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　５月下旬に滋賀県立大学の交流センターで、新型コロナウイルス感染症に
より家計に影響を受けた一人暮らしの学生や留学生を対象に、滋賀県からの
支援品(近江米や栄養食品等)が支給されました。この日に合わせ、後援会もコ
ンビニエンスストアなどで使えるQUOカードを用意し、支援品を受け取りに
きた学生に配布しました。上のコラージュ写真は、その時に撮影にご協力い
ただいたみなさんの笑顔で作成しました。
　６月からは数回にわたり大学教職員やOB、外部団体などの協力で近江米や
食品を下宿生や留学生に配布する取り組みがあり、毎回200名を超える学生
に食糧が渡されました。自炊をしている下宿生たちは「助かります!」と笑顔を
見せていました。
　例年とは全く違う状況の中、後援会も現状に即した支援を進めていきます。
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CONTENTS
　新型コロナウイルス感染症の影響で様々な行事が中止
となり、4 月に開催を予定していました後援会総会も中
止とさせていただきました。「2020 年度後援会総会資料」
をホームページに掲載しています。その他、大学や学生
たちの様子などをお知らせする「TOPIC」や、「大学カレ
ンダー」も随時更新していますので、どうぞご覧ください。

後援会ホームページのご案内

http:/www.usp-koenkai.jp
滋賀県立大学後援会 検索

後援会会員の皆様へ
　後援会会員の皆様、いつも後援会の活動にご協力いただき、誠にありがとうございます。今回、新しく
会長をさせていただくことになりました。
　今年はコロナ禍により近年と比べ全く異なるアプローチで学生の皆さんへ支援を行うことになりそうです。
保護者代表として役員の皆様、事務局と協力し、学生達がよりよい大学生活
を送ることができるよう取り組みをと考えておりましたし、私個人としては、
後援会として学生達と懇談する中で実施できたことを会員の皆様に報告させ
ていただきたかったのですが、叶いそうにありません。
　大学、学生達の時は止まっていますが、時間は流れています。やっと移動
の自由が出来るようになったところであり、まだまだ、人との接触を無理をし
て行う状況ではありません。しかしながら、一刻も早く学生達が普通に大学
で学べるように後援会として支援していきたいと考えております。
　今回のパンデミックは、誰もが初めての体験です。この中で後援会も新し
い支援のあり方を考えて参ります。会員の皆様におかれましても、より一層
のご支援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
阪口 武史

駐輪場照明増設工事
　南彦根駅からくる学生の利用率が高い、看護棟
と A7 棟の間にある駐輪場に照明を増設しました。
以前から照明が少なく、夜間は誰がいるのか顔が
見えない状態でした。明るくなったことで、学生の
安心感が増し、防犯面からも自転車の盗難抑止等
に一定の効果があると考えます。

テニスコート補修工事（予定）
　後援会では、テニス部からの切実な要望を受けて、7月に大学のテニスコートの補修工事を予定していました
が、長雨の影響で工期がずれ込み、今号ではご紹介することができませんでした。次号にて、ご報告させてい
ただきます。

施設整備助成事業

照明増設工事前

照明増設工事後

事務局からのお知らせ
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大学からのおしらせ

“みんなの短歌”
大学の授業が遠隔になり、自粛生活を余儀なくされた県
大生の皆さんの、様々な思いをこめた短歌を募集しまし
た。応募のあった中から10名の作品をご紹介します。2

後援会会員の皆様へ
　後援会会員の皆様には、日頃より学生の諸活動をはじめ大学の運営に、ご理解とご協力を頂
き、心より感謝申し上げます。今年は新型コロナウイルス感染症の影響により、残念ながら学位
記授与式や入学式を中止とし、さらに、前期はインターネットを利用した遠隔授業と致しまし
た。学生や保護者の皆様方には、ご心配やご苦労をお掛けすることとなり大変恐縮しています。
　さて、滋賀県立大学は、「キャンパスは琵琶湖。テキストは人間。」をモットーに、1995年
に開学し、今年で25周年を迎えます。これまで、卒業生や先輩諸氏の努力によって、大学の歴
史と伝統が築かれてきています。本学について、受験生をはじめ、より多くの方々に知って頂く
ように、2018年度から始まった第３期中期計画の中に、ブランド力向上の計画を定めました。
本学の特徴ある教育、研究、地域貢献活動の取り組みやその成果等について情報発信に努めてい
ます。その中の一つとして、卒業生が協力し本学の魅力を発信すべく、大学公式ミュージックビ
デオ「カモベイベー」を作ってくれました。楽しいビデオな
ので、本学のホームページで、是非お楽しみください。
　７月末からは、新型コロナウイルス感染予防に配慮した学
内ルールのもと、遠隔授業では困難な実験や実習の科目が始
まり、キャンパスには学生達が戻ってきます。安全に注意し
て、活力と活気に満ちたキャンパスで、充実した学生生活を
送ってくれるようサポートしたいと思います。
　今後ともご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げ
ます。

2020年７月
滋賀県立大学理事長・学長　廣川 能嗣

　新型コロナウイルス感染症の影響で、前期授業が遠隔授業となる中、6月の中旬から大学院生
が、6月末からは4回生が大学での実験や、研究等を行えるようになりました。また、学年ごと
のオリエンテーションが7月中旬に大学で実施されました。
　現在は、前期授業科目および夏期集中講義科目で遠隔授業が困難なものについて対面授業が
行われています。
　課外活動につきましても8月から一部の活動が再開し、Webを使った新入生の勧誘やクラブ
活動の体験等もできるようになりました。久しぶりに仲間が集まって、騒ぎたい気持ちはわか
りますが、新しい生活様式に基づき、新型コロナウイルス感染症の感染予防に努めてほしいと
思います。
　後期授業は10月1日(木)から開始の予定です。授業関連も含め、大学から学生への連絡は滋賀
県立大学ポータルサイト「USPo(アスポ)」で配信しますので、定期的に確認するようにお子様
に促していただきますようお願いします。
　長期間の自宅での学修において、お子様の学業や心身の健康について、ご不安・ご相談など
がございましたらお気軽にご連絡ください。

[学生・就職支援課 学生係　TEL：0749-28-8218]

