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　学生や多くの来学者が利用する大学のバス停に新しく案内板が設置されま
した。風よけ用の囲いの前面には学内の地図と掲示板が設置され、各学部の行
先を示す矢印も表示されています。催し物やイベント情報に案内図が併設され
ることにより、学内の開催場所が非常にわかりやすくなり、さらに、内側にはバ
スの時刻表はもとより滋賀県と彦根市内の地図があり、県外から訪れた方にも
滋賀県立大学の位置を確認してもらえるようになりました。夜間には、新しく
設置されたスポットライトがバス停周辺をやさしく照らし、防犯にも一役買っ
ています。

　後援会は今回の案内板設置も含め、これまで「県
大サインプロジェクト」として大学の様々な案内板
の設置に助成をしてきました。初めて来られた多く
の方が迷子になると言われてきた滋賀県立大学の
キャンパスですが、今では主要な場所に様々なデザ
インの案内板が設置され来学者を迎えています。
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　散策してみませんか?
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学生ホールリニューアル
　食堂の前にある学生ホールにおいて、
椅子を新しく買い替え、課外活動団体「県
大ファーム」に協力を依頼して、草花を
植栽したプランターを設置しました。今
まで昼食時以外あまり利用されていな
かった学生ホールの雰囲気を明るくし、
もっと学生が集まる場所にするために
様々な工夫をしています。また大学生協
さんには、挽きたてのコーヒーが飲める
ようコーヒーマシンを設置していただき
ました。少しずつ利用
する学生が増えてきて
いる学生ホールをこれ
からも季節ごとの草花
が彩ってくれます。

新入生に入学記念品を贈りました

　後援会では、新入生に入学記念品を贈呈していま
す。今年も学生からデザインを募集して作成した後
援会オリジナルのトートバッグを入学式でお渡しし
ました。Ａ４ファイルが入り肩からかけられるサイズ
になっています。
　入学記念にトートバッグを贈呈する事業も４年目
になり今年はブラウンの落ち着いた色合いになって
います。

　後援会のホームページをリニューアルしました !
　後援会の情報だけでなく、大学の様子もタイムリーにお知ら
せしています。会報「はっさか」のバックナンバーやフォトギャ
ラリーなどもご覧いただけます。是非一度、ご覧ください。

http:/www.usp-koenkai.jp
滋賀県立大学後援会 検索

トートバッグデザイン
環境科学部
環境建築デザイン学科卒業

西川夏生さん

大学で地図に興味を持ち、学んでいたので、県大周辺の地図をモチーフにしたデザインにしました。

大学で地図に興味を
持ち、学んでいたの
で、県大周辺の地図
をモチーフにしたデ
ザインにしました。

後援会ホームページのご案内

事務局からのお知らせ
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リサイクル市
LEAFS

青年環境NPO「LEAFS（リーフス）」
が毎年開催しています「リサイクル
市」をご紹介します。

京滋戦第21回
課外活動レポート

　今年の3月25日（日）に第 20 回リサイクル市を開催しました。私たち環境青年NPO「LEAFS」が毎
年この時期に開催している当活動では、大学を卒業される先輩方や彦根市の一般の方々から無料回収
した家具や家電を、春から県大に入学する新入生の方々に提供させていただいています。まだ使える
家具・家電を再利用してモノを大切にし、皆で環境活動に取り組むことが狙いであり、学生がボランティ
アという形で活動を行っているので、回収した物品は格安で販売されます。今年も多くの新入生や一般
の方々にお越しいただき、家具 251点、家電 67点もの物品を再利用することが出来ました。ご協力い
ただきました皆様、ありがとうございました。
　今年のリサイクル市が無事終えられたのも、学生や地域のみなさん、並びに携わってくださった全て
の方々の支援のおかげです。これからも環境活動と共に学生や地域の皆様に貢献できる活動を目指し
精進してまいります。是非、来年の第 21回リサイクル市にお越しください。LEAFS一同、皆様のご来場
を心よりお待ちしております。
　『リサイクル市』は私がLEAFSに所属するきっかけにもなった活動なので、今回このような形で代表
を務められたことを幸福に思います。本当にありがとうございました。

環境青年NPO「LEAFS」
リサイクル市代表

吉田 拓真

会場は
交流セン

ターです

円陣を組んで“今日一日頑張るぞ !”大勢のお客様で大盛況です。
スタッフもお客様に丁寧に対応します。

リサイクル市終了
“お疲れ様でした!”

1. 受付で渡された投票用紙から欲しい商品（冷蔵庫、ベッド
等）のカードを切り取ります。
2. 会場に展示されている商品（冷蔵庫、ベッド等）の中から欲
しいものを 1つ選びます。

　※同じ種類の商品へ複数の投票はできません。
3. その商品の投票箱にカードを入れます。
4. 複数の購入希望者がいる場合、抽選で購入者が決定します。
＊新入生と一般の方の当選比率は 3：1となっており、新入生
の方が 3倍当たりやすくなっています。

