
キャリアセンターだより

　本年４月よりキャリアセンター長に就任いたしました
国際日本文化学科の鷲見朗子でございます。アラブ文学を
専門としております。どうぞよろしくお願いいたします。
　さて本年（2021）３月に卒業した57期生の就職決定率
は、対前年比-3.3％の95.3％となりました。これはやはり新
型コロナウイルスの流行による影響で、運輸・観光・飲食・
宿泊業界の採用の縮小が少なからず影響したものと思わ
れます。令和４年（2022）４月卒業生（58期生）の就活にも
未だコロナ禍による影響はあるものの、採用については極
端な中断はせず、厳選採用を強めながらも現時点でも継続
しています。
　新型コロナウイルスの影響は採用数よりも採用の方法
に大きな変化をもたらしました。昨年は、企業も学生も就
職支援をする職員も過去に経験のない、まさしく非常事態
のなか、手探り状態のままで就職活動が進んで行きました
が、今年度は企業側もコロナ禍に対応した新たな採用活動
のスタイルが確立されつつあります。コロナ禍の就活で一
番変化のあったのが、オンラインの活用です。コロナ禍前
には、全てにおいて対面を基本としていた説明会や面接
も、急激にWEBによるオンライン化が一般化しました。

　しかしながらオンライン化は決してデメリットばかり
ではありません。参加人数が会場の広さに制限されず、実
施が可能となる、移動に時間を要しないことから時間が有
効に活用でき、経費的にも体力的にも双方の負担が軽減さ
れる、東京の企業や地元Uターン企業の説明会への参加が
容易になる等、実施してみるとお互いのメリットが少なく
ないことにも気づかされました。
　ただ、その反面、実際の会社を見ることもなく、その雰囲
気・立地を知る機会を失ってしまう点や、自宅や学校等の
慣れ親しんだホームグラウンドから簡単にアクセスでき
ることから、アウェイ独特の緊張感やプレッシャーに慣れ
ないまま、最終面接に臨んでしまい、一気に緊張感にのま
れ実力が発揮できないまま終わってしまうという問題点
も指摘されています。これらの反省から今年度はすべての
選考をオンラインにするのではなく、2次面接以降を対面
に戻す企業も増えているところです。
　キャリアセンターでは、このような状況に対応するため、
キャリアアドバイザーによる相談・添削・面接練習等は
対面かオンラインを本人が選択できるようにしています。
自宅や下宿のネット環境が不安定な学生や落ち着いて面接
を受けられない学生のために、キャンパス内にオンライン
面接専用の個室を用意するなどして、学生支援を充実して
いるところです。
　未だ進路の決定していない学生に対しては、様々な機関
と連携しながら、求人を紹介する支援イベントも学内で随
時実施しておりますので、先ずはキャリアセンターにご相
談ください。

キャリアセンター長
鷲見  朗子

教育懇談会開催のお知らせ 保護者会事務局

9月25日土 13時より

2021年度

京都ノートルダム女子大学
ユージニア館NDホール他にて

　安全・安心にご来学いただける形での対面開催を準備して
おりますが、京都府に緊急事態宣言が発令された場合等、今後
の状況により中止や変更の可能性がございます。ホームペー
ジにてお知らせいたしますので、何卒ご了承願います。
　参加には事前のお申し込みが必要です。先着順80名様まで。
詳しくは同封のご案内をご覧ください。

コロナで変わる
就活

▶就職講演会 　
　講師：本学キャリアセンターより
▶学生による就活報告会
▶個別相談会

2021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

　保護者会会員の皆様には日
頃より本会の活動にご理解と
ご協力を賜り、感謝申し上げ
ます。本年度、会長の職を拝命

しました藤岡春樹と申します。どうぞよろしくお願いい
たします。はじめに今般の新型コロナウイルス感染症
によりお亡くなりになられた方々、7月の豪雨災害で
お亡くなりになられた方々に謹んで哀悼の意を表し
ます。
　本年度の保護者会総会は緊急事態宣言発令に伴い、
書面にて各議案について審議をお願い致しました。
保護者の皆様には各議案についてご承認いただき
有難うございました。
　保護者会の活動は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
学金の支給等をおこなっています。また、本年度は大
学創立60周年記念事業が行われますが、保護者会と
しても趣旨に賛同し、全面的に協力して参ります。
　ようやくワクチン接種が進んでまいりましたが、ワク
チンが行きわたった後のコロナ後の世界には、この
未曾有の経験を経て、特定の意識・価値観や行動様
式は変化したまま元には戻らないだろうと言われて
います。
　保護者会の活動もafterコロナを見据えて時代の流
れと共に変わっていかなくてはならないと感じてい
ます。
　会員の皆様におかれましては、保護者会の活動に
忌憚のないご意見、ご要望を積極的にお聞かせいた
だければ幸いです。出来る限り会員の皆様のご要望
に沿った活動をしてまいりたいと考えております。
今後共、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。

