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巻頭インタビュー

１面 巻頭インタビュー

湖風祭実行委員会

2面 学内施設紹介

学生支援室

３面 特別企画

東日本大震災ボランティア報告
４面 就職情報・事務局からのお知らせ

Q

コフーに入ったきっかけは？

湖風祭実行委員会
後援会も活動支援をしている「湖風祭実行委員会
（Kofoo：コフー）」。現在111名が所属しています。
中心となってメンバーを率いる幹部のみなさんに
お話をうかがいました。
（Oさん・Iさん・Fさん・Kさん）

F：新入生歓迎会で流された、コフーの紹介ビデオがやばかった！
I：自分もあの中に入りたいって思ってしまいました(笑)

全：(ビデオには)いいとこしか写ってなかったよなー(笑)

Q

活動で一番大変なことはなんですか？

O：数がはんぱなくて、模擬店やフリーマーケットの出店者と連絡
を取り合うだけでも大変です。

I：全てにおいてプレッシャーで押しつぶされそうになります(苦笑)

Q

逆に一番うれしいことは？？

I：来てくれた人が「他の大学の学園祭よりよかった」
と言ってくれたときはうれしかったですね。

Q

コフーの活動は就職活動に役立ちそうですか？

K：活動自体が独特なので、自己PRに役立つと思います。

今年の
湖風祭は…

第19回湖風祭
土
●

日
●

11月9日・10日 開催

2013年

F：面接のときクラブ活動を頑張って続けてきましたって言う人は
たくさんいるけど、コフーの活動の話をすると興味を持ってもら
えるらしいです。

Q

ご家族と湖風祭の話をしますか?

I：下宿しているので、
祭が終わると どうやった? と電話をくれます。
毎回来ると言いながら、まだ実現してないので今年こそは！

K：来てくれますが、会場では巡り合えないです(笑)
＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
学生だけでなく、地域の方も楽しみにしている大学祭「湖風祭」を
企画・運営・実施している湖風祭実行委員会。彼らの喜びはお客さ
んが笑顔で楽しんでくれること。
「湖風祭は家族で楽しめる」
「毎年
楽しみにしている」
「今年もすごいね」
「来年もまた来るよ」…そんな
言葉が彼らの原動力です。来てくれたお客さんに楽しんでもらうた
めに、スーツ姿で企業をまわって協賛金を集め、80張を越えるテン
トやステージを自分達で設営・装飾します。縁の下の力持ちとして
祭を支える彼らは、しっかりと自分の仕事をこなせる立派な社会人
になってくれるでしょう。
［取材・文］
湖風祭では、DRP（Dish Return Project）やＭｙはし推進運動、ゴミ分別
などの取り組みにより環境にやさしい祭りを目指しています。
［右下写真］

後援会事務局

学内施設紹介

大学内にある様々な施設の概要やその役割、スタッフのみなさんをご紹介します!

学生支援室

i

ご 利用案内
場所

学生支援センター内

学生 支 援 室は学生 支 援センター内にあり、 また、学生支援室は、学生同士、先輩・後輩に
学生と教職員との面談・交流や専任スタッフ

よる学習や課外活動、進路等についての情

による就職活動支援や各種相談対応、情報

報交換、交流の場としても利用できます。

開室時間

8：30〜18：15

※休業中は17：15まで

出入自由・飲食可です。
気軽に利用して下さい。

提供などを目的とするオープンスペースです。
室内には、学生生活全般にわたる図書・資料
（履修の手引、留学・TOEICなどの外国語学

スタッフのご紹介

習支援、進路・就職、各種試験等に関する図
書や、求人票、卒業生の就職活動報告書、公
務員試験案内、大学院入試情報等)などがあ

特任教授
きくち

り、自由に閲覧できます。多くの図書は貸出

けんじ

菊地 憲次

しもできます。

学生相談室ってこんなところ！

R

E

P

O

R

T

平成25年から学生支援室にきています。就職
活動で困っていることや悩んでいること、さら
にエントリーシートの書き方や面接などの相
談や指導を行っています。皆さんにとって納得
みなさん 実 際にどの 様に利用し
ているのでしょうか？学生相談室
の様子をご紹介します！

