
　保護者会会員の皆様におかれましては益々ご清祥のこととお慶
び申し上げます。日頃より保護者会活動に、ご理解とご協力を賜り
厚く感謝申し上げます。本年度、会長の職を拝命しました伊藤誠と
申します。会員の皆様からのご支援をいただきながら『学生』と
『学校』の懸け橋になるよう尽力してまいります。どうぞ宜しくお願

い申し上げます。
　まず、会員の皆様には新型コロナウィルス感染症の感染抑止及び開催に伴う地域へ
の影響を勘案し、保護者会総会の開催を取りやめた事に対してお詫び申し上げます。
事業報告・収支決算・収支予算等の重要議案を書面で審議をしていただきました。各
議案に対してご承認いただきありがとうございます。まだ、終息の目途がたたない状況
下での活動ではありますが、保護者会役員や評議員の方々と協力して『明るく』『楽しく』
そして『学生の為に出来る事』を精一杯取り組んでまいります。
　学校はキリスト教精神による女性の教育と『徳と知』を兼ね備えた女性を育成するこ
とを建学の精神としています。コロナウィルス禍における社会情勢は大きく変わりつつ
ありますが、知性と品性を兼ね備えた女性に成長し、自信を持って次世代を担う人材と
して羽ばたいていけるよう保護者会としても支援してまいりたいと思います。
　そして、保護者会活動についてですが大学の発展と教育目的達成に協力するととも
に会員相互の親睦をはかることを目的としています。課外活動の援助や教育環境整備、
奨学金の支給や『100円朝食』の補助などを支援しています。会員相互の親睦をはかる
事も活動の目的の一つです。残念な事に皆様が楽しみにしている保護者会バザーも中
止し、会員の交流の場を持てない状況ですが、皆様の知恵をお借りして新たな親睦を
はかる機会を考えてまいります。
　2021年には創立60周年を迎えます。保護者会員の皆様におかれましては、本活動の
趣旨をご理解いただき、さらなるご支援、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

キャリアセンターだより

［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］

　本年1月29日付で京都ノートルダム女子大
学学長を拝命いたしました、中村久美と申し
ます。どうぞよろしくお願いいたします。　
　今年度は、新型コロナウィルス感染対策措

置として、4月2日に予定しておりました入学式の挙行をあきら
め、4月15日よりオンライン形式のみで授業を開始いたしました。
4年前に、Web上で資料や提出物、授業情報をやり取りする学習支
援ツール“manaba”を導入していたことが功を奏し、このツールを
利用したオンライン授業の配信を、比較的早く始めることができ
ました。連休前には、学生および非常勤講師を含めた教員を対
象に、それぞれオンライン授業に対するアンケート調査を行い、
結果を大学全体で共有しました。指摘された不都合や問題は、
授業の改良に活かしております。

　このような状況下、新入生にとっては、キャンパスに足を踏み
入れることも、学科の先生と顔を合わせることもないまま、大学
生活が始まってしまいました。その戸惑いや不安感は計り知れな
いことと思います。一方、4年生は、閉塞感と焦燥の中、異例の就活
を強いられています。全力をあげた支援が必要と痛感しておりま
す。いずれも、お嬢様を見守っておられる保護者の皆様の御心配
は、如何ばかりかと推察いたします。ようやく1/3ほどの対面授業
が開かれた現在、この原稿を書いております期間は、オンライン
形式と対面形式が入り混じる授業の調整や、補講の準備に追われ
ています。
　コロナウィルス禍の対応は、しばらく続くことと思います。
教育、学生支援につきましては、小規模大学としての機動性や柔
軟性のある対応を心がけたいと思っております。引き続き学生
への情報発信にも努めてまいります。どうか保護者の皆様にお
かれましては、大学が発信します様々な情報や案内にご理解い
ただきますと同時に、不安定な大学生活を余儀なくされる学生
を、これからもお見守りいただきますようお願いいたします。

