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学年暦や授業・履修、奨学金などの情報は、佛教大学ホームページでも公開
しております。教育懇談会個別相談会（お一人あたり15分程度）のスムーズ
な運営のため、必要に応じて各項目をご覧いただき、質問内容をまとめたうえ
でお越しいただきますようご協力をお願いいたします。

佛教大学からのお知らせとお願い

学生生活サポート
学年暦・学生生活基礎知
識・アルバイトなどにつ
いてはこちら

授業・履修
授業・試験・成績と単位
認定などについてはこちら

『履修要項』デジタルブック
はこちら

教員免許状・資格取得
に向けた支援体制
教職・心理職・福祉職・保育
士・保健医療職をめざす学生
への支援についてはこちら

進路・就職
進路・就職、キャリア支
援等についてはこちら

学費・奨学金
学費・奨学金・経済支援
制度などについてはこちら

『Campus Life Plan 2022～ 
佛大奨学金ナビ』デジタル
ブックはこちら

課外活動
クラブ団体の紹介や活動
状況などについてはこちら

図書館・情報システム
図書館の利用や就活DB活
用ガイド・システムナビゲー
ションなどについてはこちら

他にも在学生に向けた情報
を公開しています。
保護者の方もご覧ください。
https://www.bukkyo-u.
ac.jp/students/

会　場

▶交通アクセス
　https://www.bukkyo-u.ac.jp/about/access/murasakino/

佛教大学
ホームページ 
https://www.
bukkyo-u.ac.jp/

紫野
キャンパス

12号館・15号館

紫野キャンパス
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2022年度 春学期

佛教大学 教育懇談会のご案内

２０２2年１０月15日（土） 京都（本学） 詳細・お申込方法については、
８月下旬頃にご案内をお送りします

秋学期開催予定

開 催 日 2022年 7月16日（土）
１３：００～１6：3０
受付開始  １２：１５～

会 　 場 佛教大学 紫野キャンパス
成徳常照館（図書館）５階常照ホール

申込締切日 ６月26日（日）

　初夏の候　保護者の皆さまにおかれましては、益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。

　さて、２０22年度春学期教育懇談会のご案内をお届けいたします。教育懇談会は、大学と家庭との相互連絡

の場として１９８１年より毎年開催して参りました。

　佛教大学の取り組みや大学での学び、あるいは学生生活、課外活動、最新の就職状況等について本学教

職員と懇談いただくことができる貴重な機会として、また保護者同士で懇親や情報交換していただける交流の

場として、参加された皆さまからは大変好評を得ております。本学の取り組みをご理解いただく場としてぜひ

ご活用いただきたく、ご案内申し上げます。

教育後援会長　鷲尾 純昂
佛 教 大 学 長　伊藤 真宏

※会場定員の都合上、申込締切日前でもお申込人数によっては締切らせてい
ただく場合がございます。申込先着順に受付しますので、参加をご検討の
場合はお早目にお申込ください。
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プログラム

時 間

13：00～13：45

14：10～14：50

14：10～16：30

プログラム

全体会

学科別懇談会

事務局個別相談会

2022年 7月16日（土）
受付開始  １２：１５～
１３：００～１6：3０

内 容

開会挨拶
「佛教大学の教育理念と本学での学びについて（仮）」
▶伊藤真宏学長より佛教大学の教育理念や方向性を、岡﨑
祐司副学長より本学の教学・学生生活・就職などへの取り
組みや現状、学生たちの様子などをお話しします。
▶全体会については、佛教大学公式YouTubeチャンネルで
ご覧いただけます（後日期間限定配信予定）。
　佛教大学公式YouTube
　https://www.youtube.com/user/BukkyoUniversity
▶全体会は45分程度を予定しています。

「学科の学びや取り組みについて（仮）」
▶学科別に、教学・学生生活・就職などへの取り組みや現状、
学生たちの様子などを学科教員よりお話しします。
▶学科別懇談会は40分程度を予定しています。

事務局への個別相談会
▶履修状況、奨学金、課外活動、就職、進路などについての個
別相談です。事務局別に職員が対応します。
▶対応事務局は、学生支援課・進路就職課・教職支援課・資格課・
国際交流課の予定です。
▶スムーズな運営のために、質問事項をまとめておいていた
だき、相談時間は１５分程度でお話しできるようにご協力を
お願いいたします。
▶個別相談会のみのご参加は可能ですが、プログラムの構
成上、全体会からのご参加をお勧めします。
▶２年生以上の保護者の皆さまには、お子様の成績表を３月
下旬にお送りしております。履修状況（単位習得状況）などに
関するご質問の場合は、当日成績表をご持参ください。
▶個別相談終了後は、自由解散となります。
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申込方法
本年度の教育懇談会は、すべて  予約制  といたします。
お申込は下記の「申込フォーム」にて、６月 10 日（金）より受付いたします。

開催にあたっての留意事項
▶新型コロナウイルス感染症の状況や申込人数によっては中止や延期、またはプログラムが変更となる場合がございます。
　予めご了承ください。
▶ご参加の折は、マスクを着用してください。
▶開催当日に体調がすぐれなかったり、37.5 度以上の発熱がある場合は、参加をご遠慮ください。
▶各イベントの会場案内は、当日受付にてお渡しします。
▶事前申込の無い方につきましては、ご参加いただけませんのでご了承ください。
▶当日の様子を写真撮影し、会報誌やホームページ等の広報媒体にて使用する場合があります。
▶クールビズを実施していますので、ご了承ください。
▶障がいのある方でサポートを希望される方は申込時に校友課までご連絡ください。

佛教大学ホームページ（www.bukkyo-u.ac.jp/）より、 次の通り選択いただき、
「申込フォーム」に従い、 必要事項を入力のうえ送信してください。

※会場定員の都合上、申込締切日前でもお申込人数によっては締切らせていただく場合がございます。
　申込先着順に受付しますので、参加をご検討の場合はお早目にお申込ください。
※申込完了後、登録いただきましたメールアドレスへ受付確認メールをお送りいたします。
※ホームページからの予約が出来ない方は、お電話にて受付させていただきます。
　お手数ですが、下記のお問合せ先までご連絡ください。

教育懇談会に関するお問合せ先

佛教大学教育後援会
（事務局  総務部校友課）

ＴＥＬ  ０７５－４９１－２１４１（大学代表  月～金曜日  9時～17時）
ＦＡＸ  ０７５－４９５－２１５９

予約は
こちらから

https://www.bukkyo-u.ac.jp/
about/parents/gathering.html

「保護者の方」へ（ホームページ上段）

̶関連情報 ̶在学生の保護者の方へ̶
「教育後援会」

「教育懇談会」

「申込フォーム」へ

申込締切日
 6月26日（日）
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