　保護者会の皆様には、平素より大変お世話になって
おります。また大学60周年の記念事業に対しましては、多
額のご寄付をお寄せいただきまして、心より感謝申し上げ
ます。

　2021年度は、4月の入学式を学生と教職員だけのささやかな形で挙行し、
その後のオリエンテーションも無事消化して順調に授業をスタートさせまし
た矢先、京都府が蔓延防止等重点措置期間に入った4月19日より、ほぼ全面
的にオンライン授業に移行せざるをえなくなりました。その後、３度目の緊急
事態となり、6月20日の解除後も重点措置期間は7月11日まで続きました。
結局、15回中、半分がオンライン形式となった授業が多く、受講者数の多い授
業を含め一部の授業では、対面形式の授業を断念することになりました。この
ような授業の流動化とともに、自由なキャンパス生活を取り上げられた学生の
気持ちを考えると、胸が痛みます。　
　しかし一方で、教育、学生支援の面では、新たな取り組みもすすめています。
高等教育においてDXの導入が求められていますが、このほど、文科省の「デジ
タルを活用した大学・高専教育高度化プラン」事業に対し、本学は「小規模女
子大学における『ブレンド型授業モデル』の創出－『つまずき経験』で『前向
き力』を涵養する個別最適化プラン－」を申請し、関西の女子大学では唯一、
採択されました。これにより、オンラインを活用した教育効果の高いブレンド
型授業の開発や、学習情報へ容易にアクセスできる学生の自習用防音ブース
の設置、情報リテラシーを目的とする「情報活用力プログラム」の開講など、教
育や教育支援の充実化をはかっていきます。さらに、安全、安心なキャンパス
の実現に向けて、政府の新型コロナウィルス感染症ワクチンの職域接種プロ
グラムへの迅速な申請によりまして、7月3日、4日、および7月31日、8月1日のス
ケジュールで、学生の皆さんにワクチン接種の機会を設けました。
　今秋以降のコロナウィルス感染の状況は不透明ですが、すでに10月末の
ND祭につきましては、社会情勢をふまえながらも、従来からのイベントに加
え、新規の企画をも組み入れて、できる限り実施する方向で計画されているよ
うです。NDクリスマスにつきましても、2年続けての中止はできるだけ回避す
る方向で検討されています。
　保護者会の皆様におかれましては、今後とも学生をお見守りいただきます
とともに、引き続き大学の取組にご理解とご協力をいただきますよう、お願い
申し上げます。

学長挨拶会長挨拶

京都ノートルダム女子大学
保護者会

京都ノートルダム女子大学

会　長　 藤岡  春樹 学　長　 中村  久美

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

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

▶

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

会場

一年間どうぞよろしくお願い申し上げます。 会　長
副会長
　〃
監　事
理　事
　〃
　〃
　〃
　〃

藤岡 　春樹
秋山 西大男
向井 　生枝
椋本 千鶴子
伊藤 絵理子
髙取 久美子
佐本 　智子
茂中 　幸代
中田 　啓之

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

評議員
　〃
　〃
　〃
　〃

井川 　朋子 
出原 　淳子
伊藤 　　誠
川井 千代美
池田 公美子

英文 ４年
英文   〃
英文   〃
国日 ４年
福生デ ４年

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

清水 ちはる
田中 　リカ
吉村 　明代
白須賀 るみこ
安部 　夏子
下村 　明子
伊東 真佐美
木村 　紀子
嶋村 　純子
杉岡 　直美
当瀬 アリサ
田野 　桂子
八木 公美代
山本 　　悟

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

写真：6月理事会出席者で撮影
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ク ラ ブ 活 動 報 告

