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編集・発行

　卒業生 ・ 修了生の保護者の皆様、お嬢様のご卒業 ・ ご修了、おめでとうございます。
　保護者会役員一同、心よりお慶び申し上げます。また入学以来、本会活動へのご支援とご協
力に厚く御礼を申し上げます。どんな時も温かく成長を見守ってこられた皆様とこの喜びを共
感できることをうれしく思います。
　卒業生 ・ 修了生の皆さん、ご卒業、ご修了おめでとうございます。
　入学からこの日までの日々は、長いようであっという間ではなかったでしょうか。たくさん
の経験を通して学び、成長してこの日を迎えられました。これまでのたゆまぬ努力に敬意を表
します。新しい生活を目の前にして、期待と不安が入り混じっていることでしょう。「自分にで
きるだろうか」「社会で通用するだろうか」という不安を感じた時は、母校となった京都ノート
ルダム女子大学で学んできたことを思い出してください。専門知識とともに対話力、共感力、行
動力そして尊ぶ力を身につけました。どれも皆さんの支えになるものです。自分を信じ、自信を
持って最初の一歩を踏み出してください。皆さんのご活躍を祈念いたします。
　最後になりますが、これまでどんな時も温かく見守り、ご指導をいただきました先生方、手厚
くサポートをしてくださいました職員の皆様方に深く感謝を申し上げます。

　保護者会の皆様の本会活動への暖かいご支援とご協力に心よりお礼申し上げます。年号が改まり令和初の記念すべき卒業生 ・ 
修了生となられるお嬢様、保護者の皆様。ご卒業、ご修了心よりお祝い申し上げます。さて、昨今女性をとり巻く環境は目まぐるしく
変化しております。フィンランドでは世界最年少の女性の首相が誕生しました。年齢はなんと34歳、サンナ ・ マリンさんは１児を育
てる母でもあります。また、スウェーデンでは16歳の環境活動家グレタ ・ トゥーンベリさんのたった一人でも地球を守ろうとする
熱意により世界中がCO₂削減に動き出しました。世界の若者がグローバル化の一途をたどる中、なぜか日本の若者は海外へ留学を
しなくなり、現在留学者数は世界37位。日本の未来にとっては少し不安な数字です。そんな昨今にありながら、我が校では非常に多
くの学生が高い志を胸に世界中に留学し「語学力」と「優れた適応力」を身に着け帰国します。建学の精神である「徳と知」 （Virtus et  
Scientia）は彼女たちがどんな環境でもしなやかに生き抜く必要性を伝え、それが一人ひとりの強さへと繋がっているように拝察し
ます。そんな頑張るお嬢様たちの環境をより良くするお手伝いを私たち保護者会は行っています。ND祭保護者会バザーの収益金
は100円朝食の補助金の一部になり、毎回完売の人気。就職活動講
演会には親子でお越し頂く方も多く、就職活動の実践に役立つと
好評を頂いております。現在29人の理事・評議員が準備を行います
が、特にバザーは人手が必要となり、今年は九州からお嬢様のND祭
の様子を見にいらしたお母様にもお手伝い頂きました。かくいう私
も新潟から保護者会役員として年に数回、ここ北山に通っていま
す。１年目、２年目は評議員として、３年目からは理事を務めさせて
頂いておりますが、会議は毎回真剣そのもの。今年は初めて役員有
志で「京都のお勉強」に出かけてみました。場所は紅葉真っ盛りの
南禅寺。三門の意味を学び、ノートルダム女学院を眼上に臨んだ後
は京都名物の湯豆腐で舌つづみ。ここでも学生生活をいかに良く
するか、今後の保護者会の進む方向性などが真剣に語られます。こ
んな学校ラヴァ―なメンバーが集まり徳と知の精神の元、沢山の
愛情を注ぎ、保護者会は出来上がっているのです。皆様が交流でき
る貴重な機会でもあり、いつも笑いが溢れています。興味がある方
はぜひともご一報頂きたくよろしくお願い申し上げます。

