
　卒業生・修了生の保護者の皆さま、お嬢様のご卒業・ご修了、
誠におめでとうございます。
　そして、今般の新型コロナウィルス感染症によりお亡くなりに
なった方々に謹んで哀悼の意を表すとともに、感染された方々
やそのご家族、不安のなかにおられる方々に対して、心からお
見舞いを申し上げます。
　本年度は、世界経済の先行き不透明感が拭えない状況が続
くなか、新型コロナウィルス感染症の拡大という難局に直面しま
した。社会全体の移動が抑制され、経済の停滞が起こり、先行き
が読めない状況となり、保護者会総会、教育懇談会、ND祭バ
ザー等の中止や、学生にはリモートによる遠隔授業など新しい
生活様式を求められ、学生達だけではなく保護者の皆様にお
かれましても学業、就職に大きな不安を抱えた年になりました。
　そんな困難な時代でも知性と品性を兼ね備えた女性に成長
された皆様の、これまでのたゆまぬ努力に敬意を表しますと
ともに、心よりお祝い申し上げます。
　新たな門出に期待や不安、戸惑いがあるかもしれません。
その時には、どんな逆境にもひるまずに自信を持って行動でき
る女性、「尊ぶ・対話する・共感する・行動する」という4つの京都
ノートルダム女子大学の行動指針を思い出してください。自ら
の道を切り開きながら、人と人をつなぎ、この社会を紡ぐ事がで
きる女性に成長されました皆様の、ご活躍を祈念しております。
　そして、いつも学生に寄り添って暖かく見守り、ご指導をい
ただきました先生方や手厚くサポートしてくださった教職員の
皆様には深く感謝申し上げますとともに、心よりお礼申し上げ
ます。

　新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、本学では、３密を
徹底的に避けることを前提に、オンラインと対面を適切に組み合わせた
ブレンド型授業を行ってきました。対面授業では、３密防止、手指消毒、
体温管理、換気の徹底等の基本的な予防策はもちろんのこと、授業で
フェイスシールドが必要な場合は学生へ配布し、学生が授業で発表する
際はマイクカバーの替えを用意して交換する等、きめ細かい配慮を行っ
ています。実習や体育の授業では、授業前後に用具や使用物品をアル
コール消毒するほか、図書館では、座席数の削減や机の配置を工夫し密
を避け、館内の設備やパソコン、返却図書等はアルコール消毒してから
再利用するようにしています。キャリアセンターでは入室制限と入室記録
を行い、個人面談の際は透明パネルを設置しているほか、イベントの参
加は対面式とリモート参加を学生が選べるようにしています。食堂は、
１席ごとにパーティションで仕切り、飛沫防止策を徹底しています。
　オンライン授業に備えて、無料貸出パソコンの台数を増強し、学内各

所にオンライン授業用個別学習スペース「Study Spot」を整備しました。
学生寮では、二人部屋の学生に対して、近隣の学生マンションを本学が
借り上げ、費用の追加負担なく一人部屋に移動していただけるよう配慮
も行いました。
　このように、今後とも感染拡大防止を徹底しつつ、教育の継続に努め
てまいりますので、学生や保護者の皆様のご理解とご協力をお願いいた
します。

2020年度後期100円朝食について　保護者会事務局
　新型コロナウイルス感染拡大の影響により本年度前期より休止しておりました「100円朝食」は再開に向けて協議して参りましたが、衛生管理面で
十分な安全対策をとることが難しく残念ながら後期も休止いたしました。学生、保護者の皆様にはお詫び申し上げるとともにご理解を願います。

　保護者会のみなさまにおかれましては、ますますご清祥のこ
ととお慶び申し上げます。日頃から様々な活動でご支援を賜り心
から御礼申し上げます。例年であれば、2～3月から会社説明会
が始まり4～5月にかけて選考が開始され、順次内定が出ていた
のですが、今年は東京オリンピック開催が予定されていたこと
から7月までに選考を終えるべく、更に選考スケジュールを早め
る企業の傾向がみられました。ところが、実際に蓋を開けてみま
すと、オリンピックは延期になり、ご存じのように2月下旬から急
激に広まったコロナ禍により大規模イベントの自粛要請がなさ
れ、学内外での説明会も中止が相次ぎました。更に4月には「緊
急事態宣言」により、例年就活のピークとなる4月5月の選考が一
旦中断となり、学生達も出口の見えないトンネルの中で待機を
余儀なくされることになりました。
　企業側もこの中断期間に急遽、説明会と面接をオンライン形
式にシフトしWEB面談といった新たな面接方式を進めることに
なりました。ただ本学に限らず他大学でも同様に様々なイベン
トへの参加率が減少している傾向が生じており、コロナ禍による
行動規制が就活を行う学生の活動量の全体的な低下に繋がっ
ているのではないかと危惧しています。
　その上、航空・ホテル等の観光系での新卒採用中止や縮小な
どの影響が少なからず生じ、本学でも11月末現在での内定率が
対前年同期比で影響が出ているところです。このことを受けキャ
リアセンターでは、卒論提出が迫り就職活動を一時中断してい
た未内定学生のために12月から断続的に求人票を具体的に見
ながらの個別の会社を招集して学生とのマッチング会を実施し
ているところです。
　一方、現3年生の就職活動も既にスタートしています。こちら
はスタート時点からコロナ禍の影響で対面式のイベントが大幅
に減り、12月に入り急激に増え続ける感染者の状況からイン
ターンシップですら、オンラインで行う企業も出ている状況で
す。キャリアに関してのイベントや講座も対面式での実施がし難
い状況になりつつあることから、オンラインでの参加もできるよ
うに対応しています。
　本学としては3年次生へのイベント周知を強化するとともに、
１・２年生から参加できる企画も増やし、3年次生からの就職活
動がスムーズに行えるよう企画しています。キャリア系の授業や
インターンシップで実際に企業人の指導を受け、単位化してい
くものもあり、積極的に参加している学生が内定を早くもらって
いるように思います。
　保護者の皆様におかれましてもお嬢様に、就活に関する相談
やイベント参加につきまして積極的に大学のキャリアセンター
を利用することをお勧めくださいますよう心からお願い申し上
げます。

