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　昨年から猛威を振るう新型コロナウイルス感染症の影響で、大学の授業だけでな
く、学生の課外活動にも変えざるを得ない大きな変化がありました。クラブ活動は春
から活動自粛となり、毎年夏に開催される学園祭「湖風夏祭(うみかぜなつまつり)」も
中止となりました。
　夏以降、クラブ活動は大学の許可を受けた団体から活動を再開しましたが、学園祭
を企画、運営する湖風祭実行委員会の学生たちは秋の「湖風祭(こふうさい)」の開催を
どうするか、決断を迫られました。毎年多くの来場者で賑わう「湖風祭」をそのまま開
催することは難しく、夏同様中止にするのか…。大学との話し合いの結果、生配信での
「オンライン湖風祭」を開催するに至りました。
　昨年11月８日にYouTube Liveで配信した「第26回オンライン湖風祭」は、スタジオと
ライブステージからの生配信と、収録映像を織り交ぜ、大きなトラブルなく終えるこ
とができました。今までと全く違った形で「湖風祭」を作り上げたことは、学生たちに
とって貴重な経験となり、大きな自信につながりました。
　“彦根”という小さな地域のお祭りが、遠く離れたところでも楽しめる、そんな可能
性が広がった今年の湖風祭でした。
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　後援会役員をお受けしてからもうすぐ４年になろうとしています。後援会
に携わらせていただいたお陰で、家族との夕食時に大学の話題で会話が
弾んだこともありました。
　後援会は学生たちの大学生活を学びやすく、また過ごしやすくするため
の支援をする団体ではありますが、保護者の皆様へも、もっとアプローチ
をさせていただいてもよかったかもしれない、と退任にあたって思います。
　今年はコロナの影響で、人とのダイレクトな交わりがなくなってきていま
す。学ぶ場所や、学び方も変わってしまいました。
　しかしながら、どのような変化をしようとも、学生たちにとって、また、
それを見守っていただいている保護者の皆様にとって、滋賀県立大学で
学べることが最良と思っていただける活動
を後援会には期待しております。

阪口 武史

　後援会の理事に就任して以来、大きな
責任ももちろん感じていましたが、会議や
活動を通じて、大学の様子を知ることがで
き、我が子以外の学部、学年の学生や保
護者の方と交流が持てる貴重な機会をいた
だいたことが嬉しくもあった４年間でした。
　また、事務局の皆様が、日ごろからい
かに学生のことを想い、支えてくださって
いるかを知り、心から感謝しております。
　これからも、県立大学と後援会のます

ますのご発展をお祈り申し上げ
ます。

御書 恵子

左から阪口会長、大橋理事、徳井理事、御書理事

　後援会に携わることで大学のお話を聞
き、子供たちのために多くの方が尽力して
くださっていることを知りました。私たち
後援会としても何ができるか、会議で検
討し、実際に見るために学内を歩いて回
ることもありました。現状がよくわかり有
意義な時間でした。関わってくださった方々には大変お世
話になりました。
　この４年間、県立大学の皆さんの活躍を新聞や会報で
読んだり、学生懇談会で直接話を聞いたりすることが楽し
みでした。その充実した取り組みが継続されるべく、今後
も後援会が力になれるよう皆様の温かいサポートをお願い
いたします。

　年に一度の学生さんと後援会
との懇談会は、湖風祭、部活、
サークル、施設に関わる要望
を学生さんから直に聞ける貴重
な機会で毎年楽しみでした。
　どの学生さんのプレゼンも素

晴らしく、湖風祭を盛り上げたい！大学生活を仲間と楽
しく安全に送りたい！そのような思いがとてもよく伝わり、
どの要望も全て応えてあげたい気持ちになりました。こ
のような有意義な経験ができたことをうれしく思うと共
に、要望実現に向けて日 ご々支援くださっている事務局
の方に感謝いたします。４年間ありがとうございました。

徳井 早苗大橋 真澄

■2020年度 学位記授与式 
日　時：2021年3月20日(土・祝)
 午前9時30分～10時30分
場　所：滋賀県立大学交流センターホール
※学位記授与式は学部・大学院の代表者のみの参加となります。学位記授与
式終了後、各学部、学科、専攻ごとに学位記の交付を行います。なお、卒業生の
みの参加となります。在校生、保護者はご参加いただけません。

■2021年度 入学式
日　時：2021年4月7日(水)
 第1部　午前 9時30分開式  環境科学部／人間文化学部
 第2部　午前11時30分開式　工学部／人間看護学部
場　所：ひこね市文化プラザ
※新入生のみの参加となります。保護者はご参加いただけません。

■2021年度後援会総会について
　新型コロナウイルス感染症の感染予
防の観点から、2021年度の後援会総会
は開催を見送ることといたします。議案
につきましては、後援会理事会において
審議することとし、審議結果及び総会
資料を、4月以降、後援会ホームページ
へ掲載させていただきます。
　皆様のご理解をよろしくお願いいた
します。 第26回 オンライン湖風祭ポスター（2020年）

事務局からのお知らせ
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課外活動レポート

“みんなの短歌”
前号に引き続き、県大生の皆さんに短歌を募集しました。
様々な思いの詰まった短歌がたくさん集まりました。
その中から10名の作品をご紹介します。2

第26回 オンライン  湖風祭
　2020年、大学の課外活動は大きく変化し、今までの活動や練習の成
果を発表できないまま活動を終える学生が多くいました。湖風祭も例年
のように多くのお客様を迎えて開催することは難しく、感染症予防など
の制約のある中で最大限の力を発揮しようとオンラインでの湖風祭を企
画、開催しました。
　2020年11月８日に約8時間にわたって「オンライン湖風祭」をライ
ブ配信し、現在までに配信動画の総視聴回数は1万回を超えることがで
きました。オンライン湖風祭に出演してくださった皆さん、課外活動の
紹介動画にご協力いただいた方々、裏方として支えてくださった学生さ
んや企業様、コメントをくださった地域の方々、そして開催経費を助成
していただいた後援会会員の皆さん、本当にありがとうございました。
　来年度もどのような形になるか現時点では分りませんが、『湖風祭』
を開催できるように後輩たちが頑張っていきますので、引き続き湖風祭
実行委員会をよろしくお願いいたします。 滋賀県立大学湖風祭実行委員会