　フィギュアスケート部は、現在３年生３人とOG３人で
構成されています。普段は和気あいあいとした雰囲気で、
卒業された先輩方と在学生が共に練習を重ねています。
学年を問わず、経験者が初心者に技術的なアドバイスをし
たり、先輩と後輩の仲が良い「縦と横の繋がり」を大切にし
たクラブです。
　昨年度はコロナ禍で対面形式での活動が自粛されたた
め、部員同士で話し合いできることを模索した結果、zoom
を用いたオンラインミーティングを開催し、交流を深めま
した。また、本学のユニソン会館アリーナにて陸上トレー
ニングを行いました。
　今年度は保護者会から援助していただいた助成金のお
かげでスケート連盟に選手登録ができ、冬季に開催される
試合に出場が可能となりました。今後は新型コロナウイル
スの感染対策を徹底した上で、スケートリンクを貸し切っ
て他大学のフィギュアスケート部と練習を行う予定です。
お互いに切磋琢磨しながら技術向上を図り試合出場と技

能試験の合格を目指します。　　　　　　　　　　　　
　これらの活動を通して、フィギュアスケート部は多くの
方々の支えにより、活動が成立していることを実感しまし
た。日頃から応援してくださる皆様に感謝の気持ちでいっ
ぱいです。試合時には観に来てくださった方々の心に残る
演技をお届けできるよう日々精進しますので、今後ともよ
ろしくお願い致します。

国際言語文化学部英語英文学科   ３年次生
井上   歩美

2021年度
主な学生生活支援事業について

学内屋外施設（花壇・庭園整備等）
学生関連施設整備維持
（テニスコート･グランド･体育館整備保全等）
学内無線LANの強化（オンライン授業対応）

施設助成

保護者会特別援助奨学金
この奨学金は、保護者会の積立金から学費の一部を援助する、
給付型の奨学金です。詳しくは隣ページの「奨学金について」を
ご覧ください。

学研災保険（通学特約）
就職ガイドブック（３年生に配布）
学生相談室ワークショップ他
日経BP検索サービス
（レポート、卒論、 就職活動等の情報収集）

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

ＮＤ祭補助金
クラブ定期活動補助他
クリスマスイルミネーション補助

学生行事助成

各クラブ・同好会活動補助

課外教育助成

図書館卓上書籍展示台・図書館ラック　図書館クリアファイル
学生用書籍　保健室AEDパッド

設備助成

2021年度保護者会
議案決議承認のご報告

ご報告

　保護者会総会の中止に伴い、今年度の各議案の審議に
ついては「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全会員の総意を得たものとし、承認
させていただきました。会員の皆様には、審議資料の確
認にご協力いただきまして、誠にありがとうございました。

　新型コロナウイルス感染拡大の影
響を受け、保護者会でもリモート会
議の実施について検討してまいりま
した。移動の際のリスクを考え、特
に遠方の役員、評議員も安心して会
議に参加できるように、リモート会
議用カメラを会議費より購入させて
いただきました。

フィギュアスケート部

〈奨学金についてのご相談、お問い合わせの窓口〉
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
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２年度給付実績：３名）

本学の各奨学金応募資格については大学ホームページ
「保護者の方へ」学費・奨学金制度のページをご覧ください。
また学外の奨学金【日本学生支援機構奨学金】についても
同ページに詳細が掲載されていますので、ご参照ください。

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

奨学金名称 種別 対象者 金額

随時

募集時期

～学生相談室のご案内～

「１００円朝食」事業終了のお知らせ
　学生たちの健康的な食生活を応援するため、平
成27年より実施してきた「100円朝食」は、保護者会
の大きな主催事業であり、補助金捻出のためバザー
にも力を入れ大いに盛り上げました。そのバザー
も当面は開催未定で、「100円朝食」もコロナ禍にお
いて１年間休止して様子を見てまいりましたが、
今後も暫くは継続が困難であると判断し、一旦、
事業を終了する運びとな
りました。
　保護者の皆様方には約
５年の間、学生たちの健
康のために多大なご支援
をいただきましたことに、
厚く御礼申し上げます。

保護者会では学生のクラ
ブ・サークル活動における
遠征費、各所属団体の連盟
納付金登録費をはじめ、備
品の購入や修理にかかる費
用等を「課外教育助成費」よ
り支援しています。保護者
の皆様の多大なるご支援に
感謝申し上げます。

　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
れるよう公認心理師・臨床心理士の資格を持った専門相談員が、学生の
メンタルヘルスに関する支援を行っています。