ジョブサポーターの辻さん

できる就職活動を応援しています。

学生対応をする学卒ジョブサポーターの辻 茂雄さん（写真右）

特任准教授
いけだ しげのぶ

池田 重信

今、日本の内外を取り巻く環境は、大きく変わり
つつあります。時代も速いスピードで動いてい
ハローワーク彦根からの出張就職相談の様子

ます。大学として社会のニーズにどう対応するか。

出張就職相談｜毎週金曜日・不定期火曜日

不易と流行をきちっと見極め対応する必要が
あります。それを受けて県立大学が大きく進
化できるお手伝いができればと思っています。

学生サポートスタッフによる就職相談会で先

国の｢産業界のニーズに対応した教育改善・充

輩の話を真剣に聞く就活生のみなさん

実体制事業｣を京都、奈良を含めた15の大学
と一緒に推進しています。

キャリアカウンセラー
のぐち ゆうこ

野口 容子
本学で実施された就職セミナーのビデオを視
聴する学生さん

模擬集団面接を終え、先輩からの感想を聞く
就活生のみなさん

利用の仕方は他にもいろいろ。ま
だ利用したこのがないという方は、
ぜひ足を運んでみてください！

週３回（月・水・木）学生支援室で就職相談を
担当しています。社会に出る前に必要なこと、
自己の振り返り、仕事に関する情報収集など、
多角的に支援していきます。まずは気軽にお
立ち寄りください。

特別企画

報告者：小野 元嗣（滋賀県立大学後援会会長）

東日本大震災からもうすぐ２年半の月日が経とうとしています。震災の直後から復興
支援ボランティアに向かった県大生たちは今も継続して被災地の皆さんを支援し、
交流を深めています。昨年末から数回にわたり、後援会が支援しているボランティ
ア活動の現地視察へ行って参りましたのでご報告いたします。
宮城県気仙沼市本吉町

田の沢地区「竹の会所」

宮城県本吉郡南三陸町

歌津田の浦地区

津 波 で 集 会 所を失った場 所 に 、地 域 の
人々が集まれる場を作ろうと県大の教授
と学生が中心となって｢竹の会所｣を作り
上げました。現在も「たけとも−竹の会所
友の会」として様々な活動を続けています。

毎月、田の浦地区へ訪問する際にお世話
になっている、農家民泊の佐々木さんご
一家と「田の浦ファンクラブ学生サポート
チーム」。

たけとも−竹の会所

ホームページ

友の会ブログ

たけとも 竹の会所

検索

Taketomo.takenokaisyo

︵右︶田の浦ファンクラブ会長 佐藤 久次 さん

︵左︶後援会会長 小野 元嗣

東日本大震災ボランティア報告

田の浦ファンクラブ
田の浦ファンクラブ

「未来看護塾」の学生達は毎回様々なイベ
ントを開催し、現地の方との交流を深め
ています。
未来看護塾
ブログ 未 来看護 塾

検索

検索

学生サポートチーム
ブログ

田の浦学生サポートチーム

検索

岩手県陸前高田市米崎町

吉田さんの「花っこ畑」
県大生が建 設した集会所でクリスマス
パーティを行い、サンタさんが集落の皆さ
んへ滋賀県のみなさんからのプレゼント
を届けました。
地域の皆さんのご協力の元、
「 木興プロ
ジェクト」のメンバー達が建設した集会所。
お花畑の中に県大の教授と学生が「小さ
な家」を建設しました。

木興プロジェクト
ホームページ

木興プロジェクト

検索

mokkopro

視察を終えて
学生たちは復興支援活動を通じて、自然の脅威や防災の必要性を身をもって感じ、
人と人とのふれあいの温かさや人とのつながりの大切さを学んでいます。復興支援
活動で得た経験や知識は学生たちの一生の宝となることでしょう。しかしながら、
滋賀から遠く離れた宮城県へ継続的に支援に行く彼らには経済的負担が重くのし
かかっています。後援会としても学生のボランティア活動に対する助成の更なる充
実が必要であると痛感しました。

後援会会員の皆様へ
日頃は後援会活動にご理解とご協力を賜わ
り誠にありがとうございます。皆様からお預
かりした後援会費は学生達のより充実した
学 生 生 活 や様 々な 活
動の一助になるよう活
用させていただきます。
今後とも皆様のご理解
ご協力をよろしくお願
い申し上げます。
滋賀県立大学後援会 会長

