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2019年度  卒業式
ご卒業おめでとうございます
　神奈川歯科大学、短期大学部合同の卒業式が 2020 年 3 月 13
日（金）に大講堂で挙行されました。今年度の卒業生は、歯学
部 79 名、短期大学部 152 名（歯科衛生学科 73 名、看護学科
79 名）の総勢 231 名でした。
　鹿島 勇理事長は「人の年齢は、物理的時間経過の形容表現
に過ぎません。真の意味の若さとは、年齢とは関係なく「希
望」「夢」「理想」に挑戦していくことにあります。常に何かに
夢中になっていていただきたいと思います。」と告示を述べら
れました。

　歯学部 櫻井 孝学長は「皆さんは、独立
した医療人として臨床の現場に立つことに
なります。日々の研鑽を怠ることなく、一
日も早く立派な医療人として成長していた
だきますようお願い申し上げます。」と激
励の言葉を述べられました。
　続いて、短期大学部 長谷 徹学長は「今
日は一人の人間としての新たな旅立ちの時
です。しっかりと自分の足で立ち、大きな
人間に成長していただきたい。そして、い
つの日か、素敵な皆さんに会えることを楽
しみにしております。」と式辞を述べられ
ました。
　また、環境大臣 小泉 進次郎様からも祝
電をいただき、卒業生たちは、式終了後、
希望に満ちた表情で大講堂を後にしました。

（卒業式は新型コロナウイルス感染拡大のため学内
関係者のみで執り行いました。）
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大学院学位授与式
　学位授与式が 2020 年 3 月 13 日（金）に本部棟 5 階会議室で
挙行されました。
　櫻井 孝学長から「本日皆様に授与した博士の学位 Doctor of 
Philosophy は真理の道を探求する道を究めたものだけに授与
することができる大変尊い学位です。
　学位を取得するまでの過程において身に付けた観察力、企画
力、分析力、考察力等の様々な能力を存分に発揮し社会に貢献
していただきますようお願いいたします。」と式辞を述べられ
ました。
　槻木恵一研究科長は「大学院生活の大変だったことも大切な
思い出になっていると思います。ここでの経験を生かして世の
中に役に立つ活動、活躍をしていただけると思います。大学院
を修了となりますが、皆様の母校です。いつでも疑問が生じた
ときには戻ってきてください。」と挨拶を述べられました。
　学位授与者 20 名の「誓いの言葉」は希望に満ち溢れていま
した。

新型コロナウイルスに関する影響  オンライン授業の開始
歯学部

オンライン講義ブース開設
　1 号館 3 階総合教育部内にオン
ライン講義ブース（録画講義の配
信）を開設しました。以前より学
生教育のフォーローで続けている
e-learning（録画された講義内容の
視聴）を、いずれは自宅においても
オンライン学習を可能とする計画で
した。今回の新型コロナウイルスの影響で、学生は自宅学習と
なり、本格的にオンライン講義を 4 月 20 日（月）より開始し
ました。5 ～ 6 年生に関してはライブでのオンライン講義を無
人の教室から行っております。

　短期大学部では 5 月 10 日（日）まで休講とし、5 月 11 日
（月）より授業を再開する予定です。在学生には課題等を示し、
自宅学習としています。5 月 11 日（月）以降も学生の登校が
困難な場合は、オンライン授業ができるように現在準備してい
ます。

TDH

　5 月 7 日（木）の授業開始を目指していましたが、授業開催
は難しいと判断しました。
　学生に受信環境のアンケート調査を行い、その結果をみてか
ら詳細を決めることになります。今後の予定としては、5 月 14
日（木）からオンライン授業を開始し、5 月中はオンライン授
業とします。ガイダンス日程は調整中です。

短期大学部

成績優秀者・企業賞受賞者
＜歯学部＞

【成績優秀者賞】倉持瑠佳、河井五月

～企業賞受賞者～
【モリタ補綴学賞】梶山優香
【日本小児歯科学会学部学生優秀賞】井上麻衣
【デンツプライシロナ・スチューデント・アワード】堀　香那子
【ストローマン・アワード】金　振煥