　昨年に引き続き、コロナ禍による新しい生活様式が続く中、学生にはこれまでにないストレスがかかっていることと思われます。
人によって心の反応は全く違った様相をとります。ストレスと上手くつきあうことが大切ですが、頑張りすぎずに疲れたと感じた時な
どには専門家に相談をするようにしてください。また、保護者会のご支援により、学生相談室では日常的なストレス対処法について、
学生向けのワークショップを企画しております。普段の生活に取り入れやすいものとなっております。ご案内等につきましては、学内
ポータルサイトに掲載する予定です。随時ご確認いただきますようお願い申し上げます。

場　所｜ソフィア館１階
開　室｜月～金曜日
　　　　8時45分～17時15分
相談員｜常勤１名・非常勤１名（2/ｗ）
予約制｜℡ 075-706-3717

奨学金のご案内

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

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

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

ご存じ
ですか？

学割証などの
証明書自動発行機

　帰省の際の学割証等、
下記の証明書は自動発
行機で簡単に発行でき
ます。ソフィア館を入っ
てすぐ左側、コピー機
コーナーの奥に設置さ
れています。お嬢様がお
持ちのND手帳にも、利
用方法や手数料等、詳し
く説明されたページが
ございますので、（P98
各種証明書の発行を参照）よく読んで利用する
ようお伝えください。

取扱時間｜月～金８：45～18：15
祝祭日除く（授業のない日は17：15まで）
発行機利用の際は「学生証」が必要です。

【証明書自動発行機で発行できる証明書】
在学証明書
健康診断証明書
学割証
成績証明書
卒業見込証明書
大学院成績証明書
大学院修了見込証明書

100円
200円
無  料
200円
100円
200円
100円

発行機はここです！

ソフィア館１階入り口すぐ

相談内容について
（こんな時に利用ができます…）
相談内容について
（こんな時に利用ができます…）

自分の性格・気分について

･ 自分の気持ちを整理したい
･ 自分自身について考えたい
･ 気分が落ち込む
･ 不安になる

生活や身体について

･ 食欲がない
･ 夜眠れない
･ 食事のコントロールが
   上手くいかない
･ 体型のことが気になる

友人・対人関係について

･ クラブやサークルの
   人間関係
･ 友人関係について
･ 恋愛・家族について

修学・将来について

･ 修学について
･ 休学や退学について
･ 就職や進路について



ク ラ ブ 活 動 報 告

　フィギュアスケート部は、現在３年生３人とOG３人で
構成されています。普段は和気あいあいとした雰囲気で、
卒業された先輩方と在学生が共に練習を重ねています。
学年を問わず、経験者が初心者に技術的なアドバイスをし
たり、先輩と後輩の仲が良い「縦と横の繋がり」を大切にし
たクラブです。
　昨年度はコロナ禍で対面形式での活動が自粛されたた
め、部員同士で話し合いできることを模索した結果、zoom
を用いたオンラインミーティングを開催し、交流を深めま
した。また、本学のユニソン会館アリーナにて陸上トレー
ニングを行いました。
　今年度は保護者会から援助していただいた助成金のお
かげでスケート連盟に選手登録ができ、冬季に開催される
試合に出場が可能となりました。今後は新型コロナウイル
スの感染対策を徹底した上で、スケートリンクを貸し切っ
て他大学のフィギュアスケート部と練習を行う予定です。
お互いに切磋琢磨しながら技術向上を図り試合出場と技

能試験の合格を目指します。　　　　　　　　　　　　
　これらの活動を通して、フィギュアスケート部は多くの
方々の支えにより、活動が成立していることを実感しまし
た。日頃から応援してくださる皆様に感謝の気持ちでいっ
ぱいです。試合時には観に来てくださった方々の心に残る
演技をお届けできるよう日々精進しますので、今後ともよ
ろしくお願い致します。

国際言語文化学部英語英文学科   ３年次生
井上   歩美

2021年度
主な学生生活支援事業について

学内屋外施設（花壇・庭園整備等）
学生関連施設整備維持
（テニスコート･グランド･体育館整備保全等）
学内無線LANの強化（オンライン授業対応）

施設助成

保護者会特別援助奨学金
この奨学金は、保護者会の積立金から学費の一部を援助する、
給付型の奨学金です。詳しくは隣ページの「奨学金について」を
ご覧ください。

学研災保険（通学特約）
就職ガイドブック（３年生に配布）
学生相談室ワークショップ他
日経BP検索サービス
（レポート、卒論、 就職活動等の情報収集）

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

ＮＤ祭補助金
クラブ定期活動補助他
クリスマスイルミネーション補助

学生行事助成

各クラブ・同好会活動補助

課外教育助成

図書館卓上書籍展示台・図書館ラック　図書館クリアファイル
学生用書籍　保健室AEDパッド

設備助成

2021年度保護者会
議案決議承認のご報告

ご報告

　保護者会総会の中止に伴い、今年度の各議案の審議に
ついては「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全会員の総意を得たものとし、承認
させていただきました。会員の皆様には、審議資料の確
認にご協力いただきまして、誠にありがとうございました。