大学の近況報告
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大学からのおしらせ

「いいこと」を　探して今日も　生きてゆく　気づくといいな　幸せに

県大生A (看護) 3

　後援会の皆様には、常に本学学生たちへの多大なご援助をいただき、本当にありがとうございます。ま
た、保護者の皆様に対し、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う本学の授業対応方針の決定が他大学より
遅れ気味になり、多くのご心配をおかけいたしましたこと、紙面をお借りしてお詫び申し上げます。
　滋賀県立大学では、実験実習やグループワークを行う授業の比率が高くなっております。そのため、本
学ではぎりぎりまで対面での授業を行う可能性を考えましたが、全国対象の緊急事態宣言発出を受けて、
インターネット環境を用いる遠隔授業を5月11日より開始しました。ただし、自宅にPC等を所持していな
い学生が相当数いることや、学生も教員も遠隔授業には初心者であることなど
を鑑み、まずは「ライブ配信は行わない」形で遠隔授業を開始しました。もち
ろん、環境整備の進展や、教員・学生の「慣れ」などにより、この方法もいろ
いろ変化していくものと思います。
　また、対面授業でないと教育効果が上がらない科目（実験を伴う科目や対面
指導を必要とする科目）については、従来の夏休み期間を利用して行うことと
しました。
　私も遠隔授業を担当しておりますが、実際にやってみたところ「対面授業以
上に手間がかかる」「従来以上に工夫をしなくてはいけない」という事実に直
面しました。他教員も皆、同様のことを申しております。教員一同、学生のい
ないキャンパスで、普段以上に授業の工夫をしております。

教育・学生支援担当理事
倉茂 好匡

学生のいないキャンパスから

修学支援新制度をご存知ですか？
　令和２年４月より、経済的に困難な学生を支援するための、国による『給付奨学金と授業料減
免が一体』となった制度がスタートしました。しかし、まだまだご存知ない方もおられます。学
業成績や家計の基準がありますが、該当する方はぜひ申請をご検討ください。
　※基準の詳細は、日本学生支援機構ホームページでご確認ください。
　申込は、大学で受け付けます。日程は、学生向けポータルＵＳＰｏおよび大学ホームページで
お知らせします。
（制度内容の概要）

学生と生計維持
者の支給額算定
基準額の合計額※

授業料減免の額
（半期ごと）

給付奨学金（月額）

自宅通学生 自宅外通学生

第Ⅰ区分 非課税 267,900円
（全額免除） 29,200円 66,700円

第Ⅱ区分 100円以上
25,600円未満

178,600円
（2/3免除） 19,500円 44,500円

第Ⅲ区分 25,600円以上
51,300円未満

89,300円
（1/3免除） 9,800円 22,300円

※ 次の募集(秋募集)では、2019年1月1日～12月31日の収入に基づく2020年度住民税情報で審
査されます。支給額算定基準額は、市町村民税所得割額を参考にしてください。なお、政令指
定都市の場合は、金額が異なります。

[学生・就職支援課 学生係]



大学からのおしらせ

梅雨の雨　禍(わざわい)の渦　我沈む　電子の机　未だ眠らず

スノウ (環境)(梅雨は終わらず、コロナ禍の勢いもまた荒れた渦潮のように終わらず、とても気持ちの沈む日が続く、
パソコンと向き合ってひたすら課題をこなす日々はまだもう少し続きそうだ)
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新型コロナウイルス感染症予防対策

　滋賀県立大学では、新型コロナ
ウイルス感染症予防のため、手指
消毒、手洗い、咳エチケットの徹底
を図るとともに、対面する場所（受
付、相談コーナー）やマスクがつけ
られない食堂に遮蔽板を設置しまし
た。また、食事待ち行列のソーシャ
ルディスタンスを確保するための専
用の入口・出口を設けることに加
え、食事場所の分散化を図るため、
交流センターホワイエに新たにテー
ブル・椅子を配置するなどの対策を
講じています。
　学生のみなさんには、毎朝検温す
るなど自身の体調管理に努め、お互
いに配慮しながらこの局面を乗り越
えていけるよう、ご協力をお願いし
ます。

[財務課 施設管理係]

図書情報センターカウンター 学生支援センター受付窓口

食堂（カフェテリア）

第23回 湖風夏祭の中止について
　今年も6月20日(土)に「第23回湖風夏祭」を開催する予定でしたが、中止さ
せていただく事となりました。彦根市でも新型コロナウイルスの感染者が出て
いた状況で来場者およびスタッフの安全を第一に考慮させていただきました。
　また、秋の湖風祭についても、現時点では開催できるかどうか分かりません
が、様々な感染拡大防止対策を取り入れた「第26回湖風祭」の準備は行って
いきます。
※ 「第26回湖風祭」の情報については大学のホームページおよび滋賀県立大

学湖風祭実行委員会のホームページでお知らせします。
湖風祭実行委員会委員長　堀井 智士

昨年の様子（装飾）
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大学からのおしらせ

ドア開けて　少し歩けば　新たな魅力　自粛も良しと　感じる日々に

こばゆう (環境) 5

県大アルバム
～特別編～

テーマ：みんなの“おうち時間”