キャリアセンター長

須川　いずみ
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主な進路先

京都建物辻正㈱
日本航空電子工業㈱
長谷川工業㈱
㈱蓬莱
日本電産テクノモータ㈱
㈱滋賀県農協電算センター
ジィ・アンド・ジィ㈱
㈱日新
滋賀観光バス㈱
名古屋東部陸運㈱
岡山交通㈱
㈱三笑堂
㈱関西メディカルシステムズ
㈱メディカルユーアンドエイ
宮野医療器㈱
布亀㈱
共和メディカル㈱
㈱セブン‐イレブン・ジャパン
㈱ファーストリテイリング
㈱平和堂
㈱BANKANわものや
㈱京都銀行
㈱滋賀銀行
㈱中国銀行
京都信用金庫
高松信用金庫
岡三証券㈱
丸三証券㈱
㈱イオンディライト
㈱エルハウジング
ハイアットリソースキャピタル(同)
㈱近鉄・都ホテルズ
㈱星野リゾート
㈱梅守本店
京都市教育委員会
滋賀県教育委員会
名古屋市教育委員会
(学)ヴォーリズ学園
(学)雲母学園
(学)京都三ノ宮幼稚園
鳥取大学医学部附属病院
(福)青谷学園
(福)サン・ビジョン
(医)緑生会
京都生活協同組合
京都丹の国農業協同組合
甲賀農業協同組合
綜合警備保障㈱
関電サービス㈱
UTグループ㈱
京都府庁
京都ノートルダム女子大学大学院
京都工芸繊維大学大学院

キャリアセンター
だより

学生食堂の机は1席
ごとに仕切りを設置

図書館ラーニング
コモンズも1席ずつ配置 Study Spot：Wi-Fiや電源を完備した

個別学習スペース

2020年度卒業予定者【57期生（20秋・21卒）】
2020/12/31 現在

京都ノートルダム女子大学保護者会

会　長　　伊藤 　誠

尊ぶ・対話する・
共感する・行動する

［会長挨拶］

　2020年度後期は、受講者数の多い一部の授業はオン
ライン形式とするものの、基本は対面授業とし、一部にオ
ンライン形式を取り入れたブレンド型授業を加えてスタートしました。教室や図
書館、食堂など、大学施設では席数を減らして密を防ぎつつ、机やテーブルには
施設課手作りのしきりや衝立を装備したうえで、学生には厳格にマスク着用を求
め、万全の感染予防対策を講じました。
　それでも後期の恒例行事のいくつかは中止や縮小、あるいは形を変えて行わ
ざるを得ませんでした。ND祭は、保護者会や同窓会の皆様にも例年、バザーな
どでご参加いただいておりましたが、それらを含め学外者の参加はご遠慮いた
だき厳重な感染予防対策をとったうえで、在籍学生だけの懇親会として行いま
した。とりわけ入学以来、キャンパスに足を踏み入れることなく同じ学科の同級
生の顔ぶれもほとんど知らないままであった1年生にとっては、貴重な交流の機
会となりました。ND祭実行委員の上級生やそれを支える学生部の教職員の活躍
の賜物といえます。11月の物故者ミサは、10月いっぱいが感染状況も落ち着いて
いたこともあり、授業の一部として参加を義務付けることまではしませんでした
が、例年通り実施いたしました。一方で、クリスマスのミサは早々に中止が決まり
ました。学校法人ノートルダム3校が本学ユニソン会館アリーナに集い、ご近所
の住民の皆様もお迎えしての本学一大イベントで、中でも感動的なキャンドル
サービスを、1年生に経験させてあげられなかったことは非常に残念でした。恒例
のクリスマスイルミネーションは、人が集まる点灯式は中止しましたが、12月半
ばを過ぎて例年にない寒さに見舞われた京都の夜空を美しく彩っていました。
　2020年は、“コロナ”に始まり、“コロナ”に終わった1年でした。2021年はいよ
いよ本学60周年の節目の年。春からは新カリキュラムが始まります。感染終息
を願いつつ、コロナ禍を潜り抜けた私たちは、その経験知を教育に活かして新
たなステージへと進んでいきたいと思っています。保護者会の皆様におかれ
ましては、大学の取組にご理解とご協力を賜りますよう、そしてこの不安定で不
自由な状況下で学生生活を送らねばならない学生を、温かくお見守りいただ
きますようお願い申し上げます。