購入方法

　６月９日（土）に第21回目となる京滋戦を開催
しました。京滋戦とは毎年京都府立大学と行って
いる体育系クラブの交流戦です。今年は京都府
立大学での開催となりました。
　梅雨の季節となり、前日に大雨が降ったため
当日の天気も心配されましたが、晴天に恵まれ、
絶好のスポーツ日和となりました。
　今年度は諸事情により軟式テニスの試合が中
止となりましたが、その他の競技は無事に開催す
ることができ、熱戦が繰り広げられました。
　昨年度は滋賀県立大学がホームグラウンドで
大勝利を収めており、今年はアウェー会場だが連
勝するぞ！という意気込みで臨みました。その結
果、滋賀県立大学が圧勝し、今年も総合優勝をす
ることができました。来年度もこの勢いのまま一丸
となって勝利を掴み取ってほしいと思います。
　最後に、京滋戦を開催するにあたってご協力
いただきました皆様に御礼申し上げます。ありが
とうございました。 第 22代体育会代表

小澤 有世

－京滋公立大学総合競技大会－

▼今年の機体の全容（組立練習）
倉茂理事と航空研究会の皆さん

　今年も航空研究会 UAfg（ユーファ）が「鳥人間コン
テスト」滑空機部門の出場権を獲得しました。昨年
の経験を活かして、今年も「結合翼機」スタイルの滑
空機で挑戦します。
　鳥人間コンテストは7月28日（土）に彦根市松原
水泳場で開催されますので、この「はっさか」47号が
お手元に届く頃には既に終了していますが、大会の
様子は次号で報告させていただきます。
　「鳥人間コンテスト」の模様はテレビで全国放送さ
れる予定ですので、航空研究会 UAfg のフライトが
１秒でも長く紹介されることを願いたいと思います。
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一井健之介

♥ #雨夜の学校

古田裕也

♥ #ファインダー越しの
   ファインダー越しの僕の世界

佐藤桂子

♥ #夢の一瞬 #白昼夢

日比まりあ

♥ #癒しのパフェ #空コマ
#ピアニシモ #夏限定

#テーマはインスタ映え
#滋賀県立大学写真部撮影
#写真部インスタアカウント
　https://www.instagram.com/photousp/

県大ミニアルバム
杉浦啓介

♥ #窓辺 #PM5:26

松野瑞貴

♥ #そと
#contrast

第
21
回湖風夏祭

うみかぜなつまつり

　皆様のご協力のおかげで、6月16日（土）に無事「第21回湖風夏
祭」を開催することができました。たくさんの方にご来場いた
だき誠にありがとうございました。
　開催日直前まで雨天の心配がありましたが、当日は晴天で風も心
地よく、大盛況のうちに祭を終えることができました。天候だけで
なく「滋賀県伝統芸能 江州音頭」による地域の方々と学生の『地域
交流』や、学科・部活・サークルなどにおける日々の活動の成果発表
をする『県大生の力』が湖風夏祭を大いに盛り上げてくれました。
　湖風夏祭だけでなく、来る11月17日（土）、18日（日）には「第24回
湖風祭」が開催されます。私たち湖風祭実行委員会は、これからも
県大生と地域の方々が自由にのびのびとそれぞれの力を発揮し、
ともに作りあげる『県大らしい祭』を目指して活動してまいりま
す。湖風祭を成功させるには湖風祭実行委員
会の力だけではなく、県大生や地域の方、お
客さんなど多くの皆様の力が必要です。一緒
に湖風祭を作り上げましょう！また皆様の
笑顔が見られる日を楽しみにしています。

湖風祭実行委員会委員長
吉田 直人

課外活動レポート

第24回湖風祭
2018年11月17日（土）、18日（日）開催
皆様のご来場をお待ちしています!

　５月19日（土）に彦根市荒神山自然の家において、学生団体
（クラブ、サークル）の部長クラスの学生や体育会、文化会、サー
クル運営委員会、湖風祭実行委員会の幹部を対象として、リー
ダース研修を開催しました。 

　リーダース研修とは、日常の活動における企画、運営、会計、危機管理などについて研修するものです。
　今年も各団体の部長や幹部等32名が参加し、グループとしての責任、協力、協働などを自ら学ぶとともに各団体代表
学生同士の交流を図りました。

参加者の感想
サークル運営委員会 委員長 岡野将司
　今回、初めて参加したリーダース研修は
想像していたものより、はるかに良いもので
した。与えられた課題に対して、全員で意見
交換をできる環境を作り、解決へと向かう
姿勢、失敗しても次頑張ろうという雰囲気

づくりは、人との協働にとても重要なものだと感じました。
　この経験をこれからの大学、社会生活で生かしたいです。

体育会フットサル部 副代表 望月翔太郎
　この研修に参加し、リーダーというものは
仲間の個性を把握することが大切であること
がわかりました。個性を把握することにより、
役割分担し一人一人ができることをすること
がよいチームになることがわかりました。

　また、チームの雰囲気が悪くなった時、ポジティブな声かけ
をすることにより、上を向くことができ、声かけの大切さも学ぶ
ことができました。

スキャンして、
写真部インスタをチェック！
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就職だより 就職だより

