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今年度もコロナ禍の学生への
支援を実施します

神奈川大学後援会
	 会長　西脇 	 幸二

　会員の皆様には日頃より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。本年度は新型コロナウイルス感染症
の影響により、後援会の主要事業を従来通りに展開することがで
きず、定時総会は初めて書面表決で開催しました。また、保護者
説明・懇談会事業が実施できなかったため新たに視点を変え、学
生生活や学修面、卒業後の就職に関する説明動画や情報をまとめ
た「オンラインサポートガイド」を公開し、「オンライン個別面談」
も実施することで会員の皆様の不安を少しでも払拭できるよう取
り組みました。一方、中止に伴う未執行予算については、今いる
学生たちに寄り添った支援となるよう、卒業年次生には2,000円分
の図書カード、在学生（学部1〜3年次生）には各キャンパスで利用
いただける生協利用券をこの会報に同封して配布し、就職への準
備、食事面や物品の購入に役立つ支援とさせていただきました。 
　未だ先の見通しのつかない状況ですが、次年度の保護者説明・懇
談会事業は、会員の皆様と大学との連携を深め、また会員同士の
交流が少しでも広がることに期待して、できる限り前向きな形で実

施できるよう検討します。また本会の設立趣旨に添うよう、福利厚
生や課外活動を含めた様々な支援を図ることで在学生への支援を
拡充し、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、昨年4月にはみなとみらいキャンパスが開設され、今年4
月には新たに工学部から独立して建築学部が開設される予定です。
新型コロナウイルスの変異株等の新たな脅威との戦いは続きますが、
対面やオンライン双方
のメリット・デメリッ
トを経験し、未来に向
け逞しく頑張る学生を
支援すべく、引き続き
当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。

後援会より

後援会役員紹介

運営委員紹介

滝原　哲也 （法）
内山　敏和 （経済）
高木　正司 （経済）
山本　裕紀子 （経済）
六川　洋子 （経済）
天野　美恵子 （経営）
大山　貴容子 （国際日本）
伊藤　かほる （国際日本）
藤江　久美子 （国際日本）
室井　澄恵 （理）
中越　つぶら （工）

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）
河島　峰代 （理）
辻井　知明 （理）
水戸　満子 （工）
吉田　英美 （工）

高　英貴 （法）
太田　裕子 （経済）
木ノ瀬　勉 （経済）
成田　明美 （外国語）
渡邊　徹 （外国語）
加藤　真理 （工）

道川　安喜子 （法）
細井　稔 （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）

１年生 ２年生 ３年生 ４年生

副会長
冥賀 美加
（工学部4年）

副会長
小松　剛

（外国語学部4年）

監事
香田 武明

（国際日本学部2年）

副会長
近藤 真吾
（特別会員）

副会長
高橋 佐知子
（経営学部3年）

副会長
鈴木 啓靖
（理学部3年）

監事
今　美佐子
（工学部3年）

顧問
伊藤  正芳（特別会員）
林部  正明（特別会員）オンラインでの役員会の様子

みなとみらいキャンパスでの役員会の様子
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　全国各地で開催を予定していた保護者説明・懇談会が中止となり、開催予算が