＜短期大学部＞
【成績優秀者賞】［歯科衛生学科］榎本愛海、古屋菜々葉、古河内彩香
　　　　　  ［看護学科］杉野晃美、西愛海香、竹内瑠花

【学  長  賞】［歯科衛生学科］伊藤芽生

＜大学院＞
【学  長  賞】［口腔科学講座］田中道雄、立花　要

＜ TDH ＞
【学業優秀賞・東京都歯科医師会 会長賞】熊野　遥
【学業優秀賞・日本歯科衛生士会 会長賞】成田芹菜
【学業優秀賞】渡邉麻梨子
【東京都歯科衛生士会 会長賞】栗谷川奈那

TDH
　2020 年 3 月 6 日（金）に東京歯
科衛生専門学校 35 回生が卒業しま
した。
　新型コロナウイルスの影響でささ
やかな式となりましたが、笑顔いっ
ぱいの巣立ちとなりました。
　2019 年度は国家試験対策として

「寺子屋」と称した、新しい取り組
みを李 昌一教授（横須賀・湘南地
域災害医療歯科学研究センター所属）を中心に開始しました。
国家試験のポイントや苦手科目の克服など、学生一人一人に寄
り添いながら 1 年間を駆け抜けました。
　第 29 回歯科衛生士国家試験合格率 96.7％。
　今後も高い合格率はもちろん、現場で即戦力として活躍で
き、何より相手の気持を考え寄り添うことができる歯科衛生士
の養成に力を入れてまいります。
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講座紹介
高度先進口腔医学講座
 講座長　教授　有坂博史
　高度先進口腔医学講座は、横浜研修センター大学院（横浜
キャンパス）として矯正歯科学、インプラント学・歯周病学、
歯科補綴学、麻酔科学分野を有する大講座です。日本一の交通
の利便性を生かし、レベルの高い臨床医を育成することを目標
にしています。
　矯正歯科では、成長期の不正咬合の骨格的要因の改善、歯科
矯正用アンカースクリューによる先進矯正治療、顎変形症治療

や歯周矯正治療など診療連携を展開しており、これら臨床課題
にかかわる解決型の研究を推進しております。インプラント学・
歯周病学では、残存歯の的確な診断に基づいた欠損部インプラン
ト治療を目標として、専門医の育成に取り組んでおります。歯
科補綴学では、MI をコンセプトとした歯冠修復から全部床義歯
まで担当しています。麻酔科学は、「より早くより正確」をモッ
トーに、患者さんに医科麻酔科と同レベルの麻酔医療を提供する
ことを目標にしています。また年 2 回大学院研究発表会を定期
的に行っており、各専門分野の研究内容を把握することにより
分野間の連携を深めるようにしております。今後は、横浜キャ
ンパス大学院講座のさらなる充実を進めていきたいと思います。

AI 教育システムの開発
　昨年 5 月、衝撃的なニュースを目にしま
した。ある民間会社によって開発された
AI による難関資格試験の予測システムが、
宅建士試験において 78％、司法試験にお
いて 60％のカテゴリー的中率を達成した
というものでした。既に、われわれの足元
には働き方改革の波が押し寄せており、教
育負担を軽減しつつ教育の質を向上させる
ことが急務となっています。こうした現状から、本学は、AI
を活用した試験問題自動作成システムの開発に着手することと

なりました。第一段階では、ある 1 つの専門領域を対象にタキ
ソノミーⅠ型の自動生成を目指します。第二段階では、上記の
機能を全ての専門領域に拡張します。さらに、第三段階ではタ
キソノミーⅡ型の、第 4 段階ではタキソノミーⅢ型の自動生成
を目指します。開発期間は、それぞれ 2 か月、4 か月、2 か月、
2 か月を予定しています。既に専門家を交えたプロジェクト会
議など幾度ものディスカッションを経て基本的戦略はほぼ固
まっております。われわれは、日々、試験問題の作成に追われ
る先生方のご苦労が少しでも軽減され、本学の教育に明るい展
望が開けることを期待しつつ、本プロジェクトの成功に心血を
注ぐつもりですので、皆様方のご理解とご協力をお願い申し上
げます。

