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神奈川大学はいま、創立100周年に向けて新たな時代を見据えた改革を進めています。

2021年、多様な「人」が集い、交わる「知の拠点」みなとみらいキャンパスが誕生。

2022年には建築学部を新設し、2023年には理工系学部が横浜キャンパスに集結。

社会の求めに応じた教育・研究を展開していきます。そんな神奈川大学を少しでも

身近に感じていただくため、後援会では保護者の皆さま向けのイベントとして「保護者

説明・懇談会」を6月より開催しております。10月までの残りの期間でご都合が合う

会場にぜひお申込みください。皆さまのご参加をお待ちしております。

大学紹介動画
「つながり」
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昨年、大好評いただいた
「オンライン個別相談会」を今年も開催します！

詳細は、P.7
をご覧ください。



　４月より学長に就任いたしました小熊です。神奈
川大学後援会の皆さまには、日頃より奨学金をはじ
め本学の運営につきまして格別のご高配を賜り、
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。 
　本学は、今、大きな変化の中にあります。2020年
度に国際日本学部を新設し、2021年度にはみなと
みらいキャンパスを開設しました。また、この４月
には横浜キャンパスに建築学部を新設。 
　さらに、2023年度には、湘南ひらつかキャンパス
から横浜キャンパスへ、理学部の移転が行われます。　
　これを契機として、理学部、工学部をリニューア
ルし、「化学生命学部」「情報学部」を新設します。理
工系学部が横浜キャンパスに集結し、従来の２学部
から５学部に再編されることになります。 
　このことにより、本学は、文系・理工系合わせて
11学部22学科1プログラムを備える総合大学となり、
これまで以上に学びの幅が広がることとなります。 
本学といたしましては、2028年に迫った創立100
周年にむけ、急激に進む少子化などの社会状況に鑑
み、これらの改革の歩みを緩めることなく進めてま
いる所存です。また、教学運営においても、教職員一
体となって目標に向かって高め合ってまいります。 
　次に、新型コロナウイルスに対する本学の取り組
みについて、ご報告いたします。 
　新型コロナウイルスのパンデミックはいまだ収
束には至っておりませんが、本学はこれまでどのよ
うな状況下にあっても最善の教育を行うべく、すべ
ての教員、すべての職員が努力してまいりました。
その結果、大学の在り方も大きく変貌しました。ほ

とんどの講義室において I T 設備の充実が図られ、
Zoomによるオンライン授業に加え、同時に対面授
業を行うハイブリッド方式の授業をいつでも行う事
ができるシステムを構築し、各講義室の換気システ
ムも強化しました。このように、逆境の中でも、ネガ
ティブな面を嘆くだけではなく、新たな未来に通じ
る新しい教育を生み出しています。コロナ禍は大変
厳しい側面をもたらしましたが、この貴重な経験を
礎にして、新たな教育の在り方を考える契機にした
いと考えております。今後も、さまざまな状況の変
化にあわせて、ポストコロナあるいはウィズコロナ
社会の中で、学生の皆さん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、ご理解と
ご協力を賜りますようお願い申し上げます。 
　最後になりますが、後援会の重要な活動の一つで
ある保護者説明・懇談会は、本年度、本学の３キャン
パスをはじめ、全国各地の会場で開催されています。
保護者説明・懇談会は、大学生活における重要な情
報を本学が提供する機会であると同時に、会員同士
と教職員を結ぶ貴重な場となっております。私も大
学の代表として参加しておりますので、機会がござ
いましたら是非お声掛けください。 
　私ども教職員一同、常に「人を造る」大学であると
いうことを念頭に置き、どのような状況にあっても、
学生の皆さんの成長の支えとなるよう全力を尽くし
てまいる所存です。引き続きご支援を賜りますよう
お願いを申し上げるとともに、本学後援会のますま
すのご発展と皆様のご健康を祈念申し上げ、私から
の挨拶といたします。 

神奈川大学長
小熊　誠
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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、6月に書面表決にて開催しました本年度の
総会について、多くの会員の皆さまにご協力を賜り
まして誠にありがとうございました。 