　保護者会のみなさまにおかれましては、ご清祥のことと

お喜び申し上げます。日頃から様々な活動でご支援を賜り

心からお礼申し上げます。2020年2月下旬以降、新型コロナ

ウイルス感染症の影響で大学教育の在り方も大きく様変

わりしております。今年の1年次生は入学式もなく「マナ

バ」というオンディマンドのネット授業やズームでの遠隔

授業を受けることになり、多くの学生が大学に普通に通え

ていない状態です。保護者の方々への講演会も開催が難し

い状況ですので、せめて紙面でコロナ禍の社会で行われて

いる新卒採用・就職活動について少し説明させて頂きます。

　このような状況下では企業の採用方法が当然変化して

おります。これまでは学生を集めて実施していた会社説明

会をインターネット上で実施する「オンライン化」が一気に

加速し、2020年4月1日時点でオンライン会社説明会を視聴

したことのある就職活動生はすでに85.8％だそうです。

また、グループディスカッション・面接などの選考もオン

ラインで実施する企業が増加し、中には会社説明会から

内定まですべてオンラインで完結する企業も出て参りま

した。企業の採用方法だけでなく働き方においても、オン

ライン化・リモート化を取り入れたニューノーマルの働き

方・生活が推進されています。つまり、これからの学生に

とってはいかにオンラインに馴染んでいるかが就職活動

や仕事において重要なファクターになると思われます。

　そこで、本学キャリアセンターでは、オンライン・オフラ

インでの対応を可能な限り併用し、学生の皆さんをサポー

トできるよう努めております。進路や就職活動全般につい

て相談できる個人面談、模擬面接・グループディスカッ

ション等の選考対策講座をオンラインで行い、気軽にアク

セス可能なオンライン窓口開設、キャリアガイダンスの配

信など、全学部・全学科の学生が利用できるサービスを新

たに提供しております。今後もさらにオンラインイベント

や個々の学生のトレーニングを充実させ、より新しい時代

に合わせたものにして参ります。

　それにしても、内定を頂かれるまでお嬢様たちは孤独と

不安の中におられます。言うまでもなく、このような時は

他人ではなく保護者のみなさまの励ましや忍耐がとても

大切になります。不安を煽ることなく「大丈夫。何とかな

る」とそれこそオンラインででも常に励ましてあげて下さ

いますようお願い申し上げます。そしてお嬢様たちの笑顔

をご一緒に見たいと心から願っております。

キャリアセンター長
須川いずみ

HP ではいろんな情報を発信しています

会長挨 拶

学長挨 拶

京都ノートルダム女子大学保護者会

会　長　　伊藤 　誠

京都ノートルダム女子大学

学　長　　中村　久美

2020年度が始まりました。
今年一年間、役員と評議員一同を、
どうぞよろしくお願いいたします。
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伊藤　　　誠
下村　　明子
伊藤　絵理子
中村　　律夫
森川　ひろみ
秋山　西大男
椋本　千鶴子
藤岡　　春樹
向井　　生枝

英文 3 年
英文 4 年
こども 3 年
心理 4 年
こども 4 年
英文 2 年
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福生デ 2 年
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白川　善昌・綾子 
上中　美奈子 
山本　裕美子 
小谷　　保雄 
出原　　淳子 
井川　　朋子 
川井　千代美 
池田　公美子 
清水　ちはる 
田中　　リカ 
吉村　　明代
白須賀るみこ 
安部　　夏子 
伊東　真佐美 
高取　久美子 
佐本　　智子 
木村　　紀子 
茂中　　幸代 
中田　　啓之 
嶋村　　純子 
杉岡　　直美 
当瀬　アリサ 

国日 4 年
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福生デ  〃
心理  〃
心理  〃
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心理  〃

保護者会役員

2020年度

教育懇談会
開催中止のお知らせ

　9月26日（土）、京都ノートルダム女子大学にて開催を予定
しておりました「教育懇談会」は、新型コロナウイルス感染拡
大の収束の見通しがたたない状況を鑑みて、誠に残念なが
ら中止とさせていただきます。
　ただ、このような時だからこそ情報提供の機会を大切に
したいと思いますので、予定しておりました講演を録画配信
でご視聴いただけるように準備しております。詳しくは同封
のご案内をご覧ください。
　なお、皆様から事前にお寄せいただきましたご質問に
は、できる限り回答させていただきたいと考えております。
希望される方はお手数でございますが、右記の保護者会事
務局までメールでお送り頂けますようお願い致します。保護
者の皆様にはご心配をおかけしていることと存じますが、何
卒ご了承いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

オンラインにいかに
馴染むかが就活の鍵

保護者会事務局メールアドレス
hogoshakai@ml.notredame.ac.jp

（件名）教育懇談会
❶ご氏名
❷お嬢様の学籍番号
　（封筒の宛名ラベル右下の数字です）
❸ご質問内容

ご質問窓口〆切   9月15日（火）まで

2020年度京都ノートルダム女子大学保護者会役員・評議員ご紹介

保護者会通信
2020 年（令和 2 年）9 月 1 日　NO.23

京都ノートルダム女子大学　保護者会事務局
〒606-0847　京都市左京区下鴨南野々神町 1　TEL:075-706-3700　FAX:075-706-3707　e-mail :hogoshakai@ml.notredame.ac. jp編集・発行



