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　保護者の皆様には、日頃より保護者会の活動にご
理解とご協力を賜り、誠にありがとうございます。引
き続き会長の職を拝命いたしました西田太郎と申
します。会員の皆様からのご支援をいただきなが
ら、新しい役員、評議員の方々と力を合わせ、精一杯
務めさせていただきます。どうぞよろしくお願いい
たします。
　本会は学生が充実したキャンパスライフを過ご
せるように、課外活動の援助や教育環境整備、奨学
金の支給、「100円朝食」の補助などを支援していま
す。一方で、保護者が学ぶ場の提供にも努めていま
す。「もっと就活を知ろう」と始めた講演会は皆様の
疑問解決を重視しており、大変ご好評をいただいて
います。今年５月の講演会は、「今の就活」を正しく理
解することを目的に開催しました。本学キャリアセ
ンターから支援体制や就活の取り組み方を聞いた
ほか、個々の質問にも答えていただきました。
　会員相互の親睦を図ることも本会の目的の一つ
です。皆様の各種行事への積極的なご参加もお待ち
しています。

　今年も総会にお邪魔して、西田会長をはじめ、役員の皆様の熱いお心を大変有難く頂戴いた
しました。保護者の方々の本学に寄せられる期待に応えるべく、これからも一層努めてまいる
所存でございます。最近体験いたしました嬉しい出来事を１つご紹介したいと存じます。
　毎年アメリカのノートルダム教育修道女会から、２名のシスター方が、短い期間ですが、本
学の英語教育を助けるために派遣されます。その１人の方から頂いたメールの一部を以下に
記します。

It is hard to express how grateful I am for the wonderful experience I had in visiting 
your university. Your students and faculty are so dedicated. The spirit of SSND is alive 
and manifests itself in so many different ways.

　ノートルダム教育修道女会の精神が、学生の皆さんにも、教員にも様々な形で生きていると
感じ、わざわざ感謝のメールを頂くことは、初めてのことでございました。本学の教育の根本
精神が、現在生きていることを感じ取り、その事を感謝していただいた事実を、保護者会の皆
様にも分かち合いたいと望んでおる次第でございます。 保護者が学ぶ場も

提供しています

キャリアセンターだより
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2019年度保護者会メンバーです。よろしくお願いいたします！

保護者会事務局よりお知らせ
　年に一度の大きなイベント「ND祭保護者会バザー」の開催が近づいてまいりました。別紙の
バザー案内にも記載いたしましたとおり、まだまだご寄贈を募っております。ND祭を盛り上げ
るとともに、たくさん売上を出して学生たちに還元したいと思います。本年度もこのバザーの
収益金を「100円朝食」の差額負担分の補助金として事業費に充てることになりました。皆さま
からのご厚意だけが頼りでございますので、何卒ご協力をお願い申し上げます。そして、まだ
ND祭を見たことがないというご家族の方！ぜひとも一度お越しください。そしてバザーの会
場にも来てください！実に様々なお品が集まりますので、思わぬお買い得品と出会える楽しみ
があるかもしれません。
　詳しくは別紙案内またはHPでご確認ください。

［京都ノートルダム女子大学HOME→ 訪問者別 → 保護者の方へ のページからアクセスしてください］

※5月11日　第1回評議員会出席者で撮影いたしました

お申込みはメールまたはお電話で

hogoshakai@notredame.ac.jp　
(件名 / ＮＤ祭 バザーボランティア) 　ボランティアの保護者さんに手伝っていただくことで役員も助か

りますし、普段顔を合わせる機会のない保護者さん同志で交流もで
きる良い機会です。
　商品の値段付けや会場の準備をしながら、学年学部を超えて保護
者も学生と一緒にND祭を楽しみましょう！短時間でも大歓迎！
　ご都合の良い日・時間帯でぜひ皆さまのお手伝いをお願いします。