　新型コロナウイルス感染拡大の影
響を受け、保護者会でもリモート会
議の実施について検討してまいりま
した。移動の際のリスクを考え、特
に遠方の役員、評議員も安心して会
議に参加できるように、リモート会
議用カメラを会議費より購入させて
いただきました。

フィギュアスケート部

〈奨学金についてのご相談、お問い合わせの窓口〉
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
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２年度給付実績：３名）

本学の各奨学金応募資格については大学ホームページ
「保護者の方へ」学費・奨学金制度のページをご覧ください。
また学外の奨学金【日本学生支援機構奨学金】についても
同ページに詳細が掲載されていますので、ご参照ください。

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

奨学金名称 種別 対象者 金額

随時

募集時期

～学生相談室のご案内～

「１００円朝食」事業終了のお知らせ
　学生たちの健康的な食生活を応援するため、平
成27年より実施してきた「100円朝食」は、保護者会
の大きな主催事業であり、補助金捻出のためバザー
にも力を入れ大いに盛り上げました。そのバザー
も当面は開催未定で、「100円朝食」もコロナ禍にお
いて１年間休止して様子を見てまいりましたが、
今後も暫くは継続が困難であると判断し、一旦、
事業を終了する運びとな
りました。
　保護者の皆様方には約
５年の間、学生たちの健
康のために多大なご支援
をいただきましたことに、
厚く御礼申し上げます。

保護者会では学生のクラ
ブ・サークル活動における
遠征費、各所属団体の連盟
納付金登録費をはじめ、備
品の購入や修理にかかる費
用等を「課外教育助成費」よ
り支援しています。保護者
の皆様の多大なるご支援に
感謝申し上げます。

　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
れるよう公認心理師・臨床心理士の資格を持った専門相談員が、学生の
メンタルヘルスに関する支援を行っています。

　昨年に引き続き、コロナ禍による新しい生活様式が続く中、学生にはこれまでにないストレスがかかっていることと思われます。
人によって心の反応は全く違った様相をとります。ストレスと上手くつきあうことが大切ですが、頑張りすぎずに疲れたと感じた時な
どには専門家に相談をするようにしてください。また、保護者会のご支援により、学生相談室では日常的なストレス対処法について、
学生向けのワークショップを企画しております。普段の生活に取り入れやすいものとなっております。ご案内等につきましては、学内
ポータルサイトに掲載する予定です。随時ご確認いただきますようお願い申し上げます。

場　所｜ソフィア館１階
開　室｜月～金曜日
　　　　8時45分～17時15分
相談員｜常勤１名・非常勤１名（2/ｗ）
予約制｜℡ 075-706-3717

奨学金のご案内

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

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

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

ご存じ
ですか？

学割証などの
証明書自動発行機

　帰省の際の学割証等、
下記の証明書は自動発
行機で簡単に発行でき
ます。ソフィア館を入っ
てすぐ左側、コピー機
コーナーの奥に設置さ
れています。お嬢様がお
持ちのND手帳にも、利
用方法や手数料等、詳し
く説明されたページが
ございますので、（P98
各種証明書の発行を参照）よく読んで利用する
ようお伝えください。

