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後援会会報

夏の風景

圃場実験施設技師室

撮影： 門野 久昭さん

７月から８月中旬にかけて、県大のミニ琵

vol .35

琶湖に凛と咲く古代ハスの群生する風景
を切り取ってみました。

1面 湖風夏祭のご報告
湖風祭のご案内

は
今年の湖風祭
!
11月10・11日！

2面 事務局紹介
「国際化推進室」
3面 就職支援情報
昨年度実績とスケジュール
4面 はっさか35号に寄せて
課外活動報告

Information

Report

湖風
夏祭

2012年6月16日

に第15回湖風（うみか

ぜ）夏祭〜1mpress 5ummer〜を開催しまし
た。当日はあいにくの天気でしたが、多くの
方々にご来場いただきました。夏らしい企画

ということで、お化け屋敷を開いたり、うちわを配布したり、浴

第18回

湖 風 祭

2012年11月10 日（土）、11日（日）に開催します！

衣でご来場の方に粗品のプレゼントをしました。県大の学生に
よる模擬店や活動の発表だけでなく、地域の方々による江州音

滋賀県立大学の「地域に根ざした大学」という理念のも

頭やフリーマーケット出店など数多くの企画を行い、学生、一般

とに、学生と地域の方が一緒になって祭をつくり上げてい

の方を問わず、多くの方に楽しんでいただきました。県大が夏
色に染まった１日でした。

きます。また、環境に配慮した祭を目指し、
「エコプロジェ
クト」としてゴミの削減にも取り組んでいきます。湖風夏
祭とはまた違った雰囲気で楽しめます。
子どもからお年よりまで楽しく過ごせる２日間になって
います。皆様お誘い合わせの上、ぜひお越しください！！
湖風祭実行委員会委員長 谷村泰宏

湖風祭実行委員会ホームページ： ht tp: // kofo o. jp

ら
局か ワ！」
務
「事 ンニチ
コ

このコーナーでは、毎回、大学事務局の業務内容や職員をご紹介します。
大学事務のことやそこで働く職員のことを少しでも知っていただき、親しみを感じていただければ幸いです。

第9回

国際化推進室
こんな 役 割を
担 って い ま す！

海外の大学との協定
アメリカ・Saginaw Valley State Universityの建物
撮影／工学部機械システム工学科
波多政明さん

海外の大学と連携し、交換留学を始め海外留学を推進
させることは国際化推進室の大きな役目の1つです。
そのためピーター・モーリス室長は今日もアメリカに飛び、現地
の大学との協定締結のため奔走しています。交換留学とは海
外の大学と本学の学生が互いに行き来し、単位を取得するもの
です。毎年数名の学生が本学より海外に飛び立っていますが、
今後は更に多くの学生が留学を経験できることとなるでしょう。

ドイツ・アウクスブルク市の風景
撮影／環境科学部生物資源管理学科
徳永祥孝さん

外国人留学生支援
事務局では、本学の外国人留学生が充実した学生生
留学生スピーチコンテストの様子

活を過ごせるよう日本語教育やチューター制度、課外
活動支援、就職セミナーの案内などを行っています。日本語教
育の一環で聖泉大学と共同実施の「実用日本語講座」があり、

スピーチの様子

講座の最後にスピーチコンテストを開催します。流暢な日本語
で語られる外国人留学生のスピーチは留学生活の総まとめと
もいえる内容が多く、ずっと日本で生活する私たちには想像
できない苦労や新しい感覚の発見があり、聞いていて大変励
まされます。

留学生スピーチコンテスト集合写真
（前列6名が受賞者）

表彰式

本学学生への海外留学支援

交換留学生の派遣・受入実績（私費留学生含まず）
［2003年〜2012年6月］
大学名

本学から海外に派遣される学生の支援も行います。

国名

アメリカ、中国、モンゴル、ドイツ、スペインなど、国や
留学形態によって異なる手続きを学生と一緒に進めます。留

派遣

アメリカ

19

湖南師範大学

中国

24

湖南農業大学

中国

ミシガン州立大学連合

(※)

受入
91
10

学による本学の履修計画や就職活動への影響などについて

海南大学

中国

の相談や、渡航後も学生とメールで連絡を取り合い、いつでも

モンゴル国立大学

モンゴル

12

15

サポートできる体制でいます。帰国後、彼らは留学前とは見違

国民大学校

韓国

9

13

アウクスブルク大学

ドイツ

3

3

セヴィーリャ大学

スペイン

1

えるように成長しています。背筋がピンと伸びた姿に多くの困
難とそれを自分で乗り越えてきた自信が窺えます。この仕事を
していてよかったな、と思える瞬間です。

Hi!