　2018年3月に卒業した本学学部生の就職率は98.7％（前年同期と同率）で、文部科学省等が発表してい
る全国の大学の就職率98.0％を上回ることができました。
　株式会社リクルート（リクルートワークス研究所）の調査によりますと、来春2019年3月卒業・修了予定
の大学生・大学院生対象の求人倍率は1.88倍で、従業員規模別では、300人未満企業（中小企業）では
9.91倍、5,000人以上企業（大企業）では0.37倍と企業規模による就職の難易度が顕著となっております。
実際の学生の就職活動は、単なる「売手市場」ではなく、大企業にとっては「買手市場」、中小企業にとって
は「売手市場」となっており、大手企業だけではなく、中小企業にも視野を広げて、知名度ではなく、自分に
マッチした「優良企業」を見つけることが重要です。
　また、2020年3月卒業・修了予定の大学生・大学院生の就職活動スケジュールについては、現行と同じス
ケジュール（広報活動：3月1日以降、採用選考活動：6月1日以降、正式な内定日：10月1日以降）を維持する
ことが一般社団法人日本経済団体連合会から2018年3月12日に発表されております。
　本学では、3回生および大学院1回生を対象として、就職対策セミナーを年間14回開催しており、就職活
動の心構えから始まり、自己分析、面接対策、エントリーシート対策など、就職活動を乗り切る上で欠かせ
ない内容となっています。時代の変化に即した実践的な取り組みを引き続き提供して参りますので、保護
者の皆様の温かい御支援、御協力をよろしくお願いします。

[学生支援センター就職担当]  　

就職担当から保護者の皆様へ

　最近の就職活動はエン
トリーシートや就職情報
サイトの活用などにより、
保護者世代の就職活動と
は様変わりしています。
　最新の就職事情につい
て理解を深め、わが子の就
職活動をどう応援すれば
良いかについて考えます。
是非ご参加ください。

　日　時           
　平成30年10月20日㈯
　13時～16時
　会　場　　　
　滋賀県立大学
　交流センターホール
※事前申込みが必要です。

保護者向け
就職説明会の
ご案内

その他、各種公務員の業務説明会を随時開催します。

　滋賀県立大学のインターンシップは、学生が在学中に企業等
において、自らの選考や将来のキャリアに関連した就業体験を
行うもので、社会的・職業的自立に向けたキャリア教育の一環で
す。学生の職業観や勤労観を育成し、労働への意欲を高めるこ
とを目的としています。
　本年度の滋賀県立大学インターンシップ申し込み状況は、48
社（自治体を含む）、53名です。企業等からは150社から受入の
申し込みがあり、そこから学生が就業体験先を選択しました。就
業体験は、夏季休業中に５日間～15日間行われます。また、大学
との協定型単位習得型の授業科目として、事前研修や事後研修
も行います。右の写真は、７月１日（日）と14日（土）に開催した、
事前研修の風景です。主にマナーに関する研修を行いました。

[インターンシップ担当] 

インターンシップ報告

学生支援室
「NEWスタッフのご紹介」

学生支援室の就職相談担当の
　　新しい先生方をご紹介します。

　平成28年3月に県立大工学部機械シス
テム工学科を定年で退職し、茨城県のつく
ば市に住んでいましたが、今年の4月から
学生支援室で勤務しています。学生の就活
に関する相談が主な仕事です。卒業後の自
分の生き方をじっくりと考えて、自分にあっ

た進路を選んでほしいと願っています。微力ながらその手
助けをしたいと考えています。

学生支援センター特任教授 髙松 徹

　昨年10月より教員経験を生かして就
職相談を担当しています。個別に面談
をすることで、「自分のキャリア観」を確
立していくきっかけをつかんでほしいと
思っています。就職活動は自分の生き
方を考える過程でもあるからです。

　私自身も学ぶことが多く、学生の皆さんとの出会いを
期待しています。気軽に来室してください。

キャリアアドバイザー 甲津 陽子

学生支援センター内にある「学生支援室」には就職関連の資料が揃っています。
学年に関係なく、だれでも自由に利用でき、就職関連の書籍の貸出もしています。

こんにちは
　COC+推進室です!
COC+推進室は、滋賀県内の企業への就職を希望している学生のお手伝いをしています。

　COC+とは、滋賀県立大学が県内５大学、滋賀県、県内産
業界等との協働のもと、本学のCOCの取り組み成果を活用
しつつ、地元志向の教育プログラム改革を進め、地元就職率
向上と雇用創出による「滋賀の創生」の取り組みです。

　滋賀県出身かどうかにかかわらず、「滋賀県が好き！働
くなら滋賀県！」「家族もそばにいるし、生まれ育った滋賀
県で就職したい！」という学生の声を聞きます。
　滋賀県内には優良企業がたくさんあるのですが、「滋賀
県にそんな優良企業があるとは知らなかった」「就活のと
きに県内企業の情報を知りたかった」という卒業生の声も
少なくありません。
　近江楽士（副専攻）の「地域中小企業講座」や「経営学
序論」では、県内優良企業の社長や経営陣を招き、県内企
業の魅力を伝えています。
　また、COC+推進室では、県内企業への就職を希望す

る学生さんに県内の市町主催の企業説明会を案内した
り、中期インターンシップを実施したりして、県内企業と大
学との連携を強化する取り組みをしています。
ホームページ
　http://cocplus-biwako.net/
フェイスブック
　https://www.facebook.com/coc.plus.shiga.usp/