取扱時間｜月～金８：45～18：15
祝祭日除く（授業のない日は17：15まで）
発行機利用の際は「学生証」が必要です。

【証明書自動発行機で発行できる証明書】
在学証明書
健康診断証明書
学割証
成績証明書
卒業見込証明書
大学院成績証明書
大学院修了見込証明書

100円
200円
無  料
200円
100円
200円
100円

発行機はここです！

ソフィア館１階入り口すぐ

相談内容について
（こんな時に利用ができます…）
相談内容について
（こんな時に利用ができます…）

自分の性格・気分について

･ 自分の気持ちを整理したい
･ 自分自身について考えたい
･ 気分が落ち込む
･ 不安になる

生活や身体について

･ 食欲がない
･ 夜眠れない
･ 食事のコントロールが
   上手くいかない
･ 体型のことが気になる

友人・対人関係について

･ クラブやサークルの
   人間関係
･ 友人関係について
･ 恋愛・家族について

修学・将来について

･ 修学について
･ 休学や退学について
･ 就職や進路について



キャリアセンターだより

　本年４月よりキャリアセンター長に就任いたしました
国際日本文化学科の鷲見朗子でございます。アラブ文学を
専門としております。どうぞよろしくお願いいたします。
　さて本年（2021）３月に卒業した57期生の就職決定率
は、対前年比-3.3％の95.3％となりました。これはやはり新
型コロナウイルスの流行による影響で、運輸・観光・飲食・
宿泊業界の採用の縮小が少なからず影響したものと思わ
れます。令和４年（2022）４月卒業生（58期生）の就活にも
未だコロナ禍による影響はあるものの、採用については極
端な中断はせず、厳選採用を強めながらも現時点でも継続
しています。
　新型コロナウイルスの影響は採用数よりも採用の方法
に大きな変化をもたらしました。昨年は、企業も学生も就
職支援をする職員も過去に経験のない、まさしく非常事態
のなか、手探り状態のままで就職活動が進んで行きました
が、今年度は企業側もコロナ禍に対応した新たな採用活動
のスタイルが確立されつつあります。コロナ禍の就活で一
番変化のあったのが、オンラインの活用です。コロナ禍前
には、全てにおいて対面を基本としていた説明会や面接
も、急激にWEBによるオンライン化が一般化しました。

　しかしながらオンライン化は決してデメリットばかり
ではありません。参加人数が会場の広さに制限されず、実
施が可能となる、移動に時間を要しないことから時間が有
効に活用でき、経費的にも体力的にも双方の負担が軽減さ
れる、東京の企業や地元Uターン企業の説明会への参加が
容易になる等、実施してみるとお互いのメリットが少なく
ないことにも気づかされました。
　ただ、その反面、実際の会社を見ることもなく、その雰囲
気・立地を知る機会を失ってしまう点や、自宅や学校等の
慣れ親しんだホームグラウンドから簡単にアクセスでき
ることから、アウェイ独特の緊張感やプレッシャーに慣れ
ないまま、最終面接に臨んでしまい、一気に緊張感にのま
れ実力が発揮できないまま終わってしまうという問題点
も指摘されています。これらの反省から今年度はすべての
選考をオンラインにするのではなく、2次面接以降を対面
に戻す企業も増えているところです。
　キャリアセンターでは、このような状況に対応するため、
キャリアアドバイザーによる相談・添削・面接練習等は
対面かオンラインを本人が選択できるようにしています。
自宅や下宿のネット環境が不安定な学生や落ち着いて面接
を受けられない学生のために、キャンパス内にオンライン
面接専用の個室を用意するなどして、学生支援を充実して
いるところです。
　未だ進路の決定していない学生に対しては、様々な機関
と連携しながら、求人を紹介する支援イベントも学内で随
時実施しておりますので、先ずはキャリアセンターにご相
談ください。

キャリアセンター長
鷲見  朗子

教育懇談会開催のお知らせ 保護者会事務局

9月25日土 13時より

2021年度

京都ノートルダム女子大学
ユージニア館NDホール他にて

　安全・安心にご来学いただける形での対面開催を準備して
おりますが、京都府に緊急事態宣言が発令された場合等、今後
の状況により中止や変更の可能性がございます。ホームペー
ジにてお知らせいたしますので、何卒ご了承願います。
　参加には事前のお申し込みが必要です。先着順80名様まで。
詳しくは同封のご案内をご覧ください。