STAFF

ピーター・モーリス
国際化推進室長

私達の大学がある滋賀県
彦根市は歴史的に見ても、
また地理的に見ても京都・
大阪・名古屋といった大
都市にも近く、外国から
来る人には実はとても
条件の良い町です。もっ
と多くの学生が海 外か
ら来て本学の学生と交
上中央）山川さん 下左）岩間さん
下中央）モーリス室長 下右）ボーランドさん

合計

4

68

136

※ミシガン州にある15の州立大学

山川 祐司

主査

国際化推進事務の総括を担当しています。
国際

情勢が日々変化する中、滋賀県立大学を選んで来てくれた外国人留
学生が無事学修を終え世界に羽ばたけるよう、
全力で支援しています。
後援会の皆さまも、応援よろしくお願いいたします。

岩間 希

主任主事

主に本学学生の海外派遣を担当しています。

内向き志向と言われがちな大学生ですが、滋賀県立大学の学生はが
んばり屋さんが多く、異文化への興味も旺盛です。留学を希望する学
生がその夢を実現できるよう、私達がお手伝いします！

ボーランド 寿恵子

契約職員

外国人留学生の生活・学修・活動

支援に関する業務を担当しています。困ったことがあったら、何でも

流してほしいと思います。 相談してほしいと思っています。少しでも力になれるよう頑張ります。

平 成 24 年 度 就 職 支 援 事 業 について

■ 学生を取り巻く就職環境と就職支援事業について

平成２3年度卒業生の進路状況

今春卒業生の進路状況は右の「進路状況表」のとおりです。就職希
望者に対する就職内定者の割合を表す就職内定率は92.3％で昨年度
に比べ1.6ポイント上回りましたが、厚生労働省発表の全国平均93.6％＊
にはわずかに及びませんでした。昨年は、東日本大震災により、就職活

環境科学部

就職希望者数
就職者数

69（6）

139（112） 64（59） 392（226）

110（46）

62（6）

126（104） 64（59） 362（215）

環境でした。また、大学への求人数も震災や不況の影響で減少し、雇用

大学院進学

43（15）

環境も依然として厳しさが続いている中、国を挙げての新卒学生への

専修・各種学校
研究生

本学では、
３回生及び大学院１回生を主な対象に、就職セミナーを年
18回開催しています。このセミナーでは、就職活動の心構えや面接対策、

合計

120（49）

動のスケジュールが首都圏を中心に混乱し、学生にとって厳しい就職

昨年度よりも内定率がアップしました。

）は内女子数／H24.5.1現在

人間文化学部 人間看護学部

173（69） 139（15） 168（130） 68（63） 548（277）

卒業者数

内定率［％］

就職支援策等や１人１人の学生の最後まで諦めない粘りと努力により、

（

工学部

91.7（93.9） 89.9（100）90.6（92.9） 100（100） 92.3（95.1）
67（9）

16（11）

3（3）

129（38）

1（1）

0（0）

3（2）

0（0）

4（3）

1（1）

2（0）

0（0）

0（0）

3（1）

一時的な仕事

2（0）

0（0）

2（1）

1（1）

5（2）

無業(※)

6（3）

1（0）

8（4）

0（0）

15（7）

総求人件数

（※）無業…留学・ボランティア活動・次年度公務員再受験・状況不明など

2491

エントリーシート対策など就職活動を乗り越える上で欠かせない事項
0

について、
具体的なスキルの獲得を目標に指導しています。
また昨年度から、全学部全学科の２回生を対象にした「キャリアデザ
イン論」を授業として取り入れています。早い段階から大学卒業後の進
路について考え、将来への目標を持ち充実した大学生活を送ることが
できるよう教職員が一丸となって取り組んでいるところです。
現在、３回生は、夏休み期間中に企業や自治体で実際に就業体験が
できるインターンシップに出かけています。大学ではインターンシップ
を希望する学生を支援するため、平成21年度からインターンシップを正