　さて、神奈川大学は創立100周年に向け、今年度
は建築学部が新たに開設され、来年2023年には「化
学生命学部」「情報学部」の2学部が新設されます。
また、同年に理学部が湘南ひらつかキャンパスか
ら横浜キャンパスに移転し、理工系学部が横浜に
集結することで更なる学びの発展が期待されます。
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。本年度も、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 
　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、今年6月の横浜キャンパス開催を皮
切りに、およそ3年ぶりの開催を実現することがで
きました。今後のみなとみらい・湘南ひらつか両キャ
ンパスと残りの地方会場での実施につきましても、
新型コロナウイルスの現状を確認しながら安全に開
催できる環境を整える予定です。是非ともご参加く
ださいますようお願いいたします。 

2.充実したコンテンツの「オンラインサポートガイド」
について 
　昨年開設いたしました、「オンラインサポートガイド」
についても後援会のHP上で引き続き公開しています。
冊子版の「神奈川大学サポートガイド」と連動したサ
イトとして、皆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、今号7ページにてご案内しています通り、会員
の皆さまの不安やお困りごとを解決する「オンライ
ン個別相談」を、大学の協力を得て実施いたしますの
で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（生協利用券
等の配布）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の学生支援策とし
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、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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●後援会の運営ありがとうございます。子どもが入学してか

　らコロナ禍が続き依然大学の活動がよく分からずにいます。 

せっかくできた新しいみなとみらいキャンパスにも足を踏

み入れることができません。 

保護者にももっとオープンに大学が分かるような講演会や

交流会、または『神大スタイル』のような印刷物の送付など

余った予算で提供していただけると嬉しいです。

（国際日本　2年）

●コロナ禍における活動、開催に努力をしていただきまして、

　誠に有り難うございます。（法　2年）

後援会からのお知らせ

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。―

　2022年度神奈川大学後援会定時総会は、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、対面での開催を控え、5月27日～

6月15日の期間で書面表決として開催しました。 

　総会では、2021年度補正予算、2021年度事業報告及び決算、役員の改選、2022年度事業計画及び予算について

ご審議いただき、 結果は、有効回答件数190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、

2022年度後援会の総会に関する全ての議案が承認されました。

　なお、皆さまより頂戴いたしましたご意見・ご要望につきましては、後援会役員会においてに共有し今後の運営にて活

かしてまいります。 

　皆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。

●保護者がみなとみらいキャンパスに入れる機会がなく残念

　に思っていましたので楽しみにしています 。

（外国語　2年）

●保護者のためのサポートガイド読みました。今後もどうぞ

　よろしくお願いします。（外国語　1年）

●地方出身者保護者に情報をリアルタイムに多く欲しい。
　（国際日本　1年）

●神奈川大学の後援会の大きさに圧倒されています。いろい

　ろと企画等、ご連絡ありがとうございます。
　（経済　1年）

第1号議案
2021年度補正予算

第3号議案
役員の改選

第2号議案
2021年度事業報告及び決算

第4号議案
2022年度事業計画及び予算

■ 賛成　100％
■ 反対　    0%

■ 賛成　100％
■ 反対　    0%

■ 賛成　100％
■ 反対　    0%

■ 賛成　100％
■ 反対　    0%
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学科別学修説明会（横浜キャンパス） 保護者の質問に答える大学スタッフ