どこへも行けない自粛生活の中、
写真部の皆さんに“おうち時間”をテーマに
写真を撮っていただきました。

ペットは癒し

僕らの
撮影実験

そして人は
空を仰ぐ

自粛生活の中で

気がつけば夏　寺村穂乃香

整理してたら出てきた！　佐和裕也

水滴(たんぽぽ)　谷川弘樹

夕暮れ時　谷川弘樹

フラワームーン　渡邉愛以

雨上がりの伊吹山　児玉柚香

お洗濯日和　渡邉愛以

私のペット　金森文音

昼食の3分前　児玉柚香

撥水なう(つばき)　佐和裕也

#家キャンプ　谷川弘樹

写真提供：滋賀県立大学写真部
写真部インスタアカウント
https://www.instagram.
　　　　　　com/photousp/

スキャンして、
写真部インスタをチェック！



就職だより

　令和2年3月に卒業した本学学部生の就職率は99.1％（前年同期0.2％増）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。
　令和2年度卒業・修了予定者を対象とした就職・採用活動については、令和2年3月1日から企業の広報活
動が解禁となりましたが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため、就職情報会社主催の合
同企業説明会が中止となり、本学においても3月に開催予定であった学内企業研究会を中止としておりま
す。6月には緊急事態宣言が解除され、経済活動の再開が本格化していますが、コロナ禍が学生の就職活
動ならび企業の採用活動に与えた影響は大きく、オンライン面接が定着するなど昨年度とはスケジュール
も活動内容もかなりの変更を余儀なくされているのが実情です。
　本学においては、前期授業が遠隔授業となる中、対面での就職指導が実施できないことから、オンライ
ンまたは電話・メールによる相談を実施してきました。7月末からは遠隔授業と合わせ、対面授業も再開さ
れたことから、就職相談も状況に応じて対面で実施してまいります。
　また、３年生・修士１年生向けの就職セミナー、公務員試験対策講座等についても、オンラインで対応し
てきましたが、今後は状況に応じて、対面での就職セミナー等を開催するなど柔軟な対応を行いたいと考
えております。
　就職活動中のお子様は、緊張とプレッシャーの連続で休む暇もありません。保護者の皆様の何気ない一
言に傷つくこともあります。特に、就職先の決定にあたっては、決して保護者の皆様の考えや意見を押し付
けて内定を辞退したりすることのないよう、お子様自身の考えで就職先を選べるよう導いてあげてくださ
い。就職活動が思うように進まず落ち込んでしまった時こそ、保護者の皆様がお子様とともに考え、リフ
レッシュできる環境を作っていただきたいと思います。学生が社会に力強く羽ばたいていけるように、今後
とも計画的な就職支援を実施していきたいと考えておりますので、保護者の皆様の引き続きの御理解と御
支援をお願いします。

[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

就職活動レポート

学生支援室より

令和２年度

インターンシップの実施状況について

　滋賀県立大学の協定型インターンシップは、学部３回生と修士１回生を対象として、夏季休業中に企業や自治体
等において、自らの専攻や将来のキャリアに関連した就業体験を一定期間行うものです。本格的な就職活動を始め
る前に、就業体験を通して、学生の職業観や勤労観を育成するキャリア教育の一環として取り組んでいます。
　本年度は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大のため、実施にあたり慎重に検討を重ねてまいりました。学生
に対しても今後の状況次第で、急な変更や中止もあり得ることをあらかじめ周知のうえ、参加者受付を６月中旬より
行い、インターンシップガイダンス、マナー研修は、大学メールやWebで実施しました。また、事前研修は個別に対面
で実施いたしました。協定型インターンシップの受入企業等が例年より減少し、授業の一部も夏季休業中に実施さ
れることから、今年度の参加者は少なくなると予想されますが、出来る限り情報を提供しつつ、学生が自己の職業
適性や将来設計についてじっくり考える夏になるよう取り組みを進めております。

[インターンシップ担当]

　新型コロナウイルス感染症の影響で、例年とは違う就職活動の
中、複数の企業から内定をもらった学生さんにお話を伺いました。

内　定  7社
面接数  12社

メーカー・
プラントエンジニアリング

志望業界
（工学部機械システム工学科4回生）
中村勇輝さん

Q.いつ頃から就職活動を始めましたか?
A.本格的に始めたのは2月からです。合同
説明会や会社説明会に行きました。

Q.最初に内定をもらったのはいつですか?
A.3月から選考の始まった企業で、3月末に
内定をもらいました。

Q.面接のうち、Webと対面の割合はどのく
らいでしたか?
A.3月は基本対面での面接でしたが、4、5月
の面接はすべてWeb面接でした。最終面
接は緊急事態宣言が解除されるのを待っ
てから対面で受けました。

Q.Webでの面接を受ける際に、気を付けた
り、心掛けたことを教えてください。
A.①言いたいことを簡潔にまとめてプレゼ
ンすること。

　②企業がどのアプリを使うか、顔の映り
方や接続の確認をしておく。

　③部屋を明るくし、笑顔を意識する。
　＊対面での面接ではマスク着用だと表情
がわかりにくいので、笑う時に口角を上
げることを意識しました。

Q.面接の他にテストや試験はありました
か?その場合はどのように受けましたか?
A.一番多かったのは、企業独自のテストを
自宅のパソコンで受けるものです。期限
までなら都合の良い時間に受けられ、自
由度が高かったです。次はテストセンター
でSPI試験を受ける形です。1度受けたら
その結果を他の企業にも使えるので、便
利です。その他、すべての試験で性格テス
トがついてきました。

Q.多くの内定をもらえた要因は何だと思い
ますか?
A.まず面接時に一番意識したのは質問に対
しての答えを失わないことです。質問に答
えてから自分のことを話すようにしまし
た。また、受ける企業の製品のことなどを
詳しく調べて逆質問に備えました。話すと
きは目を見て笑顔で雰囲気よく、自分の
話をするときは、相手に情景が浮かぶよ
うに身振り手振りを使って伝えました。

Q.後輩の皆さんに向けてアドバイスをお願
いします。
A.今年は状況が違いますが、できればイン
ターンシップにどんどん参加してくださ
い。インターンシップに行くことで早期選
考が受けられることもあります。セミナー
などを利用して自己分析や面接練習など
もやっておきましょう。就活は面倒くさい
けど、早くから始めたほうがいいと思いま
す。頑張ってください!

