

を検討しているとのデータもあり、新たな就職活動のスタ

イルとなっていくことが予想されます。 

● 就職活動の流れ

「就活は3年生の夏から」 

昨今、3年生の夏のインターンシップが実質の就職活動

のスタートとみなす動きが主流になりつつあります。 

（出典：日経テレコン　「オンラインが早める就活」　

     2021/05/26）

● 就職支援

● 4年生向け支援

 •毎月開催！オンライン合同企業説明会 

企業ごとにブース形式で、興味のある企業・団体を自由に

訪れ、企業説明を直接担当者から聞くことができます。 

•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。個人面談では、「何から始めて

いいかわからない」といった質問から、書類の添削、模擬

面接等も行っています。 

•就活リスタートセミナー 

就職活動の始め方がわからない、書類の作成方法、面接の

コツといった疑問にお答えするセミナーを毎月開催して

います。

● 3年生向け支援

•9月開催「後学期就職オリエンテーション」（オンライン）

就職準備を進めるにあたり、スタートとなる全員参加必

須のオリエンテーションです。

 •就活セミナー・講座 

就職活動の基本を伝授する「就活基礎講座」、少人数のゼ

ミ形式で就活準備を行う「神大就活ゼミ、その他業界別講

座を随時開催しています。 

•就活イベント 

キャリアフェスタ、公務員仕事理解セミナーなど

● KUキャリアナビについて

● 4年生向け

•重要な情報の「お知らせ」配信 

•インターンシップ情報検索 

大学からのお知らせ

3年次 4年次
4・5月 6月 1月 3月 4月 5月 6月2月7月 8月 9月 10月 11月 12月

徐
々
に
情
報
収
集
を
ス
タ
ー
ト

選考
面接

採
用
情
報
公
開
開
始

エントリー

会社
説明会

自己分析、企業研究・業界研究

履歴書作成・添削、面接練習

筆記試験対策

インターンシップに参加

企業イベントに参加

エントリーシート

履歴書
webテスト

2023年卒予定学生の就職活動スケジュール（予備）
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場所 18号館 2 階