2022年度 保護者説明・懇談会
保護者説明・懇談会は、後援会主催事業で大学の協力のもと実施しています。横浜・みなとみらい・湘南ひらつか各キャンパス

の実施はもとより、各地域へ後援会役員と大学教職員が直接伺い、大学の近況をはじめ、学生生活・学修・就職等についてご説明

いたします。会員の皆さまが、神奈川大学へのご理解をさらに深めていただき、会員同士が懇親できる良い機会でもありますので、

ぜひご活用ください。 

6月19日（日）に横浜キャンパス保護者説明・懇談会が3年ぶ

りに開催され、多くの皆さまにご参加いただきました。冒頭、

学長と会長挨拶から始まり、学科別学修説明会の後に、希望制

で参加いただく学生生活説明会、就職説明会、留学説明会、保

健説明会をそれぞれ開催しました。 

10号館の学食では保護者説明・懇談会特別メニューとして

学生に大人気のメニューを販売し、多くの会員の皆さまにご好

評いただきました。ほかにもキャンパスツアー（自由散策）と学修、

就職、学生生活、留学のそれぞれの相談に答えるQ＆Aコーナー

を実施しました。

●大学の様子は子供から聞くだけだったので、直接知ること

ができて良かったです。本日の内容を踏まえて、子供と話を

することもできました。また来年ぜひお願いいたします。

（法1年） 

●学修について具体的な話が聞けてよかった。就活については

親も陰ながら情報収集をしたいと思います。有意義な時間

をありがとうございました。（経営2年） 

●コロナ禍の難しい中での開催ありがとうございます。こうい

う時期だからこそ、子供も親もいつもとは違う不安や心配が

あると思うので、色々情報をいただけることはありがたいです。 

（経済3年） 

●子どもの通う大学の先生方やスタッフの方たちと直接お話

できたことで、とても安心しましたし有意義な１日となりま

した。（人間科学3年） 

これから参加される皆さまへのお願い

大学の対応

●原則 1 名までの参加でお願いします。
●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。

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

横浜キャンパス 参加者の声
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開催日 開催地 対象学部 申込期限

10月  2日
(日)

みなとみらい
キャンパス

経営学部、外国語学部、
国際日本学部

9月 20日
(火)

10月29日
(土)

湘南ひらつか
キャンパス 理学部 10月14日

(金)

開催日程および対象学部

 

学
科
別
説
明
会

各
種
説
明
会
（
参
加
自
由
）

13:30〜14:00
　後援会、大学代表者挨拶

14:00〜15:00
　学科別学修説明会 

学部学科の特色やカリキュラムの特徴、成績表の見方、

卒業要件単位、学修全般について

　※説明終了後は質問＆交流タイムとなります。

キャンパス開催プログラム（予定）

◆持ちもの
　保護者のための神奈川大学サポートガイド2022
　 ※5月中旬頃にご自宅にお送りしています。

サポートガイド 2022
デジタルパンフレット

集合場所など詳細については、開催日の 1 週間前を目途に
お申し込み時のメールアドレス宛にお知らせします。

●学生生活説明会
奨学金、課外活動、在学中の注意事項などについて

●就職説明会
就職状況、就職スケジュール、本学の就職支援、国内・

海外インターンシップ、U・Iターン就職、保護者の心

構え等、就職に関する事項全般について

●留学説明会
留学制度、留学の種類・期間・費用など

●保健説明会
こころと身体の健康、学校医、診療、本学の支援体制

について

　15:10〜15:40　説明会 ①
　15:50〜16:20　説明会 ②

　※各種説明会①②の参加は自由です。
同じ内容の説明会をそれぞれ2回行いますので、
ご関心のある説明会にご参加ください。

諸注意 キャンパス開催の保護者説明・懇談会は、各キャンパス
ごとに対象学部を指定させていただいております。

申し込みは
こちら

事前に
お申し込みが

必要です

事前に
お申し込みが

必要です

みなとみらい・湘南ひらつか キャンパス 地方会場

申し込みは
こちら

【受　　付】13:00 〜
【説 明 会】13:30 〜16:00（予定）
【申込期限】 各会場によって異なります。ご注意ください。

開催日 開催地 会場

8月 20日 (土) 広島県 広島市
広島グランドインテリジェント
ホテル

8月 21日 (日) 福岡県 福岡市 博多エクセルホテル東急

8月 27日 (土) 茨城県 水戸市 三の丸ホテル

9月   3日 (土) 富山県 富山市 ホテルグランテラス富山

9月   4日 (日) 長野県 長野市 ホテル国際 21

9月 10日 (土) 香川県 高松市 高松国際ホテル

9月 11日 (日) 愛知県 名古屋市 ANAクラウンプラザホテル
グランコート名古屋

今後の開催予定

●いずれの会場でもご参加いただけます。
●会場へのアクセス方法等については後援会ホームページをご確認ください。

会場への
アクセス方法はこちら

地方開催プログラム（予定）

13:00 　受付開始
13:30〜15:30　開会、各種説明会（学生生活・学修・就職）
15:30〜16:00　Q&A タイム・懇親タイム

●学生生活説明会
奨学金、課外活動、在学中の注意事項などについて

●学修説明会
成績表・履修登録確認表の見方、計画的な単位取得の方法、

卒業要件単位、卒業見込証明書等、学修全般について

●就職説明会
就職状況、就職スケジュール、本学の就職支援、

国内・海外インターンシップ、U・Iターン就職、保護者の心構え等、

就職に関する事項全般について

地方保護者説明・懇談会の様子（那覇会場）
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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