2018年度（後半）

就職対策セミナー開催カレンダー
（学部 3回生・大学院1回生対象） コミュニケーションの取り方練習

お辞儀の練習

開催日 時　間 内　容

10/ 5（金）16時30分～18時00分
　就職活動本番準備セミナー
　　・超人気講師が、熱くかつ楽しく、就活のコツを伝えます

10/12（金）16時30分～18時00分
　業界研究セミナー（応用編）
　　・自分に合う企業の探し方・企業を客観的に判断する

11/ 3（土）13時00分～16時10分
　ES対策セミナーと模擬テスト
　　・書き方のコツ、考え方を伝授します

11/ 6（火）
11/ 9（金）

16時30分～
18時00分

　全国一斉WEB模擬試験
　　・本番さながらの環境で受験　（2日とも同一内容）

11/30（金）16時30分～18時00分
　冬のインターンシップの選び方
　　・冬のインターンシップに参加しよう

12/ 7（金）16時30分～18時00分
　ビジネスマナー講座
　　・きらりと光るビジネスマナー

12/15（土）13時00分～16時10分
　面接対策とＧＤ対策
　　・面接とグループディスカッションの基本と実践

12/21（金）16時30分～18時00分
　学内業界研究会事前説明会
　　・業界研究会の活用方法、参加企業一部紹介　など

1/15（火）～17（木） 　学内業界研究会（交流センター）
　　・業界・企業について研究する。（優良企業多数参加）

2/20（水） 9時00分～17時00分
　直前対策セミナー　　　・これまでの集大成・総まとめ
　　・学内企業説明会と就職情報会社主催の合同説明会参加のコツ

3/1（金）
　就職情報会社から、個別企業へのエントリー解禁日
　合同説明会、個別企業説明会への参加
　エントリシート作成、提出（WEB、郵送など）
　SPI等テスト受験（テストセンター、WEB）

3/4（月）～7（木） 　学内企業研究会（交流センター）
　　・志望する企業について研究する。（優良企業多数参加）
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平成29年度卒業生の進路状況
就職情報

※【】内は人数、雇用形態、職種 (公務員・教職等のみ )など。
　表記なしの場合は就職者 1名、正社員雇用

H30.6.1 現在就職情報

8

環境生態学科
㈱ヰセキ関西
㈱イチバン・コーポレーション
㈱近畿エコサイエンス
甲南ユーティリティ㈱
㈱コメリ
JAグリーン近江
島津システムソリューションズ㈱
大黒天物産㈱
㈱タナベエナジー
日本電気化学㈱
日本ルナ㈱
㈱ネクステージ
福西電機㈱
㈱平和堂
㈱ヤマモト
雪印メグミルク㈱
㈱ユニオン・コンサルタント
淀川ヒューテック㈱
㈱リンカイ
林野庁� 【行政】
進学
滋賀県立大学大学院� 【5】
滋賀大学大学院� 【2】

環境政策・計画学科
インフラテック㈱
㈱ウイル・コーポレーション
エン・ジャパン㈱
国立大学法人　京都教育大学
京都信用金庫
京都三菱自動車販売㈱
㈱JTBワールドバケーションズ
滋賀ビジネスマシン㈱
㈱ジャステック
㈱シルバーリンク
㈱積進
積水水口化工㈱
綜合警備保障㈱
㈱ソフトウェア・サービス
ダイキンエアテクノ㈱
ディップ㈱
東邦電気産業㈱
長浜信用金庫
西日本旅客鉄道㈱
日本製薬㈱
日本郵便㈱
パナソニック㈱
パナソニックエコシステムズ㈱
富士通㈱
明光ホームテック㈱
明治安田生命保険（相）
柳井紙工㈱
ユニアデックス㈱
ラディックス㈱
草津市� 【行政】

城陽市� 【行政】
吹田市� 【行政】
米原市� 【行政】
野洲市� 【行政】
進学
滋賀県立大学大学院
名古屋大学大学院

環境建築デザイン学科
アップウィッシュ㈱� 【2】
㈱穴吹工務店
㈱イーウェル
㈱一条工務店� 【3】
ESRIジャパン㈱　
㈱エフピコ
㈱大林組
大輪建設㈱
㈱楓工務店
㈱岐阜造園
㈱玉岡設計
㈱高栄ホーム
㈱鴻池組
(有)古株牧場
サンヨーホームズ㈱
㈱ジェイアール西日本

総合ビルサービス
㈱ジョインウッド
㈱スペース
住友林業ホームテック㈱
中央設備エンジニアリング㈱
㈱ティーネットジャパン

㈱東洋設計
長谷川体育施設㈱
㈱長谷工コ－ポレーション�【2】
八田建設㈱
㈱プロホーム・大台
㈱盛本構造設計事務所
㈱Y's�design�建築設計室�【2】
桑名市� 【建築】
豊郷町� 【行政】
進学
滋賀県立大学大学院�【14】
京都市立芸術大学大学院

生物資源管理学科
アース環境サービス㈱
㈱アテック
エコートレーディング㈱
岡三証券㈱
㈱カチタス
㈱叶匠寿庵
京都青果合同㈱
クラギ㈱
(生協)コープしが
㈱コクヨ工業滋賀
JA滋賀中央会
滋賀中央信用金庫
滋賀トヨタ自動車㈱
しずてつジャストライン㈱
㈱SHIMADA
㈱末永製作所
積水水口化工㈱