第26代目実行委員長 堀井 智士

STAFF

第26回オンライン湖風祭はYouTubeからご覧いただけます。
YouTube　→i オンライン湖風祭 検索

ON AIR
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課外活動レポート

入学が 昨日のように 感じるが 気づけば明日は インターンシップ

サクラユッケ（人文） 3

感 染 症 対 策

吹奏楽部の演奏会の様子はYouTubeでご覧いただけます。
YouTube　→i 滋賀県立大学吹奏楽部定期演奏会 検索

吹奏楽部 第23回 定期演奏会
　滋賀県立大学吹奏楽部では、2020年12月6日に第23回定期演奏会を開催
しました。演奏会は三部構成となっており、「富士山～北斎の版画に触発さ
れて～」や「オペラ座の怪人」、「青春」をテーマとした企画ステージ等を
披露させていただきました。
　定期演奏会当日は、事前申し込み制、受付での検温・消毒、マスクの着
用、前後左右空けての着席、ポスターでの対策の呼びかけ、規制退場等の新
型コロナウイルス感染症の対策を行いました。さらに今年度はYouTubeに
て生配信も行いました。当日は多くの方々にご来場、ご視聴いただきまし
た。このコロナ禍で定期演奏会を開催できたのは、たくさんの方々のご協力
や応援のおかげです。本当にありがとうございました。
 吹奏楽部　伊藤 鮎美

能楽部
　滋賀県立大学能楽部は滋賀県内で唯一、
大学のクラブ活動として能楽を学び、練習し
ている団体です。年に一度、彦根城博物館
の能舞台で「淡海能」を開催しています。国
宝彦根城の下、江戸時代に建てられ今なお
現存する能舞台で能を舞うことは、学生たち
にとって貴重な体験となっています。
　昨年は新型コロナウイルス感染症の影響
で開催が中止となり、部員たちは“今年こそ
は”と昨年秋から練習に取り組んできました。
現在は、残念ながら課外活動が停止していま
すが、各地の緊急事態宣言が解除され、移動
が許される状況となりましたら、「淡海能」を
開催する予定です。その際にはぜひ、学生た
ちの練習の成果をご覧に、春の彦根城へお越
しください。

『淡海能のご案内(予定)』
日 時　令和3年4月4日(日)　12時30分～
場 所　彦根城博物館　能舞台
　 　　※途中入退出可。観覧無料ですが、入館料(500円)が必要です。
演 目　能「敦盛」、他
＊ 感染症の拡大状況により変更となる場合があります。開催の有無を

含め、詳細については大学ホームページ等でお知らせします。

一昨年の
淡海能の様子



大学からのお知らせ

キジ白の 王様今日も 膝の上 痺れに耐える 日曜の午後

王様の椅子（人文）(キジ白：猫の模様）4

　滋賀県立大学では、令和２年度後期には全面的に対面授業を開始しました。キャンパスには、学生たち
の声が戻ってきました。もちろん、学生たちは授業中もマスク着用です。教室に入るときにはアルコール
での手指消毒も必須です。でも、学生たちは友人たちと集まり、ニコニコ顔で会話をしています。やっと
大学らしさが戻ってきたと実感しました。
　特に１回生たちは「とにかく話を聞いてやろう」という強いオーラを放っていました。彼ら彼女らが、
どれだけ「大学で友人たちと一緒に学びたい」、「大学の授業を教室で受けたい」と強く願っていたのかが
わかりました。
　私自身も授業を担当しています。担当しているクラスの半数は１回生です。
例年以上に集中して授業に向き合ってくれています。また、授業を担当してい
る私自身も、学生の表情を観察し、学生の息遣いを感じ取り、学生への発問を
して学生に応答させるという、普段では「あたりまえ」のことができることに
幸せを感じていました。
　でも、残念ながら、新型コロナウイルス感染拡大に伴い、令和３年１月１８
日以降の授業は「遠隔授業を原則とする」ことになってしまいました。ただ
し、定期試験だけは「対面で行うことを原則とする」ことにしました。対面授
業を可能な限り行おうとした本学ならではの姿勢にご理解をいただけますと幸
甚です。

教育・学生支援担当理事
倉茂 好匡

学生の顔を見ることのできる安心感

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ています。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。
　次回の申込は、４月の予定です。日程は、学生向けポータルUSPoおよび大学ホームページで、第
一種奨学金（無利子貸与）、第二種奨学金（有利子貸与）の申込と併せてお知らせします。

（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

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

※ 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。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。

　 なお、予期できない事由により家計が急変し、急変後の収入状況が住民税情報に反映される前に緊
急に支援の必要がある場合には、急変後の所得の見込みにより要件を満たすことが確認されれば給
付奨学金の支援対象となりますので随時、ご相談ください。