京都ノートルダム女子大学

学　長　　中村　久美

ご挨拶
［学長挨拶］

新型コロナウイルス感染拡大防止策について 事務局長　榊田美起子

　今年度の保護者会では新型コロナウイルスの影響を鑑み、毎年恒例の行事を残念な
がらすべて中止いたしました。そして所謂「新しいライフスタイル」は、2021年度からも引
き続き継続してゆく必要があると思われ、今後、保護者会では安全に十分配慮した上で
来学型の行事も可能にしていきたいと考えております。6月と9月の二つの行事ではいず
れも「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」という保護者会の目
的に沿った内容で、講演会や相談会を開催させていただく予定です。今後の状況によっ
ては中止やWeb開催への変更等の可能性もございますが、安全・安心にご来学いただ
ける形での開催を目指し、現在企画を進めておりますので、ぜひ今からご予定していた
だけますとありがたく存じます。詳細は新年度よりあらためてお知らせいたします。

2021年度主催行事のお知らせ   保護者会事務局
▶保護者会総会 ６月13日（日）　▶教育懇談会 ９月25日（土）

保護者会の情報はこちらから
http://www.notredame.ac.jp/hogoshakai
過去の保護者会通信や事業報告書等も閲覧できます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
京都ノートルダム女子大学HOMEからは

保護者会へのお便りはこちらから
 hogoshakai@ml.notredame.ac.jp　
 TEL. 075‒706‒3700
 FAX. 075‒706‒3707

ご意見、ご感想など皆様からのお声をお待ちしております。

京都ノートルダム女子大学保護者会

ホームページ用QRコード▶

メール用QRコード▶

　 訪問者別　→　保護者の方へ　のページへ

▶

▶

保護者会通信
2021 年（令和 3 年）3 月 1 日　NO.24

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



保護者会特別援助奨学金 給付 3名に各20万円

奨学金名称 種別 支給実績

随時

新型コロナウイルス感染拡大
に伴う緊急支援奨学金 給付 1次：38名に各20万円

2次：14名に各20万円
1次：6月   
2次：11月

新型コロナウイルス感染症対策助成事業
食堂プリペイドカード配布企画 給付 80名に各1万円分の

食堂プリペイドカード配布
11月中旬～
12月中旬

募集時期

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

マリアンスカラシップ

テレジアンスカラシップ

20名に各16万円

17名に各20万円

14名に各10万円

2名に各20万円

　　2名（375,000円）
（258,000円）

2名に各565,000円

2名に各20万円

給付

給付

給付

給付

給付

貸与
（無利子）

大学院奨学金 給付

7～8月

9月

9月

9月

7月

推薦選考
6月

入学前
3月

本学で受給できる奨学金の規定詳細を前号の通信にてご案内いたしましたが、
長引くコロナ禍の影響は、まだまだこれからも続くと思われます。現在ご案内できる
情報を再度お知らせいたします。

お問い合わせ／本学学生課  075‒706‒3740 保護者会事務局

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※

※上記に当てはまらない場合でも、修得単位数によっては学修計画書の提出により給付奨学生として推薦することがある。

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

4月

4月

4月

募集時期

学外の奨学金 募集要項｜日本学生支援機構奨学金

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

文部科学省「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金』

『ミニNDfes ～ココロの三密会～』を終えて

支援報告

ND祭実行委員長　心理学科　3年次生　　染川　美颯

　今年度のND祭は新型コロナウイルス感染拡大防止のため、
規模を縮小して10月24日（土）に『ミニNDfes ～ココロの三密会
～』と題したイベントを開催いたしました。
　当日は好天に恵まれ、1年生を中心に250名以上の参加があり
大変盛況の内に終えることができました。
　春からイベントが次々と中止になり対面ではなくオンラインに
よる講義が実施されるなど人と会う機会や時間が極端に少なく
なったことで、「4月から大学に来ていない」「友達ができるか
不安」といった声も耳にしてきました。そこで、みんなの不安な気
持ちを晴らす機会を設けようと、あえてオンライン開催ではなく
大学構内（対面）で実施することにこだわって準備を進めてきま
した。
　イベントとして、クラブ交流会・学部生交流コーナー・絵しり
とり・ちゃぶ台返し・謎解き・寄席・脱出ゲームの他、ビンゴ大会で
はディズニーペアチケットや、全国温泉一泊ペアチケットなど豪
華すぎる景品をめぐって、みんなで大いに盛り上がることができ
ました。
　コロナ禍で溜まったストレスを発散するかのようにみんなで
楽しんでいる笑顔を見ることができ、開催できて本当によかった
と実感しています。
　当初は学生委員会において新型コロナウイルス感染症の影響
により対面形式でのイベントそのものの開催に反対があった中
でも、私達実行委員の意見に耳を傾けて意見交換の場を設けて
いただきました。こうした過程を経て、このたびのイベント開催に
つながることができ心から感謝申し上げます。
　2021年度もどのような形で開催できるかわかりませんが、今回
の経験を活かし、さらに皆様に楽しんでいただけるイベントを
企画できるよう取り組んで参りますので、今後ともご支援をよろ
しくお願いいたします。