㈱創味食品
ダイキンエアテクノ㈱
WDB株式会社�エウレカ社
ディーピーティー㈱
日本ホワイトファーム㈱
日本郵便㈱
フジパングループ㈱
(独)水資源機構
㈱メビウス
山崎製パン㈱
㈱陽進堂
リビデングアンドヘルス㈱
ローム㈱
渡辺パイプ㈱
海上自衛隊�【一般幹部候補生】
滋賀県� 【農業】
津市� 【行政】
進学
滋賀県立大学大学院�【10】
京都大学大学院� 【5】
奈良先端科学技術大学院大学�【4】
京都府立大学大学院� 【2】
大阪府立大学大学院

材料科学科
㈱I.S.T� 【2】
栄徳高等学校� 【理科】
奥野製薬工業㈱
㈱加地テック
互応化学工業㈱
紺藤織物㈱
積水水口化工㈱
太平洋工業㈱
WDB株式会社�エウレカ社
㈱東光高岳
東洋ガラス㈱
日本セラミック㈱
日本黒鉛工業㈱
日本電産リード㈱
林テレンプ㈱
㈱ピカソ美化学研究所
㈱平和堂
㈱村田製作所
ローム㈱
ロックペイント㈱

滋賀県教育委員会� 【理科】
湖南広域消防局� 【消防】
進学
滋賀県立大学大学院�【22】
京都大学大学院
奈良先端科学技術大学院大学
神戸大学大学院

機械システム工学科
㈱アルナ矢野特車
㈱立売堀製作所
㈱カシフジ
㈱片岡製作所
堅田電機㈱
川重テクノロジー㈱
㈱カンセツ
キヤノンマシナリー㈱
KYB㈱� 【2】
㈱ゴーシュー
湖北精工㈱
三恵工業㈱

㈱清水合金製作所
ジヤトコ㈱
ダイキン工業㈱
ダイサン㈱
㈱ダイフク
タイムズサービス㈱
㈱テクノアシスト糟谷設計
東レ・カーボンマジック㈱
㈱日立建機ティエラ
平田機工㈱
㈱フジキカイ
㈱松永製作所
㈱三ツ星
メイテック㈱� 【2】
ローム㈱
進学
滋賀県立大学大学院�【18】
奈良先端科学技術大学院大学
神戸大学大学院
京都工芸繊維大学大学院

電子システム工学科
㈱アヤハエンジニアリング
㈱インテック
㈱エネゲート
オプテックス㈱
堅田電機㈱� 【2】
㈱関電エネルギーソリューション
キヤノンマシナリー㈱
京セラドキュメント

ソリューションズ㈱
㈱きんでん
㈱工房JINTA
コーデンシ㈱
㈱三社電機製作所
シーシーエス㈱
㈱滋賀富士通ソフトウェア
Sky㈱
スマートインプリメント㈱
㈱ソフトウェア・サービス
㈱トクデン
㈱ドリーム・チーム

日本電気硝子㈱
日本ソフトウェア㈱
日本電産㈱� 【2】
平田機工㈱
三菱電機ビルテクノサービス
村田機械㈱
ムラタシステム㈱
進学
滋賀県立大学大学院�【17】
奈良先端科学技術大学院大学�【2】
大阪大学大学院

環境科学部

工学部
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平成29年度卒業生の進路状況
就職情報

※【】内は人数、雇用形態、職種 (公務員・教職等のみ )など。
　表記なしの場合は就職者 1名、正社員雇用

H30.6.1 現在就職情報

9

地域文化学科
アートコーポレーション㈱�【2】
㈱アイホウテクノ
アインズ㈱� 【2】
㈱アスコム
アッヴィ合同会社
㈱アルファビジネス
㈱エスファーマシー
㈱エヌオーイー
㈱ENEOSフロンティア
(有)創建工房
大垣西濃信用金庫
(有)佳研スクール
㈱岐阜新聞社
湖東信用金庫
(福)さみどり福祉会
㈱ジェイアール西日本ホテル開発
JA西美濃
JA甲賀
JAとぴあ浜松
JA東びわこ
(公財)滋賀県文化財保護協会
� 【嘱託】
滋賀日産自動車㈱
(福)�博愛会
㈱スーパー・コート
生活協同組合連合会

大学生協東海事業連合
㈱千成亭
タック㈱
田中建材㈱
東京コンピュータサービス㈱
日東工業㈱
㈱服部組
㈱バローホールディングス
東近江市埋蔵文化財センター
� 【嘱託】
㈱プロフィット
㈱平和堂� 【3】
弁護士法人心
丸三証券㈱

㈱三井住友銀行
㈱三ツ星
村田機械㈱
㈱リカーマウンテン
一宮市� 【行政】
大阪国税局� 【国税専門官】
大津市� 【行政】
京都府教育委員会
� 【学校事務】
皇宮警察本部�【皇宮護衛官】
滋賀県教育委員会� 【地歴】
垂井町� 【行政】
長浜市� 【行政】
彦根市� 【行政】
福井県警察� 【警察官】
進学
滋賀県立大学大学院
京都府立大学大学院