開室時間
月～金　9:00–17:50

土　　　9:00–17:00

場所 11号館 1 階

開室時間 月～金　9:00–17:00

場所 2 階事務室

開室時間
月～金　9:00–17:50

土　　　8:30–16:30

•求人・企業情報検索 

•講座・イベント・面談予約 

● 1〜3年生向け

•イベント・講座情報配信

•インターンシップ情報検索

● 就職に関するお問合せ・ご相談 

神奈川大学　就職支援部 

E-mail：shushoku-web@kanagawa-u.ac.jp 

● 横浜キャンパス

● 湘南ひらつかキャンパス

● みなとみらいキャンパス

● 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3日（金）

からWeBSt@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。

● キャンパスマガジン　神大STYLE

　 神大STYLE 331号はこちらで

　 ご覧いただけます。

● 課外活動
感染拡大防止に十分な注意を払いながら、公認団体（準

公認団体も含む）における夏季休業期間中の学内施設での

活動を再開しています。

最新の課外活動の再開状況については、本学HPの「課外

活動の事務手続き」にてご確認ください。

● 奨学金

後学期に募集がある奨学金についてご案内します。なお、

家計の急変が生じた場合は、学生課へご相談ください。

●  新型コロナウイルスの影響にかかる「緊急支援授業料
減免制度」について

新型コロナウイルス感染症拡大による影響で、家計が

急変した世帯の学生の皆さんを対象として、昨年度に

引き続き「緊急支援授業料減免制度」を実施していま

す。希望する方は、本学 HP で詳細を確認の上、受付

期間中に申請してください。

第二次受付期間  9 月 24 日（金）～ 10 月 1 日（金）

●  学内奨学金（後学期）の出願について

後学期の奨学金については、9 月 1 日に WeBSt@tion

の掲示板にてお知らせします。

なお、各制度の出願資格については本学 HP「奨学金案

内」に掲載していますので、併せてご確認ください。

●  日本学生支援機構奨学金　二次募集について

下記の予定で、二次募集を行います。詳細は、9 月 1 日

に WeBSt@tion の掲示板にてお知らせします。期間中に

申請してください。

願書請求期間 　9 月 1 日（水）～ 9 月 26 日（日）

願書受付期間　10月 4 日（月）～10月 8 日（金）

教務課より

広報課より

学生課より

緊急支援
授業料減免制度

奨学金案内

神大 STYLE
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新型コロナの動向
（約4分）

是非、ご覧ください。

本学では、新型コロナに『かからない』　『うつさない』　『集団発生を起こさない』の3原則をもとに、新たに、神大生の新ルール

を策定し、新型コロナ変異株に対抗するために接触感染・飛沫感染対策に取り組んでいます。この新ルールは、学生の皆さんだけ

でなく教職員、そして神奈川大学の関係者すべてが遵守するものとしています。感染対策へのご協力をお願いいたします。

保健管理センターより
新型コロナウィルスによる本学の対応

入構について

授業時における感染対策

喫食における対策

ワクチン接種について

新型コロナになった・濃厚接触者になった場合

授業配慮について

日々の自己管理を行い、自分が体調不良のと
きはもちろん、同居者が体調不良の場合も入
構は禁止しています。

人との距離をとること（マスクなしで2m、マスクをしても1m）、マスクな
しでは会話しないこと、アクリル板設置、換気、共用部の椅子間引きなど授
業時において距離を保って行動するように注意喚起を行っております。
なお、スクリーンを用いて手順を説明するなど、密回避にも努めています。

本学は 6 月中旬に関係省庁へ職域接種の申請（受理済）を行いましたが、現時点で承認および本学へのワクチン供給等についての連
絡を受けていません。関係省庁から詳細な連絡があり次第、改めて WeBSt@tion ／大学 HP で接種日程・予約方法等についてご案内
しますので、今しばらくお待ちください。このような状況から、本学に先行して地元自治体接種会場や医療機関等での接種が可能な
場合は、当該機関で接種していただいても問題ありません。（その場合の本学への連絡も不要です）

喫食時は、個食・黙食で行うよう、各キャンパスの学食に掲示、座席の制限
やアクリル板などを設置し、喫食における感染対策を行っています。

新型コロナ感染症と診断された場合、濃厚接触者に該当したため自宅待機を命じられた場合は、すぐに「学生コロナ報告窓口」ヘ
報告をお願いしています。　学生コロナ報告窓口：　　gakusei-covid19@kanagawa-u.ac.jp
※報告者には、学校医のもと毎日の体調管理を行っています。（心身の健康面でのフォローを行っています）

神大生の新ルール等の感染対策については、キャンパス内掲示の他、ホームページ、新型コロナウイルス感染症特設サイト、
WeBSt@tion などに掲載されております。また、ホームページにおいて本学学校医より新型コロナウイルスの変異株など最新の動
向に関する動画配信も行っています。併せてご覧ください。

皆さん自身の身の安全を確保すると同時に、周囲の大切な人の
命を守るため、これらの感染対策にご協力ください。

自分や同居家族が体調不良の時は、登校せず
に各キャンパスの教務課ヘ速やかに連絡し、
授業配慮の手続きを行ってください。
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連続講義　失われた時をもとめて

世界史講義Ⅲ

『発達障害』の理解と支援

神道と仏教の交錯

よりよく生きるための断捨離®流

子どもの才能を伸ばす子育て コーチング講座

エンディング講座

自己実現型心理学入門

人生の節目を迎える方におすすめの講座です。残される誰かのために
ではなく、ご自身のこれからの生活をより快適に、身軽にして、自由
自在な選択、決断、行動ができることを目的とします。

子どもの才能を引き出す親になることを目指します。
子どものいいところを見つけて伸ばす、子どもの主
体性を促し自立に向かう、子どもの思考力・表現力
を高める、学ぶことの楽しさを伝える等を学びます。

自己実現型心理学についての基礎知識を習得し、日常生活におい
てベストな精神状態を維持できるようになるための実践的な心理
学の活用法を学びます。

リーマンショック後の時代から現在に至るまでの近代ヨーロッパ
を中心とする歴史－ポピュリスト政権の誕生や中国などの台頭－の
流れをみていきます。

神道と仏教は、日本文化の根幹をなすものです。仏教が人間の苦しみ
の救済を目指すものに対し、神道は自然信仰に根差しています。時代
により神仏習合したり、神道が国家と結びついたり分離していますが、
原点に遡って歴史的に考察していきます。