コロナで変わる
就活

▶就職講演会 　
　講師：本学キャリアセンターより
▶学生による就活報告会
▶個別相談会

2021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

　保護者会会員の皆様には日
頃より本会の活動にご理解と
ご協力を賜り、感謝申し上げ
ます。本年度、会長の職を拝命

しました藤岡春樹と申します。どうぞよろしくお願いい
たします。はじめに今般の新型コロナウイルス感染症
によりお亡くなりになられた方々、7月の豪雨災害で
お亡くなりになられた方々に謹んで哀悼の意を表し
ます。
　本年度の保護者会総会は緊急事態宣言発令に伴い、
書面にて各議案について審議をお願い致しました。
保護者の皆様には各議案についてご承認いただき
有難うございました。
　保護者会の活動は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
学金の支給等をおこなっています。また、本年度は大
学創立60周年記念事業が行われますが、保護者会と
しても趣旨に賛同し、全面的に協力して参ります。
　ようやくワクチン接種が進んでまいりましたが、ワク
チンが行きわたった後のコロナ後の世界には、この
未曾有の経験を経て、特定の意識・価値観や行動様
式は変化したまま元には戻らないだろうと言われて
います。
　保護者会の活動もafterコロナを見据えて時代の流
れと共に変わっていかなくてはならないと感じてい
ます。
　会員の皆様におかれましては、保護者会の活動に
忌憚のないご意見、ご要望を積極的にお聞かせいた
だければ幸いです。出来る限り会員の皆様のご要望
に沿った活動をしてまいりたいと考えております。
今後共、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。

　保護者会の皆様には、平素より大変お世話になって
おります。また大学60周年の記念事業に対しましては、多
額のご寄付をお寄せいただきまして、心より感謝申し上げ
ます。

　2021年度は、4月の入学式を学生と教職員だけのささやかな形で挙行し、
その後のオリエンテーションも無事消化して順調に授業をスタートさせまし
た矢先、京都府が蔓延防止等重点措置期間に入った4月19日より、ほぼ全面
的にオンライン授業に移行せざるをえなくなりました。その後、３度目の緊急
事態となり、6月20日の解除後も重点措置期間は7月11日まで続きました。
結局、15回中、半分がオンライン形式となった授業が多く、受講者数の多い授
業を含め一部の授業では、対面形式の授業を断念することになりました。この
ような授業の流動化とともに、自由なキャンパス生活を取り上げられた学生の
気持ちを考えると、胸が痛みます。　
　しかし一方で、教育、学生支援の面では、新たな取り組みもすすめています。
高等教育においてDXの導入が求められていますが、このほど、文科省の「デジ
タルを活用した大学・高専教育高度化プラン」事業に対し、本学は「小規模女
子大学における『ブレンド型授業モデル』の創出－『つまずき経験』で『前向
き力』を涵養する個別最適化プラン－」を申請し、関西の女子大学では唯一、
採択されました。これにより、オンラインを活用した教育効果の高いブレンド
型授業の開発や、学習情報へ容易にアクセスできる学生の自習用防音ブース
の設置、情報リテラシーを目的とする「情報活用力プログラム」の開講など、教
育や教育支援の充実化をはかっていきます。さらに、安全、安心なキャンパス
の実現に向けて、政府の新型コロナウィルス感染症ワクチンの職域接種プロ
グラムへの迅速な申請によりまして、7月3日、4日、および7月31日、8月1日のス
ケジュールで、学生の皆さんにワクチン接種の機会を設けました。
　今秋以降のコロナウィルス感染の状況は不透明ですが、すでに10月末の
ND祭につきましては、社会情勢をふまえながらも、従来からのイベントに加
え、新規の企画をも組み入れて、できる限り実施する方向で計画されているよ
うです。NDクリスマスにつきましても、2年続けての中止はできるだけ回避す
る方向で検討されています。
　保護者会の皆様におかれましては、今後とも学生をお見守りいただきます
とともに、引き続き大学の取組にご理解とご協力をいただきますよう、お願い
申し上げます。

学長挨拶会長挨拶

京都ノートルダム女子大学
保護者会

京都ノートルダム女子大学

会　長　 藤岡  春樹 学　長　 中村  久美

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

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

▶

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

会場

一年間どうぞよろしくお願い申し上げます。 会　長
副会長
　〃
監　事
理　事
　〃
　〃
　〃
　〃

藤岡 　春樹
秋山 西大男
向井 　生枝
椋本 千鶴子
伊藤 絵理子
髙取 久美子
佐本 　智子
茂中 　幸代
中田 　啓之

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

評議員
　〃
　〃
　〃
　〃

井川 　朋子 
出原 　淳子
伊藤 　　誠
川井 千代美
池田 公美子

英文 ４年
英文   〃
英文   〃
国日 ４年
福生デ ４年

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

清水 ちはる
田中 　リカ
吉村 　明代
白須賀 るみこ
安部 　夏子
下村 　明子
伊東 真佐美
木村 　紀子
嶋村 　純子
杉岡 　直美
当瀬 アリサ
田野 　桂子
八木 公美代
山本 　　悟

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

写真：6月理事会出席者で撮影
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