[学生・就職支援課 学生係]
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大学からのお知らせ

時忘れ 走り続けた 四年間 新たな夢へ 仲間とともに

茶々（看護） 5

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！

県大アルバム
写真部の皆さんの
Instagram展示会の作品を
ご紹介します

石原 碧
「magic hour」
太陽が沈んでから夜になる
までの曖昧な時間を“magic 
hour”というそうです。

谷川 弘樹
「黄金に輝くススキ」
撮影場所:和歌山県生石高原
夕日によって、ススキが輝くま
で待ちました。高原の広がりを
魚眼レンズで表現しました。

寺村 穂乃香
「花言葉」
寒さ残る季節に咲く、梅の花
言葉は“不屈の精神”。耐え忍ん
だその先に、また会える日を信
じて。

藤野 雅也
「流れゆく雲の中に」
電話中ふとスマホの画面に
映った雲を見てびっくり。急い
でカメラに切り替えパチリ。い
いカメラを持っていればなぁと
後悔。

一井 健之介
「あかりの灯った学舎」
対面授業が再開し、学校に再
び登校できるようになったから
こそ撮影できた写真です！

佐和 裕也
「秋桜」
秋の夕暮れがとても美しく、何かに生かせないかと
散歩していたら秋桜が咲いていたので即パシャリ！

森 彩乃
「鱗」
静岡県の体験型動物園iZooにて撮影しまし
た。後姿がゴジラのように見えた瞬間です。

佐藤 佳子
「Still life…」
家にある物で何か撮影できないかと
考え、できた作品。花と瓶だけだと儚
げだったので、セルフ撮影しました。



　去る令和2年10月29日に、政府「就職・採用活動日程に関する関係省庁連絡会議」は、令和4年度卒業・
修了予定者（現2回生等）の就職・活動日程について、現行ルール（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）と同じとすることを決定しました。また、令和5年度卒業・修了
予定者（現１回生等）についても、急激なルールの変更は学生に混乱を生じさせるおそれがあることか
ら、現行ルールを変更する必要が生ずる可能性は高くないであろうという認識が共有されました。
　一方、令和2年度卒業・修了予定者（現4回生等）を取り巻く就職活動は、新型コロナウイルス感染症
の感染拡大で、社会環境が一変し、採用活動のオンライン化が加速しました。学生にとっても企業に
とっても、移動に要する経費と時間が削減でき、説明会や面接の負担が軽減できたという声もありま
すが、雰囲気が伝わりにくいというオンラインならではの難しさも指摘されております。
　このような状況下でも早期に内定を勝ち取っている学生の傾向としては、3回生の早い時期から自
己分析や業界・企業研究を行い、複数社のインターンシップに積極的に参加しております。本学におい
ても、3回生対象の就職ガイダンスを年間10回程度開催しておりますので、学生には積極的に参加を
していただき、早い時期から就職活動の準備をしていただきたいと考えております。
　就職活動は本人が自発的に動かなければ意味がありません。自ら考えて成果を生み出す学生こそが企
業が求める人材です。保護者の皆様には、良き聞き役になっていただき、社会に出ていくことの意味を再
認識し、一人で行動できる人間となるよう、手助けをしてあげてください。決して保護者の皆様の価値観
を押し付けて内定を辞退したりすることのないよう、お子様自身の意思を尊重してあげてください。

 [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
就職だより

保護者向け就職説明会を
開催しました
　去る令和2年10月10日(土)に本学交流セン
ターにおいて、保護者を対象とした就職説明会
を開催しましたところ、206名の保護者の方々
に御参加いただきました。
　本学の就職支援の状況についての説明に続
き、一般社団法人キャリアラボ代表理事の松田
剛典様から「就職活動の現状～家庭でできる就
職支援～」と題し講演をしていただきました。
松田様から、保護者の皆様には「聞き役になっ
て、問いかけていただき、ネガティブに考えず
に、ともに考え寄り添ってください」とアドバ
イスがありました。
　その後の座談会では、就職活動を終えたばか
りの内定者（現４回生４名）が登壇して、「就職
活動を振り返って」というテーマに基づき、松
田様の司会進行のもと、就職活動の進め方や保
護者のサポートの重要性など、実体験を踏まえ
た生の声を聞かせてくれました。
　終了後開催した学科別の個別相談会では、12
学科36名の保護者の方が学科教員と相談され
ました。

講師の松田様

講演の様子

座談会の様子

感染症対策として来場者へ手指消毒のお願いをし、
出入口を開放して常時換気を行いました。

「就職活動成功体験インタビュー」 ～学生からのメッセージ～
就職内定を勝ち取った４回生の皆さんの中から４名の方にお話を伺いました。

地元より 澄んだ空に 移ろう季節 肌に染み入る 彦根の冬

タムタム（環境）6
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　去る令和2年10月29日に、政府「就職・採用活動日程に関する関係省庁連絡会議」は、令和4年度卒業・
修了予定者（現2回生等）の就職・活動日程について、現行ルール（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）と同じとすることを決定しました。また、令和5年度卒業・修了
予定者（現１回生等）についても、急激なルールの変更は学生に混乱を生じさせるおそれがあることか
ら、現行ルールを変更する必要が生ずる可能性は高くないであろうという認識が共有されました。
　一方、令和2年度卒業・修了予定者（現4回生等）を取り巻く就職活動は、新型コロナウイルス感染症
の感染拡大で、社会環境が一変し、採用活動のオンライン化が加速しました。学生にとっても企業に
とっても、移動に要する経費と時間が削減でき、説明会や面接の負担が軽減できたという声もありま
すが、雰囲気が伝わりにくいというオンラインならではの難しさも指摘されております。
　このような状況下でも早期に内定を勝ち取っている学生の傾向としては、3回生の早い時期から自
己分析や業界・企業研究を行い、複数社のインターンシップに積極的に参加しております。本学におい
ても、3回生対象の就職ガイダンスを年間10回程度開催しておりますので、学生には積極的に参加を
していただき、早い時期から就職活動の準備をしていただきたいと考えております。
　就職活動は本人が自発的に動かなければ意味がありません。自ら考えて成果を生み出す学生こそが企
業が求める人材です。保護者の皆様には、良き聞き役になっていただき、社会に出ていくことの意味を再
認識し、一人で行動できる人間となるよう、手助けをしてあげてください。決して保護者の皆様の価値観
を押し付けて内定を辞退したりすることのないよう、お子様自身の意思を尊重してあげてください。