未執行となりました。つきましては、コロナ禍における神奈川大学後援会の緊急

学生支援策として、卒業年次生には、就職・就学に向けての準備等でご利用いた

だける「図書カード（2,000円）」を、学部1～3年次生には、3キャンパスでご利

用いただける「大学生協利用券（2,000円）」をお届けします。 

　ささやかではありますが、ご活用くださいますよう学生へ必ずお渡しださい。 

※生協利用券は3キャンパスの生協売店で使用できます。

　（横浜キャンパスは10号館・19号館の食堂でも使用できます。）

この会報に図書カードまたは大学生協利用券を同封しています。 

本年度も緊急学生支援を実施します

図書カード（2,000円）大学生協利用券（2,000円）

※画像はイメージです。

本年度も学生たちへ緊急支援
 （図書カード、 大学生協利用券）
を実施します。

メールアドレス登録のお願い

神奈川大学後援会公式 SNSのご案内

学生が利用しているWeB St@tionという学内システムに登録されている父母・

保証人の皆様のメールアドレスをご確認いただき、変更・未登録の場合は学生に

WeB St@tionから変更するようにお伝えください。

メールアドレス
変更の仕方

※＠kanagawa-u.ac.jpのメールを受信できるよう、ご設定下さい。

後援会からのお知らせ

　「公式 LINE」では、会員の皆様への後援会活動のご案内や

学生の活躍などを発信していきますので、ご登録をお願いい

たします。 

　また、公式 Facebookでは学内の様子や後援会行事などを

写真・動画などで皆様へお伝えしています。定期的に発信し

ておりますので、併せてご登録ください。

LINE公式アカウント
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2年振りに対面で役員会を開催しました。

MMキャンパス１FのVOYAGEがオープン！！ MMキャンパス１FのVOYAGEがオープン！！ 
　みなとみらいキャンパス１FのレストランVOYAGE（ヴォヤージュ）が本格的にオープンしました。席数は150席以上あり、

ご父母・保証人のみなさまも利用できます。みなとみらいに来たついでに、観光の合間や誰かとの待ち合わせに、ご利用して

みてはいかがでしょうか。メインの洋食アラカルトの他にサイドメニューもあり、お得感もなかなかです。 

　おすすめは、3種のビール飲み比べセットです。VOYAGEでは毎月、地元神奈川の横浜・茅ヶ崎・横須賀などのクラフトビー

ル6種類が入れ替わりで提供されており、その中のおすすめ3種類のビールを味わえるお得なセットとなっています。そ

れぞれのビールの個性に合わせたおつまみも3種ついてきますので、とりあえず、これを頼んでおけば最初のオーダーはバッ

チリです。グリル料理なども単品もなかなかのボリュームがありますので、もう一品追加するだけで十分ゆっくり楽しめます。 

　世界のビールも常に20種以上あり、300円台から味わえます。もちろんソフトドリンクやノンアルコールカクテルも各種

ご提供。ティラミスや横浜アイスクリームの盛り合わせなど甘党の人も納得の品揃えとなっています。 

　同じく１階にはノースリンクカフェも営業していますので、お好みに応じてうまく使い分けて、楽しんでみてください。

　後援会役員会を2020年1月以来、約2年振りに対面で開催いたしました。

　1、2年次生役員にとっては、役員就任以来オンラインでの役員会開催が続いていたため、初めて画面を飛び出し、

顔合わせをする機会となりました。

　役員会では、次年度の事業計画、広報計画などを議論し、終了後には

キャンパス内を見学しました。

見学会の様子
（メッセージツリーの前で撮影）

2022年度事業を議論する役員

広報計画を議論する役員

見学会の様子
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  2022年度 保護者説明・懇談会開催予定地

困ったときこそ
「オンライサポートガイド」 をご活用ください。

札幌市

北海道地区

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
みなとみらいキャンパス
湘南ひらつかキャンパス

本学開催

新潟市 金沢市 甲府市
長野市 富山市

青森市 山形市 仙台市
秋田市 郡山市

北陸・甲信越地区

大阪市

近畿地区

静岡市 浜松市 名古屋市

東海地区

中国地区

九州・沖縄地区

松山市 高松市 徳島市

四国地区

山口市 広島市

福岡市 長崎市 佐賀市
大分市 那覇市

オンラインサポートガイド

※開催方法・場所を含め現在検討中です。2022年度の詳細につい
ては 4月下旬以降に改めて郵送する「神奈川大学サポートガイド
2022」でお伝えします。

学修
● 成績表の見方がわからない。 

● 進級・卒業要件単位ってなに？ 

学生生活
● 奨学金はどんな種類があるの？ 

● うちの子サークルとか入ってない
けど、神大ってどんな課外活動が
あるの？ 

健康
（心と体のサポート）

● 一人暮らしで体調を崩したみたい。
   どこに相談すればよいいのでしょ
   うか？ 

就職

こんな悩みありませんか？

そんな時は、オンラインサポート
ガイドを検索ください。

● 就職活動のスケジュールが
   わからない。 

● コロナ禍の就職活動って
   どうなっているの？ 

留学
● 子供が留学を希望していますが
   どうしたらいいですか？ 
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大学からのお知らせ
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単位前後とし、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WeB St@tion（※以降ウェブステ）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。学生には履修登録完了後は、必ずウェブステから