　学生支援室における就職支援の近況をお知らせします。新型コロナウイルス感染症の
影響のため、今年の就活は大きく変わりました。２月、３月には、昨年の夏休みやそれ以後
の企業のインターンシップに参加した学生を対象に早期選考が実施され、早い時期から
内定が決まった学生が比較的多いという印象です。新型コロナウイルス感染症の影響を
受けて、３月、４月の通常の企業説明会が中止となったために、例年に比べて企業情報が
少ないまま就活している学生も少なくありませ
ん。また、採用計画を変更したり、選考が遅れて
いる企業が多くみられます。

現在の支援室での支援内容を以下に紹介します。
　１．メールによる履歴書、エントリーシートの添削 (随時)
　２．電話による就活相談 (随時)、対面での就職相談（予約制）　
　３．SkypeによるWeb面接練習（予約制）

【対面・Webでの相談予約】
学生･就職支援課へ電話で
申し込んでください。
TEL：0749-28-8296

【電話相談】
学生支援室へ直接お電話く
ださい。
TEL：0749-28-9567

【履歴書・エントリーシートの添削】
学生支援室へメールに添付して送ってください。
Mail：advice@office.usp.ac.jp

※学生支援室の利用方法については、4月に大学ポータルサイト
USPo(アスポ)で学生の皆さんにご案内しています。

[学生支援室 特任教授 髙松 徹]

Web相談の様子

◇学生支援室(学生支援センター内) 開設時間◇
平日9:00-17:00 ※8月11日(火)～14日(金)は夏季休業

　夏休み期間中も学生支援室は開いています。就職活動
を継続している学生の皆さん
は、ぜひ学生支援室を活用し
てください。また、就職関連書
籍の閲覧および貸出しも可能
ですので、学年に関係なくマ
スク等感染予防対策をして利
用してください。 甲津先生と髙松先生

〈学生支援室 スタッフ〉

オンライン　開始してから　数週間　すぐに来る飽き　まだ来ない秋

小林 真之 (人文)6
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就職だより

　令和2年3月に卒業した本学学部生の就職率は99.1％（前年同期0.2％増）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。
　令和2年度卒業・修了予定者を対象とした就職・採用活動については、令和2年3月1日から企業の広報活
動が解禁となりましたが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため、就職情報会社主催の合
同企業説明会が中止となり、本学においても3月に開催予定であった学内企業研究会を中止としておりま
す。6月には緊急事態宣言が解除され、経済活動の再開が本格化していますが、コロナ禍が学生の就職活
動ならび企業の採用活動に与えた影響は大きく、オンライン面接が定着するなど昨年度とはスケジュール
も活動内容もかなりの変更を余儀なくされているのが実情です。
　本学においては、前期授業が遠隔授業となる中、対面での就職指導が実施できないことから、オンライ
ンまたは電話・メールによる相談を実施してきました。7月末からは遠隔授業と合わせ、対面授業も再開さ
れたことから、就職相談も状況に応じて対面で実施してまいります。
　また、３年生・修士１年生向けの就職セミナー、公務員試験対策講座等についても、オンラインで対応し
てきましたが、今後は状況に応じて、対面での就職セミナー等を開催するなど柔軟な対応を行いたいと考
えております。
　就職活動中のお子様は、緊張とプレッシャーの連続で休む暇もありません。保護者の皆様の何気ない一
言に傷つくこともあります。特に、就職先の決定にあたっては、決して保護者の皆様の考えや意見を押し付
けて内定を辞退したりすることのないよう、お子様自身の考えで就職先を選べるよう導いてあげてくださ
い。就職活動が思うように進まず落ち込んでしまった時こそ、保護者の皆様がお子様とともに考え、リフ
レッシュできる環境を作っていただきたいと思います。学生が社会に力強く羽ばたいていけるように、今後
とも計画的な就職支援を実施していきたいと考えておりますので、保護者の皆様の引き続きの御理解と御
支援をお願いします。

[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

就職活動レポート

学生支援室より

令和２年度

インターンシップの実施状況について

　滋賀県立大学の協定型インターンシップは、学部３回生と修士１回生を対象として、夏季休業中に企業や自治体
等において、自らの専攻や将来のキャリアに関連した就業体験を一定期間行うものです。本格的な就職活動を始め
る前に、就業体験を通して、学生の職業観や勤労観を育成するキャリア教育の一環として取り組んでいます。
　本年度は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大のため、実施にあたり慎重に検討を重ねてまいりました。学生
に対しても今後の状況次第で、急な変更や中止もあり得ることをあらかじめ周知のうえ、参加者受付を６月中旬より
行い、インターンシップガイダンス、マナー研修は、大学メールやWebで実施しました。また、事前研修は個別に対面
で実施いたしました。協定型インターンシップの受入企業等が例年より減少し、授業の一部も夏季休業中に実施さ
れることから、今年度の参加者は少なくなると予想されますが、出来る限り情報を提供しつつ、学生が自己の職業
適性や将来設計についてじっくり考える夏になるよう取り組みを進めております。

[インターンシップ担当]

　新型コロナウイルス感染症の影響で、例年とは違う就職活動の
中、複数の企業から内定をもらった学生さんにお話を伺いました。

内　定  7社
面接数  12社

メーカー・
プラントエンジニアリング

志望業界
（工学部機械システム工学科4回生）
中村勇輝さん

Q.いつ頃から就職活動を始めましたか?
A.本格的に始めたのは2月からです。合同
説明会や会社説明会に行きました。

Q.最初に内定をもらったのはいつですか?
A.3月から選考の始まった企業で、3月末に
内定をもらいました。

Q.面接のうち、Webと対面の割合はどのく
らいでしたか?
A.3月は基本対面での面接でしたが、4、5月
の面接はすべてWeb面接でした。最終面
接は緊急事態宣言が解除されるのを待っ
てから対面で受けました。

Q.Webでの面接を受ける際に、気を付けた
り、心掛けたことを教えてください。
A.①言いたいことを簡潔にまとめてプレゼ
ンすること。

　②企業がどのアプリを使うか、顔の映り
方や接続の確認をしておく。

　③部屋を明るくし、笑顔を意識する。
　＊対面での面接ではマスク着用だと表情
がわかりにくいので、笑う時に口角を上
げることを意識しました。

Q.面接の他にテストや試験はありました
か?その場合はどのように受けましたか?
A.一番多かったのは、企業独自のテストを
自宅のパソコンで受けるものです。期限
までなら都合の良い時間に受けられ、自
由度が高かったです。次はテストセンター
でSPI試験を受ける形です。1度受けたら
その結果を他の企業にも使えるので、便
利です。その他、すべての試験で性格テス
トがついてきました。

Q.多くの内定をもらえた要因は何だと思い
ますか?
A.まず面接時に一番意識したのは質問に対
しての答えを失わないことです。質問に答
えてから自分のことを話すようにしまし
た。また、受ける企業の製品のことなどを
詳しく調べて逆質問に備えました。話すと
きは目を見て笑顔で雰囲気よく、自分の
話をするときは、相手に情景が浮かぶよ
うに身振り手振りを使って伝えました。

Q.後輩の皆さんに向けてアドバイスをお願
いします。
A.今年は状況が違いますが、できればイン
ターンシップにどんどん参加してくださ
い。インターンシップに行くことで早期選
考が受けられることもあります。セミナー
などを利用して自己分析や面接練習など
もやっておきましょう。就活は面倒くさい
けど、早くから始めたほうがいいと思いま
す。頑張ってください!