ク ラ ブ 活 動 報 告

　「京炎そでふれ！輪舞曲」は、京都ノートルダム女子大学
と龍谷大学の合同サークルです。
　「学生の燃えるような想いを京都から全国に発信した
い」という想いで日々練習に励み、地域活性化のため、小学
校や老人ホームでの披露、全国各地で行われるお祭りに参
加しています。
　輪舞曲は、今年で創設から15年という節目の年を迎えま
した。これを記念して、2020年2月22日に『京炎そでふれ！
輪舞曲15周年記念式典』を、本学のユニソン会館アリーナ
にて開催いたしました。当日は、初代のOB・OGから現役生
まで、約120名が集い、クイズや借り人競争などのレクリ
エーション、世代を超えての交流を楽しみました。
　また、オープニングとエンディングでは現役生より、
2018年度オリジナル演舞「歌舞吼」と2019年度オリジナル
演舞「零一～0から1へ～」の2演舞を披露しました。
　式典の演舞披露に向けての練習の中で、もともとチーム

で使用していたスピーカーが故障してしまい影響が出て
いたのですが、今回保護者会から出していただいた助成金
のおかげで新しいスピーカーを購入することができ、無事
に式典を終えることができました。
　輪舞曲は、たくさんの方に支えられていることを改めて
実感しました。日頃から、応援してくださる皆様、ご協力頂
いている皆様に、感謝の気持ちでいっぱいです。本当に、あ
りがとうございます。皆様に元気をお届けできるよう、精
一杯頑張りますので、今後ともご支援のほどよろしくお願
い致します。

こども教育学科４年次生
加藤ゆりの

2020年度 保護者会による
主な学生生活支援事業

学内屋外施設整備、庭園等整備維持費
テニスコート･グランド･体育館維持費
保健室AEDパッド
図書館クリアファイル・書籍展示台
図書館学生用書籍

施設助成・設備助成

新入生対象行事・ＮＤ祭補助
クラブ定期活動補助
クリスマスイルミネーション補助

課外教育助成

　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）

　保護者会では学生のクラブ・サークル活動における試合遠征費、各所属団体の連盟納付金・登録費や備品の購入にかかる費用等
を課外教育助成費、学生行事費より支援しています。

100円朝食差額補助負担金
学研災保険（通学特約）
就職ガイドブック（３年生）
日経BP検索サービス
学生相談室相談会費用他
保護者会特別援助奨学金（規定対象者）

学生支援助成

卒業記念リング
修了記念品（CROSSボールペン）

卒業記念品贈呈

本学独自の奨学金｜保護者会特別援助奨学金
修学の熱意があるにもかかわらず家計急変のため経済的に学業の継続が困難になった学生に、学費の一部として上限20万円
を給付します。家計の急変事由が発生した月から6ヶ月以内に出願書類を学生課へ提出してください。学内選考委員会で選考し
ます。（令和元年度給付実績：2名）

2020年度議案決議承認のご報告 保護者会事務局
　6月14日開催予定でございました保護者会総会は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止とさせていただき
ました。皆様にご連絡いたしましたとおり、今年度の各議案（事業計画案、予算案等）の審議につきましては「保護者会
会則第11条2項」の規定に基づき、理事会の決議をもって会員1,303名の総意を得たものとし、異議申し立てなく承認さ
せていただきましたことを正式にご報告いたします。 

　保護者会が学生支援事業として主催しており

ます「100円朝食」は、セルフサービスによる提供

を行っているため、新型コロナウイルス感染拡

大のリスクを考慮した結果、当面の間休止とさ

せていただきました。理事会では今後事態の収

束を待ち、提供先の学生食堂とも協議の上、状況

が許せば後期からの実施再開を調整しています。

「１００円朝食」休止のお知らせ

京炎そでふれ！輪舞曲

奨学金についてのご相談、
お問い合わせの窓口は本学学生課です

京都ノートルダム女子大学  学生課  075‒706‒3740

保護者会
特別援助奨学金 給付

全学部生
全大学院生

上限
20万円

修学の熱意があるにもかかわらず、家計支持者の家計の急変のため、
経済的に学業継続が困難になった者

奨学金名称 種別 対象者 金額 応募資格

随時

募集時期

その他の本学独自の奨学金

新入生
支給奨学金
上級生

支給奨学金

特待生奨学金

テレジアン課外活動
給付奨学金
同窓会マリアン
スカラシップ
テレジアン
スカラシップ

授業料の
半額以内
授業料の
半額以内

10万円

上限
20万円
授業料の
半額以内
学費の
半額以内
授業料の
半額以内

給付

給付

給付

給付

給付

貸与
(無利子)