新任教授

教員紹介

歯学部

　教学部長　教務担当　山本龍生
　　　　　　学生担当　菅谷　彰

　各学年担任
　　1 年生：林田丞太　　4 年生：高橋俊介
　　2 年生：浜田信城　　5 年生：両角俊哉
　　3 年生：吉野文彦　　6 年生：泉　雅浩

短期大学部

　教学部長　教務担当　角田　晃
　　　　　　学生担当　山内雅人

TDH

　教務担任　福間偉津子

歯学部 副学長

小林　優

全身管理医歯学講座 教授

讃岐拓郎
口腔科学講座 教授

半田慶介
全身管理医歯学講座 教授

橋本達夫
総合教育部 教授

板宮朋基

絵・横地千仭
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KDC株式会社  2018年度事業報告
 （2018 年 10 月 1 日～ 2019 年 9 月 30 日）
　KDC 株式会社の会計年度は 10 月 1 日～翌年 9 月 30 日であ
り、2019 年 9 月末に行った 2018 年度の決算について報告いた
します。

1．決算報告
　　売上総利益　　　　　　178,959,000 円（前年比 1.00）
　　販売費及び一般管理費　177,264,000 円（前年比 1.17）
　　経常利益　　　　　　　  1,695,000 円（前年比 0.06）
　　当期純利益　　　　　　  1,369,000 円（前年比 0.08）
　この結果、純資産額は 61,633,196 円（前年比 1.02、対資本金
比 6.85）となりました。

2．事業別業績
　2018 年度の事業別収支（現金・通帳ベース）を以下に示し
ます。

2018 年度（2018/10 ～ 2019/9）事業別収支（現金、通帳ベース）
収入 支出 収支 前年度比

1 病院売店事業 19,881,025 14,778,649 5,102,376 1.33
2 自販機設置事業 7,602,418 0 7,602,418 0.64
3 施設管理事業 140,600,595 129,939,695 10,660,900 0.58
4 教科書販売事業 44,720,314 42,158,612 2,561,702 1.08
5 学生寮管理事業 31,736,538 24,384,736 7,351,802 0.95
6 資料館管理事業 7,769,054 5,174,452 2,594,602 0.87
7 グッズ販売 64,090 65,556 － 1,466 109,045

（前年度）

8 食堂管理費 0 2,895,804 － 2,895,804 0.75
9 一般管理費 0 54,562,681 － 54,562,681 1.63
10 寄付 0 0 0
11 還付金・その他 3,745,146 0 3,745,146 0.74

総計 256,119,180 273,960,185 － 17,841,005 10,015,743
（前年度）

　病院売店事業は 33% の増収で、一昨年の状態に戻ったとは
いえ、新病院への移転前の状態になるには、もう少し時間がか
かると考えられます。自販機設置事業の収益が 36％減少した
のは、一作年は 5 年毎の契約更改の年で設置協力金が得られま

したが、今年はそれが無かった為に大幅な減益になりました。
　施設管理事業は 42% の大幅減収となりましたが、理由は昨
年は台風の回数が多く修理のための緊急対策費が大幅に増加し
た為です。
　教科書販売事業と学生寮管理事業はほぼ前年通りでした。資
料館運営事業は 4 年目に入って、事業も安定してきましたが、
資料館も雨漏り修理に費用が掛かり、13% の減益となりました。
　支出部門である食堂管理事業は厨房器具のリース代や修理費
用を負担することによる支出が 25% 減少しました。一般管理
費は支出が 25% 増加しましたが、法人税の前納に加えて社員
の退職金積み立てを始めたことが一因です。
　結果として収入は前年度より 1％増加しましたが、支出が
13% 増加した事により、収益は大幅な減収となりました。た
だ、決算では予定納税の還付等があった為、辛うじて赤字を免
れることが出来ました。

3．大学への貢献：
1） ジャカランダ・フェスティバルの費用 5,822,177 円を負担し

ました。
2） 食堂維持の為、厨房器具リース代や修理費等、2,895,804 円

を負担しました。

病院だより
　附属病院は、東京オリンピックの開催さ
れた 1964 年の 4 月開院し、以来、昭和・
平成と半世紀以上にわたって本学の臨床教
育機関として、その役割を担ってきまし
た。申し上げるまでもなく、初代病院長か
ら脈々と受け継がれた神歯大の良き伝統を
受け継ぎ、さらに、令和の時代に大きく発
展させていかなければなりません。現在の
附属病院は小川町にて 2017 年に開院し、
早 2 年半が過ぎようとしています。新病院設立計画からの目論
見通りに進んでいるのか、予期せぬ事態が起きていないのか、
焦らずにじっくりと PDCA サイクルを回しながら、さらなる
発展のため、皆さんと共に歩んでいきたいと思います。どうぞ
宜しくお願いいたします。