京都ノートルダム女子大学保護者会

会　長　　西田　太郎

会長あいさつ

京都ノートルダム女子大学保護者会　理　事　　吉田　あづさ

自信を持って最初の一歩を

徳と知 （ Virtus et Scientia ）を学ぶ保護者会へ

バザーの準備も大勢の手を借りました

南禅寺にて理事会の
「まじめな勉強会」
同じやるなら楽しくがモットー！

キャリアセンター
だより

　保護者会の皆様におかれましては、ますますご清栄の
こととお慶び申し上げます。日頃からバザーや色々な活
動で大変お世話になりありがとうございます。また、就
職に関しましては講演会等、積極的にご参加くださいま
してキャリアセンター関係者一同、大きなお支えを実感
でき心から感謝申し上げます。
　本学のキャリアセンターでは、より早い時期からキャ
リアを意識し、規律性・主体性・協働力等の社会人基礎力
の必要性を体感するべく、低学年生から様々な行事への
参加を促しております。特に「キャリア形成ゼミ」は、JTB
様や京都新聞社様等の企業の方々の指導下で、学生自身
が企画・立案するプロジェクトであり、正規授業として単
位も取得できますので人気がございます。「インターン
シップ」も同様に京都グランドプリンスホテル様や京都
信用金庫様等、企業・行政機関等で体験学習ができます。
そして実際このような授業を受けている学生の内定取
得時期は、何もしていない学生より早期でよい結果に繋
がっているのは事実です。また、SPI等の就職試験対策を
少しでも早くから取り組んでいただけると結果は違っ
てきます。大学では対策講座から個別相談、面接練習、エ
ントリーシートの書き方指導等を行っておりますので、
しっかりご活用頂きたいです。
　ただ、周りに就職活動に積極的なお友達が多いと同じ
ようにできるのですが、そうではないお友達の中にいる
と、ついのんびりしてしまい後から焦るというパターン
も残念ながら見受けられます。もう大学生だから親が出
る幕ではないと思われずに、積極的に精神的サポートを
お願いできればと存じます。一流企業に就職を決めた学
生に後から尋ねてみますと「落ちて、落ちてまた落ちて、
最後の内定が来るまで本当に絶望感に浸った」と言って
いました。高学年のお嬢様の保護者の皆様は「きっと貴
女に一番合うところに絶対受かる」と最後まで励まして
あげていただきたいです。低学年のお嬢様の保護者の皆
様は「キャリアセンターへ行きなさい」と伝えてあげてく
ださい。そこが分かれ道です。

キャリアセンター長
須川 　いずみ
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宿泊・飲食サービス

生活関連サービス・娯楽

教育、学習支援

幼稚園、保育園

医療、福祉
 
 

公務
進学

 

主な進路先

ヒガシマル醬油㈱
㈱コーセー
コタ㈱
たねやグループ
㈱片岡製作所
㈱グラフィック
スターティアラボ㈱
トランスコスモス㈱
ANA関西空港㈱
ANAウイングス㈱
羽田空港サービス㈱
㈱ AIRDO
イオンリテール㈱
㈱エービーシー・マート
㈱良品計画
赤ちゃん本舗
SB C&S ㈱
㈱スギ薬局
㈱マナベインテリアハーツ
㈱みずほフィナンシャルグループ
京都中央信用金庫
京都信用金庫
㈱関西みらい銀行
三井住友海上火災保険㈱
㈱エリッツホールディングス
㈱ハウスドゥ
㈱ホテルプリンス京都
アンゴホテルズ㈱
㈱森ビルホスピタリティコーポレーション
㈱ジェイアール西日本フードサービスネット
㈱近畿日本ツーリスト関西
バリューマネジメント㈱
㈱白洋舎
㈻青叡舎学院勇志国際高等学校（家庭）
京都市立小学校
京都府立小学校
㈻若竹学園若竹幼稚園
㈻滋賀カトリック学園認定こども園聖ヨゼフ幼稚園
東近江市立幼稚園・保育園
(福)みどり福祉会みどり保育園
㈻藤田学園
(医)徳洲会
(福)滋賀県障害児協会
(福)京都老人福祉協会
海上保安庁
京都ノートルダム女子大学大学院
立命館大学大学院