生活デザイン学科
アインズ㈱
㈱綾羽
㈱エイ・ネット
㈱AXSデザイン
㈱カインズ�� 【3】
㈱叶匠寿庵
㈱木の家専門店�谷口工務店
㈱桑島写真スタジオ
㈱高栄ホーム
㈱澤村
(有)CDC
㈱ジャパンディスプレイ
住友三井オートサービス㈱
㈱大松
ダイヤトレンド㈱
㈱ディーエイチシー
凸版印刷㈱
㈱トンボ
㈱成田製作所
㈱箔一
ハマナカ㈱

㈱フィル
㈱ホームライフ
吉岡㈱
㈱レオハウス
㈱脇木工

生活栄養学科
（医）医誠会　茨木医誠会病院
㈱魚国総本社
エームサービス㈱
クラシエ製薬㈱
滋賀医科大学医学部附属病院
㈱スギ薬局
(医)星陵会��たちなみ歯科

口腔外科クリニック
㈱田中食品興業所
中部薬品㈱
㈱ナリコマエンタープライズ
日本ゼネラルフード㈱�【3】
富士産業㈱
㈱ベストーネ
(学)松風学園　彦根総合高等学校
� 【栄養教諭】
㈱マルワ
矢野歯科医院
㈱ユー・ピー・ディー
㈱ルネサンス
㈱ロックフィールド
大阪府教育委員会
� 【栄養教諭】
進学
滋賀県立大学大学院� 【7】

人間関係学科
アイオ㈱
アンダーツリー㈱
㈱オー・エンターテイメント
㈱オータケ
㈱近鉄・都ホテルズ
㈱くらコーポレーション
JA甲賀

㈱ジャパンクリエイト
㈱ジョイライティングスタッフ
新江州㈱
㈱千成亭
高見㈱
名古屋鉄道㈱
ピースクルーズ㈱
㈱平和堂
㈱マックス
三井住友海上あいおい生命保険㈱
宇治市� 【行政】
大垣市� 【行政】
京都市� 【行政】
滋賀県� 【社会福祉】
高島市� 【行政】
進学
京都大学大学院
九州大学大学院
鳥取大学大学院
鳴門教育大学大学院
龍谷大学大学院
名古屋市立大学大学院

国際コミュニケーション学科
㈱アンダンテ
一条工務店㈱
㈱ウィルグループ
ANA成田エアポートサービス㈱
日本放送協会
㈱圓堂
近江印刷㈱
㈱大垣共立銀行
岡三証券㈱
旭光精工㈱
近鉄・パナソニック
トレーディングサービス㈱

㈱くらこんホールディングス
鴻池運輸㈱� 【2】
㈱ジェイアール西日本ホテル開発
滋賀三菱自動車販売㈱
㈱JALスカイ大阪

上新電機㈱
Suprieve㈱
住友生命保険相互会社
合同会社西友
全日本空輸㈱
高見㈱� 【2】
㈱たねや� 【2】
中部興産㈱
㈱デサント
東京計装㈱
㈱ドリームスカイ名古屋
日航関西エアカーゴ・システム㈱
日東物流㈱
日本エアロスペース㈱
日本クロージャー㈱
日本電気硝子㈱
㈱阪急交通社
㈱阪急阪神ホテルズ
㈱日立建機ティエラ
マルホ発條工業㈱
㈱村田製作所� 【2】
ユーコーコミュニティー�㈱
滋賀県教育委員会� 【英語】
千葉県教育委員会� 【英語】
長野県教育委員会� 【英語】
進学
兵庫教育大学大学院

滋賀県内
大津市民病院� 【3】
大津赤十字病院� 【5】
済生会滋賀県病院
滋賀医科大学医学部附属病院�【5】
滋賀県立小児保健医療センター
滋賀県立総合病院� 【4】
治田西小学校
� 【養護教諭・嘱託】
市立長浜病院� 【2】
南郷小学校�【養護教諭・嘱託】
彦根市立病院�【3・臨時職員1】

草津市� 【保健師】
滋賀県教育委員会�【養護教諭4】
彦根市� 【保健師】

滋賀県外
（医）医仁会　武田総合病院
(学)追手門学院�【養護教諭】
大阪医科大学附属病院
大阪回生病院
大阪赤十字病院� 【2】
大阪大学医学部附属病院
大阪府済生会吹田病院

(地独)大阪府立病院機構
大阪国際がんセンター

岐阜県教育委員会
� 【養護教諭・嘱託】
岐阜県総合医療センター
岐阜市民病院
京都桂病院
京都市立病院
(独)京都市立病院機構
京都第一赤十字病院
京都大学医学部附属病院
� 【5】