大学院奨学金 給付

新入生

2～4年次生

2～4年次生

2～4年次生

4年次生

大学院生

奨学金名称 種別 対象者 金額 応募資格

7～8月

9月

9月

9月

7月

推薦選考
6月

入学前
3月

募集時期

学部生
大学院生

高等学校の学業成績が優秀で、家庭の経済的理由により
奨学金が特に必要と認められる者

大学の学業成績が優秀で、家庭の経済的理由により
奨学金が特に必要と認められる者

前年度の学業成績・人物ともに優秀で他の学生の模範であると認められ、
所属学部・学科から推薦された者

大学公認の課外活動団体に所属し、熱意をもって課外活動をおこない
成果を挙げている学生で、経済的援助を必要としている者

学業成績・人物とも優秀で、家庭の経済事情の悪化のため
修学の熱意があるにもかかわらず修学が困難になった4年次生

修学の熱意があるにもかかわらず、家庭の経済的理由により修学が困難になった者

学業成績・人物とも優秀で、経済的理由で奨学金が特に必要と認められる者

　保護者の皆様におかれましては、日頃から学生相談室へ多大なるご協力とご理解を賜り、有
難うございます。学生相談室では、学生一人ひとりが自分らしく充実した学生生活を送れるよう
臨床心理士の資格を持った専門相談員が、学生の心理面に関する支援を行っています。
　今年は新型コロナウイルス（COVID-19）の影響により、各地で予定されていた行事が軒並み
中止や延期に追い込まれるという前代未聞の事態となり、本学でも通常とは異なる新年度の
開始となりました。閉塞的で先の見えにくい状況は、心の健康にも深く影響を与えます。非日常
にさらされると、身体的・精神的な症状が現状すぐには現れず、後から出てくることもあります。
　今年度、学生相談室では学生・保護者の方々に向けたオープン相談会を7月に開催する予
定でいましたが、コロナ禍により感染予防の観点から開催することができませんでした。現時
点で11月、2月の開催予定をしておりますが、開催方法・実施の可否については大学のHPに掲
示しますので、随時ご確認いただきますようお願い申し上げます。

2020年度保護者会
バザー中止のお知らせ

保護者会事務局

　このたび、例年10月のND祭にて開催
しておりました「保護者会バザー」の中止
を決定いたしました。地域の方々にも喜
んでいただいており、保護者会にとって
も皆様と交流できる楽しい機会でもあり
ましたので、誠に残念ではございます
が、新型コロナウイルス感染拡大の影響
による現状と今後を鑑み、参加者、関係
者の健康と安全を最優先に考えた結果
です。今後、安全に開催できるような環
境が戻り、また皆様とお会いできる日常
が一日も早く戻ることを願うばかりです。

第一種（無利子）

第二種（有利子）

給付

5.4万円・4万円・
3万円・2万円
2万円～12万円（1万円単位）
※貸与額を選択

第Ⅰ区分　38,300円
第Ⅱ区分　25,600円
第Ⅲ区分　12,800円

学業を確実に修了できる
見込がある

GPA上位1/2以上

6.4万円・5万円・4万円・
3万円・2万円 高校成績評価3.5以上

出身高校における成績が平均水準以上

高校成績評価3.5以上
又は入試上位1/2以上

第Ⅰ区分　75,800円
第Ⅱ区分　50,600円
第Ⅲ区分　25,300円

種類 自宅通学 自宅外通学 1年次生

学業成績が学科の上位1/3以内

2年次生

～学生相談室だより～ 学生相談室

※学生相談室をご利用の際は事前にお電話でご予約ください。
電話｜075-706-3717 （月～金  8:45～17:15）
窓口｜ソフィア館 1階

学生
相談室

奨学金のご案内

学外の奨学金｜日本学生支援機構奨学金

文部科学省
「学びの継続」のための
『学生支援緊急給付金』

具体的な要件については、文部科学省のＨＰをご参照ください。
（https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/hutankeigen/mext_00691.html）