 [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
就職だより

保護者向け就職説明会を
開催しました
　去る令和2年10月10日(土)に本学交流セン
ターにおいて、保護者を対象とした就職説明会
を開催しましたところ、206名の保護者の方々
に御参加いただきました。
　本学の就職支援の状況についての説明に続
き、一般社団法人キャリアラボ代表理事の松田
剛典様から「就職活動の現状～家庭でできる就
職支援～」と題し講演をしていただきました。
松田様から、保護者の皆様には「聞き役になっ
て、問いかけていただき、ネガティブに考えず
に、ともに考え寄り添ってください」とアドバ
イスがありました。
　その後の座談会では、就職活動を終えたばか
りの内定者（現４回生４名）が登壇して、「就職
活動を振り返って」というテーマに基づき、松
田様の司会進行のもと、就職活動の進め方や保
護者のサポートの重要性など、実体験を踏まえ
た生の声を聞かせてくれました。
　終了後開催した学科別の個別相談会では、12
学科36名の保護者の方が学科教員と相談され
ました。

講師の松田様

講演の様子

座談会の様子

感染症対策として来場者へ手指消毒のお願いをし、
出入口を開放して常時換気を行いました。

「就職活動成功体験インタビュー」 ～学生からのメッセージ～
就職内定を勝ち取った４回生の皆さんの中から４名の方にお話を伺いました。

「久しぶり！!」自粛が明けた。「久しぶり」 マスクの隙間、笑みがこぼれる
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宇野　綾花
環境科学部　環境政策・計画学科

〔内定先〕
株式会社日吉

村西　快優
人間文化学部地域文化学科

〔内定先〕
滋賀県庁

尾﨑　亮太
工学部・電子システム工学科

〔内定先〕
関西電力株式会社

辰巳　友紀
人間看護学部　人間看護学科

〔内定先〕
滋賀県立総合病院

志 　 望 　 業 　 界 食品業界、環境業界
説 明 会 参 加 数 28社
エントリーシート提出数 25社
インターンシップ参加社数 9社
面 　 　 接 　 　 数 13社
内 　 　 定 　 　 数 2社

志 　 望 　 業 　 界 電気・ガス、製造業
説 明 会 参 加 数 4社
エントリーシート提出数 6社
インターンシップ参加社数 9社
面 　 　 接 　 　 数 4社
内 　 　 定 　 　 数 2社

志　望　業　界 看護師
説 明 会 参 加 数 7（合同説明会含む） 社
エントリーシート提出数 1社
インターンシップ参加社数 1社
面 　 　 接 　 　 数 1社
内 　 　 定 　 　 数 1社

●就職活動で内定を勝ち取るために何が一番大切だと思いますか?
ES添削や面接練習など、事前に準備できることをしっかり
やって、少しでも自信に繋げておくことだと思います。自
分では伝えられたつもりでも、相手には伝わりきれていな
いことがよくあります。私は面接試験の前に、必ず大学の
学生支援室の先生に面接練習をしていただいてから本番に
臨んでいました。

●後輩の皆さんへ就活のアドバイスをお願いします。
就職活動中は、周りと自分をつい比べてしまったり、自己
嫌悪になったりしやすいので、まずは自分をいたわってあ
げることを忘れずにいてください。適度な息抜きは必要で
す。周りに流されず、「自分のなりたい姿」だけを見つめ
て頑張ってください。応援しています。

●家族へのメッセージをお願いします。
自分たちの子どもの初めての就職活動ということもあっ
て、どう接したらいいのか悩ませたこともあったかと思い
ます。あまり深く首を突っ込まず、そっと応援してくれて
いたのがありがたかったです。就職後も頑張るから応援よ
ろしくお願いします。

●就職活動で内定を勝ち取るために何が一番大切だと思いますか?
自分一人で就職活動に取り組まないことが一番大切だと思い
ます。実際に私は、友達や家族と情報共有や面接練習を行っ
たことで、ＥＳや面接内容の改善点を発見することができ、
自信をもって本番に臨むことができました。

●後輩の皆さんへ就活のアドバイスをお願いします。
友達や先輩、家族、大学の先生など周りの力をどんどん頼っ
てください！コロナの影響で就活に対する不安がとても大き
くなっている今だからこそ、自分の面接力の向上やストレス
軽減、就活へのモチベーション維持など様々な形で皆さんの
就活の支えになると思います！

●家族へのメッセージをお願いします。
私の就活に一緒に取り組んでくれたことに感謝しています。
親としてメンタルケアや情報提供をしてもらった一方で、
社会人という立場で面接練習やES 添削をしてもらえたこと
が、内定に繋がった一番の要因だと思っています。ありがと
うございました！

●就職活動で内定を勝ち取るために何が一番大切だと思いますか?
最も大切なことは、事前準備を入念に行うことだと思いま
す。事前に企業分析をすることに加え、説明会やインター
ンシップに参加した際に、積極的に質問をすることで、自
分が知りたい情報を取得し、整理しておきます。そうする
ことで、ESや面接の際に、充分な対策案を持って臨むこと
ができると思います。

●後輩の皆さんへ就活のアドバイスをお願いします。
一番最初に、将来どんなことがしたいのか・これは必須の
条件であるというような、就活の軸となるものを一つ決め
ることをおすすめします。そうすることで、その後の企業
分析・自己分析にも上手く繋がっていくと思います。ま
た、友だちと就活の状況を話すことや家族や先生に相談等
をして、上手く周りを活用してほしいと思います。

●家族へのメッセージをお願いします。
基本的に本人に任せるといった方針に加え、自分からもあまり
就活状況について話すことが無かったため、心配させていたと
思います。進路を決定する際には、アドバイスをもらったおかげ
で納得のいく結果となりました。今後は、少しずつ今までの恩返
しが出来たらと考えています。ありがとうございました。

●就職活動で内定を勝ち取るために何が一番大切だと思いますか?
自分がどのような進路に進みたいかをまずしっかり考える
こと、そして、自分の志望先への熱意や自分がどのような
人物であるか、何をしてきたのかを先方にしっかり伝える
ことだと思います。

●後輩の皆さんへ就活のアドバイスをお願いします。
自分がどの進路・職業に就職したいのか迷うと思います
が、大学生活での経験を振り返り、授業や実習での経験か
ら自分の興味のある分野が意外と出てくるかと思います。
実体験から導き出された志望動機はとても根拠のある動機
になり、先方にも伝わると思います。ぜひ、自分の大学生
活を振り返ってみてください。