クラブ活動報告  裏千家茶道部
茶道部部長　心理学科　3年次生　　野木  万佑花

　裏千家茶道部は、毎週月曜日に裏千家から先生をお呼びして
お稽古を行い、年間7回程度、季節にちなんだお茶会を開催し
ています。今年度は新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、従
来のお茶会を開催することができませんでしたが、10月に大学
で開催されたミニNDfesでのクラブ交流会に参加し、小規模なが
らお茶会を行うことができました。その甲斐あってたくさんの新
入生が入部してくれました。その際のお茶やお菓子は保護者会
の助成金から出していただきました。
　毎年7月に学内で行われる七夕茶会では、正座ではなく椅子に
座ってお茶を点てる立礼式のお点前を行います。このお茶会で
は、七夕や夏らしいお菓子を自分たちでデザインし、お菓子屋さ
んに製作を依頼します。
　また秋には、京都国際会館のお茶室をお借りし、自分たちの家
族や友人、先輩などを招く大規模な秋季茶会を行います。お稽古
や準備には何ヶ月も前から時間をかけ、練習や打ち合わせを重
ねるため、終わった後にはとてもやりがいと達成感を味わいま
す。お菓子は4回生がデザインを考え、お点前は一席目に、小さ
な棚を使った棚薄茶点前を行い、二席目には立礼を行います。
お茶会では、お点前で使う道具やお茶碗なども自分たちで決め
ます。秋には、紅葉や菊などの道具やお茶碗を使います。わたし
たちの学校には多くのいただいた美しい道具やお茶碗があり、
来ていただいたお客様にはお茶だけでなく、道具やお茶碗まで
楽しんで鑑賞していただけると思います。
　今年度はコロナ禍でクラブ活動がなかなか思うように出来て
おらず、今まで当たり前に行っていたお稽古やお茶会が改めて、
かけがえのない時間であることを痛感しています。今後も例年通
りの活動は難しいかもしれませんが、さらなる成長を目指して部
員一同、気を引き締めて精進していきます。今後もご支援のほど
よろしくお願い致します。

5月・7月

令和2年度   学内奨学金の支給実績

【公開動画の詳細】
　ご挨拶：本　　学　中村 久美 学長より
　　　　  保護者会　伊藤　誠 会長より

【第1部：キャリア講演】
　「保護者向け就職セミナー」
　  ～就活を取りまく変化とこれから求められる人材～
　 講師：本学キャリアアドバイザー　濱中 倫秀 氏

　15年間にわたり本学のキャリア支援にご
協力いただいている濱中先生には、多くの
保護者様が関心をお持ちであろう事を中
心に、四つのテーマに沿ってお話をしていた
だきました。

１、コロナショックがもたらしたもの
２、就職環境について
３、学生の意識と企業の人材ニーズ
４、ご家庭でのキャリア支援

　激変した就職活動（社会）、業界によってはマイナスだけでなく
プラスに転じたところもあるので既存イメージだけでとらえないこ
と。そのためには日常からニュースをチェックすることが大切。これ
からはオンラインスキルが必須となるので大学で慣れておくこと。
そして就活のオンライン化によるプラス面とマイナス面、企業の採
用ニーズと学生の意識のずれについて等、具体的な例とデータで
わかりやすく説明していただきました。
　また、ご家庭での支援については「本学の学生は親御さんの意
見を結構よく聞いているし、影響を受けていると感じます」とのお
話はとても興味深く、適切なサポートをするためには、私たち親も
就活の情報を知っていることが大切だと、あらためて考えさせられ
ました。

「キャリアセンターの支援について」～質疑回答含む～
講師：本学キャリアセンター長・英語英文学科　須川 いずみ 教授

　キャリアセンター長から、本学におけるキャリア支援の紹介と
ともに、事前にお寄せいただいた保護者様からの質疑に回答して
いただきました。

【2部】前期オンライン授業報告
「ネットを使った授業ってあり？」～本当の意味で学ぶとは？～
講師：本学教育センター長・こども教育学科　神月 紀輔 教授 

　入学式もないまま、何もかもがイレギュラーな形でスタートした
2020年度の大学生活。前期が終了した時点でのオンライン授業の
振り返りを、教育センター長から報告していただきました。教員、
学生ともに行ったアンケートに基づき、オンライン授業のメリット・
デメリットや学年によって回答に違いが出たこと等、意外と思える
結果もあり、今後の改善点やこれからのブレンド型授業への方向
性を示していただきました。