京都第２赤十字病院
神戸星城高等学校
� 【養護教諭】
国家公務員共済組合連合会

名城病院
市立恵那病院
中部ろうさい病院
名古屋第一赤十字病院
羽島市民病院
兵庫県立がんセンター
兵庫県立こども病院� 【2】
兵庫県立西宮病院

武蔵野赤十字病院
横浜市立大学附属病院
淀川キリスト教病院� 【2】
洛和会音羽病院
岡山市� 【保健師】
京都市� 【保健師3】
本巣市� 【保健師】

人間文化学部

人間看護学部



平成29年度卒業生の進路状況（大学院） H30.6.1 現在
就職情報 事務局からのお知らせ

　会員の皆様におかれましては、日頃より後援会の活動にご理解ご協力を賜り、感謝申し
上げます。このたび、新しく後援会会長に就くことになりました。微力ではございますが、
保護者代表として、後援会の役員・事務局の皆様方とともに、学生の皆さんが充実した大
学生活を送ることができるよう、滋賀県立大学の教育事業の支援や、会員相互の親睦を図
るなど、取り組んでいきたいと考えております。
　滋賀県立大学は、琵琶湖を代表とした自然豊かな地域にあり、歴史上でも重要な役割を
果たした彦根の地にあり、学びの場としてはこの上ない環境にあると思います。大学生活
を通じて、人間として豊かに成長していく学生の皆さんを、後援会として支援していきた
いと考えておりますので、会員の皆様には一層のご理解とご支援を賜りますよう、よろし
くお願い申し上げます。

　7月7日(土)に学生と後援会役員
が意見を交換する「学生懇談会」を
開催しました。学生懇談会は毎年
開催しており、後援会役員が学生
と直接話し合う貴重な機会となっ
ています。また、学生たちにとって
も後援会や大学に意見や要望を伝
えることのできる数少ない機会と
なっています。
　当日は、課外活動団体の学生12
名が参加し、各クラブからの要望
を発表しました。学生からは老朽
化した備品の買換えや体育館の遮
光設備の設置、弓道部の練習場建
設等の要望がありました。
　学生たちの要望は大学にも伝
え、後援会として助成可能なこと
について応援していきます。

会長
中田　昭

学生懇談会学生懇談会

後援会会員の皆様へ

　前期の授業が終了し、学生の皆さんは長い夏季休業に入られた頃と思います。
　健康相談室の利用件数は、夏季休業終了後の10月頃から増加傾向にあります。長期の休業になり
ますと、どうしても生活のリズムが乱れ体調を崩しやすくなります。また、学業、友人関係、就職活動
等の悩みを抱えたまま休業に入り、気持ちが追い付いていかなくなる学生も出てきます。学生生活
を有意義に過ごしていくためには、夏季休業中も起床時間を決めて生
活リズムを整えていく事をお勧めします。
　この休業を利用して、日頃、ご家庭で話せていなかった事をゆっくり
話す機会にしていただければと思います。

健康相談室より ～夏休みの過ごし方～～夏休みの過ごし方～

健康相談室　真鍋
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環境動態学専攻
アイテック㈱
伊藤ハム㈱
㈱NBCメッシュテック
川重冷熱工業㈱
㈱クリタス
㈱スタディーネットワーク
大洋産業㈱
㈱宮﨑本店
森永乳業㈱
滋賀県教育委員会� 【生物】
滋賀県� 【農業2】
兵庫県� 【農業】
進学
滋賀県立大学大学院(後期課程)�【2】
石川県立大学大学院(後期課程)

環境計画学専攻
ジェイアール東海建設㈱
中央コンサルタンツ㈱
㈱長谷工コーポレーション
㈱フジタ
三井住友建築㈱
進学
滋賀県立大学大学院(後期課程)

環境動態学専攻(博士後期課程)
ゆざわジオパーク

材料科学専攻
石原産業㈱
㈱大阪ソーダ
㈱ジーテクト
住友ゴム工業㈱
セントラル硝子㈱
ダイワボウプログレス㈱
デンカ㈱
東洋ガラス㈱
凸版印刷㈱
日本電気硝子㈱
㈱堀場アドバンスドテスノ
三井金属鉱業㈱
㈱ワイエムシィ
進学
滋賀県立大学大学院(後期課程)

機械システム工学専攻
㈱イシダ
川崎重工業㈱
㈱カワタテック
コクヨ㈱
コベルコ建機㈱
㈱ＧＳユアサ
ＣＫＤ㈱
㈱ジェイテクト
ジヤトコ㈱
象印マホービン㈱
ダイトロン㈱
㈱ダイヘン
㈱椿本チエイン
東海旅客鉄道㈱
ナブテスコ㈱
三菱ロジスネクスト㈱
日新電機㈱
日世㈱
日本精工㈱

日立造船㈱
フジテック㈱�� 【3】
古河AS㈱� 【2】
マルヤス工業㈱
山科精器㈱

電子システム工学専攻
アークレイ㈱
エレコム㈱
オプテックス㈱
㈱三社電機製作所
㈱島津製作所
東レエンジニアリング㈱
凸版印刷㈱
日本電産㈱　� 【2】
㈱バッファロー
パナソニック㈱　� 【2】
日立造船㈱
三菱電機㈱　� 【2】
三菱電機エンジニアリング㈱

地域文化学専攻
こども歴史文化館� 【嘱託】
㈱フジヤマ
㈱平和堂
武雄市� 【文化財専門職】
名古屋市� 【学芸員】
野洲市� 【行政】

地域文化学専攻(博士後期課程)
青海民族大学

生活文化学専攻
春日井製菓㈱
京阪ホテルズ&リゾーツ㈱
㈱SCREENホールディングス
東洋紡㈱
名古屋第一赤十字病院
愛知県教育委員会�【栄養教諭】

環境科学研究科 工学研究科

人間文化学研究科
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平成29年度卒業生の進路状況（大学院） H30.6.1 現在
就職情報 事務局からのお知らせ