●家族へのメッセージをお願いします。
お子さんの就職活動について心配されることはもちろんのこ
とかと思います。お子さんが就職活動で困っている時などに
は、先輩方や今回の「はっさか」という会報などに記載され
ている就職活動報告を参考にしてアドバイスしてあげたり、
時には励ましながらサポートしてあげてください。

志 　 望 　 業 　 界 公務員
説 明 会 参 加 数 15社
エントリーシート提出数 9社
インターンシップ参加社数 2社
面 　 　 接 　 　 数 3社
内 　 　 定 　 　 数 1社



就職だより
令和２年度 インターンシップ報告

　コロナ禍の厳しい状況の中でしたが、学部３回生と修士１回生を対象として、夏季休業中にインターン
シップを実施しました。本学と企業・団体等が覚書を締結して行う「協定型インターンシップ」には、最終
的に26名が参加しました。参加学生は、今年度はWebによるマナー研修、個別の直前指導を経て、実習２
週間前から健康観察を続け、感染予防を徹底した上で、実習に臨みました。従来の対面実習に加え、一部日
程もしくは全日程が、急きょオンライン実習に変更になったところもありましたが、受入先の御協力のも
と、参加学生は多くのことを学び
ました。
　10月には、参加者全員が初めて
顔を合わせ、報告会を学内で実施
しました。参加者全員による体験
発表やグループディスカッション
を通して、インターンシップを振
り返り、学びを深めました。「現
場の厳しさや楽しさがわかった」
「働くことのイメージがつかめ、
その業種が自分に合うか合わない
かの判断ができた」「自分が今後
取り組むべき課題が明らかになっ
た」等の感想が聞かれました。
　インターンシップの体験は、こ
れからの大学での学びやキャリア
選択に活かされるものと確信して
おります。

公務員試験対策講座のご案内
　本学では、毎年5月から翌年3月まで主に3回生を対象にプロによる「公務員試験対策講座」を3コース開講しています。本年
度はオンライン講座とし、「いつでも」「どこでも」「何度でも」学習が可能としました。それぞれ有料ですが、事業者と提携し授
業料を市価より安く設定しています。さらに、受講者には後援会から助成金(※)が交付されます。
(※)後援会費未納者、大学院生は助成対象となりません。

地方上級・国家一般職コース(オンライン)
[対　象] 国家一般職・地方上級・国

税専門官・市役所等の行政
系職種を目指す方

[内　容] 公務員試験に必須の主要5 
科目の学習と補講、面接指
導

[受講料] ¥80,000(税込)(教材費・模試
受験料・面接指導料を含む)

[助成金] ¥10,000（受講料全額支払い後、
後援会に申請し助成金を受取る）

教養科目対策コース(オンライン)
[対　象] 市役所(一般教養試験のみ)・技術職・

福祉職・警察官・消防官を目指す方の
試験対策基礎としてや、地方上級・国
家公務員を目指す1･2回生の方

[内　容] 全ての公務員試験で最重
要の数的処理を中心とす
る学習と補講、面接指導

[受講料] ¥30,000(税込)(教材費・模試
受験料・面接指導料を含む)

[助成金] ¥4,000（受講料全額支払い後、
後援会に申請し助成金を受取る）

専門科目対策コース(オンライン)
[対　象] 地方上級・国家公務員の行政

職を目指し、教養科目対策
コースを既に受講された方

[内　容] 地方上級・国家一般職コー
スより教養科目対策コー
スの講義を除いた内容

[受講料] ¥50,000(税込)(教材費・模試
受験料・面接指導料を含む)

[助成金] ¥6,000（受講料全額支払い後、
後援会に申請し助成金を受取る）

製造現場での実習の様子(8月) 店舗実習前に指導を受ける様子(8月)

［学生支援センター 就職担当］

＊コース内容および受講料、助成金額は令和2年度の情報です。令和3年度は変更になる可能性があります。
　その他、助成対象ではありませんが、技術系職種向けのオプション講座も受講可能です。
★本学の公務員試験合格者は増加傾向にあります。令和2年11月30日現在、合格者が34名おり、内24名が
行政・事務系職、10名が技術・専門職で、本講座受講生は26名（76.４％）を占めています。
　4月以降、講座説明会を複数回オンラインで開催する予定です。お子様が公務員を目指しておられましたら、
まず講座説明会への参加を勧めてください。

パワーポイントによる体験発表 グループディスカッションの報告
報告会（10月）

[学生・就職支援課 インターンシップ担当]

四年生 長距離走も あと一歩 最後に抱く 感謝の気持ち
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　滋賀県立大学では、学部３回生と修士１回生
を対象に、右記の日程で「学内業界研究会」が
開催されます。例年ですと対面で直接企業の担
当者の話を聞くことができましたが、今年はオ
ンラインでの開催となりました。学生は自宅に
居ながらパソコンやスマートフォンから企業の
説明を視聴することができ、チャットで質問を
することもできます。就活用のスーツを着て、
スケジュールに合わせて大学に来る必要がないので学生にとっては参加しやすいのではないでしょうか。有
名企業だけでなく、初めて出会う企業にも優良企業がたくさんあります。滋賀県立大学の学生に向けての説
明会ですのでぜひ、お子様に参加するようお声がけをお願いします。（事前申込が必要です。）
※ 学生には就職担当より既に大学ポータルサイトUSPo(アスポ)で案内しております。