「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」を、9月と3月に学生にウェブステで公開し、

保証人には郵送いたします。

※本学独自のポータルサイトのことで、通称ウェブステと呼ば
　れています。

●�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

2021年度となりました。

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、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

も多大な制約を受けることとなりました。

●�課外活動
感染拡大防止に十分な注意を払いながら、公認（準公認）

及び公認サークル団体は活動を再開しています。（1月中

旬現在）

今後の感染状況によっては、活動制限等の措置を講じる

場合がありますので、最新の課外活動の再開状況については、

本学HPの「キャンパスライフ＞課外活動」をご確認ください。

●�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

変し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…2022年度の奨学金に関する説明会

は、4 月上旬に動画配信を予定しています。併せて、

各制度の出願資格等については、本学 HP「奨学金案内」

に掲載しますので確認してください。

  　　　　　　 奨学金HP
　　　　　　　 https://www.kanagawa-u.ac.jp/campuslife/　
　　　　　　   scholarship/overview

●  日本学生支援機構…前学期、後学期ともに、貸与型奨

学金及び 2020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。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。

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・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。

　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・国際交流について

［全学対象プログラム］
●�派遣交換留学
　2020年春から中止していた派遣交換留学ですが、

2021 年秋から限定的に再開し、韓国と中国に合計 7 名

の学生を派遣しました。2022年春からも現地での新型

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ます。

●�推薦語学研修
　2021年度はオンラインで受講可能な語学研修プログラ

ムを実施しました。2022年度は、新型コロナウイルス感

染症の状況を随時確認の上、留学が可能か判断します。また、

オンラインで受講可能な語学研修プログラムも平行して実

施を予定しています。

［学部／学科主催プログラム］
●�GEC�Study�Abroad
　2021年度はオンラインで実施。2022年度の実施につ

いては渡航先をアメリカ、カナダのみに限定し学生の安全

と健康を第一に考えながら現地への留学を実施予定です。

●�中長期プログラム

●�SAプログラム（Study�Abroad�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

●�中国留学プログラム

●�Intensive�English�Practicum／英語海外研修

●�観光インターンシップ（海外）

●�経営工学科語学研修

　2021年度に関しては中止となりました。現在の新型コ

ロナウイルス感染症の状況に鑑み、2022年度についても

中止とします。

●�スペイン語圏留学プログラム
　2022年度の実施については学生の安全と健康を第一に

考えながら現地への留学を実施予定です。

●�化学国際交流　（理学部化学科学生対象）
　2022年度前学期は「化学国際交流Ⅰ」を湘南ひらつか

キャン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。）

　なお、実施については新型コロナウイルス感染症の状

況を随時確認の上、受入れ可能か判断します。

就職課より

●�新4年生の就職支援
　12月～2月の神大業界研究フェアに続いて、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月中旬より、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。学生は都合や選考の

形態に応じてオンライン（ZOOM）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」といった質問から、エントリーシートの添削、面接

練習など、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

［学内での国際交流プログラム］
●�オンライン国際交流Café
　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Zoomで開催しました。神大生が交換

留学で滞在した大学の紹介や交換留学生による文化紹介

などを行いました。

マイページ
7



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

公務員仕事理解フェア 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。

神大 業界研究フェア
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
を含む約200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。