2020年度教育懇談会報告 ～講演会をWebで発信～奨学金について
本学での開催を予定していた「教育懇談会」は中止いたしましたが、先生方のご協力を仰ぎまして、講演予定であったお話を録
画し、ホームページ上で公開させていただきました。保護者会から皆様へ「何とか情報発信を」ということで、初めての取組でしたが、
ご視聴いただけましたでしょうか。日々お嬢様のサポートにご尽力されておられるご家族の方々に、少しでもご参考にしていただけ
ましたなら嬉しく思います。



保護者会特別援助奨学金 給付 3名に各20万円

奨学金名称 種別 支給実績

随時

新型コロナウイルス感染拡大
に伴う緊急支援奨学金 給付 1次：38名に各20万円

2次：14名に各20万円
1次：6月   
2次：11月

新型コロナウイルス感染症対策助成事業
食堂プリペイドカード配布企画 給付 80名に各1万円分の

食堂プリペイドカード配布
11月中旬～
12月中旬

募集時期

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

マリアンスカラシップ

テレジアンスカラシップ

20名に各16万円

17名に各20万円

14名に各10万円

2名に各20万円

　　2名（375,000円）
（258,000円）

2名に各565,000円

2名に各20万円

給付

給付

給付

給付

給付

貸与
（無利子）

大学院奨学金 給付

7～8月

9月

9月

9月

7月

推薦選考
6月

入学前
3月

本学で受給できる奨学金の規定詳細を前号の通信にてご案内いたしましたが、
長引くコロナ禍の影響は、まだまだこれからも続くと思われます。現在ご案内できる
情報を再度お知らせいたします。

お問い合わせ／本学学生課  075‒706‒3740 保護者会事務局

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※

※上記に当てはまらない場合でも、修得単位数によっては学修計画書の提出により給付奨学生として推薦することがある。

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※
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2年次生

4月

4月

4月

募集時期

学外の奨学金 募集要項｜日本学生支援機構奨学金

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

文部科学省「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金』

『ミニNDfes ～ココロの三密会～』を終えて

支援報告

ND祭実行委員長　心理学科　3年次生　　染川　美颯

　今年度のND祭は新型コロナウイルス感染拡大防止のため、
規模を縮小して10月24日（土）に『ミニNDfes ～ココロの三密会
～』と題したイベントを開催いたしました。
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の経験を活かし、さらに皆様に楽しんでいただけるイベントを
企画できるよう取り組んで参りますので、今後ともご支援をよろ
しくお願いいたします。

クラブ活動報告  裏千家茶道部
茶道部部長　心理学科　3年次生　　野木  万佑花

　裏千家茶道部は、毎週月曜日に裏千家から先生をお呼びして
お稽古を行い、年間7回程度、季節にちなんだお茶会を開催し
ています。今年度は新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、従
来のお茶会を開催することができませんでしたが、10月に大学
で開催されたミニNDfesでのクラブ交流会に参加し、小規模なが
らお茶会を行うことができました。その甲斐あってたくさんの新
入生が入部してくれました。その際のお茶やお菓子は保護者会
の助成金から出していただきました。
　毎年7月に学内で行われる七夕茶会では、正座ではなく椅子に
座ってお茶を点てる立礼式のお点前を行います。このお茶会で
は、七夕や夏らしいお菓子を自分たちでデザインし、お菓子屋さ
んに製作を依頼します。
　また秋には、京都国際会館のお茶室をお借りし、自分たちの家
族や友人、先輩などを招く大規模な秋季茶会を行います。お稽古
や準備には何ヶ月も前から時間をかけ、練習や打ち合わせを重
ねるため、終わった後にはとてもやりがいと達成感を味わいま
す。お菓子は4回生がデザインを考え、お点前は一席目に、小さ
な棚を使った棚薄茶点前を行い、二席目には立礼を行います。
お茶会では、お点前で使う道具やお茶碗なども自分たちで決め
ます。秋には、紅葉や菊などの道具やお茶碗を使います。わたし
たちの学校には多くのいただいた美しい道具やお茶碗があり、
来ていただいたお客様にはお茶だけでなく、道具やお茶碗まで
楽しんで鑑賞していただけると思います。
　今年度はコロナ禍でクラブ活動がなかなか思うように出来て
おらず、今まで当たり前に行っていたお稽古やお茶会が改めて、
かけがえのない時間であることを痛感しています。今後も例年通
りの活動は難しいかもしれませんが、さらなる成長を目指して部
員一同、気を引き締めて精進していきます。今後もご支援のほど
よろしくお願い致します。