開 催 日 程 ： 2021年
2月16日（火）、17日（水）、18日（木）
全日 10：00～17：00

参加企業数 ： 90社（30社/1日）
対 象 学 年 ： 学部3回生、修士1回生
視 聴 方 法 ： zoomウェビナー

【各日タイムテーブル】
■2月16日(火)� (株)、(相)、(生協)は省略しています

時間 ルーム１ ルーム２ ルーム３ ルーム４ ルーム５
10:00～10:45 ロック・フィールド 国際航業 ジーテクト ゴーシュー 三恵工業

11:00～11:45 三菱電機
ビルテクノサービス 三社電機製作所 日本ハム食品 湖北精工 オプテックス

13:00～13:45 グンゼ 髙松建設 ＫＯＡ 日本ソフト開発 夏原工業

14:00～14:45 アース環境サービス 日本電産 京セラコミュニケーション
システム 堅田電機 日伸工業

15:00～15:45 関西みらい銀行 関電エネルギー
ソリューション 西日本旅客鉄道 日立建機ティエラ アヤハグループ

16:00～16:45 イシダ 敷島製パン 兵神装備 滋賀銀行 木の家専門店
谷口工務店

■2月17日(水)
時間 ルーム１ ルーム２ ルーム３ ルーム４ ルーム５

10:00～10:45 イトーキ 日立造船 住友生命保険 滋賀中央信用金庫 日本電気硝子

11:00～11:45 三ツ星ベルト フジタ SCREEN
ホールディングス 髙橋金属 村田製作所

野洲事業所

13:00～13:45 名古屋製酪 日本ピラー工業 山崎製パン 古河AS キヤノンマシナリー

14:00～14:45 京セラドキュメント
ソリューションズ 東海旅客鉄道 岐阜プラスチック工業 長浜キヤノン 日吉

15:00～15:45 象印マホービン コメリ GSユアサ オーケーエム 新江州

16:00～16:45 美十(おたべグループ） バローホールディングス 積水樹脂 フジテック 三陽建設

■2月18日(木)
時間 ルーム１ ルーム２ ルーム３ ルーム４ ルーム５

10:00～10:45 ＴＯＹＯＴＩＲＥ TOWA 日本熱源システム たねやグループ コープしが

11:00～11:45 一条工務店 ダイフク 太平洋工業 呉羽テック 千成亭風土

13:00～13:45 ニプロ オリバー ローム 島津産機システムズ 滋賀ダイハツ販売

14:00～14:45 ALSOKグループ 京都中央信用金庫 凸版印刷 滋賀富士通ソフトウェア 積水水口化工

15:00～15:45 日本ゼネラルフード 小川珈琲 シダックス 清水合金製作所 ジヤトコ

16:00～16:45 堀場製作所 ダイハツディーゼル サンヨーホームズ 東洋建設 イビデン

学内業界研究会(オンライン)が開催されます
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就職だより
令和２年度 インターンシップ報告

　コロナ禍の厳しい状況の中でしたが、学部３回生と修士１回生を対象として、夏季休業中にインターン
シップを実施しました。本学と企業・団体等が覚書を締結して行う「協定型インターンシップ」には、最終
的に26名が参加しました。参加学生は、今年度はWebによるマナー研修、個別の直前指導を経て、実習２
週間前から健康観察を続け、感染予防を徹底した上で、実習に臨みました。従来の対面実習に加え、一部日
程もしくは全日程が、急きょオンライン実習に変更になったところもありましたが、受入先の御協力のも
と、参加学生は多くのことを学び
ました。
　10月には、参加者全員が初めて
顔を合わせ、報告会を学内で実施
しました。参加者全員による体験
発表やグループディスカッション
を通して、インターンシップを振
り返り、学びを深めました。「現
場の厳しさや楽しさがわかった」
「働くことのイメージがつかめ、
その業種が自分に合うか合わない
かの判断ができた」「自分が今後
取り組むべき課題が明らかになっ
た」等の感想が聞かれました。
　インターンシップの体験は、こ
れからの大学での学びやキャリア
選択に活かされるものと確信して
おります。

公務員試験対策講座のご案内
　本学では、毎年5月から翌年3月まで主に3回生を対象にプロによる「公務員試験対策講座」を3コース開講しています。本年
度はオンライン講座とし、「いつでも」「どこでも」「何度でも」学習が可能としました。それぞれ有料ですが、事業者と提携し授
業料を市価より安く設定しています。さらに、受講者には後援会から助成金(※)が交付されます。
(※)後援会費未納者、大学院生は助成対象となりません。

地方上級・国家一般職コース(オンライン)
[対　象] 国家一般職・地方上級・国

税専門官・市役所等の行政
系職種を目指す方

[内　容] 公務員試験に必須の主要5 
科目の学習と補講、面接指
導

[受講料] ¥80,000(税込)(教材費・模試
受験料・面接指導料を含む)

[助成金] ¥10,000（受講料全額支払い後、
後援会に申請し助成金を受取る）

教養科目対策コース(オンライン)
[対　象] 市役所(一般教養試験のみ)・技術職・

福祉職・警察官・消防官を目指す方の
試験対策基礎としてや、地方上級・国
家公務員を目指す1･2回生の方

[内　容] 全ての公務員試験で最重
要の数的処理を中心とす
る学習と補講、面接指導

[受講料] ¥30,000(税込)(教材費・模試
受験料・面接指導料を含む)

[助成金] ¥4,000（受講料全額支払い後、
後援会に申請し助成金を受取る）

専門科目対策コース(オンライン)
[対　象] 地方上級・国家公務員の行政

職を目指し、教養科目対策
コースを既に受講された方

[内　容] 地方上級・国家一般職コー
スより教養科目対策コー
スの講義を除いた内容

[受講料] ¥50,000(税込)(教材費・模試
受験料・面接指導料を含む)

[助成金] ¥6,000（受講料全額支払い後、
後援会に申請し助成金を受取る）

製造現場での実習の様子(8月) 店舗実習前に指導を受ける様子(8月)

［学生支援センター 就職担当］

＊コース内容および受講料、助成金額は令和2年度の情報です。令和3年度は変更になる可能性があります。
　その他、助成対象ではありませんが、技術系職種向けのオプション講座も受講可能です。
★本学の公務員試験合格者は増加傾向にあります。令和2年11月30日現在、合格者が34名おり、内24名が
行政・事務系職、10名が技術・専門職で、本講座受講生は26名（76.４％）を占めています。
　4月以降、講座説明会を複数回オンラインで開催する予定です。お子様が公務員を目指しておられましたら、
まず講座説明会への参加を勧めてください。