住民税非課税世帯の学生等 20万円
上記以外の学生 10万円

種類 自宅通学 自宅外通学 1年次生 2年次生

文部科学省



ク ラ ブ 活 動 報 告

　「京炎そでふれ！輪舞曲」は、京都ノートルダム女子大学
と龍谷大学の合同サークルです。
　「学生の燃えるような想いを京都から全国に発信した
い」という想いで日々練習に励み、地域活性化のため、小学
校や老人ホームでの披露、全国各地で行われるお祭りに参
加しています。
　輪舞曲は、今年で創設から15年という節目の年を迎えま
した。これを記念して、2020年2月22日に『京炎そでふれ！
輪舞曲15周年記念式典』を、本学のユニソン会館アリーナ
にて開催いたしました。当日は、初代のOB・OGから現役生
まで、約120名が集い、クイズや借り人競争などのレクリ
エーション、世代を超えての交流を楽しみました。
　また、オープニングとエンディングでは現役生より、
2018年度オリジナル演舞「歌舞吼」と2019年度オリジナル
演舞「零一～0から1へ～」の2演舞を披露しました。
　式典の演舞披露に向けての練習の中で、もともとチーム

で使用していたスピーカーが故障してしまい影響が出て
いたのですが、今回保護者会から出していただいた助成金
のおかげで新しいスピーカーを購入することができ、無事
に式典を終えることができました。
　輪舞曲は、たくさんの方に支えられていることを改めて
実感しました。日頃から、応援してくださる皆様、ご協力頂
いている皆様に、感謝の気持ちでいっぱいです。本当に、あ
りがとうございます。皆様に元気をお届けできるよう、精
一杯頑張りますので、今後ともご支援のほどよろしくお願
い致します。

こども教育学科４年次生
加藤ゆりの

2020年度 保護者会による
主な学生生活支援事業

学内屋外施設整備、庭園等整備維持費
テニスコート･グランド･体育館維持費
保健室AEDパッド
図書館クリアファイル・書籍展示台
図書館学生用書籍

施設助成・設備助成

新入生対象行事・ＮＤ祭補助
クラブ定期活動補助
クリスマスイルミネーション補助

課外教育助成

　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）

　保護者会では学生のクラブ・サークル活動における試合遠征費、各所属団体の連盟納付金・登録費や備品の購入にかかる費用等
を課外教育助成費、学生行事費より支援しています。

100円朝食差額補助負担金
学研災保険（通学特約）
就職ガイドブック（３年生）
日経BP検索サービス
学生相談室相談会費用他
保護者会特別援助奨学金（規定対象者）

学生支援助成

卒業記念リング
修了記念品（CROSSボールペン）

卒業記念品贈呈

本学独自の奨学金｜保護者会特別援助奨学金
修学の熱意があるにもかかわらず家計急変のため経済的に学業の継続が困難になった学生に、学費の一部として上限20万円
を給付します。家計の急変事由が発生した月から6ヶ月以内に出願書類を学生課へ提出してください。学内選考委員会で選考し
ます。（令和元年度給付実績：2名）

2020年度議案決議承認のご報告 保護者会事務局
　6月14日開催予定でございました保護者会総会は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止とさせていただき
ました。皆様にご連絡いたしましたとおり、今年度の各議案（事業計画案、予算案等）の審議につきましては「保護者会
会則第11条2項」の規定に基づき、理事会の決議をもって会員1,303名の総意を得たものとし、異議申し立てなく承認さ
せていただきましたことを正式にご報告いたします。 

　保護者会が学生支援事業として主催しており

ます「100円朝食」は、セルフサービスによる提供

を行っているため、新型コロナウイルス感染拡

大のリスクを考慮した結果、当面の間休止とさ

せていただきました。理事会では今後事態の収

束を待ち、提供先の学生食堂とも協議の上、状況

が許せば後期からの実施再開を調整しています。

「１００円朝食」休止のお知らせ

京炎そでふれ！輪舞曲

奨学金についてのご相談、
お問い合わせの窓口は本学学生課です

京都ノートルダム女子大学  学生課  075‒706‒3740

保護者会
特別援助奨学金 給付

全学部生
全大学院生

上限
20万円

修学の熱意があるにもかかわらず、家計支持者の家計の急変のため、
経済的に学業継続が困難になった者

奨学金名称 種別 対象者 金額 応募資格

随時

募集時期

その他の本学独自の奨学金

新入生
支給奨学金
上級生

支給奨学金

特待生奨学金

テレジアン課外活動
給付奨学金
同窓会マリアン
スカラシップ
テレジアン
スカラシップ

授業料の
半額以内
授業料の
半額以内

10万円

上限
20万円
授業料の
半額以内
学費の
半額以内
授業料の
半額以内

給付

給付

給付

給付

給付

貸与
(無利子)