5月・7月

令和2年度   学内奨学金の支給実績

【公開動画の詳細】
　ご挨拶：本　　学　中村 久美 学長より
　　　　  保護者会　伊藤　誠 会長より

【第1部：キャリア講演】
　「保護者向け就職セミナー」
　  ～就活を取りまく変化とこれから求められる人材～
　 講師：本学キャリアアドバイザー　濱中 倫秀 氏

　15年間にわたり本学のキャリア支援にご
協力いただいている濱中先生には、多くの
保護者様が関心をお持ちであろう事を中
心に、四つのテーマに沿ってお話をしていた
だきました。

１、コロナショックがもたらしたもの
２、就職環境について
３、学生の意識と企業の人材ニーズ
４、ご家庭でのキャリア支援

　激変した就職活動（社会）、業界によってはマイナスだけでなく
プラスに転じたところもあるので既存イメージだけでとらえないこ
と。そのためには日常からニュースをチェックすることが大切。これ
からはオンラインスキルが必須となるので大学で慣れておくこと。
そして就活のオンライン化によるプラス面とマイナス面、企業の採
用ニーズと学生の意識のずれについて等、具体的な例とデータで
わかりやすく説明していただきました。
　また、ご家庭での支援については「本学の学生は親御さんの意
見を結構よく聞いているし、影響を受けていると感じます」とのお
話はとても興味深く、適切なサポートをするためには、私たち親も
就活の情報を知っていることが大切だと、あらためて考えさせられ
ました。

「キャリアセンターの支援について」～質疑回答含む～
講師：本学キャリアセンター長・英語英文学科　須川 いずみ 教授

　キャリアセンター長から、本学におけるキャリア支援の紹介と
ともに、事前にお寄せいただいた保護者様からの質疑に回答して
いただきました。

【2部】前期オンライン授業報告
「ネットを使った授業ってあり？」～本当の意味で学ぶとは？～
講師：本学教育センター長・こども教育学科　神月 紀輔 教授 

　入学式もないまま、何もかもがイレギュラーな形でスタートした
2020年度の大学生活。前期が終了した時点でのオンライン授業の
振り返りを、教育センター長から報告していただきました。教員、
学生ともに行ったアンケートに基づき、オンライン授業のメリット・
デメリットや学年によって回答に違いが出たこと等、意外と思える
結果もあり、今後の改善点やこれからのブレンド型授業への方向
性を示していただきました。

2020年度教育懇談会報告 ～講演会をWebで発信～奨学金について
本学での開催を予定していた「教育懇談会」は中止いたしましたが、先生方のご協力を仰ぎまして、講演予定であったお話を録
画し、ホームページ上で公開させていただきました。保護者会から皆様へ「何とか情報発信を」ということで、初めての取組でしたが、
ご視聴いただけましたでしょうか。日々お嬢様のサポートにご尽力されておられるご家族の方々に、少しでもご参考にしていただけ
ましたなら嬉しく思います。



　卒業生・修了生の保護者の皆さま、お嬢様のご卒業・ご修了、
誠におめでとうございます。
　そして、今般の新型コロナウィルス感染症によりお亡くなりに
なった方々に謹んで哀悼の意を表すとともに、感染された方々
やそのご家族、不安のなかにおられる方々に対して、心からお
見舞いを申し上げます。
　本年度は、世界経済の先行き不透明感が拭えない状況が続
くなか、新型コロナウィルス感染症の拡大という難局に直面しま
した。社会全体の移動が抑制され、経済の停滞が起こり、先行き
が読めない状況となり、保護者会総会、教育懇談会、ND祭バ
ザー等の中止や、学生にはリモートによる遠隔授業など新しい
生活様式を求められ、学生達だけではなく保護者の皆様にお
かれましても学業、就職に大きな不安を抱えた年になりました。
　そんな困難な時代でも知性と品性を兼ね備えた女性に成長
された皆様の、これまでのたゆまぬ努力に敬意を表しますと
ともに、心よりお祝い申し上げます。
　新たな門出に期待や不安、戸惑いがあるかもしれません。
その時には、どんな逆境にもひるまずに自信を持って行動でき
る女性、「尊ぶ・対話する・共感する・行動する」という4つの京都
ノートルダム女子大学の行動指針を思い出してください。自ら
の道を切り開きながら、人と人をつなぎ、この社会を紡ぐ事がで
きる女性に成長されました皆様の、ご活躍を祈念しております。
　そして、いつも学生に寄り添って暖かく見守り、ご指導をい
ただきました先生方や手厚くサポートしてくださった教職員の
皆様には深く感謝申し上げますとともに、心よりお礼申し上げ
ます。