クリニックだより
　2020 年 4 月より神奈川歯科大学附属横
浜研修センター・横浜クリニック院長を拝
命いたしました。
　2019 年 10 月より耳鼻咽こう科は 2 診体
制となり、これまでの内科、眼科、麻酔科
を合わせてより緊密な医科歯科連携医療機
関として充実させてまいります。また、当
院では地域医療連携や広報活動の推進の一
環として、市民公開講座やオープンサテラ
イトセミナー（内科、矯正歯科、インプラント、歯周病、補
綴）を年間約 30 回程度実施してまいりました。現在、新型コ
ロナウイルス感染症の終息の状況をみながら、精力的にこれら
の活動を再開する予定でございます。今年も、地域の皆様に信
頼され、さらなる飛躍を目標にした医療機関として邁進いたし
ます。今後ともご支援の程よろしくお願い申し上げます。

附属病院 病院長

井野　智
横浜クリニック 院長

児玉利朗

法人第2の子会社を設立
　この度、KDC 株式会社に続く第 2 の法人 100% 子会社とし
て、CHIHIRO ENTERPRISE 株式会社（チヒロ エンタープラ
イズ）を設立いたします。
　今年で 102 歳を迎える本学名誉教授横地千仭先生の名を冠
に、現在の資料館を独立させ、解剖学を中心とした幅広い教育
と、アナトミーアートと命名したブランディング（ライセン
ス・ファッション・グッズ等）を軸に、大学とのイノベーショ
ンを図る多種多様な事業展開を図る計画です。
　詳細につきましては、今後立ち上げ予定の HP をご確認くだ
さい。
　KDC 株式会社同様、教職員皆様のご厚意を
賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。
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SD研修会
　2019 年 12 月 20 日（金）、（株）ラーニングバリューの安田
仁秀様を講師にお招きし SD 研修を実施しました。
　テーマは、「教育機関、医療機関にとって『よいチーム（関
係）』とは？を考える」。研修では、良いチームとは？リーダー
シップとは？、また、チーム力を高めるための自分の持ち味に
ついて考え、コミュニケーションの本質について意見交換を行
いました。参加者からは「チーム作りで必要なことを再確認で
きた。」などの感想が多く、有意義な研修となりました。

神奈川歯科大学剖検センターに感謝状
　この度、大学院災害医療・
社会歯科学講座教授／神奈
川剖検センター長 長谷川  
巖先生に、神奈川県南警察
署長より感謝状が授与され
ました。長谷川先生は本学
着任以来、多くの死因究明
活動にご尽力と多大な貢献
をされたことにより、神奈
川県内の警察署等からも多
くの感謝状をいただいてお
ります。

三浦学苑⾼等学校と神奈川歯科大
学との⾼大連携協定を締結

　2019 年 10 月 8 日
（火）、三浦学苑高等学
校と本学は高大連携協
定を締結いたしまし
た。
　調印式では、三浦学
苑高等学校 吉田和市 
校長ならびに本学 櫻井 
孝学長が協定書に署名
し、本連携に対する今後の期待について挨拶を述べられまし
た。
　今後は、相互の友好関係に基づき、教育について様々な交流
を行い、大学教育・高校教育の活性化に向けて、協力しながら
取り組みを行っていくこととなります。

湘南学院⾼等学校と神奈川歯科大学・神奈川
歯科大学短期大学部との⾼大連携協定を締結

　2019 年 12 月 11 日
（水）、湘南学院高等学
校と本学は高大連携協
定を締結いたしまし
た。
　調印式では、湘南
学院高等学校 宇佐神 
美代子校長と歯科大学 
櫻井 孝学長並びに短
期大学部 長谷 徹学長がそれぞれ協定書に署名し、本連携に対
する今後の期待について挨拶を述べられました。
　湘南学院高等学校との高大連携を締結したことにより、横須
賀市内私立高等学校 4 校全ての高等学校と高大連携の協定を締
結したことになります。
　今後は、相互の友好関係に基づき、教育について様々な交流
を行い、大学教育・高校教育の活性化に向けて、協力しながら
取り組みを行っていくこととなります。