いずれも本学にて開催予定です。詳しいご案内は新年度に郵送いたしますので、ぜひ今からご予定してご参加ください！

京都ノートルダム女子大学保護者会主催

2020年度  保護者向けイベント開催のお知らせ
６月14日（日）保護者会総会
９月26日（土）教育懇談会

第１回 就職講演会などの予定

第２回 就職講演会などの予定
保護者のための就活講座 2019 のようす

保護者会をもっと知りたい方、ご興味を持たれた方、詳しくはWEBで！
http://www.notredame.ac.jp/hogoshakai/　

京都ノートルダム女子大学HOMEからは　訪問者別　→　保護者の方へ　のページへ

2019（平成31）年度卒業予定者【56 期生（19 秋・20 卒）】
2019/12/31 現在

評議員会のようす



2019年度ND祭  「第14回保護者会バザー」開催報告
10月27日（日）10時30分 ～ 15時 本学 マリア館にて

　今年も昨年同様にバザー実行委員長をさせていただいた福島です。
　御父兄の皆様方、沢山の寄贈品ありがとうございました。また理事、評議員及びお手伝いの方々、ご協力感謝申し上げます。
　バザー当日は晴天にも恵まれ、例年以上にお客様にご来場いただき、とても驚きました。終始お客様が途切れること無くご購入
してくださり、売り上げも昨年を上回ることが出来ました。その結果、お嬢様方
の100円朝食を続けることが出来、理事共々感謝しております。
　ND祭バザーは、保護者交流の最大のイベントとなっており、商品の仕分けや
値札付け、会場の飾りつけなど皆学生気分を味わって楽しく活動しています。
子どもが大学生となれば保護者同士の交流の場が無いのが現状ですが、保護者
会の役員になったおかげで違う学年の学科も違うお嬢様の保護者の方とお知
り合いになることが出来たことを光栄に思っております。評議員も小中高の役
員とは違って集まりも年3回程なので、保護者様のご負担も少ないかと思われ
ます。保護者のお友達が欲しい方は是非とも奮ってご参加頂ければ幸いです。
　４年間役員をさせていただいたおかげで、とても良い仲間に出会えました。

　本年度バザー収益につきましては過去最高額311,470
円となり、100円朝食の運営資金に大きな恵みを還元でき
ましたことを感謝いたします。この日のためにお品物を
ご寄贈くださった方々、また値付け作業や雨の中での前
日準備、当日スタッフとしてボランティアに手を挙げて
くださった方々、バザーに来てお買い上げくださった
方々、それぞれのお立場でご参加くださった保護者の皆
様にあらためて心より御礼申し上げます。ありがとうご
ざいました。
　なお、売れ残ったご寄贈品の一部は「みつばち菜の花保
育園」様のご依頼で同園に寄付させていただきましたこ
とをご報告いたします。

　大学との共催で実施した「教育懇談会」では、先生方による個別相談会や就活に関する講演などを通じて保護者の皆様に大学の
近況をご理解いただくとともに、交流コーナーを設けるなど、保護者同士の親睦を深めることに努めました。当日はご遠方からお
越しいただいた方も多く、学生も含めてのべ72名様のご参加がありました。皆様のご協力のお蔭で盛会となりましたことを厚く御
礼申し上げます。

　インターンシップ受け入れなどで本学とご縁のある京都信用金庫 九鬼様より、在学中に身につけておいて欲しいこと
など、人事担当者の目線からの就活にまつわるお話の後、本学キャリアセンターよりサポートに関する紹介がありました。

　本学キャリアアドバイザー濱中倫秀先生のナビゲートにより、就職が内定してい
る４年次生４名による内定報告をディスカッション形式で行いました。「就活」と一
言で言っても何から始めればよいのか･･･。学生たちが実際に行動したことを具体
的に報告してくれることで今どきの就活がイメージしやすくなり、また、下級生に
とっては今後の活動のために大いに参考になったのではないでしょうか。

　室内管弦楽部は、ここ数年、部員が少なく指導の先生が不在なこともあり、な
かなか活動ができなかったのですが、今年度から１回生が７名集まり週に２回
活動しています。活動するにあたって、修理が必要な楽器があり、その修理代を
保護者会助成金から出していただきました。
　11月27，29日の昼休みに開催されたLunchtime Concertでは、４回生の先輩と
１回生で「ミュージカル レ ・ ミゼラブル」の「民衆の歌」を演奏させていただきま
した。部員全員そろっての演奏を披露することはできませんでしたが、私たちら
しく楽しんで演奏ができたのではないかと思います。
　機会があれば、ほかの大学や一般の楽団の演奏会にも赴き演奏のスキルアッ
プを目指し、よりよい演奏を披露できるよう部員一丸となって練習に励んでい
きたいと思います。また、校内外問わず演奏させていただける機会がありました
ら全力で取り組みたいと思っております。これからは学生や先生、保護者の皆様
に室内管弦楽部のことをもっと知っていただけるよう頑張っていきますので、
今後ともご支援のほどよろしくお願いいたします。