☎ 075-706-3700

とにかく気軽に楽しもうという
お気持ちでご参加ください！

10時30分 ～ 15時
10 月27日 (日)

京都ノートルダム女子大学保護者会事務局 (担当 / 辻 )

★参加ご希望日時・ご氏名・お嬢さまの
　　　学年学部・ご連絡先をお知らせください。
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10月19日(土)　13時～16時頃　値段付け・仕分け

10月25日(金)　10時～14時頃　商品搬入・会場設営

10月27日(日)　10時～16時頃　当日会場スタッフ

　2018年10月の経団連 中西会長の「就活ルール廃止」発言以降、就職活動スケジュールの流動化が言われており、保護者

のみなさまもお嬢様方の進路についてはご心配いただいていることと思います。キャリアセンターでも１・２年生 からの

問い合わせ・利用が増えたと感じます。

　キャリア形成の第１歩は、学生時代ならではの活動を通して社会との関わりと自分の役割などを実感し、広い視野を

持って自分の進路を選んでいただくことだと考えております。そして目標に向けての準備をすることだと思います。

　１・２年生の方は、授業として社会との関わりを体験できる「インターンシップ」「キャリア形成ゼミ」の成果発表会が行

われますので、来年の授業履修のために、ぜひご参加ください。その他、冬のインターンシップや企業のお話を聞けるセミ

ナーなども実施を予定しています。３年生向けには後期より「就職・キャリアガイダンス」が始まります。就活目前の３年生

には具体的対策をこちらで学んでいただきます。

　後期期間中も、学年を問わず、キャリアセンターをご活用ください。 キャリアセンター長
教授　須川いずみ

HP ではいろんな情報を発信しています

【寄贈品の受付期限】10月15日まで

第14回  保護者会バザー

開催日

バザーのボランティアスタッフを募集いたします！

ND祭



ク ラ ブ 活 動 報 告

　６月に新入生歓迎とクラブ生の交流を目的とした、総クラブ
主催「ゲーム＆JYU！JYU！焼肉大会」というイベントを企画し
ました。
　イベント当日は天候にも恵まれ、まずは中庭に集まり、ジェ
スチャーゲームやデカパン競争などチーム対抗でゲームをし、
参加者同士仲を深めました。ゲームの間、学生課の方の協力の
下、焼肉担当のクラブ生がたくさんのお肉や食材の準備をし、
中庭にはとてもいい匂いが広がっていました。約150名の参加
があり、大盛況のうちにイベントを終えることができました。
　今回、保護者会助成金からも支援していただいたおかげで、
このようなイベントができ、クラブの活性化や学生同士のコ
ミュニケーションを図るとともにクラブの新入部員獲得にも
つなげることができました。ありがとうございました。
　今後もよりクラブの活性化に貢献できるよう、日々頑張って
いきます。今後ともご支援よろしくお願いいたします。

総クラブ長　国際言語文化学部 英語英文学科 3 年次生
德永　樹菜

・報告事項　　2019年度新役員紹介　2018年度事業報告
・審議事項　　2018年度収支決算案、
　　　　　　 2019年度事業計画案、2019年度収支予算案
審議の結果すべての議案について承認されたことを報告します。

洋定食
和定食

2019 年度　保護者会による
主な学生生活支援事業

替え

【第Ⅰ部　総会】

　各学部・学科別の教員による修学・成績相談と学生生活や就職についての
ご相談に職員が個別対応させていただきました。

【第Ⅲ部　個別相談会】

「保護者が学ぶ就活の今」～大きく変化した今の就活を正しく理解する～

　参加者約100名と例年に比べて非常に多くの方にご来場いただいた本年度の
「第1回就職講演会」。教室はほぼ満席になり、わが子が体験する「今の時代の就

活」について、保護者の方がいかに大きな関心をお持ちであるかということを、
あらためて知る結果となりました。保護者会の西田会長が進行役を務め、講師
であるキャリアセンターの先生方の興味深いお話、保護者の方との質疑応答な
ど、時間いっぱい盛りだくさんな内容で開催できましたことを報告させていた
だきます。ご協力ありがとうございました。