宇佐神美代子校長 櫻井 孝学長
（歯科大学）

長谷 徹学長
（短期大学部）

櫻井 孝学長吉田和市校長

ネコの守衛さん�
　本学の正門を入ると右手に守衛
室があります。
　ここにハチワレの白黒猫が、本
学の警備にあたっています。夕方、
学生の下校時や教職員の退勤時に
私たちを何となく見守っています。
　このネコ、まだ正式な名前はな
く、学生達は好きなように呼称をつけて可愛がっています。
　本学にお越しの際は警備室を覗いてみてください。機
嫌がよければ、なでさせてくれるかもしれません？？

（くれぐれもネコパンチにはご注意を）
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教学部だより

歯学部

　新型コロナウイルスの感染拡大に対する本学の対応について、
保護者の方々に学長より通知をお送りしました（以下要約）。
　新年度がスタートしましたが、登校を停止しなければならな
い状況が継続しており、未だ再開の目途は立たない状況です。
本学では、学生の皆様の健康を第一に考えながら、学修の遅れ
を最小限にとどめるため、急ぎカリキュラムの変更やシステム
構築等の準備を整え、4 月 20 日（月）よりオンライン授業を
開始いたしました。緊急対応であったにも拘らず、学生・保護
者の皆様の多大なご協力のおかげで、幸いにも 4 月 20 日（月）
までに全ての学生の受信環境が整い、受信状況の確認を終了す
ることができました。またオンライン授業を開始して一週間が
経過し、問題点の一部も判明してきました。改善に取組み、既
に解決した問題もございますが、解決まで少し時間を要する問
題も含まれております。保護者並びに学生の皆様におかれまし
ては御心配されておられることと拝察いたしますが、大学とし
ましても、今回は未曽有の状況に対しての取組となっておりま
す。御不満な点もあろうかと存じますが、何卒御容赦と御理解
を賜りますようお願い申し上げます。

大学院ニュース
「神奈川歯科大学研究シーズ集」を公開しました～大学院教育研究部
　本学の先生方の研究シーズをまとめた「神奈川歯科大学研究
シーズ集」をホームページに公開しました。
　この研究シーズ集は、本学の研究リソースや研究成果を産業
界や自治体、地域などで広くご活用いただくことを目的に作成
したものです。
　今回は、その第一弾として 23 件の先生方の研究シーズを掲
載しています。各研究シーズは、その「背景」、「概要・特徴・
独自性」、「社会実装（産業の出口）の可能性」、「アピールポ
イント」、当該研究に関する「知的財産（論文・著書・特許な
ど）」、「キーワード」のほか、当該研究シーズの詳細を掲載さ
れている「ホームページ」の URL も収載しています。また、
掲載されている先生の氏名やキーワードによって研究シーズを
検索することもできます。
　掲載された研究シーズを講座別にみると、顎顔面病態診断学
1 件、口腔科学 9 件、口腔統合医療学 10 件、高度先進口腔医学
1 件、災害医療・社会歯科学 2 件となっています。また、職位
別にみると、教授 7 名、准教授 12 名、講師 3 名、助教 1 名と
なっています。今回の研究シーズをまとめた小
冊子「神奈川歯科大学研究シーズ集 2020」も刊
行しましたので、是非ご覧になってください。
URL：http://www.graduate.kdu.ac.jp/seeds/

図書館ニュース
電子ブックのご紹介
　2019 年度に購入した Wiley 社の電子ブックをご紹介します。
　電子ブックの利点は、本文検索機能を利用して読みたい部分
を簡単に探せることや、英語が苦手でも翻訳サイトにコピー＆
ペーストしてある程度の内容を把握できるなど、紙にはない魅
力があります。
　学内ネットワーク上から閲覧が可能ですので、ぜひご利用く
ださい。
　電子ブックへのアクセスは、図書館ホームページの「ジャー
ナルリンカー」が便利です。

著　者 タイトル 年 ISBN

Elaskary Advances in Esthetic Implant Dentistry ©2019 9781119286707

Ansari Atlas of Pediatric Oral and Dental 
Developmental Anomalies ©2019 9781119380894

Westphal Theile Clinical Cases in Dental Hygiene ©2019 9781119461067

Komabayashi Clinical Cases in Endodontics ©2018 9781119411956

Nibali Diagnosis and Treatment of Furcation-
Involved Teeth ©2018 9781119270638

Moharamzadeh Diseases and Conditions in Dentistry - 
An Evidence-Based Reference ©2018 9781119312093

Javed Evidence-based Implant Dentistry and 
Systemic Conditions ©2018 9781119212270