　新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、本学では、３密を
徹底的に避けることを前提に、オンラインと対面を適切に組み合わせた
ブレンド型授業を行ってきました。対面授業では、３密防止、手指消毒、
体温管理、換気の徹底等の基本的な予防策はもちろんのこと、授業で
フェイスシールドが必要な場合は学生へ配布し、学生が授業で発表する
際はマイクカバーの替えを用意して交換する等、きめ細かい配慮を行っ
ています。実習や体育の授業では、授業前後に用具や使用物品をアル
コール消毒するほか、図書館では、座席数の削減や机の配置を工夫し密
を避け、館内の設備やパソコン、返却図書等はアルコール消毒してから
再利用するようにしています。キャリアセンターでは入室制限と入室記録
を行い、個人面談の際は透明パネルを設置しているほか、イベントの参
加は対面式とリモート参加を学生が選べるようにしています。食堂は、
１席ごとにパーティションで仕切り、飛沫防止策を徹底しています。
　オンライン授業に備えて、無料貸出パソコンの台数を増強し、学内各

所にオンライン授業用個別学習スペース「Study Spot」を整備しました。
学生寮では、二人部屋の学生に対して、近隣の学生マンションを本学が
借り上げ、費用の追加負担なく一人部屋に移動していただけるよう配慮
も行いました。
　このように、今後とも感染拡大防止を徹底しつつ、教育の継続に努め
てまいりますので、学生や保護者の皆様のご理解とご協力をお願いいた
します。

2020年度後期100円朝食について　保護者会事務局
　新型コロナウイルス感染拡大の影響により本年度前期より休止しておりました「100円朝食」は再開に向けて協議して参りましたが、衛生管理面で
十分な安全対策をとることが難しく残念ながら後期も休止いたしました。学生、保護者の皆様にはお詫び申し上げるとともにご理解を願います。

　保護者会のみなさまにおかれましては、ますますご清祥のこ
ととお慶び申し上げます。日頃から様々な活動でご支援を賜り心
から御礼申し上げます。例年であれば、2～3月から会社説明会
が始まり4～5月にかけて選考が開始され、順次内定が出ていた
のですが、今年は東京オリンピック開催が予定されていたこと
から7月までに選考を終えるべく、更に選考スケジュールを早め
る企業の傾向がみられました。ところが、実際に蓋を開けてみま
すと、オリンピックは延期になり、ご存じのように2月下旬から急
激に広まったコロナ禍により大規模イベントの自粛要請がなさ
れ、学内外での説明会も中止が相次ぎました。更に4月には「緊
急事態宣言」により、例年就活のピークとなる4月5月の選考が一
旦中断となり、学生達も出口の見えないトンネルの中で待機を
余儀なくされることになりました。
　企業側もこの中断期間に急遽、説明会と面接をオンライン形
式にシフトしWEB面談といった新たな面接方式を進めることに
なりました。ただ本学に限らず他大学でも同様に様々なイベン
トへの参加率が減少している傾向が生じており、コロナ禍による
行動規制が就活を行う学生の活動量の全体的な低下に繋がっ
ているのではないかと危惧しています。
　その上、航空・ホテル等の観光系での新卒採用中止や縮小な
どの影響が少なからず生じ、本学でも11月末現在での内定率が
対前年同期比で影響が出ているところです。このことを受けキャ
リアセンターでは、卒論提出が迫り就職活動を一時中断してい
た未内定学生のために12月から断続的に求人票を具体的に見
ながらの個別の会社を招集して学生とのマッチング会を実施し
ているところです。
　一方、現3年生の就職活動も既にスタートしています。こちら
はスタート時点からコロナ禍の影響で対面式のイベントが大幅
に減り、12月に入り急激に増え続ける感染者の状況からイン
ターンシップですら、オンラインで行う企業も出ている状況で
す。キャリアに関してのイベントや講座も対面式での実施がし難
い状況になりつつあることから、オンラインでの参加もできるよ
うに対応しています。
　本学としては3年次生へのイベント周知を強化するとともに、
１・２年生から参加できる企画も増やし、3年次生からの就職活
動がスムーズに行えるよう企画しています。キャリア系の授業や
インターンシップで実際に企業人の指導を受け、単位化してい
くものもあり、積極的に参加している学生が内定を早くもらって
いるように思います。
　保護者の皆様におかれましてもお嬢様に、就活に関する相談
やイベント参加につきまして積極的に大学のキャリアセンター
を利用することをお勧めくださいますよう心からお願い申し上
げます。

キャリアセンター長

須川　いずみ

建　設
製　造
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主な進路先

京都建物辻正㈱
日本航空電子工業㈱
長谷川工業㈱
㈱蓬莱
日本電産テクノモータ㈱
㈱滋賀県農協電算センター
ジィ・アンド・ジィ㈱
㈱日新
滋賀観光バス㈱
名古屋東部陸運㈱
岡山交通㈱
㈱三笑堂
㈱関西メディカルシステムズ
㈱メディカルユーアンドエイ
宮野医療器㈱
布亀㈱
共和メディカル㈱
㈱セブン‐イレブン・ジャパン
㈱ファーストリテイリング
㈱平和堂
㈱BANKANわものや
㈱京都銀行
㈱滋賀銀行
㈱中国銀行
京都信用金庫
高松信用金庫
岡三証券㈱
丸三証券㈱
㈱イオンディライト
㈱エルハウジング
ハイアットリソースキャピタル(同)
㈱近鉄・都ホテルズ
㈱星野リゾート
㈱梅守本店
京都市教育委員会
滋賀県教育委員会
名古屋市教育委員会
(学)ヴォーリズ学園
(学)雲母学園
(学)京都三ノ宮幼稚園
鳥取大学医学部附属病院
(福)青谷学園
(福)サン・ビジョン
(医)緑生会
京都生活協同組合
京都丹の国農業協同組合
甲賀農業協同組合
綜合警備保障㈱
関電サービス㈱
UTグループ㈱
京都府庁
京都ノートルダム女子大学大学院
京都工芸繊維大学大学院