大学院奨学金 給付

新入生

2～4年次生

2～4年次生

2～4年次生

4年次生

大学院生

奨学金名称 種別 対象者 金額 応募資格

7～8月

9月

9月

9月

7月

推薦選考
6月

入学前
3月

募集時期

学部生
大学院生

高等学校の学業成績が優秀で、家庭の経済的理由により
奨学金が特に必要と認められる者

大学の学業成績が優秀で、家庭の経済的理由により
奨学金が特に必要と認められる者

前年度の学業成績・人物ともに優秀で他の学生の模範であると認められ、
所属学部・学科から推薦された者

大学公認の課外活動団体に所属し、熱意をもって課外活動をおこない
成果を挙げている学生で、経済的援助を必要としている者

学業成績・人物とも優秀で、家庭の経済事情の悪化のため
修学の熱意があるにもかかわらず修学が困難になった4年次生

修学の熱意があるにもかかわらず、家庭の経済的理由により修学が困難になった者

学業成績・人物とも優秀で、経済的理由で奨学金が特に必要と認められる者

　保護者の皆様におかれましては、日頃から学生相談室へ多大なるご協力とご理解を賜り、有
難うございます。学生相談室では、学生一人ひとりが自分らしく充実した学生生活を送れるよう
臨床心理士の資格を持った専門相談員が、学生の心理面に関する支援を行っています。
　今年は新型コロナウイルス（COVID-19）の影響により、各地で予定されていた行事が軒並み
中止や延期に追い込まれるという前代未聞の事態となり、本学でも通常とは異なる新年度の
開始となりました。閉塞的で先の見えにくい状況は、心の健康にも深く影響を与えます。非日常
にさらされると、身体的・精神的な症状が現状すぐには現れず、後から出てくることもあります。
　今年度、学生相談室では学生・保護者の方々に向けたオープン相談会を7月に開催する予
定でいましたが、コロナ禍により感染予防の観点から開催することができませんでした。現時
点で11月、2月の開催予定をしておりますが、開催方法・実施の可否については大学のHPに掲
示しますので、随時ご確認いただきますようお願い申し上げます。

2020年度保護者会
バザー中止のお知らせ

保護者会事務局

　このたび、例年10月のND祭にて開催
しておりました「保護者会バザー」の中止
を決定いたしました。地域の方々にも喜
んでいただいており、保護者会にとって
も皆様と交流できる楽しい機会でもあり
ましたので、誠に残念ではございます
が、新型コロナウイルス感染拡大の影響
による現状と今後を鑑み、参加者、関係
者の健康と安全を最優先に考えた結果
です。今後、安全に開催できるような環
境が戻り、また皆様とお会いできる日常
が一日も早く戻ることを願うばかりです。

第一種（無利子）

第二種（有利子）

給付

5.4万円・4万円・
3万円・2万円
2万円～12万円（1万円単位）
※貸与額を選択

第Ⅰ区分　38,300円
第Ⅱ区分　25,600円
第Ⅲ区分　12,800円

学業を確実に修了できる
見込がある

GPA上位1/2以上

6.4万円・5万円・4万円・
3万円・2万円 高校成績評価3.5以上

出身高校における成績が平均水準以上

高校成績評価3.5以上
又は入試上位1/2以上

第Ⅰ区分　75,800円
第Ⅱ区分　50,600円
第Ⅲ区分　25,300円

種類 自宅通学 自宅外通学 1年次生

学業成績が学科の上位1/3以内

2年次生

～学生相談室だより～ 学生相談室

※学生相談室をご利用の際は事前にお電話でご予約ください。
電話｜075-706-3717 （月～金  8:45～17:15）
窓口｜ソフィア館 1階

学生
相談室

奨学金のご案内

学外の奨学金｜日本学生支援機構奨学金

文部科学省
「学びの継続」のための
『学生支援緊急給付金』

具体的な要件については、文部科学省のＨＰをご参照ください。
（https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/hutankeigen/mext_00691.html）

住民税非課税世帯の学生等 20万円
上記以外の学生 10万円

種類 自宅通学 自宅外通学 1年次生 2年次生

文部科学省



　保護者会会員の皆様におかれましては益々ご清祥のこととお慶
び申し上げます。日頃より保護者会活動に、ご理解とご協力を賜り
厚く感謝申し上げます。本年度、会長の職を拝命しました伊藤誠と
申します。会員の皆様からのご支援をいただきながら『学生』と
『学校』の懸け橋になるよう尽力してまいります。どうぞ宜しくお願