Huang Evidence-Based Orthodontics 2e ©2018 9781119289999

Fine Sports Dentistry - Principles and Practice ©2018 9781119332619

Kahn The ADA Practical Guide to Soft 
Tissue Oral Disease 2e ©2018 9781119437277

短期大学部

ヨーロッパ研修
　昨年度に引き続き、2019 年度もイタリア共和国での研修で
した。2019 年 12 月 19 日（木）から 8 日間の日程で、歯科衛
生学科と看護学科の両学科あわせて 23 名の学生が参加しまし
た。ミラノ、フィレンツェ、ローマといった行程で移動し、研
修 1 日目のミラノでは「サン・ルカ病院」を見学するという貴
重な機会に恵まれ、Prof. Bilo 先生の講演ではイタリアの医療
事情を知ることができました。また、フィレンツェ、ローマで
は文化的に悠久の歴史を学ぶことができ、充実した研修となり
ました。
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【2021 年度 入学説明会一覧】
大学院

説明会場 日　程 時　間
神奈川歯科大学　本部棟　5 階会議室  9月 3日（木） 午後 6 時から
横浜クリニック・横浜研修センター 11月 5日（木） 午後 6 時から
神奈川歯科大学　本部棟　5 階会議室 2021年 1月14日（木） 午後 6 時から

東京歯科衛生専門学校
体験入学会 学校説明会

第2回　 6月21日（日）　10:00～12:30 第2回　 7月 4日（土）　14:00～15:30
第3回　 7月19日（日）　10:00～12:30 第3回　 7月28日（火）　10:00～11:30
第4回　 8月 2日（日）　10:00～12:30 第4回　 8月26日（水）　10:00～11:30
第5回　 8月22日（土）　14:00～16:30 第5回　10月24日（土）　14:00～15:30
第6回　 9月26日（土）　14:00～16:30 第6回　11月29日（日）　10:00～11:30

第7回　2021年 1月17日（日）　10:00～12:30

【2021 年度 入学試験実施一覧】
歯学部
歯学科　定員：110 名（予定）　男女

試験区分 試験日
総合型  9月13日（日）
学校推薦型 1 期（指定校・公募）、卒業生推薦 1 期、帰国生 1 期、外国人留学生 1 期 11月15日（日）
学校推薦型 2 期（指定校・公募）、卒業生推薦 2 期、帰国生 2 期、外国人留学生 2 期 12月13日（日）
一般 1 期 2021年1月30日（土）、1月31日（日）
大学入学共通テスト利用 1 期 2021年1月30日（土）または1月31日（日）
一般 2 期、大学入学共通テスト利用 2 期 2021年 2月14日（日）
一般 3 期 2021年 3月 7日（日）

※詳細は後日、ホームページをご覧ください

短期大学部
歯科衛生学科　定員：120 名　男女

試験区分 試験日 合格発表
総合型 1 期  9月27日（日） 11月 4日（水）
学校推薦型 1 期（指定校・公募）、社会人 11月29日（日） 12月 2日（水）
学校推薦型 2 期（指定校・公募）

2021年 1月31日（日） 2021年 2月 3日（水）
一般、特待生
総合型 2 期 個別にお知らせいたします。

看護学科　定員：80 名　男女

試験区分 試験日 合格発表
総合型 1 期  9月27日（日） 11月 4日（水）
学校推薦型 1 期（指定校・公募）、社会人 11月29日（日） 12月 2日（水）
学校推薦型 2 期（指定校・公募）

2021年 1月31日（日） 2021年 2月 3日（水）
一般、特待生
総合型 2 期 2021年 3月 7日（日） 2021年 3月17日（水）

※詳細は後日、ホームページをご覧ください

大学院
歯学研究科　募集人員：18 名　男女

試験区分 試験日 合格発表
Ⅰ期、推薦選抜、外国人留学生、特待生選抜 10月14日（水） 10月28日（水）午後2時 HP上
Ⅱ期、一般選抜、社会人特別選抜 12月 8日（火） 12月16日（水）午後2時 HP上
Ⅲ期、一般選抜、社会人特別選抜 2021年 2月17日（水） 2021年 3月 1日（月）午後2時 HP上