キャリアセンター
だより

学生食堂の机は1席
ごとに仕切りを設置

図書館ラーニング
コモンズも1席ずつ配置 Study Spot：Wi-Fiや電源を完備した

個別学習スペース

2020年度卒業予定者【57期生（20秋・21卒）】
2020/12/31 現在

京都ノートルダム女子大学保護者会

会　長　　伊藤 　誠

尊ぶ・対話する・
共感する・行動する

［会長挨拶］

　2020年度後期は、受講者数の多い一部の授業はオン
ライン形式とするものの、基本は対面授業とし、一部にオ
ンライン形式を取り入れたブレンド型授業を加えてスタートしました。教室や図
書館、食堂など、大学施設では席数を減らして密を防ぎつつ、机やテーブルには
施設課手作りのしきりや衝立を装備したうえで、学生には厳格にマスク着用を求
め、万全の感染予防対策を講じました。
　それでも後期の恒例行事のいくつかは中止や縮小、あるいは形を変えて行わ
ざるを得ませんでした。ND祭は、保護者会や同窓会の皆様にも例年、バザーな
どでご参加いただいておりましたが、それらを含め学外者の参加はご遠慮いた
だき厳重な感染予防対策をとったうえで、在籍学生だけの懇親会として行いま
した。とりわけ入学以来、キャンパスに足を踏み入れることなく同じ学科の同級
生の顔ぶれもほとんど知らないままであった1年生にとっては、貴重な交流の機
会となりました。ND祭実行委員の上級生やそれを支える学生部の教職員の活躍
の賜物といえます。11月の物故者ミサは、10月いっぱいが感染状況も落ち着いて
いたこともあり、授業の一部として参加を義務付けることまではしませんでした
が、例年通り実施いたしました。一方で、クリスマスのミサは早々に中止が決まり
ました。学校法人ノートルダム3校が本学ユニソン会館アリーナに集い、ご近所
の住民の皆様もお迎えしての本学一大イベントで、中でも感動的なキャンドル
サービスを、1年生に経験させてあげられなかったことは非常に残念でした。恒例
のクリスマスイルミネーションは、人が集まる点灯式は中止しましたが、12月半
ばを過ぎて例年にない寒さに見舞われた京都の夜空を美しく彩っていました。
　2020年は、“コロナ”に始まり、“コロナ”に終わった1年でした。2021年はいよ
いよ本学60周年の節目の年。春からは新カリキュラムが始まります。感染終息
を願いつつ、コロナ禍を潜り抜けた私たちは、その経験知を教育に活かして新
たなステージへと進んでいきたいと思っています。保護者会の皆様におかれ
ましては、大学の取組にご理解とご協力を賜りますよう、そしてこの不安定で不
自由な状況下で学生生活を送らねばならない学生を、温かくお見守りいただ
きますようお願い申し上げます。

京都ノートルダム女子大学

学　長　　中村　久美

ご挨拶
［学長挨拶］

新型コロナウイルス感染拡大防止策について 事務局長　榊田美起子

　今年度の保護者会では新型コロナウイルスの影響を鑑み、毎年恒例の行事を残念な
がらすべて中止いたしました。そして所謂「新しいライフスタイル」は、2021年度からも引
き続き継続してゆく必要があると思われ、今後、保護者会では安全に十分配慮した上で
来学型の行事も可能にしていきたいと考えております。6月と9月の二つの行事ではいず
れも「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」という保護者会の目
的に沿った内容で、講演会や相談会を開催させていただく予定です。今後の状況によっ
ては中止やWeb開催への変更等の可能性もございますが、安全・安心にご来学いただ
ける形での開催を目指し、現在企画を進めておりますので、ぜひ今からご予定していた
だけますとありがたく存じます。詳細は新年度よりあらためてお知らせいたします。

2021年度主催行事のお知らせ   保護者会事務局
▶保護者会総会 ６月13日（日）　▶教育懇談会 ９月25日（土）

保護者会の情報はこちらから
http://www.notredame.ac.jp/hogoshakai
過去の保護者会通信や事業報告書等も閲覧できます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
京都ノートルダム女子大学HOMEからは

保護者会へのお便りはこちらから
 hogoshakai@ml.notredame.ac.jp　
 TEL. 075‒706‒3700
 FAX. 075‒706‒3707

ご意見、ご感想など皆様からのお声をお待ちしております。

京都ノートルダム女子大学保護者会
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▶
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