小野 元嗣

本学では、３回生及び大学院1回生を主な対象に、就職
セミナーを年間17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、エントリーシート対策など

平成24年度卒業生の進路状況
（学部別）
環境科学部

各種学校3%
無業6%

未定2%

一時的な仕事2%

工学部

研究生1%

無業2%

未定４%

37

号

就職活動を乗り越える上で欠かすことのできない事項に
ついて、具体的なスキルの獲得を目標に指導しています。

進学 25%

目標を持ち充実した大学生活を送ることができるよう２

進学 41%

卒業生

卒業生

185 名

169 名

就職 64%

2013年 8月 発行

また早い段階から大学卒業後の進路を考え、将来への

就職 50%

回生対象に「キャリアデザイン論Ⅰ」を開講しています。
今秋からは、
「 キャリアデザイン論Ⅱ」を新規開講し、さ

一時的な仕事3%

未定6%

検索

http://www.usp.ac.jp/japanese
/campus/shushoku/

看護師
61％

就職 78%
助産師11％

人間文化学部

キャリアデザイン論Ⅱ（2回生後期）

学内企業等合同説明会
病院合同説明会｜6月26日開催
業界・企業研究会｜1月上旬開催
└ 全国優良企業約200社が参加
公務員試験対策講座（有料：3回生対象）

12 月

企業へのエントリー開始

1〜3月

大手企業を中心に説明会、筆記試験へ参加

4〜5月

大手企業を中心に選考、内々定が出始める

6月以降

中堅・中小企業を中心に応募
※平成28年度卒業生より企業エントリー開始時期が
変更される予定です。

公務員志望の学生
5 月〜

国家公務員採用試験

6月下旬

地方上級公務員採用試験

7月
7〜11月

教員採用試験
市役所等職員採用試験

いった選考からわかるように、保護者世代の就職活動と

場の建設、熱中症対策のための製氷機の設置、大学祭の

は様変わりしています。最新の就職事情について理解を深

テントの寄贈、ボランティア活動の交通費助成の拡充等

め、わが子の就職活動をどう応援すればいいかについて考

様々な要望が出されました。今後、後援会として支援でき

えます。この機会にぜひご参加ください。

ることについて検討していきます。体育館の遮光や弓道場

日時｜2013年10月26日(土) 13：30〜16：30

の建設は昨年から要望されていますが、大学へ働きかける

場所｜滋賀県立大学

ことで、引き続き実現に向けて応援していきます。

※要予約。詳しくは、滋賀県立大学ホームページをご覧ください。

後援会ホームページ
のご案内

後援会の事業内容や学生保険の詳細、広報｢はっさか｣
のバックナンバー、お知らせや大学の様子を伝えるブロ
グなどをご覧いただけます。

滋賀県立大学後援会

検索

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

http://bird-design.jp/

しました。学生からは体育館の遮光カーテンの設置、弓道

次号（vol.38）は、
2014年2月発行予定です。

最 近の就 職 活動は「エントリーシート」や「SPI3」などと

arch6683@gmail.com

６月８日（土）に後援会役員と学生代表との懇談会を開催

(株) バード・デザインハウス

minori

保護者向け就職説明会のご案内

制作

表紙イラスト

事務局からのお知らせ

学生懇談会報告

滋賀県彦根市八坂町2500

インターンシップ（就業体験：3回生対象）

民間企業志望の学生

Eメール in fo @ usp -ko e nkai.jp

就職セミナー｜前後期計17回開催
（3回生対象）

人間看護学部

FA X 0749 - 28 - 8298

キャリアデザイン論Ⅰ（2回生前期）

一般的な就職活動スケジュール

県立大学のキャリアサポート

個別就職相談（全学生対象）
学生支援室スタッフ

卒業生
75 名

卒業生

150 名

滋賀県立大学後援会事務局（学生・就職支援グループ内）

滋賀県立大学 就職

就職 95%

T E L 0749 - 28 - 8219

就 職 セミナー 情 報など 詳しくは
滋 賀 県 立 大学ホームページ内の
就職情報をご覧ください。

進学1%

養護教諭
11％

編集・発行

進学7%

未定4%

保健師
12％

無業5%

各種学校1%

らに充実した支援を行ってまいります。

第

年度就職支援事業について

後援会会報はっさか

平成
25

１人ひとりの将来の夢の実現に向け、様々な形の支援を行っています。