発達障害は、「見る」、「聞く」といった知覚や認知の苦手さが原因
になっている場合があることはあまり取り上げられていません。
問題は何か、視覚認知からのアプローチを考えていきます。

オンデマンド配信 オンデマンド配信

ライブ配信（オンデマンド有）

ライブ配信（オンデマンド有）

■日　程： 9/5 ～ 10/10　日曜日（全3回）
■時　間： 13:00 ～ 15:00
■受講料： 11,000 円　 （学生）10,000円　
■講　師： （株）ポジティブストローク研究所

■日　程： 9/11 ～ 11/13　土曜日（全10回）
■時　間： 10:30 ～ 12:00
■受講料： 21,000 円　 （学生） 19,000 円　
■講　師： サイタコーディネーション

■日　程： 11/14　日曜日（全1回）
■時　間： 12:00 配信
■受講料：  5,000 円　 （学生） 4,600 円　
■講　師： （株）教育企画センター

■日　程： 10/1 ～ 1/28　金曜日（全8回）
■時　間： 13:00 ～ 14:30
■受講料： 13,500 円　 （学生）12,200円　
■講　師： 神奈川大学教授　的場 昭弘 

■日　程： 10/2 ～11/27　土曜日（全5回）
■時　間： 13:00 ～ 14:30
■受講料： 9,000 円　（学生）8,200 円　
■講　師： 神奈川大学名誉教授　伊坂 青司

■日　程： 10/9 ～ 11/6　土曜日（全5回）
■時　間： 12:00 配信
■受講料： 9,000 円　（学生）8,200 円　
■講　師： 神奈川大学名誉教授　和氣 洋美

KUポートスクエア　生涯学習・エクステンション講座係
TEL：045-682-5553　　FAX：045-682-5554
E-mail：info@ku-portsquare.jp
広報事業課　TEL：045-682-5553

ハイフレックス（オンデマンド有）

ハイフレックス（オンデマンド有）

※ オンライン講座は、一部ライブ講座を除き、講座の最終回から 1 週間後まで視聴することができます。
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KUポートスクエア
KUポートスクエアは、2021年に新設されたみなとみらいキャンパス２Fに所在し、「人」と「知」

が交流する拠点として、さまざまなテーマ、関心、課題のもと、地域・社会とつながることを目的と

する「ソーシャルコモンズ」にあります。ビジネス・経営・社会・経済、情報･語学・ライフスタイル、

文化・教養、資格取得の講座を開設しています。

保護者の皆さんは「学生料金」で受講可能です！さらにインターネット申込で1000円OFF！



神奈川大学後援会公式 SNSのご案内

保証人住所が変更になった場合は、「WeBSt@tionで変更手続き」するか「各キャンパス学生課に届出」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

　後援会公式SNSは、みなさまへの情報発信・連絡ツールとして、後援会独自の視点で一味違った情報を発信し
ています。是非、登録とフォローをお願いします。

公式 LINE は連絡ツール。

保護者のみなさまに最新情報を

お届けします。

大学のアカウントとは一味違ったここだ

けの情報を発信します 。学生・卒業生の

活躍情報や様々なイベントのお知らせ、

キャンパスの日常風景等をお届けしま

す。 学生よりも大学通になれますヨ

LINE 公式アカウント

新入生（1年次生）の父母・保証人限定！

人間科学部、工学部で
運営委員を探しています！ 

後援会では、新入生のご父母や保証人のみなさまから、運営委員に立候補いただける方（人間科学部、

工学部）を引き続き募集しています。私たちと一緒に保護者の立場から、学生たちの豊かな学生生活

を支えていきませんか。高校までの PTA活動とは違い、事務仕事はありません。みなさまの想いを

後援会活動に是非活かしてください。応募をお待ちしています。

申込期限　8 月 30 日（月）
QRコードよりお申込みください。お申込み
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