※詳細はホームページをご覧ください

東京歯科衛生専門学校
試験区分 期 面談・試験日 合格発表

AO 一期  9月 7日（月）～ 9月30日（水）
二期 12月12日（土）

推薦指定校／学校 一期 10月10日（土） 10月13日（火）
二期 11月 7日（土） 11月10日（火）
三期 12月12日（土） 12月15日（火）
四期 2021年 1月23日（土） 2021年 1月26日（火）

一般 一期 11月 7日（土） 11月10日（火）
二期 12月12日（土） 12月15日（火）
三期 2021年 1月23日（土） 2021年 1月26日（火）
四期 2021年 2月13日（土） 2021年 2月16日（火）
五期 2021年 3月 6日（土） 2021年 3月 9日（火）

社会人 随時  9月10日（木）～2021年 3月 6日（土） 試験日から3日以内

【2020 年度 オープンキャンパス日程】
歯学部

日　程 内　容
 7月 5日（日）  8月23日（日） ・学校説明　・入学ヒストリー　・歯科医師体験実習または模擬講義

・施設見学　・学食体験　　　　・先輩と話そうコーナー　・個別相談等11月 8日（日）
※全日 11:00 ～ 16:00【事前予約制】
※詳細は HP をご確認ください（URL：http://www.kdu.ac.jp）

短期大学部
オープンキャンパス

日　程 内　容
 6月21日（日） 7月12日（日） 7月19日（日） 8月10日（月） ・学科説明    ・入試説明    ・体験授業

・学内見学    ・個別相談    ・先輩と話そう！ 8月16日（日） 9月13日（日） 2021年 3月14日（日）

ミニオープンキャンパス
日　程 内　容

11月15日（日） ・施設見学　　・個別相談　　※歯科衛生学科のみ通常開催
※全日 13:00 ～ 16:00【事前予約制】
※詳細は HP をご確認ください（URL：http://www.kdu.ac.jp）

★大学オリジナル RADIO SHOW!! がリニューアル★
2020 年 4 月 1 日（水）からは

神奈川歯科大学教員の神奈川歯科大学教員による神奈川歯科大学からの
RADIO SHOW!!　略して『カナラジ』をお届けします

FM ブルー湘南 78.5MHz　毎週水曜日 20：00 ～ 20：30
若手？教員 5 名による教員だから話せること !?　知られざ
る「教員の顔」をお届けしていく予定です !!　歯や全身の健康
にまつわる豆知識はもとより、地域の方も参加できる公開講
座などの情報も発信していきます。大学教員のお堅い殻を破
り、楽しく聞いていただける番組を目指します。詳しくは大
学ホームページ又は番組公式 Instagram をご覧ください。

FM ブルー湘南では、インターネット配信をしてい
ます。県外、海外どこでもお聞きいただけます。

トピックス�
　昨年の台風 15 号の影響で本学
シンボルツリーの「ジャカランダ」
が一部折れるなどの被害がありま
した（図書館前のロータリー内）。
　毎年 6 月ごろには色鮮やかな紫の花を咲かせ、近隣から
は大勢の方々がジャカランダを鑑賞に来られていました。
　今年も美しい花を咲かせることができるように見守って
いきます。

杉の木伐採�
　第二研究棟の裏に海軍機関学校時
代の正門の脇門柱が現在も残ってい
ます。杉の木は米海軍横須賀基地内
の道路沿いに立っていますが、時代
とともに木が伐採され現在は 2 本が
残っているのみとなりました。米海
軍横須賀基地では昨年の台風 15 号
の影響で杉の木がなぎ倒される被
害があり、今後の台風被害を懸念さ
れ、本学の敷地内にある杉の木の伐
採を要望されました。樹齢 100 年以上経つ杉の木の伐採
を行う前にお祓いをしていただき、2020 年 4 月 4 日（土）
に無事に伐採しました。

ジャカランダフェスティバル中止のお知らせ
　例年 6 月に開催していますジャ
カランダフェスティバルは、新型
コロナウイルス感染拡大に伴い本
年の開催を中止させていただくこ
とになりました。現在終息が見え
ない状況であることと、横須賀市は不特定多数が集まる市
主催のイベントや集会を 6 月末まで中止・延期する方針を
決めたことによります。
　なお、構内のジャカランダ見学につきましても当面の間、
関係者以外の立ち入り禁止措置を取らせていただいており
ます。楽しみにされていた方々には大変申し訳ございませ
んが、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
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この度の新型コロナウイルス感染症による影響を受けられました皆様に謹んでお見舞い申し上げます。