　学生支援室における就職支援の近況をお知らせします。新型コロナウイルス感染症の
影響のため、今年の就活は大きく変わりました。２月、３月には、昨年の夏休みやそれ以後
の企業のインターンシップに参加した学生を対象に早期選考が実施され、早い時期から
内定が決まった学生が比較的多いという印象です。新型コロナウイルス感染症の影響を
受けて、３月、４月の通常の企業説明会が中止となったために、例年に比べて企業情報が
少ないまま就活している学生も少なくありませ
ん。また、採用計画を変更したり、選考が遅れて
いる企業が多くみられます。

現在の支援室での支援内容を以下に紹介します。
　１．メールによる履歴書、エントリーシートの添削 (随時)
　２．電話による就活相談 (随時)、対面での就職相談（予約制）　
　３．SkypeによるWeb面接練習（予約制）

【対面・Webでの相談予約】
学生･就職支援課へ電話で
申し込んでください。
TEL：0749-28-8296

【電話相談】
学生支援室へ直接お電話く
ださい。
TEL：0749-28-9567

【履歴書・エントリーシートの添削】
学生支援室へメールに添付して送ってください。
Mail：advice@office.usp.ac.jp

※学生支援室の利用方法については、4月に大学ポータルサイト
USPo(アスポ)で学生の皆さんにご案内しています。

[学生支援室 特任教授 髙松 徹]

Web相談の様子

◇学生支援室(学生支援センター内) 開設時間◇
平日9:00-17:00 ※8月11日(火)～14日(金)は夏季休業

　夏休み期間中も学生支援室は開いています。就職活動
を継続している学生の皆さん
は、ぜひ学生支援室を活用し
てください。また、就職関連書
籍の閲覧および貸出しも可能
ですので、学年に関係なくマ
スク等感染予防対策をして利
用してください。 甲津先生と髙松先生

〈学生支援室 スタッフ〉

自粛期間　父母子供　在宅で　いつもと違い　猫はしゃぎ気味

リクルート (工学) 7



令和元年度卒業生の進路状況
※【】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

2020.5.1 現在就職情報

模様替え　ギター挑戦　ダイエット　思い描くも　すべて手付かず

まる (人文)8

環境生態学科
綾羽㈱
JA大阪南
GAMAKATSU　PTE　LTD
近畿環境保全㈱
京阪ホテルズ&リゾーツ㈱
㈱滋賀銀行
㈱昭建
㈱ジンズ
東海旅客鉄道㈱
日本ミニコンピュータシステム㈱
日本メンテナスエンジニヤリング㈱
三菱化工機㈱
近江八幡市� 【行政】
大阪府� 【農林水産技術】
滋賀県� 【行政】
浜松市� 【行政】
三木町� 【行政】
栗東市� 【行政】
進学
滋賀県立大学大学院� 【8】

環境政策・計画学科
安全索道㈱
㈱一条工務店
㈱NTTデータMSE
岡崎通運㈱
㈱ガスアンドパワー
京セラコミュニケーションシステム㈱
㈱協和エクシオ

㈱極東ブレイン
㈱コスモス薬品
紺藤織物㈱
佐川急便㈱
三恵工業㈱
住友林業㈱
大和ハウス工業㈱
㈱たねや
㈱テレポート
㈱東洋
日昭電気㈱
（一財）日本ガス機器検査協会
日本振興㈱
日本ソフト開発㈱
㈱日吉
㈱三重電子計算センター
名進研ホールディングス㈱
㈱リカーマウンテン
リスパック㈱
大垣市� 【行政】
岐阜県� 【行政】
神戸市� 【行政】
湖東広域衛生管理組合�【行政】
滋賀県� 【行政】
彦根市� 【行政】
進学
滋賀県立大学大学院� 【2】
岐阜大学大学院

環境建築デザイン学科
㈱アートリフォーム� 【2】
㈱アールプランナー
㈱アキュラホーム� 【3】
㈱一条工務店�
大林新星和不動産㈱
㈱オカムラ
㈱オリバー
㈱木の家専門店谷口工務店�【2】
㈱クリープ
㈱桑原組
KOプランニング㈱
佐藤建設㈱
三和建設㈱
ジーク㈱
㈱翔設計
㈱スペース
住友林業アーキテクノ㈱
住友林業ホームテック㈱�【3】
住友林業緑化㈱
㈱セントラルコンサルタント
ダイキンエアテクノ㈱
大和ハウス工業㈱
髙松建設㈱� 【3】
トランス・コスモス㈱
㈱長谷工コミュニティ
㈱藤井工業
㈱復建技術コンサルタント
㈱マナベインテリアハーツ
名鉄不動産㈱

㈱盛本構造設計事務所
滋賀県� 【土木･建築2】
福岡県� 【土木･建築】
進学
滋賀県立大学大学院�【12】
多摩美術大学大学院
名古屋工業大学大学院

生物資源管理学科
㈱アスパーク
アドバンテック㈱
一丸ファルコス㈱
エステートケミカル㈱
㈲大井薬局
㈱オーケーエム
㈱関西みらい銀行
キング醸造㈱
クラギ㈱
呉羽テック㈱
京滋ヤクルト販売㈱
㈱ケーケーシー情報システム�【2】
こと京都(株)
㈱小松製作所
㈱サカタのタネ
敷島製パン㈱� 【2】
大日本塗料㈱
タキイ種苗㈱
タマノイ酢㈱
データプロセス㈱
トラスコ中山㈱

