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親和会定期総会（Web審議）／Web版保護者懇談会

Parents Association
Annual Meeting and
Parent・Guardian Conference

Ryukoku University

https://shinwakai.ryukoku.ac.jp
ホームページより簡単にお申し込みできます。

動画視聴後または懇談後、アンケートにてご感想をお聞かせください。
https://forms.gle/5UAZjS6yGoiHYgMd9



謹啓　平素は龍谷大学の教育活動に格別のご理解とご支援を賜り厚く御礼申しあげます。
　例年、全国保護者懇談会（京都会場）と合わせて、龍谷大学にて開催しております親
和会定期総会につきまして、新型コロナウイルス感染症の影響により、今年はWeb審議
とさせていただきます。
　また、学生生活、修学状況、就職状況等の疑問点の解決や、不安を解消いただくこと
を目的に、保護者の皆さまと教職員とが直接懇談する機会として、全国29会場で開催し
ております全国保護者懇談会につきましても、「Web版保護者懇談会」として開催させて
いただきます。
　保護者の皆様にはご多忙とは存じますが、ご参加くださいますようご案内申しあげます。

謹白
2021年６月

龍谷大学・龍谷大学短期大学部　学長　入澤　崇
龍谷大学親和会　　　　　　　　会長　北條　悟

親和会定期総会（Web審議）・
Web版保護者懇談会の開催について

龍谷大学　保護者の皆さまへ

Web版保護者懇談会

オンデマンドプログラム視聴における注意事項
・「龍谷大学Web受付システム」に認証コード（P.３に掲載）をご入力の上、アクセスしていただくと、上記の動画を	
ご視聴いただけます。是非ご視聴ください。
・インターネット・YouTubeが快適に利用できる環境でご視聴ください。
・ご視聴環境によっては、高額な通信料が発生する場合があります。
・ご家庭でご契約のインターネット環境や公衆無線LAN環境をご確認の上、ご利用ください。

１	 学長挨拶
龍谷大学・龍谷大学短期大学部
学長　入澤　崇

２	 親和会長挨拶
龍谷大学親和会
会長　北條　悟

3	 本学のキャリア支援について
龍谷大学キャリアセンター長
インターンシップ支援オフィス長
松永　敬子（経営学部教授）　

４	 進路決定に向けた準備について
龍谷大学キャリアセンター次長
インターンシップ支援オフィス次長
内藤　恒義

５	 学部における学びについて
［6月21日（月）9：00公開予定］
	各学部での学びや単位取得について、
ご説明いたします。
	（履修から成績評価の流れ／卒業要件／
今後の授業に関する留意点等）

※	プログラム３・４は、本冊子
に同封しております「Career
Pathways	保護者のための進
路・就職支援ガイド」をお手
元にご用意いただき、ご視聴
ください。

オンデマンドプログラム ［配信期間：6月1日（火）～7月31日（土）］

親和会定期総会（Web審議）［審議期間：6月1日（火）～6月13日（日）］
親和会（保護者会）事業の会計・会務の報告、役員の選出などの重要事項を審議する会議です。
親和会定期総会（Web審議資料）をご清覧の上、「総会決議フォーム」よりご回答ください。
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※「総会決議フォーム」はホームページ（龍谷大学Web受付シス
テム）にアクセスしてください。



１	 学修個別懇談（２年次生以上）
教職員が、成績や卒業に関する個別懇談を行います。

・	１年次生は成績評価前のため、オンデマンドプログラムの「５	学部における学びについて」を	
ご視聴ください。

２	 就職個別懇談（卒業年次生、大学院生対象）
キャリアセンターの職員が、就職に関する個別懇談を行います。

・	対象学年以外の方は、オンデマンドプログラムの「３	本学のキャリア支援について」「４	進路決
定に向けた準備について」をご視聴ください。

・	懇談時は、本冊子に同封しております「Career	Pathways	保護者のための進路・就職支援ガイド」
をご用意ください。

学修個別懇談スケジュール
懇談日 懇談時間 申込期日

６月26日（土） 13：00〜17：00 ６月10日（木）
７月５日（月） 13：00〜16：00 ６月18日（金）
７月６日（火） 13：00〜16：00 ６月19日（土）
７月７日（水） 13：00〜16：00 ６月21日（月）
７月８日（木） 13：00〜16：00 ６月22日（火）
７月９日（金） 13：00〜16：00 ６月22日（火）
７月10日（土） 13：00〜17：00 ６月23日（水）
７月22日（木・祝）13：00〜17：00 ７月５日（月）

就職個別懇談スケジュール
懇談日 懇談時間 申込期日

６月26日（土） 13：00〜17：00 ６月10日（木）
７月３日（土） 13：00〜17：00 ６月17日（木）
７月10日（土） 13：00〜17：00 ６月23日（水）
７月22日（木・祝）13：00〜17：00 ７月５日（月）

個別懇談における注意事項
・個別懇談（学修・就職）をご希望の方は、事前申込をお願いします。
・個別懇談申込時に必ず相談内容をご入力ください。
・懇談日をご選択ください。（各日程ともに懇談時間帯を選択することはできません。）
・申込多数の場合、別日程での懇談をお願いする場合があります。
・	ご案内通知日（各懇談日５日前を目処）に、①懇談時間帯、②Zoom	URLをメールにてお知らせい
たします。
・個別懇談日に、メールにてお知らせいたしましたZoom	URLをクリックし、懇談を開始してください。
・	通信トラブル等により、Zoomでの懇談が困難な場合は、電話での懇談に切り替える場合があります。
予めご了承ください。