公務員仕事理解フェア

【全学部・全学科・全学年対象】 【2023.3 卒対象】【全学部・全学科・全学年対象】

《開催日時》
12月
1月

2月

11（土）、18（土）【終了】
31（月）【終了】

2（水）、3（木）、4（金）、8（火）、9（水）、10（木）、14（月）、
15（火）、21（月）、22（火）、24（木）、25（金）

3月 1（火）、2（水）、3（木）、4（金）、7（月）

2月 17（木）、18（金）
《開催日時》

《開催日時》

午前の部　  9：15～12：20
午後の部　13：15～16：20
※すべてZoomによるオンライン開催
※事前申込不要・服装自由

午前の部　  9：30～12：20
午後の部　13：30～16：20
※すべてZoomによるオンライン開催
※事前申込不要・服装自由

午前の部　  9：15～12：20
午後の部　13：15～16：20
※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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  東京辰巳国際水泳

場で開催された第97

回日本学生選手権水

泳競技大会 (インカ

レ ) において、私達

水泳部は昨年度王者

の誇りを胸に、日本

一の栄冠を再び勝ち

取る事が出来ました。 

4月に東京オリンピッ

ク選考会が行われ、チームの目標であった日本代表の輩出を達成する

事が出来ず、悔しさと大きな挫折から新チームがスタートする形となり

ました。 

　そのような状況のなかで、私達がインカレに向かって行くことができ

たのは昨年度の4 年生とのある約束があったからです。その約束は、“真

の日本一に”という言葉です。 

　昨年は、コロナの渦中でのインカレ開催であったため、私達もです

が多くの大学で十分な練習を行うことが出来ていませんでした。「コロ

ナ渦だから日本一」という風に言われたくなかったこと、何よりも昨年

の先輩や今まで神大の歴史を創ってきてくださった卒業生の方々が日本

一である事を証明したい。これらが私達現役生が二連覇を達成したい

理由となりました。 

　現在の学生は、卒業生の方 と々交流することが少なくなっており、水

泳部の歴史や歴代の先輩方の想いをなかなか知れなかった中、ZOOM

を活用して卒業生の方々にお話を伺う機会を設け、メッセージ動画な

どで想いを聞かせていただきました。これらの先輩方の協力のおかげ

で二連覇を達成したい「理由」から「必ず取りに行くという決意」へと変

わっていきました。 

　迎えたインカレ本番では、昨年優勝校という重圧の中、なかなか好

記録は出ませんでしたが、競ったら負けない強さ、目の前の1点を勝

ち取りに行く想いの強さで1種目ずつ着実に点を取り、日本代表を多

数抱える強豪校を打ち破り二連覇を勝ち取ることが出来ました。 

　現在、水泳部は日本

代表の輩出とインカレ三

連覇に向け動き出してい

ます。神大から世界へ挑

んでいきます。 

神奈川大学水泳部 HP URL 
https://swim.ku-sports.jp 

神奈川大学水泳部ブログ URL 
https://ameblo.jp/kanagawa-swim/ 

日本一の達成
水泳日本学生選手権
女子総合二連覇達成！！ 

ハイブリットロケット
到達高度日本一を達成！！�

　2019 年度はエンジンが破裂するトラブルに見舞われ、機体が完成

しているにもかかわらずに打ち上げを断念し、2020年度は新型コロ

ナウイルス感染症の影響でオンライン活動を余儀なくされ、エンジント

ラブルの改善すらできずに終わってしまいました。限られた活動の中、

原因を検証し何度もエンジンの性能テストを重ねることで、ようやく

エンジンの燃焼に成功し、2021年 9 月13 日から 21日にかけて秋

田県能代市でハイブリッドロケット打ち上げ試験を実施することがで

きました。 

　打ち上げ試験は、大型台風の影響で打ち上げ日程の決定がギリギリ

まで難航し、打ち上げ 2 時間前の午前 4 時の時点で地元の漁師さんの

判断のもとようやく打ち上げを決行できることが決まりました。 

　打ち上げの結果はハイブリッドロケット到達高度日本記録となる

10.1km を達成しました。2014年から打ち上げ試験を始め、2018年

に到達高度 6.2km と国内第 2 位の記録を更新後、3 年ぶりとなる今回

の打ち上げではそれまでの日本記録であった北海道大学、植松電機の

高度 8.4㎞を大きく更新できたことを大変うれしく思います。一方、打

ち上げ高度では日本記録を達成した反面、パラシュートを展開すること