環境科学部
2%
（110名就職）

人間文化学部
7%
（126名就職）

5%

19 %

14 %

7%

4%
1%
14 %
14 %
3%
2%
5% 5% 8% 2%
6%
10 % 5 % 10 %
1%

30 %

10 %
2%
その他

92 %
看護師 67%

養護教諭

保健師 助産師

12 %

13 %

※ 文部科学省・厚生労働省調査は、国公私立大学62校、短大20校が選出されて行われる抽出調査です。

就職活動中の子どもと接するときの心掛け５カ条
長所を伝えてあげる

民間企業
就職志望の
学生の動き

ほかの学生と比べない

［（株）リクルート発行「保護者のための就職ジャーナル」より抜粋］

価値観を否定しない

１２月〜 企業へのエントリー開始

（３回生） 就職情報会社
（リクルートなど）主催の合同説明会に参加

１〜３月 大手企業を中心に筆記・説明会へ参加
４〜５月 大手企業を中心に内定が出始める
６月〜
中堅・中小企業中心に応募

学内企業等
合同研究会

①病院合同説明会
県内９病院（３・４回生対象）／6月27日（看護棟）
②業界・企業研究会
全国企業人事採用担当者・本学卒業生など
約200社（全学3回生・Ｍ１対象）／1月上旬（交流センター）

18

回︶

［４回生対象］
就職活動応援セミナー①

就職セミナー︵前後期計

【前 期】
就職活動スタートセミナー①
適性診断テスト②
自己分析セミナー③
就職ナビガイダンス④
仕事研究セミナー⑤
「社会人＋就職」準備セミナー⑥
就職活動早分かりセミナー⑦

不安をあおらない

子どもを信じて見守る

５月〜
国家公務員採用試験受験
公務員志望の ６月下旬 地方上級（都道府県）受験
学生の動き
７月
教員採用試験受験
７〜１１月 市役所等採用試験受験
公務員採用試験説明会
①滋賀県職員採用試験説明会
②滋賀県警察官採用試験説明会
③滋賀県教員採用試験説明会
④国家公務員採用試験説明会
⑤消防士採用試験説明会

【後 期】
①就職活動直前対策セミナー
②一般常識試験対策セミナー
③ＳＰＩ試験対策セミナー
④就職活動体験談発表
⑤エントリーシート対策セミナー
⑥合同企業説明会準備セミナー
⑦グループディスカッションセミナー