長岡香料㈱
西岡化建(株)
㈱ニチレイフーズ
日研トータルソーシング㈱
日本ハム食品㈱
㈱日本サンガリアベバレッジカンパニー
㈲パラダイスアンドランチ
兵神装備㈱
㈱平和堂
㈱マルエイ
河内長野市� 【土木】
近畿農政局� 【農業農村工学2】
滋賀県教育委員会� 【理科】
東海農政局
� 【国家一般1・農業土木1】
進学
滋賀県立大学大学院�【12】
奈良先端科学技術大学院大学�【8】
京都大学大学院� 【4】
岐阜大学大学院

材料科学科
㈱アイ.エス.テイ
㈱アルプス技研
石原産業㈱
㈱エスケーエレクトロニクス
オリベスト㈱
カンケンテクノ㈱
岐阜プラスチック工業㈱
京セラドキュメント

ソリューションズ㈱
共和産業㈱
互応化学工業㈱
三恵工業㈱
豊田合成㈱
㈱トラスト・テック
日本高周波鋼業㈱
日本精化㈱
㈱日本サンガリアベバレッジカンパニー

日立化成㈱
福田金属箔粉工業㈱
フジテック㈱
ブリヂストンケミテック㈱
㈱プリントパック
古河AS㈱
㈱堀場エステック
三菱電機住環境システムズ㈱
三ツ星ベルト㈱
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

機械システム工学科
アルパイン㈱
㈱イトーキ
㈱エクセディ
オプテックス㈱

京セラ㈱
三恵工業㈱
島津産機システムズ㈱
須賀工業㈱
象印マホービン㈱� 【2】
㈱東海理化電機製作所
東海旅客鉄道㈱
東レ・プレシジョン㈱
㈱トヨタシステムズ
長浜キヤノン㈱� 【3】
㈱ニチダイ
日本ニューマチック工業㈱
日本電産シンポ㈱
パーソルR&D㈱
㈱日立ビルシステム
廣瀨バルブ工業㈱
㈱VSN
マルホ発條工業㈱� 【2】

ヤンマー㈱
京都府� 【技術･開発】
進学
滋賀県立大学大学院�【21】

電子システム工学科
安全索道㈱
㈱インビリティー
SCSK㈱
㈱オプテージ
オプテックス㈱� 【2】
京セラコミュニケーションシステム㈱
京都電子計算㈱
㈱コンテック� 【2】
Sky㈱� 【2】
ダイキンレクザムエレクトロニクス㈱
タック㈱� 【2】
東海旅客鉄道㈱

長浜キヤノン㈱
日本電産㈱
日本電子材料㈱
㈱ヒラノテクシード
不二電機工業㈱
㈱平和堂� �
三菱自動車エンジニアリング㈱
村田機械㈱
進学
滋賀県立大学大学院�【15】
大阪大学大学院� 【2】
北陸先端科学技術大学院大学

環境科学部

工学部
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令和元年度卒業生の進路状況
※【】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

2020.5.1 現在就職情報

ひきこもり　楽だとしても　三日まで　長く続くと　どこか寂しい

タムタム (環境) 9

地域文化学科
アサヒグローバル㈱
アプライド㈱
㈱イーネットソリューションズ
イオンリテール㈱
いび川農業（協）� 【2】
eBASE-PLUS㈱
㈱ゑり善
㈱近江三方庵
㈱ガスパル
岐阜市信用保証協会
京進㈱
㈱京都新聞COM
（生協）コープしが� 【3】
サントリーロジスティクス㈱
㈱静岡新聞社
（医）仁智会　金沢春日ケアセンター
Suprieve㈱
㈱スマイ印刷
㈱ニチイ学館
㈱ニトリ
日本年金機構
野崎印刷紙業㈱
パーソルテンプスタッフ㈱
八田建設㈱
東田電機産業㈱
㈱美十
㈱富士通ビー・エス・シー
フジテック㈱
㈱平和堂� 【2】
ポーラBellROSE
㈱村上農園
明和製紙原料㈱
ユニー㈱
㈱ユニマットリタイアメント・コミュニティ

岐阜労働局� 【国家一般】
京都市� 【行政】
草津市教育委員会�【嘱託･社会】
滋賀県� 【行政2】
垂井町� 【行政】
豊郷町� 【行政】
長浜水道企業団� 【行政】
守山市� 【行政】
野洲市� 【行政】
進学
京都精華大学大学院
埼玉大学大学院

生活デザイン学科
アーツアンドクラフツ㈱
アインズ㈱
青山商事㈱
㈱旭工建
㈱エスケイジャパン
AUX�JAPAN㈱
㈱叶匠寿庵
㈱グッドネス
（生協）コープこうべ
（生協）コープしが
㈱じょぶれい
㈱スズカ未来
㈱大兼工務店
大黒天物産㈱
㈱中広
㈲TAKE　STEP
ニッカホーム㈱
㈱乃村工藝社
林㈱
㈱フィル・エ・クチーレ
㈱マルミツポテリ

㈱ワールドストアパートナーズ
進学
滋賀県立大学大学院
北海道大学大学院

生活栄養学科
エームサービスジャパン㈱�【2】
㈱エムワン
尾家産業㈱
京都（生協）
麒麟麦酒㈱
㈱ギンビス
㈱グリーンハウス� 【3】
㈱global　bridge
京阪ホテルズ&リゾーツ㈱
 （福）恩賜財団　済生会滋賀県病院
㈱サンデリカ
敷島製パン㈱
西洋フード・コンパスグループ㈱
全農パールライス㈱
㈱ダイヤモンドダイニング
㈱タカキベーカリー
㈱チェリオコーポレーション
㈱阪急デリカアイ
㈱不二家
㈱マルタマフーズ
ユーシーシー上島珈琲㈱
進学
滋賀県立大学大学院� 【5】

人間関係学科
㈱愛知銀行
㈱アウトソーシングテクノロジー
㈱アスパーク
ANA中部空港㈱

大塚産業クリエイツ㈱
㈱関西みらい銀行� 【2】
国友工業㈱
㈱くまざわ書店
山陰中央テレビジヨン放送㈱
㈱滋賀銀行� 【2】
滋賀県信用（農協連）
㈱清水合金製作所
㈱スギ薬局
関信用金庫
（公財）全国市町村研修財団