い申し上げます。
　まず、会員の皆様には新型コロナウィルス感染症の感染抑止及び開催に伴う地域へ
の影響を勘案し、保護者会総会の開催を取りやめた事に対してお詫び申し上げます。
事業報告・収支決算・収支予算等の重要議案を書面で審議をしていただきました。各
議案に対してご承認いただきありがとうございます。まだ、終息の目途がたたない状況
下での活動ではありますが、保護者会役員や評議員の方々と協力して『明るく』『楽しく』
そして『学生の為に出来る事』を精一杯取り組んでまいります。
　学校はキリスト教精神による女性の教育と『徳と知』を兼ね備えた女性を育成するこ
とを建学の精神としています。コロナウィルス禍における社会情勢は大きく変わりつつ
ありますが、知性と品性を兼ね備えた女性に成長し、自信を持って次世代を担う人材と
して羽ばたいていけるよう保護者会としても支援してまいりたいと思います。
　そして、保護者会活動についてですが大学の発展と教育目的達成に協力するととも
に会員相互の親睦をはかることを目的としています。課外活動の援助や教育環境整備、
奨学金の支給や『100円朝食』の補助などを支援しています。会員相互の親睦をはかる
事も活動の目的の一つです。残念な事に皆様が楽しみにしている保護者会バザーも中
止し、会員の交流の場を持てない状況ですが、皆様の知恵をお借りして新たな親睦を
はかる機会を考えてまいります。
　2021年には創立60周年を迎えます。保護者会員の皆様におかれましては、本活動の
趣旨をご理解いただき、さらなるご支援、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

キャリアセンターだより

［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］

　本年1月29日付で京都ノートルダム女子大
学学長を拝命いたしました、中村久美と申し
ます。どうぞよろしくお願いいたします。　
　今年度は、新型コロナウィルス感染対策措

置として、4月2日に予定しておりました入学式の挙行をあきら
め、4月15日よりオンライン形式のみで授業を開始いたしました。
4年前に、Web上で資料や提出物、授業情報をやり取りする学習支
援ツール“manaba”を導入していたことが功を奏し、このツールを
利用したオンライン授業の配信を、比較的早く始めることができ
ました。連休前には、学生および非常勤講師を含めた教員を対
象に、それぞれオンライン授業に対するアンケート調査を行い、
結果を大学全体で共有しました。指摘された不都合や問題は、
授業の改良に活かしております。

　このような状況下、新入生にとっては、キャンパスに足を踏み
入れることも、学科の先生と顔を合わせることもないまま、大学
生活が始まってしまいました。その戸惑いや不安感は計り知れな
いことと思います。一方、4年生は、閉塞感と焦燥の中、異例の就活
を強いられています。全力をあげた支援が必要と痛感しておりま
す。いずれも、お嬢様を見守っておられる保護者の皆様の御心配
は、如何ばかりかと推察いたします。ようやく1/3ほどの対面授業
が開かれた現在、この原稿を書いております期間は、オンライン
形式と対面形式が入り混じる授業の調整や、補講の準備に追われ
ています。
　コロナウィルス禍の対応は、しばらく続くことと思います。
教育、学生支援につきましては、小規模大学としての機動性や柔
軟性のある対応を心がけたいと思っております。引き続き学生
への情報発信にも努めてまいります。どうか保護者の皆様にお
かれましては、大学が発信します様々な情報や案内にご理解い
ただきますと同時に、不安定な大学生活を余儀なくされる学生
を、これからもお見守りいただきますようお願いいたします。