パワーポイントによる体験発表 グループディスカッションの報告
報告会（10月）

[学生・就職支援課 インターンシップ担当]

うららかな 昼時は雲 一つ無く そよ風のなか マスクを外す

日笠山 一弥（環境） 9



　後援会では、予選を通過して関西や全国規模の大会に出場する学生に大会出場激励金を授与しています。
また、大会で優秀な成績を収めた学生や、様々な分野で評価され、表彰された課外活動団体へも激励金をお
渡ししています。今年度は、新型コロナウイルス感染症の影響で、思うように課外活動ができませんでした
が、2団体21名が倉茂理事より激励金を授与されました。

リサイクル市開催のお知らせ
環境系サークル「LEAFS（リーフス）」による、リサイクル市が開催されます。
開催日　3月28日（日）　　場　所　滋賀県立大学　交流センター
取扱品　家　具：カラーボックス・机・イス・ベッド等
　　　　家　電：冷蔵庫・洗濯機・電子レンジ・照明・トースター・炊飯器等
　　　　その他：自転車、食器、雑貨など
卒業する学生の下宿等で不要になった生活用具を安価にて販売します。
開催時間など詳しくはLEAFSのホームページをご覧ください。
※新型コロナウイルス感染症の感染状況により、変更されることがあります。

リーフス リサイクル市

ウインドサーフィン部

「2020年度 関西選手権第二戦 3回生以下の部 優勝」
児島廉さん
「2020年度 全日本学生ボードセーリング選手権(インカレ)」出場
児島廉さん、德田龍司さん、冨吉守さん、松本彩理さん、
中島修平さん、中門朱里さん、吉田航世さん

ボランティアサークルharmony

令和2年度「障害者の生涯学
習支援活動」に係る文部科学
大臣表彰
2020年12月8日に本学で表
彰式視聴会と表彰伝達式が
行われ、後援会からも激励金
をお渡ししました。

滋賀県立大学
未来人財奨励賞 表彰式

令和２年度

　2020年11月26日に前年度一年間の学業成績が優秀な学生を表彰す
る「滋賀県立大学未来人財奨励賞」の表彰式が本学交流センターホー
ルで執り行われ、ステージ上で各学部代表の学生４名に廣川学長より
表彰状と倉茂副学長より記念の盾が贈られました。この表彰制度は昨
年度に創設されたもので、各学部・学科、各学年から一人ずつ計39名が初めての表彰を受けました。

環境科学部 工学部

人間文化学部 人間看護学部

テニスコート補修工事
　昨年８月に、県大のテニスコート
の5面中4面のベースライン周辺を大
きく補修しました。以前から部分的
に補修されてきたコートですが、破
損箇所で学生が躓くなど危険な部分
が多くありました。テニス関連のクラ
ブやサークルから直してほしいと要
望があり、検討の結果、今回は後援会の特別会計より費用を充当
し、補修することにしました。学生の皆さんにしっかり整備していた
だいて、長く大切に使用してほしいと願っています。

柔剣道場ワックス塗布
　以前より学生から要望のあった、柔剣道場の
ワックス塗布を後援会の助成で行いました。
　学生によるワックスがけも検討しましたが、
面積も大きく、均一にムラなく行うことは難し
いと判断し、専門業者へ委託することになりま
した。柔剣道場のワックス塗布は数年ぶりとの
ことで、床面保護の点でも必要な作業でした。
柔剣道場は、体育の授業だけでなく、課外活動
で剣道部、卓球部、水泳部、弓道部等が利用し
ています。

施設整備事業

喜びを表現す
る

テニス部の皆
さん

補修工事の様子

代表の中森さん(左)と
船原さん(右)

学生とペアで油絵の制作 クリスマスコンサートのダンスショー
左から廣川学長、
harmonyメンバー、
倉茂理事

ボランティアサークルharmonyとは
2003年よりNPO法人障害者の就労と余暇を考える会メロ
ディーの専属ボランティアとして、特別支援学校・学級、作業所
などに通う自閉症やダウン症など他人とのコミュニケーションに
困難が生じる障害児・者を支援する活動を継続して行っていま
す。活動は、茶道や油絵など〈月1回の定例活動〉とみんなが楽し
めるイベントとしてコンサートやお泊り会など〈毎年の恒例活
動〉を学生が主体となって企画・実施しています。子どもたちが
活動を楽しみ、他者と関わる力を発達させていく姿を見守りな
がら、学生も共に成長することを目指しています。

事務局からのお知らせ

後期にて 友人たちと 会話して 笑いあう楽しさ 思い出す

マツカサウオ（環境）10
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　後援会では、予選を通過して関西や全国規模の大会に出場する学生に大会出場激励金を授与しています。
また、大会で優秀な成績を収めた学生や、様々な分野で評価され、表彰された課外活動団体へも激励金をお
渡ししています。今年度は、新型コロナウイルス感染症の影響で、思うように課外活動ができませんでした
が、2団体21名が倉茂理事より激励金を授与されました。

リサイクル市開催のお知らせ
環境系サークル「LEAFS（リーフス）」による、リサイクル市が開催されます。
開催日　3月28日（日）　　場　所　滋賀県立大学　交流センター
取扱品　家　具：カラーボックス・机・イス・ベッド等
　　　　家　電：冷蔵庫・洗濯機・電子レンジ・照明・トースター・炊飯器等
　　　　その他：自転車、食器、雑貨など
卒業する学生の下宿等で不要になった生活用具を安価にて販売します。
開催時間など詳しくはLEAFSのホームページをご覧ください。
※新型コロナウイルス感染症の感染状況により、変更されることがあります。

リーフス リサイクル市

ウインドサーフィン部

「2020年度 関西選手権第二戦 3回生以下の部 優勝」
児島廉さん
「2020年度 全日本学生ボードセーリング選手権(インカレ)」出場
児島廉さん、德田龍司さん、冨吉守さん、松本彩理さん、
中島修平さん、中門朱里さん、吉田航世さん