・	予定の懇談時間にZoomにお入りいただけない場合は、ご欠席とさせていただきます。

個別懇談（Zoomで実施）　〈懇談時間10分〉

個別懇談の流れ
事前準備 ご案内通知日メール

（各懇談日５日前を目処）
懇談日当日

Web申込　▷　受付完了メール
Zoomダウンロード

懇談時間帯・Zoom	URL通知 Zoom	URLへ
アクセス　

▷ 懇談
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個別懇談Web申込み
・パソコン、スマートフォン、タブレットからお申込みいただけます。
・各日程の申込期日までにお申込みください。
・ご変更・キャンセルについては、必ず親和会事務局にご連絡をお願いいたします。
・�携帯電話のメールアドレスをご登録の場合は、sinwakai-h@ad.ryukoku.ac.jpからのメールを受信可
としてください。

Step 2 ホームページにアクセスをお願いいたします。

こちらから申込みを開始してください。

Step 3 メールアドレスの登録をお願いいたします。（この段階では申込みは
完了していません。）

入力していただいたメールアドレスに申込みの
ためのURLが届きます。
メール記載のURLをクリックしていただくと、
申込画⾯に移動します。
（届かない場合は、ご登録いただいたメール
アドレスが間違えているか、sinwakai-h@
ad.ryukoku.ac.jpからのメール受信が拒否に
なっていることが考えられます。再度Step１か
らご登録ください。）

Step 1 ホームページにアクセスをお願いいたします。

認証コードは郵送しております案
内冊子P.3をご覧ください。
※�この認証画⾯は、２回目以降は
表⽰されません。

https://shinwakai.ryukoku.ac.jp
またはQRコードからアクセスしてくだ
さい。

Web申込みに関する問合せ先
親和会事務局　Tel 075-645-7888
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ご案内通知
・ご案内通知のメール配信は「宮川印刷株式会社」に業務委託しております。
　メールが「@miyagawainsatsu.co.jp」のドメインから届きますことをご留意ください。
・�携帯電話のメールアドレスをご登録の場合はドメイン「@miyagawainsatsu.co.jp」からのメールを
受信可としてください。

Step 6 受付完了のメール確認をお願いいたします。

注：ご登録いただいたメールアドレスに受付完了メールが届きます。
注：届かない場合は迷惑メールフォルダに振り分けされていないかご確認ください。

Step 1 ご案内通知メールの確認をお願いいたします。

Step 5 登録内容を確認の上、申込みを完了させてください。

内容に誤りがなければ「確認して申込」を
押して申込みを完了させてください。

内容に誤りがある場合は「戻る」を押して
ください。

Step 4 参加される保護者の⽅、お⼦様の情報を⼊⼒の上、参加希望日程を
選択してください。

注：�学籍番号は封筒の宛名ラベル右下の
アルファベット（１⽂字）＋数字（６桁）
を半角でご入力ください。

注：�個別懇談申込時は、必ず相談内容を�
ご入力ください。

在学中のお⼦様は３⼈までご登録できます。

注：�各懇談日５日前を目処に、ご登録いただいたメールアドレスに懇談時間帯およびZoom�URLが届きます。
注：�届かない場合は迷惑メールフォルダに振り分けされていないかご確認ください。
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Zoom接続⽅法
前日まで

Step 3 Zoomの接続テストができます。

ミーティングテストに参加してインターネッ
ト接続をテストしておいてください。
https://zoom.us/test

Step 1 アプリをインストールしてください。

ダウンロードが完了したら、ダウンロードし
たファイルをクリックしてしてください。

Step 2 インストール完了です。

画⾯が表⽰されたらインストールが完了�
です。

Step 0 WebサイトからZoomをダウンロードしてください。

https://zoom.us/
download#client_4meetingまたは
QRコードからアクセスしてください。

※�タブレット・スマートフォンをご利⽤の場合
は、各種アプリストアからアプリをダウン
ロードしてください。
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懇談日当日

Step 4 Zoomへ⼊室してください。

ご案内通知メール（懇談日５日前を目処に
通知）記載の参加⽤URLをクリックしてくだ
さい。

Step 5 Zoomのアプリが⽴ち上がります。

「コンピューターオーディオに参加する」ボタ
ンを押してご参加ください。

参加⽤

● ●

・�スピーカー、マイクなど上手く接続できな
い場合は、電話での懇談に切り替えさせ
ていただくこともありますので、予めご了
承ください。

個別懇談日当日のご連絡・
Zoom接続についてのお問合せ先

ヘルプデスク（宮川印刷㈱内事務局）
Tel 077-533-1241
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〒612-8577　京都市伏見区深草塚本町67
Tel�075-645-7888　Fax�075-642-8867
Mail�sinwakai@ad.ryukoku.ac.jp
平日9：00～17：00

龍谷大学親和会事務局

世界は驚くべきスピードでその姿を変え、
将来の予測が難しい時代となっています。
いま必要なことは、「学び」を深めること。
「つながり」に目覚めること。
龍谷大学は「まごころある市民」を育んでいきます。

自らを見つめ直し、他者への思いやりを発動する。
自分だけでなく他の誰かの安らぎのために行動する。
それが、私たちが大切にしている
「自省利他」であり、「まごころ」です。
その心があれば、激しい変化の中でも本質を見極め、
変革への一歩を踏み出すことができるはず。

探究心が沸き上がる喜びを原動力に、
より良い社会を構築するために。
新しい価値を創造するために。

私たちは、大学を「心」と「知」と「行動」の拠点として、
地球規模で広がる課題に立ち向かいます。
1639年の創立以来、貫いてきた進取の精神、
そして日々積み上げる学びをもとに、様々な⼈と手を携えながら、
誠実に地域や社会の発展に力を尽くしていきます。

豊かな多様性の中で、心と心がつながる。⼈と⼈が支え合う。
その先に、社会の新しい可能性が生まれていく。
龍谷大学が動く。未来が輝く。

You, Unlimited