　会員の皆様におかれましては、日頃より後援会の活動にご理解ご協力を賜り、感謝申し
上げます。このたび、新しく後援会会長に就くことになりました。微力ではございますが、
保護者代表として、後援会の役員・事務局の皆様方とともに、学生の皆さんが充実した大
学生活を送ることができるよう、滋賀県立大学の教育事業の支援や、会員相互の親睦を図
るなど、取り組んでいきたいと考えております。
　滋賀県立大学は、琵琶湖を代表とした自然豊かな地域にあり、歴史上でも重要な役割を
果たした彦根の地にあり、学びの場としてはこの上ない環境にあると思います。大学生活
を通じて、人間として豊かに成長していく学生の皆さんを、後援会として支援していきた
いと考えておりますので、会員の皆様には一層のご理解とご支援を賜りますよう、よろし
くお願い申し上げます。

　7月7日(土)に学生と後援会役員
が意見を交換する「学生懇談会」を
開催しました。学生懇談会は毎年
開催しており、後援会役員が学生
と直接話し合う貴重な機会となっ
ています。また、学生たちにとって
も後援会や大学に意見や要望を伝
えることのできる数少ない機会と
なっています。
　当日は、課外活動団体の学生12
名が参加し、各クラブからの要望
を発表しました。学生からは老朽
化した備品の買換えや体育館の遮
光設備の設置、弓道部の練習場建
設等の要望がありました。
　学生たちの要望は大学にも伝
え、後援会として助成可能なこと
について応援していきます。

会長
中田　昭

学 生懇談会学生懇談会

後援会会員の皆様へ

　前期の授業が終了し、学生の皆さんは長い夏季休業に入られた頃と思います。
　健康相談室の利用件数は、夏季休業終了後の10月頃から増加傾向にあります。長期の休業になり
ますと、どうしても生活のリズムが乱れ体調を崩しやすくなります。また、学業、友人関係、就職活動
等の悩みを抱えたまま休業に入り、気持ちが追い付いていかなくなる学生も出てきます。学生生活
を有意義に過ごしていくためには、夏季休業中も起床時間を決めて生
活リズムを整えていく事をお勧めします。
　この休業を利用して、日頃、ご家庭で話せていなかった事をゆっくり
話す機会にしていただければと思います。

健康相談室より ～夏休みの過ごし方～～夏休みの過ごし方～

健康相談室　真鍋
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　学生や多くの来学者が利用する大学のバス停に新しく案内板が設置されま
した。風よけ用の囲いの前面には学内の地図と掲示板が設置され、各学部の行
先を示す矢印も表示されています。催し物やイベント情報に案内図が併設され
ることにより、学内の開催場所が非常にわかりやすくなり、さらに、内側にはバ
スの時刻表はもとより滋賀県と彦根市内の地図があり、県外から訪れた方にも
滋賀県立大学の位置を確認してもらえるようになりました。夜間には、新しく
設置されたスポットライトがバス停周辺をやさしく照らし、防犯にも一役買っ
ています。

　後援会は今回の案内板設置も含め、これまで「県
大サインプロジェクト」として大学の様々な案内板
の設置に助成をしてきました。初めて来られた多く
の方が迷子になると言われてきた滋賀県立大学の
キャンパスですが、今では主要な場所に様々なデザ
インの案内板が設置され来学者を迎えています。
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▲以前のバス停 ▲バス停に設置された大学案内板と夜間の様子

▲後援会寄贈のプレート

学生ホールリニューアル
　食堂の前にある学生ホールにおいて、
椅子を新しく買い替え、課外活動団体「県
大ファーム」に協力を依頼して、草花を
植栽したプランターを設置しました。今
まで昼食時以外あまり利用されていな
かった学生ホールの雰囲気を明るくし、
もっと学生が集まる場所にするために
様々な工夫をしています。また大学生協
さんには、挽きたてのコーヒーが飲める
ようコーヒーマシンを設置していただき
ました。少しずつ利用
する学生が増えてきて
いる学生ホールをこれ
からも季節ごとの草花
が彩ってくれます。

新入生に入学記念品を贈りました

　後援会では、新入生に入学記念品を贈呈していま
す。今年も学生からデザインを募集して作成した後
援会オリジナルのトートバッグを入学式でお渡しし
ました。Ａ４ファイルが入り肩からかけられるサイズ
になっています。
　入学記念にトートバッグを贈呈する事業も４年目
になり今年はブラウンの落ち着いた色合いになって
います。

　後援会のホームページをリニューアルしました !
　後援会の情報だけでなく、大学の様子もタイムリーにお知ら
せしています。会報「はっさか」のバックナンバーやフォトギャ
ラリーなどもご覧いただけます。是非一度、ご覧ください。

http:/www.usp-koenkai.jp
滋賀県立大学後援会 検索

トートバッグデザイン
環境科学部
環境建築デザイン学科卒業

西川夏生さん

大学で地図に興味を持ち、学んでいたので、県大周辺の地図をモチーフにしたデザインにしました。

大学で地図に興味を
持ち、学んでいたの
で、県大周辺の地図
をモチーフにしたデ
ザインにしました。

後援会ホームページのご案内

事務局からのお知らせ

12