クラブ活動報告

学生課

最高の仲間たち

　保護者の皆様のご支援を頂戴し、理事会では１食200円の補助金
をいかに無駄なく捻出するかに協議を重ね、今年度も実施いたし
ました。１日30食限定ではありますが、頑張って朝早く来た人から
恩恵を受けられるシステムは、早起きをするためのモチベーショ
ン作りにも一役買えれば…という親の願いも込めています。毎年
アンケートを実施するのですが、学生たちからは「安い・おいしい・
助かっている」という感想が最も多く寄せられます。

2019年度 「100円朝食」 運営報告

京都ノートルダム女子大学保護者会　　ND祭バザー実行委員長　福島　明日香

収入の部 支出の部

バザー品寄贈品売上 415,100 広告協賛費 20,000

販売用クッキー代 80,000

備品等 12,621

2019年度バザー収益金 311,470
合計 424,091 合計 424,091

ご寄付（無料品コーナー） 8,991

月 食数 日額（円） 営業日 利用者数（人） 保護者会負担額（円）

4 30 9,000 13 335 83,960
5 30 9,000 20 560 125,350
6 30 9,000 20 584 122,318

7 30 9,000 22 649 133,750
9 30 9,000 3 66 20,450
10 30 9,000 20 579 123,075

11 30 9,000 20 585 122,150
12 30 9,000 17 501 103,900

1 30 9,000 15 438 91,969
合計 4,297 926,922和食の魚が人気です

温かい味噌汁とご飯でホッとします
幽庵焼きときんぴらごぼう コンソメ、オニオン、ポタージュ、

玉子、わかめ、など
種類豊富な日替りスープ

2019年度 「100円朝食」 収支状況
　　　（実施期間：前期４月９日～７月30日／後期：９月26日～１月27日）

毎朝とても美味しくいただいています。100円なので気軽に食べられ
て本当にいつも助かっています。(１年・自宅生)
100円朝食は下宿生である私にとってとても大事なものです。いつも
ありがとうございます。(２年・下宿生)
パン朝食の時のスープが種類豊富でうれしかったです。(３年・自宅生)
バランスのとれた食事をとることができて肌の調子などが良くなっ
ているのでありがたいです。今では100円朝食に頼っています。(４
年・自宅生)

学生アンケートより抜粋

2019年度教育懇談会開催報告　
９月28日（土）13時 ～ 16時30分 本学 ユージニア館にて

保護者のための就職講演会 (第２回「就活を聞く」)

京都信用金庫人事部主任　九鬼　梓氏● 企業の立場から見る就活　
本学キャリアセンター事務室長　嶋本 　典子氏● キャリアセンターのサポートについて　

就活のカタチ２０１９

● 4年次生による内定報告会

個別相談会

本学キャリアアドバイザー　濱中　倫秀氏

本学４年次生 山本　海玖　(英語英文学科)
茂呂　楓花　(国際日本文化学科)　
野竹ゆりか　(生活福祉文化学科)　
西田　陽美　(心理学科)

担当学科の先生、キャリアセンターと学生課の職員が対応しました。

交流コーナー

室内管弦楽部部長　現代人間学部心理学科 1年次生
倉　遥香

・

・

・
・

(保護者会事務局)

(保護者会事務局)

(保護者会事務局) 

　休憩所を兼ねて保護者同士で自由に交流できるスペースを
設けました。登壇した学生たちにも来てもらい「就活中、親に一
番言われたくない事って何だった？」など、講演会だけでは聞
き足りなかった保護者と裏トークなどで盛り上がりました。 

成績 ・ 修学相談、就職相談、学生生活相談

2019年度ND祭  「第14回保護者会バザー」
収益報告