オンライン個別相談システムを
利用するためのID/PWを設定します。

相談の種類を選択し
相談内容の詳細を記入します。

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

大学 HP の 後 援 会 ペ ー ジ よ り
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

前学期の成績が公開される9月上旬の時期に合わせて、第1弾の相談日［8月29日（月）～ 9月9日（金）※土・日一部の日程を除く］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

 ● 2022.3卒就職率（本学）

95.6%（就職者/就職希望者） 

※2021.3卒　94.7％（前年比　100.9％） 

 ● With コロナ

　企業説明会や1次面接等のオンライン化が継続される

一方で対面での最終面接や企業訪問の機会も増えつつあ

るので、形式に応じた対策が必要になってきます。

 ● 就職活動の流れ

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。そ

れに伴い実際の採用選考の早期化も加速しています。　

● 就職支援

 ● 4年生向け支援

 •毎月開催！合同企業説明会（オンライン・対面）

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・

対面）

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 

業界研究フェア、公務員仕事理解フェアなど

● KUキャリアナビについて

 ● 4年生向け

•求人・企業情報検索

•重要な情報の「お知らせ」配信 

•講座・イベント・面談予約

•進路報告登録 

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

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

採
用
情
報
公
開
開
始

2024年3月卒業予定学生の就職活動スケジュール
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場所 18号館 2 階

開室時間
月～金　9:00–18:00

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　8:45–18:00

土　　　8:45–16:30

 ● 1〜3年生向け

•イベント・講座情報配信・予約・録画配信

•インターンシップ情報検索

•面談予約

● 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、4年次生は9月

5日（月）、1～3年次生は9月6日（火）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 最新号はこちらで

　 ご覧いただけます。

● 課外活動
大学が示す感染防止ガイドラインを遵守し、活動を再開

しています。最新の情報については、本学HPの課外活動

ページをご確認ください。

● 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 26 日（月）〜 9 月 30 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（木）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（木）

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（木）〜 9 月 25 日（日）

願書受付期間　10月 3 日（月）〜10月 8 日（土）

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

課外活動ページ

神大 STYLE
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大学は、多くの学生や教職員が集う場です。学内で集団感染が発生すると遠隔授業への切り替え措置や課外活動の一時停止

等の措置を取ることになります。そのため、本学は感染リスクの高い行動については、一般社会よりやや厳しい神大ルールを策

定し感染対策に取り組んでいます。ご理解・ご協力をお願いいたします。

保健管理センターより
コロナに負けない！神大ルール

すべての「神大ルール」と「神大ルールのQ＆A」は、コロナ特設サイトよりご確認いただけます。

※上記内容は 2022.6.10 時点の情報です。最新の情報は本学のコロナ特設サイトよりご確認ください。

病院で風邪、胃腸炎と言われました。それでも入構できませんか ?

A 新型コロナ感染の特徴 ( 症状がある人の約 4 割の人に消化器症状あり )

から、新型コロナの可能性も否定できません。症状が回復して48時間

経過するまで入構はできません。

同居家族が体調不良ですが、自分は体調に問題ありません。入構し
　  ても良い ?

A 家族の体調不良が新型コロナ感染によるものだとすれば、ご自身も感染して

いる可能性がきわめて高いと考えられます。したがって、家族に少しでも体

調不良がある場合は、入構できません。

友人が感染しました。自分は“濃厚接触者”?

A 感染者と「エアロゾル感染」を起こす距離で一定時間同席、会話、食事、歌唱、

息が上がる運動をするなどで、濃厚接触者となります。

大学は、多くの学生・教職員が集う場という特性を踏まえ、独自の基準を

設け濃厚接触者を特定し、集団感染の防止に努めています。

国は、基本的に会食は OKです。 本学は ?

A 本学では、会食は禁止としています。

主な感染ルートがエアロゾル感染であり、感染者がいたと後で分かった時

には感染の可能性が高いためです。

大学は集団生活の場で、対面授業・研究室活動・部活・キャンパス入構な

どの大学運営に影響が生じることになるため、大学は一般社会よりやや厳

しいルールを定めています。

屋外では、本当にマスクを外して良いの ?