全国市町村国際文化研修所
㈱日住サービス
㈱ビーピーオークリエイト
FutureRays㈱
㈱村田製作所� 【2】
㈱モスフードサービス
夢計画㈱
ヨツハシ㈱
㈲菱大
守山市� 【行政】
進学
滋賀県立大学大学院

国際コミュニケーション学科
㈱イーオン
イオンクレジットサービス㈱
㈱Wiz
エアポートホテル運営企画㈱
エクスコムグローバル㈱
㈱SRC
㈱エヌオーイー
大塚産業クリエイツ㈱
キタイ設計㈱
共栄火災海上保険㈱

協和商事㈱
㈱グリット
京阪ビルテクノサービス㈱
㈱ケーイーシー
ケニス㈱
ゲンキー㈱
㈱シェア180
Sky㈱
㈱セツヨーアステック
（公財）全国市町村研修財団

全国市町村国際文化研修所
全労済アシスト㈱
大正製薬㈱
ダイワロイヤルホテルシティ㈱
㈱トーホーコーポレーション
㈱トップ精工
日本航空㈱
任天堂㈱
㈱nobilu
㈱阪和
㈱双葉社
㈱プラスアルファ・コンサルティング
㈱Plan・Do・See
㈲ベーシック
名港海運㈱
楽天㈱
宇治市� 【行政】
滋賀県� 【行政】
彦根市教育委員会�【嘱託･英語】
防衛省� 【国家･自衛官】
進学
滋賀県立大学大学院

滋賀県内
大津赤十字病院� 【3】
（医）医誠会�神崎中央病院
（大）滋賀医科大学医学部附属病院�【6】
滋賀県立小児保健医療センター�【3】
滋賀県立精神医療センター
滋賀県立総合病院� 【3】

（独）地域医療推進機構滋賀病院
市立長浜病院� 【3】
長浜市� 【保健師】
多賀町� 【保健師】
滋賀県教育委員会�【養護教諭】
長浜市教育委員会�【養護教諭】
甲賀市教育委員会�【嘱託･養護】

県外
伊勢赤十字病院
一宮市立市民病院� 【2】
（地独）大阪市民病院機構
（国共連）大手前病院
岡崎市民病院
（地独）加古川中央市民病院
（大）岐阜大学医学部附属病院�【2】
 （福）京都社会事業財団　京都桂病院

（地独）京都市立病院機構�【2】
京都第一赤十字病院
（大）京都大学医学部附属病院�【4】
（学）杏林大学医学部附属病院
近畿大学病院

（地独）神戸市民病院機構
（独）国立循環器病研究センター
（地独）堺市立病院機構
　堺市立総合医療センター
社会（医）誠光会
宝塚市立病院
千葉県がんセンター
兵庫医科大学

　ささやま医療センター
（医社）松下会
横浜市立市民病院

（宗）在日本南プレスビテリアン
ミッション　淀川キリスト教病院

吹田市� 【保健師】

京都市� 【保健師2】
大阪桐蔭中学校高等学校� 【養護教諭】

（学）大阪貿易学院
　開明中学校・高等学校�【養護教諭】
京丹後市医療部
京都府教育委員会�【養護教諭】
阿南市教育委員会� 【嘱託】
岐阜県教育委員会�【嘱託･養護】
進学
滋賀県立大学大学院� 【2】

人間文化学部

人間看護学部



令和元年度卒業生の進路状況（大学院） 2020.5.1 現在

新入生に入学記念品を
贈りました

　後援会では毎年、入学式で新入生に入学記念品としてオリジナルデザインのトートバッグを贈呈していま
す。2015年から始まり今年で6年目となりました。今年は残念ながら入学式が中止となりましたが、4月6日
に行われた新入生対象のポータルサイト説明会でカモのデザインのトートバッグをお渡ししました。

2015年 福田亮太朗さん(生活デザ) 2016年 奥野未悠さん(栄養)2017年 高橋明日香さん(看護)

2018年 西川夏生さん(建築)2019年 松井愛起さん(建築)

就職情報 事務局からのお知らせ

　滋賀県立大学では敷地内で鴨と触れ合えるという少し珍し
い体験ができ、そして昨年、シナリオアートさんによる「カモ
ベイベー」の制作が行われました。そこで、この大学のチャー
ムポイントである鴨のイラストを採用することにしました。
この3つのイラストは、このトートバッグを持った学生がしっ
かり羽ばたいて活躍できるように、という願いを込めて描き
ました。

2020年度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 2回生 曽谷祐斗さん

Tote bag Design collection

2020年 曽谷祐斗さん（建築）

コロナにて　実家で過ごし　3か月　滋賀での暮らし　思い出になる

ゆとりの国の住人 (人文)10

環境動態学専攻
京セラコミュニケーションシステム㈱
大同化成工業㈱
住化農業資材㈱
㈱堀場アドバンスドテクノ
和歌山ノーキョー食品工業㈱
植物防疫所� 【2】
㈱梶本
セントラルトリニティ㈱
㈱日吉
㈱堀場アドバンスドテクノ
白石カルシウム㈱
進学
滋賀県立大学大学院博士後期課程�【2】

環境動態学専攻(博士後期課程)
カン南師範大学
豊橋市自然史博物館�【学芸員】

環境計画学専攻
芦澤竜一建築設計事務所
㈱飯島建築事務所
㈱石本建築事務所
㈱イトーキ
住友林業緑化㈱
㈱創建
㈱twha
トランスコスモス㈱
西松建設㈱
阪急阪神不動産㈱
㈱安井建築設計事務所
㈱ラプラス・システム
進学
滋賀県立大学大学院博士後期課程

材料科学専攻
イビデン㈱
甲南化工㈱
ダイニック㈱
太平洋工業㈱
タツタ電線㈱
テルモ㈱
東罐マテリアル・テクノロジー㈱
東洋紡㈱
豊田合成㈱� 【2】
NISSHA㈱
日東電工㈱
日本ゼオン㈱
日本電気硝子㈱
日本板硝子㈱
㈱日阪製作所
兵神装備㈱
藤本化学製品㈱
プライムアースEVエナジー㈱
マツイカガク㈱
ヤマハ㈱