第 1 回「就活を知る」

【第Ⅱ部　就職講演会】学内屋外施設整備、維持費
図書館学生用書籍・卓上書籍展示台
保健室パーテーション 他

施設助成・設備助成

各クラブ活動補助・クラブ定期活動補助
新入生対象学生行事・ND祭補助
クリスマスイルミネーション補助
学研災保険
就職ガイドブック(３年生) 
100円朝食運営補助
保護者会特別援助奨学金(規定対象者) 他

課外教育・学生行事・
学生支援助成　

卒業記念リング(学部生) 
修了記念品(大学院生)

卒業記念品　

　保護者会では学生が充実した大学生活を過ご
せるように様々な支援を行っています。今年度
の主な支援事業をご紹介します。
　( 詳しくはＨＰにも掲載しております )

昨年度の内定報告会の様子

エントリーシートの略。
志望動機や自己PRをはじめ企業が選考に必要と
する項目について記入します。文字数制限があっ
たり、逆に自由な発想を求められたり企業の特徴
が表れる書類でもあります。

グループディスカッションの略。
学生数人で決められたテーマに関する議論や作
業を行い、面接官がその様子をチェックする形式
の面接です。

Business to Businessの略。
企業から企業へのサービスを提供するのがＢto
Ｂです。企業から消費者向けのサービスを提供す
る場合はBusiness to ConsumerでＢtoＣとなりま
す。「私の受ける会社は○○ってとこだよ。」「なる
ほど～それじゃあＢtoＢの企業かな？」と会話が
できますね！

2019年度保護者会総会を開催いたしました
　遠方よりお越しいただいた方々を始め、ご来学いただきました保護者の皆様のご
協力のおかげをもちまして盛会に終わりました事を報告し、あらためて心より御礼
申し上げます。また、バザーのための寄贈品をご持参いただいた方には重ねて御礼
申し上げます。誠にありがとうございました。

　「100円朝食」は保護者の皆さまのお

陰をもちまして、事業開始から５年目

を迎えた今年度も継続して実施でき

る運びとなりました。

　300円の定食（１日限定30食）に対し

て保護者会から１食につき200円の補

助を出し、学生食堂を運営するマルタ

マフーズさんのご協力で、授業のある

平日朝に提供しています。また２限目

からの授業にも対応できるように、10

時45分まで利用可能にしていますの

で、家で朝食を食べ損なった人も早め

に来て、ぜひ利用して欲しいです！ 

100円朝食について

ＥＳ、ＧＤ、ＢtoＢ…とは？
今さら聞けない基礎知識

【開催日】

【開催場所・時間】

2019 年９月 28 日 ( 土 )

第２回就職講演会
学科別･個別相談会
(※詳細は同封の開催案内にてご確認ください)

京都ノートルダム女子大学にて

13：00 開会

　「就活を聞く」というテーマで企画した第２回就職講演
会は、６月の第１回講演会から更に具体的に本学学生の
就活について迫ります。本学キャリアセンターのナビゲー
トを仰ぎ、内定報告会を
中心に質疑応答も含め
たディスカッション形式
でお送りします。ぜひご
参加ください！

ＥＳ

ＧＤ

ＢtoＢ

2019 年度

…

…

…

ユージニア館３階にて
12：30より受付します

　保護者会総会にご参加
の保護者様へ

アンケートによるご意見ご感
想を頂きまし

た。ご協力ありがとうござい
ました。ご質問のあった用

語に

ついて一部解説させていた
だきます。他のご意見に対

する

回答はＨＰにて掲載させて
いただきます。

保護者会総会のアンケート
について

2019年度

［後期実施日程］９/26（木）～１/27（月）

教育懇談会開催の
お知らせ

同封の「参加申込票」はがきにて
　お申し込みください。