ができず機体を回収できなかったため反省点も残すこととなりました。 

　今回の打ち上げ試験ではなかなか大学に入構できず、思うような活

動ができない中で準備を行いましたが、限られた時間の中でも非常に

有意義な経験をすることができました。私自身現場では発射台の準備

を担当し、事前の部品点数の確認や現場での指示等下準備の大切さを

学ぶことができたと感じています。 

　入学してから一度も大学に入構できない中で、何か熱中できることは

ないかと思い宇宙ロケット部に入部しましたが、入学当時の私は、ここ

までロケットの開発に携われるとは思いませんでした。今は勇気を出し

て入部して良かったと感じています。 

　今後は、パラシュートが展開しなかった原因の究明を進めていくとと

もに、来年度には到達高度 30km を目指し、活動していきます。 

神奈川大学
宇宙ロケット部 HP

法学部　法律学科 4 年　繩井 惇己 工学部　機械工学科 2 年　高階 智和
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学生の活動

　はじめまして。湘南ひらつかキャンパスから神大スタイ

ルに参加をさせていただいています、理学部 2 年遠藤みづ

ほです。私は様々な学部の神大生にインタビューを行う巻

末企画、「KU GRAFFITI」の理学部の学生への取材を主に

行っています。 

　私は湘南ひらつかキャンパスで唯一の学生編集スタッフ

です。取材を行うのも一人なので取材は行き当たりばった

りになりがちなのですが、未だに、上手く言葉のキャッチ

ボールができなかったら、断られてしまったらどうしよう、

とドキドキしながら臨むことも多いです。しかし、取材の

度に学生のみなさんに助けていただくことが多く、その温

かさに本当に感謝しています。 

　また、コロナ禍に入学し、元々内向的なことも相まって

友人を作ることもままならなかった中で始まった学生編集

スタッフとしての活動は、とてもありがたいものでした。取

材や他のキャンパスでのミーティングを通して様々な考え

方の学生に出会ったり、大学構内で色々なことにチャレン

ジさせていただいたり、どれも私だけではできなかったこ

とだと思います。こうした体験を通じて自分の殻を少しず

つ破ることができたのも、私を学生編集スタッフに推薦し

　私が神大スタイルに参加したのは、大学生になり何か新

しいことを始めてみたいと思った時に神大スタイルの学生

スタッフの募集と出会い、文章を書くことが好きなので興

味を抱いたからです。 

私は雑誌作りの知識が全くない状態で入りましたが、学生

主体でやってみたいことを形にすることができる場所で意

見が出しやすく、様々な体験をすることができました。神

大スタイルに関連して、横浜市歴史博物館への取材、昨年

４月にオープンしたみなとみらいキャンパス紹介動画への

出演もしました。 

　神大スタイルでは学生の率直な気持ちを掲載するために

行った学生へのインタビュー、箱根駅伝に出場する駅伝

チームに向けた学生による応援メッセージの依頼や撮影

等、毎回、新鮮さを感じながら楽しく仕事をしています。

特に印象に残っているものは私が初めて担当した企画で

て下さった日野晶也先生をはじめ、広報のみなさんやスタ

イルのおかげだと思っています。 

これからも、微力ではありますが、(2023年 4 月、横浜キャ

ンパスへの移転で )

フィナーレを迎える

湘南ひらつかキャン

パスから神大の魅力

をたくさん発信して

いきたいと思ってい

ますので、よろしく

お願いいたします。 

す。そこでは食品の写真の撮り方のコツや ( 編集プロダク

ションの )プロの方との打ち合わせなど貴重な経験ができ、

初めて掲載され形になった時は嬉しかったです。 

　今後も神大スタイルを見て下さる方が楽しんで頂けるも

のを作りたいと考えています。 

理学部 生物科学科 2 年　遠藤 みづほ

外国語学部 中国語学科 2 年　久保 文乃

神奈川大学で学ぶ学生（神大生）に、満足度の高いキャンパスライフを送ってもらうため、神大生が知りたいこと・関心を寄せていること

に主眼を置いた誌面づくりを行っている「JINDAI Style」。学生編集スタッフが企画・編集するコーナー「学生スタッフ探検隊」は、学生なら

ではの視点でまとめられており、そのユニークな記事が毎回人気です。今回は、「JINDAI Style」の学生編集スタッフに寄稿をお願いしました。 

神大スタイル学生スタッフ
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　自分は将来、出版業界で働きたくて、また、就職活動な