機械システム工学専攻
㈱エクセディ
㈱京三製作所
㈱神戸製鋼所
湖国精工㈱
㈱GSユアサ
スズキ㈱
ダイキン工業㈱
ダイハツ工業㈱
㈱帝国機械製作所
日本電産㈱
日本発条㈱
パナソニック

プロダクションエンジニアリング㈱
㈱日立建機ティエラ� 【2】
日立造船㈱
フジテック㈱
㈱堀場製作所
㈱マキタ
三菱ロジスネクスト㈱

電子システム工学専攻
イビデン㈱
㈱NSソリューションズ中部
㈱エヌ・ティ・ティ�ネオメイト
関西電力㈱
キヤノン㈱
京セラコミュニケーションシステム㈱
京セラ㈱
㈱GSユアサ
象印マホービン㈱
ソニー㈱
パナソニック㈱� 【2】
㈱パナソニック�システム

ネットワークス開発研究所
富士電機㈱
㈱本田技術研究所
三菱電機エンジニアリング㈱
三菱電機コントロールソフトウエア㈱

地域文化学専攻
南丹市� 【2】
進学
滋賀県立大学大学院博士後期課程

生活文化学専攻
（医）錦秋会
 （福）恩賜財団　済生会滋賀県病院
（大）滋賀医科大学医学部附属病院
（独）地域医療機能推進機構

東海北陸地区事務所

（大）名古屋大学医学部附属病院
彦根市立病院
物産フードサイエンス㈱

環境科学研究科

工学研究科

人間文化学研究科
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令和元年度卒業生の進路状況（大学院） 2020.5.1 現在

新入生に入学記念品を
贈りました

　後援会では毎年、入学式で新入生に入学記念品としてオリジナルデザインのトートバッグを贈呈していま
す。2015年から始まり今年で6年目となりました。今年は残念ながら入学式が中止となりましたが、4月6日
に行われた新入生対象のポータルサイト説明会でカモのデザインのトートバッグをお渡ししました。

2015年 福田亮太朗さん(生活デザ) 2016年 奥野未悠さん(栄養)2017年 高橋明日香さん(看護)

2018年 西川夏生さん(建築)2019年 松井愛起さん(建築)

就職情報 事務局からのお知らせ

　滋賀県立大学では敷地内で鴨と触れ合えるという少し珍し
い体験ができ、そして昨年、シナリオアートさんによる「カモ
ベイベー」の制作が行われました。そこで、この大学のチャー
ムポイントである鴨のイラストを採用することにしました。
この3つのイラストは、このトートバッグを持った学生がしっ
かり羽ばたいて活躍できるように、という願いを込めて描き
ました。

2020年度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 2回生 曽谷祐斗さん

Tote bag Design collection

2020年 曽谷祐斗さん（建築）

川沿いを　歩けば　蛇やウグイスや　さも休日の　月曜の昼

日笠山 一弥 (環境) 11



　５月下旬に滋賀県立大学の交流センターで、新型コロナウイルス感染症に
より家計に影響を受けた一人暮らしの学生や留学生を対象に、滋賀県からの
支援品(近江米や栄養食品等)が支給されました。この日に合わせ、後援会もコ
ンビニエンスストアなどで使えるQUOカードを用意し、支援品を受け取りに
きた学生に配布しました。上のコラージュ写真は、その時に撮影にご協力い
ただいたみなさんの笑顔で作成しました。
　６月からは数回にわたり大学教職員やOB、外部団体などの協力で近江米や
食品を下宿生や留学生に配布する取り組みがあり、毎回200名を超える学生
に食糧が渡されました。自炊をしている下宿生たちは「助かります!」と笑顔を
見せていました。
　例年とは全く違う状況の中、後援会も現状に即した支援を進めていきます。
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CONTENTS
　新型コロナウイルス感染症の影響で様々な行事が中止
となり、4 月に開催を予定していました後援会総会も中
止とさせていただきました。「2020 年度後援会総会資料」
をホームページに掲載しています。その他、大学や学生
たちの様子などをお知らせする「TOPIC」や、「大学カレ
ンダー」も随時更新していますので、どうぞご覧ください。

後援会ホームページのご案内

http:/www.usp-koenkai.jp
滋賀県立大学後援会 検索

後援会会員の皆様へ
　後援会会員の皆様、いつも後援会の活動にご協力いただき、誠にありがとうございます。今回、新しく
会長をさせていただくことになりました。
　今年はコロナ禍により近年と比べ全く異なるアプローチで学生の皆さんへ支援を行うことになりそうです。
保護者代表として役員の皆様、事務局と協力し、学生達がよりよい大学生活
を送ることができるよう取り組みをと考えておりましたし、私個人としては、
後援会として学生達と懇談する中で実施できたことを会員の皆様に報告させ
ていただきたかったのですが、叶いそうにありません。
　大学、学生達の時は止まっていますが、時間は流れています。やっと移動
の自由が出来るようになったところであり、まだまだ、人との接触を無理をし
て行う状況ではありません。しかしながら、一刻も早く学生達が普通に大学
で学べるように後援会として支援していきたいと考えております。
　今回のパンデミックは、誰もが初めての体験です。この中で後援会も新し
い支援のあり方を考えて参ります。会員の皆様におかれましても、より一層
のご支援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
阪口 武史

駐輪場照明増設工事
　南彦根駅からくる学生の利用率が高い、看護棟
と A7 棟の間にある駐輪場に照明を増設しました。
以前から照明が少なく、夜間は誰がいるのか顔が
見えない状態でした。明るくなったことで、学生の
安心感が増し、防犯面からも自転車の盗難抑止等
に一定の効果があると考えます。

テニスコート補修工事（予定）
　後援会では、テニス部からの切実な要望を受けて、7月に大学のテニスコートの補修工事を予定していました
が、長雨の影響で工期がずれ込み、今号ではご紹介することができませんでした。次号にて、ご報告させてい
ただきます。

施設整備助成事業

照明増設工事前

照明増設工事後

事務局からのお知らせ

春来ても　お花見できない　2020(にせんにじゅう)　部屋着で夏を　カモンベイベー

中村 勇輝 (工学)12