A 国は、公共交通機関の利用や人込みの中ではマスク着用を、屋外で会話が

少ない徒歩での移動時など感染リスクの低い場所ではマスクを外してもよ

い、などの指針を出しました。ただし、屋外でも風がない場所で、１ｍ以内の

マスクなしの会話などは感染リスクが高まると考えられます。したがって、

今自分がいる状況から判断し、マスクの着脱を決めることになります。

【濃厚接触者の基準】

① 不織布マスクを着けずに接した場合（会食も含みます）

② マスクを着けていても1ｍ以内で10分以上会話などした場合

③ 会話は多くなくても、１ｍ以内で合計１時間以上接した場合

10
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世界から見た日本と日本と比較した世界

新しい視点から数学の世界を覗く
 ―数学の答えはひとつと限らない―

落語の楽しみ方グローバル社会で通用する英語実践力養成

心と体をリフレッシュする心理学

死の体験旅行® 

グローバル社会での異なる価値観、聞き慣れない発音等グローバルビ
ジネスの現場で英語を正確に理解し、自分の意思を適切に表現するた
めの英語コミュニケーションにおける基礎力を養成します。 

仕事、家事、子育て、介護などの悩みを一人で抱え込んでしまった。 
そんな時に役立つ通勤通学の歩行時、仕事や家事の合間、就寝前な
どの短い時間で行える、実践的なリフレッシュ方法をお伝えします。

ホスピスなどで死に関わる仕事を持つ方に死にゆく人の気持ちを少
しでも理解してもらおうと、欧米で作成されたと言われているプロ
グラムです。自分にとって「生と死」とは何か？ 本当に大切にして
いることは何か？ 死の体験旅行を通して考えていきます。

落語は、江戸時代初期から始まり、現在も生き生きと活動を続けて
いる伝統芸能です。本講座では、落語の歴史、噺（はなし）の時代背景、
落語家の階級など、様々な話題を取り上げます。さらに落語家にな
る方法、登場人物の演じ方など、実際に高座で演じている落語家な
らではの話もいたします。

今までの数学は忘れて、全く新しい側面から「数学の世界」を覗い
てみませんか。この講座では、部屋という数学の世界観と宇宙にま
で広がる数学の新世界についてのいくつかのテーマを取り上げます。
アニメーションやイラストを交えながら、ひとつの数学的な考え方
を探っていきます。 

失われた 20年、少子高齢化など、日本のメディアはネガティブ報道
を好みますが、日本以外の国が出すデータを見ると、日本に生まれ育っ
た事は宝くじに当たったようなものであることがわかります。日本語
に訳されていない欧米のデータから日本の立ち位置を知り、日本と比
較して海外の国々の状況はどうであるのかを理解しましょう。

対面講座 

オンデマンド配信

対面講座

ハイフレックス講座

ハイフレックス講座ライブ配信

■日　程： 8/31〜 9/28　水曜日 （全5回）
■時　間： 19:00〜 21:00
■受講料： 20,000 円　 （学生）18,000円　
■協　力： 株式会社インターグループ

■日　程： 9/5　月曜日（全1回）
■時　間： 12:00 配信開始
■受講料： 5,500 円　 （学生） 5,100 円　
■協　力： 株式会社教育企画センター

■日　程：  9/7　水曜日（全1回）
■時　間： 18:30〜 20:30 
■受講料： 4,500 円　 （学生） 4,100 円　
■講　師：なごみ庵 住職 /ファシリテーター
　　　　　 浦上 哲也

■日　程： 10/18　火曜日（全1回）
■時　間： 14:30 〜 16:00
■受講料： 3,000 円
■講　師： 落語家　桂 竹千代 

■日　程： 9/8 〜 9/15　木曜日（全2回）
■時　間： 19:00〜20:30
■受講料： 5,000 円　
■講　師： 神奈川大学非常勤講師　廣瀬 朋子

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：045-664-3710（代）

※ 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。

■日　程： 9/3 〜 9/17　土曜日（全3 回）
■時　間： 10:30〜12:00
■受講料： 6,000 円　 （学生）5,500 円　
■講　師： 神奈川大学名誉教授　矢島 幸信
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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、

子育て・子ども、文化・教養、資格取得の講座を開設しています。

父母・保証人の皆さんは「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

オンラインサポートガイドの活用方法

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、皆さまへの情報発信・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。
保護者の皆さまに最新情報を
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よ。

LINE 公式アカウント

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

5月にお送りした「サポートガイド 2022」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 ！

【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

オンラインサポートガイド
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