どもいろいろはじめないといけないなと思い、先ずは日本

人と仕事をしようと昨年の４月から神大スタイルの学生編

集スタッフに入ることにしました。最初は正直、ワクワク

しながら緊張だらけでした。しかし、半年ぐらい神大スタ

イルの仕事を任せられ、とても楽しかったです。 

　特集ページで取材スタッフの方々と江ノ島に行きました。

撮影される側だから結構気まずいかなと思ったけど、スタッ

フのみなさんは気軽に様々な話をしていただいたので、気

持ちがほぐれました。特に、私の顔の二倍ぐらい大きさの

しらす丼をお店のご好意で無料にしていただいた時は、「取

材でこんなサービスがあるんだ」とすごく興奮しました。 

　次に私は企画から編集までを学生が行う「学生スタッフ

探検隊」のページに挑戦しました。正直にいうと、大変で

した。ページのデジタル化を除き、ラフから文章まで学生

たちが自分で考えないといけません。そして、3 人組だった

のでみんなの意見はバラバラすぎて、なかなかうまくまと

められなかったです。それでも、最後に原稿が私の手に届

いた瞬間、安堵と満足感が得られました。 

　私は大学2年から神大スタイルの学生編集スタッフとし

て活動してきました。「いつか神大スタイルの表紙を飾りた

い！」とまわりに言い続けていたことがきっかけでした。そ

れを聞いていた友達がたまたまスタッフをしていて、私を

誘ってくれました。スタッフになって、私が主に担当してい

たのは、「KU GRAFFITI」という学生紹介のページでした。

学内にいる学生に撮影の依頼で話しかけるのですが、学生

生活の中で同じ大学でも関わることはなかったはずの方々

と、取材活動を通じて学部学年関係なく関わることができる

こと、それを通じてコミュニケーションをとれることが、楽

しいと思うようになりました。大半の学生は、快く積極的に

撮影に協力してくれます。神大生は、温かい雰囲気で、たと

え初対面の人だったとしても最初から友達だったかのように

関わりをもってくれます。何度も活動してきましたが、今ま

で無視されたり、酷いことを言われたりすることは 1度もあ

　神大スタイルの活動を通じて、みなさんと笑ったり、努

力したりした結果、雑誌の仕組みをわかった上で人とのや

り取りなど、将来に職場で活かせるものもたくさんありま

した。私は大学を卒業するまで、もっと頑張ってみなさん

と笑いながら雑誌を作っていい思い出を残そうと思ってい

ます。

りませんでした。私が同じ学生ということもあるとは思い

ますが、それは当たり前なようで当たり前ではなく、神大

生の素敵なところで、私はそういう学生がたくさんいる神

奈川大学が好きです。私は現在大学 4年で、卒業まで残り

わずかですが、最後

まで大学の魅力や、

学生のよりリアルな

大学生活の様子を、

神大スタイルを通し

て、神大生や保護者

の方々にまでお伝え

していきたいと思っ

ています。これから

もよろしくお願いい

たします。 

外国語学部　国際文化交流学科 3 年　黄　俊天

経済学部　経済学科 4 年　安田 永遠
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●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行う

□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・飲み会は、オンラインで

□ 新型コロナ感染者・濃厚接触者になった時はすぐに報告

●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

保証人住所が変更になった場合は、「WeB St@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

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。

新型コロナにかからない・うつさないため
に、神大生の新ルールを発信中。
全ての神大生のルールNo.1～10は新型
コロナウイルス感染症特設サイトよりご覧
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。

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

HP「�こころとからだ
の健康相談」

保健管理センターより

一人暮らしの学生には体温計を
持たせて下さい。
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