公務員試験対策講座
◎事前ガイダンス（４月）
①行政職コース 全228時間
②教養試験対策コース 全73時間

就職セミナー

⑧業界・企業研究セミナー
⑨面接対策セミナー
⑩就職活動実践セミナー

業界・企業研究会（交流センター）

インターンシップ事前マナー研修

■ 地方公務員

■ 医療・福祉業

■ 教育・学習業

■ サービス業

■ 不動産業

■ 金融・保険業

■ 卸・小売・飲食業

■ 運輸・通信業

■ 製造業

■ 建設業

平成２3年度
就職者の
業種別内訳

100（%）

80

75 %

■ 農林漁業

［学生支援センター 就職担当］

19 %

60

人間看護学部
6%
（64名就職）

義務づけることで、
より効果的なインターンシップを目指しています。
大学ではこうした取り組みを重点的に展開して参りますので、保護者

17%

40

工学部
5%
（62名就職）

規の授業科目として単位を付与し、事前のマナー研修や事後報告会を

の皆様の暖かいご支援ご協力をよろしくお願いいたします。

20

後援会会報はっさか

はっさか3 5号に寄せて
また、年１回ではありますが学生との懇談会を行い、学生

後援会会員のみなさまへ

の意見、要望を聞き、少しでも学生生活充実の一助になれば

西川 美智子

と思っています。
今後も、学生、大学、会員の皆様のお役に立てる後援会活
動を目指して運営に取り組んで参ります。

課外活動助成、大学祭助成、クラブ活動助成、広報事業、施設

会員の皆様には、さらなるご支援、ご協力を賜わりますよ
うお願い申し上げます。

整備等助成、卒業アルバム助成等を行っています。

今年度の後援会役員はホームページに掲載しています。

卒業アルバムについては、2012年度卒業生（2013年3月）よ

http://www.usp-koenkai.jp/yakuin/

り全員に無料で贈呈できることになりました。

彦根市荒

ダース研修が開催されました。

2012年度後援会総会を

この研修は各団体代表学生を

開催しました。新入生の

対象に、個人とグループの成長

保護者を中心に約30 0

を促し、グループとしての責任、

名の会員が出席し、2011
年度事業実績と決算報告、2012年度事業計画と

ご覧ください。 http://www.usp-koenkai.jp/

しを通して仲間との触れ合いを積み重ね、仲間を信じることで不安や恐
怖を克服し、新しいチャレンジへ進めることを経験することができまし
た。具体的な目標を設定することや仲間と目標や意見を共有することの
大切さを改めて考えるよい機会となりました。

学生懇談会報告
京滋戦

後援会では毎年学生懇談会を開催しています。

えて大学生活を送っているのかを知ることがで
機会になっています。今年は6月9日 に開催しま
弓道場の建設、湖風祭のイベント保険料の助成、
としてできる支援について検討していきます。

戦」を開催しました。京滋戦と
は京都府立大学と滋賀県立大
学の体育会が主催する部活動
による交流戦です。今年は前日まで大雨が降り続いたため、屋外競技の中
止が心配されましたが、昼前には天候が持ち直し、男子硬式テニスを中止
したものの、残りの競技はすべて執り行うことができました。結果は、男
子、女子、総合の3部門すべて京府大に勝ちを譲りましたが、どの試合も白
熱した展開となりました。来年は県大での開催です。巻き返して今年の雪
辱を晴らしてもらいたいです。

お知らせや学内活動・クラブ活動の報告など
最新情報をお届けしています！！

▲

「はっさか」バックナンバーは、右記のＵＲＬよりご覧いただけます

滋賀県立大学後援会news

検索

http://hassaka.shiga-saku.net/

http://www.usp-koenkai.jp/news/

携帯電話からも
閲覧できます︒

滋賀県立大学

check 後援会ブログ

伏木勇太］

次号（vol.36）は、
2013年2月発行予定です。

［体育会会長

http://bird-design.jp/

部室の増設等の要望がありました。今後、後援会

大学総合競技大会、通称「京滋

arch6683@gmail.com

した。学生からは、体育館の遮光カーテンの設置、

府立大学にて第15回京滋公立

minori

き、後援会が応援できることは何かを考えるよい

去る7月7日、七夕の日に京都

制作 (株) バード・デザインハウス

接話し合うことで、学生たちが何を感じ、何を考

表紙イラスト

課外活動団体代表の学生たちと後援会役員が直

滋賀県彦根市八坂町2500

可決されました。詳しくは後援会ホームページを

れています。今回の研修では、様々なミッションへの挑戦と失敗の繰り返

E ﾒ ｰ ﾙ i n fo @ u sp - ko en k a i .jp

予算、新役員組織について審議を行い、すべて

協力、協働などを学ぶとともに学生同士の交流を図る目的で毎年開催さ

FA X 0 74 9 - 2 8 - 8 2 9 8

神山自然 の家において、リー

県 立 大 学入学 式 の 後 、

滋賀県立大学後援会事務局（学生・就職支援グループ内）

リーダース研修
2012年5月19日

滋賀

T E L 0 74 9 - 2 8 - 8 2 1 9

2012年4月5日

編集・発行

課外活動のご報告

2012年度後援会総会報告

2012年 8月 発行

本後援会は、学生のための福利厚生事業、就職支援事業、

後 援 会事務局からのお知らせ

35

号

日頃は後援会の活動にご理解とご協力
をいただきありがとうございます。

第

会長