　保護者会のみなさまにおかれましては、ご清祥のことと

お喜び申し上げます。日頃から様々な活動でご支援を賜り

心からお礼申し上げます。2020年2月下旬以降、新型コロナ

ウイルス感染症の影響で大学教育の在り方も大きく様変

わりしております。今年の1年次生は入学式もなく「マナ

バ」というオンディマンドのネット授業やズームでの遠隔

授業を受けることになり、多くの学生が大学に普通に通え

ていない状態です。保護者の方々への講演会も開催が難し

い状況ですので、せめて紙面でコロナ禍の社会で行われて

いる新卒採用・就職活動について少し説明させて頂きます。

　このような状況下では企業の採用方法が当然変化して

おります。これまでは学生を集めて実施していた会社説明

会をインターネット上で実施する「オンライン化」が一気に

加速し、2020年4月1日時点でオンライン会社説明会を視聴

したことのある就職活動生はすでに85.8％だそうです。

また、グループディスカッション・面接などの選考もオン

ラインで実施する企業が増加し、中には会社説明会から

内定まですべてオンラインで完結する企業も出て参りま

した。企業の採用方法だけでなく働き方においても、オン

ライン化・リモート化を取り入れたニューノーマルの働き

方・生活が推進されています。つまり、これからの学生に

とってはいかにオンラインに馴染んでいるかが就職活動

や仕事において重要なファクターになると思われます。

　そこで、本学キャリアセンターでは、オンライン・オフラ

インでの対応を可能な限り併用し、学生の皆さんをサポー

トできるよう努めております。進路や就職活動全般につい

て相談できる個人面談、模擬面接・グループディスカッ

ション等の選考対策講座をオンラインで行い、気軽にアク

セス可能なオンライン窓口開設、キャリアガイダンスの配

信など、全学部・全学科の学生が利用できるサービスを新

たに提供しております。今後もさらにオンラインイベント

や個々の学生のトレーニングを充実させ、より新しい時代

に合わせたものにして参ります。

　それにしても、内定を頂かれるまでお嬢様たちは孤独と

不安の中におられます。言うまでもなく、このような時は

他人ではなく保護者のみなさまの励ましや忍耐がとても

大切になります。不安を煽ることなく「大丈夫。何とかな

る」とそれこそオンラインででも常に励ましてあげて下さ

いますようお願い申し上げます。そしてお嬢様たちの笑顔

をご一緒に見たいと心から願っております。

キャリアセンター長
須川いずみ

HP ではいろんな情報を発信しています

会長挨拶

学長挨拶

京都ノートルダム女子大学保護者会

会　長　　伊藤 　誠

京都ノートルダム女子大学

学　長　　中村　久美

2020年度が始まりました。
今年一年間、役員と評議員一同を、
どうぞよろしくお願いいたします。

会　長
副会長
　〃
監　事
理　事
　〃
　〃
　〃
　〃

保
護
者
会
役
員（
９
名
）

保
護
者
会
評
議
員（
22
名
）

伊藤　　　誠
下村　　明子
伊藤　絵理子
中村　　律夫
森川　ひろみ
秋山　西大男
椋本　千鶴子
藤岡　　春樹
向井　　生枝

英文 3 年
英文 4 年
こども 3 年
心理 4 年
こども 4 年
英文 2 年
英文 2 年
英文 2 年
福生デ 2 年

評議員
　〃
　〃
　〃
　〃
　〃
　〃
　〃
　〃
　〃
　〃
　〃
　〃
　〃
　〃
　〃
　〃
　〃
　〃
　〃
　〃
　〃

白川　善昌・綾子 
上中　美奈子 
山本　裕美子 
小谷　　保雄 
出原　　淳子 
井川　　朋子 
川井　千代美 
池田　公美子 
清水　ちはる 
田中　　リカ 
吉村　　明代
白須賀るみこ 
安部　　夏子 
伊東　真佐美 
高取　久美子 
佐本　　智子 
木村　　紀子 
茂中　　幸代 
中田　　啓之 
嶋村　　純子 
杉岡　　直美 
当瀬　アリサ 

国日 4 年
福生デ  〃
福生デ  〃
こども  〃
英文 3 年
英文  〃
国日  〃
福生デ  〃
国日 2 年
国日  〃
国日  〃
福生デ  〃
心理  〃
英文 1 年
英文  〃
国日  〃
福生デ  〃
福生デ  〃
心理  〃
心理  〃
心理  〃
心理  〃

保護者会役員

2020年度

教育懇談会
開催中止のお知らせ

　9月26日（土）、京都ノートルダム女子大学にて開催を予定
しておりました「教育懇談会」は、新型コロナウイルス感染拡
大の収束の見通しがたたない状況を鑑みて、誠に残念なが
ら中止とさせていただきます。
　ただ、このような時だからこそ情報提供の機会を大切に
したいと思いますので、予定しておりました講演を録画配信
でご視聴いただけるように準備しております。詳しくは同封
のご案内をご覧ください。
　なお、皆様から事前にお寄せいただきましたご質問に
は、できる限り回答させていただきたいと考えております。
希望される方はお手数でございますが、右記の保護者会事
務局までメールでお送り頂けますようお願い致します。保護
者の皆様にはご心配をおかけしていることと存じますが、何
卒ご了承いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

オンラインにいかに
馴染むかが就活の鍵

保護者会事務局メールアドレス
hogoshakai@ml.notredame.ac.jp

（件名）教育懇談会
❶ご氏名
❷お嬢様の学籍番号
　（封筒の宛名ラベル右下の数字です）
❸ご質問内容

ご質問窓口〆切   9月15日（火）まで

2020年度京都ノートルダム女子大学保護者会役員・評議員ご紹介

保護者会通信
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