ボランティアサークルharmony

令和2年度「障害者の生涯学
習支援活動」に係る文部科学
大臣表彰
2020年12月8日に本学で表
彰式視聴会と表彰伝達式が
行われ、後援会からも激励金
をお渡ししました。

滋賀県立大学
未来人財奨励賞 表彰式

令和２年度

　2020年11月26日に前年度一年間の学業成績が優秀な学生を表彰す
る「滋賀県立大学未来人財奨励賞」の表彰式が本学交流センターホー
ルで執り行われ、ステージ上で各学部代表の学生４名に廣川学長より
表彰状と倉茂副学長より記念の盾が贈られました。この表彰制度は昨
年度に創設されたもので、各学部・学科、各学年から一人ずつ計39名が初めての表彰を受けました。

環境科学部 工学部

人間文化学部 人間看護学部

テニスコート補修工事
　昨年８月に、県大のテニスコート
の5面中4面のベースライン周辺を大
きく補修しました。以前から部分的
に補修されてきたコートですが、破
損箇所で学生が躓くなど危険な部分
が多くありました。テニス関連のクラ
ブやサークルから直してほしいと要
望があり、検討の結果、今回は後援会の特別会計より費用を充当
し、補修することにしました。学生の皆さんにしっかり整備していた
だいて、長く大切に使用してほしいと願っています。

柔剣道場ワックス塗布
　以前より学生から要望のあった、柔剣道場の
ワックス塗布を後援会の助成で行いました。
　学生によるワックスがけも検討しましたが、
面積も大きく、均一にムラなく行うことは難し
いと判断し、専門業者へ委託することになりま
した。柔剣道場のワックス塗布は数年ぶりとの
ことで、床面保護の点でも必要な作業でした。
柔剣道場は、体育の授業だけでなく、課外活動
で剣道部、卓球部、水泳部、弓道部等が利用し
ています。

施設整備事業

喜びを表現す
る

テニス部の皆
さん

補修工事の様子

代表の中森さん(左)と
船原さん(右)

学生とペアで油絵の制作 クリスマスコンサートのダンスショー
左から廣川学長、
harmonyメンバー、
倉茂理事

ボランティアサークルharmonyとは
2003年よりNPO法人障害者の就労と余暇を考える会メロ
ディーの専属ボランティアとして、特別支援学校・学級、作業所
などに通う自閉症やダウン症など他人とのコミュニケーションに
困難が生じる障害児・者を支援する活動を継続して行っていま
す。活動は、茶道や油絵など〈月1回の定例活動〉とみんなが楽し
めるイベントとしてコンサートやお泊り会など〈毎年の恒例活
動〉を学生が主体となって企画・実施しています。子どもたちが
活動を楽しみ、他者と関わる力を発達させていく姿を見守りな
がら、学生も共に成長することを目指しています。

事務局からのお知らせ

再開の 知らせを聞いて 舞い戻る 変わらぬ湖風と 環濠の鴨

ゆとりの国の住人（人文） 11



　昨年から猛威を振るう新型コロナウイルス感染症の影響で、大学の授業だけでな
く、学生の課外活動にも変えざるを得ない大きな変化がありました。クラブ活動は春
から活動自粛となり、毎年夏に開催される学園祭「湖風夏祭(うみかぜなつまつり)」も
中止となりました。
　夏以降、クラブ活動は大学の許可を受けた団体から活動を再開しましたが、学園祭
を企画、運営する湖風祭実行委員会の学生たちは秋の「湖風祭(こふうさい)」の開催を
どうするか、決断を迫られました。毎年多くの来場者で賑わう「湖風祭」をそのまま開
催することは難しく、夏同様中止にするのか…。大学との話し合いの結果、生配信での
「オンライン湖風祭」を開催するに至りました。
　昨年11月８日にYouTube Liveで配信した「第26回オンライン湖風祭」は、スタジオと
ライブステージからの生配信と、収録映像を織り交ぜ、大きなトラブルなく終えるこ
とができました。今までと全く違った形で「湖風祭」を作り上げたことは、学生たちに
とって貴重な経験となり、大きな自信につながりました。
　“彦根”という小さな地域のお祭りが、遠く離れたところでも楽しめる、そんな可能
性が広がった今年の湖風祭でした。
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　後援会役員をお受けしてからもうすぐ４年になろうとしています。後援会
に携わらせていただいたお陰で、家族との夕食時に大学の話題で会話が
弾んだこともありました。
　後援会は学生たちの大学生活を学びやすく、また過ごしやすくするため
の支援をする団体ではありますが、保護者の皆様へも、もっとアプローチ
をさせていただいてもよかったかもしれない、と退任にあたって思います。
　今年はコロナの影響で、人とのダイレクトな交わりがなくなってきていま
す。学ぶ場所や、学び方も変わってしまいました。
　しかしながら、どのような変化をしようとも、学生たちにとって、また、
それを見守っていただいている保護者の皆様にとって、滋賀県立大学で
学べることが最良と思っていただける活動
を後援会には期待しております。

阪口 武史

　後援会の理事に就任して以来、大きな
責任ももちろん感じていましたが、会議や
活動を通じて、大学の様子を知ることがで
き、我が子以外の学部、学年の学生や保
護者の方と交流が持てる貴重な機会をいた
だいたことが嬉しくもあった４年間でした。
　また、事務局の皆様が、日ごろからい
かに学生のことを想い、支えてくださって
いるかを知り、心から感謝しております。
　これからも、県立大学と後援会のます

ますのご発展をお祈り申し上げ
ます。

御書 恵子

左から阪口会長、大橋理事、徳井理事、御書理事

　後援会に携わることで大学のお話を聞
き、子供たちのために多くの方が尽力して
くださっていることを知りました。私たち
後援会としても何ができるか、会議で検
討し、実際に見るために学内を歩いて回
ることもありました。現状がよくわかり有
意義な時間でした。関わってくださった方々には大変お世
話になりました。
　この４年間、県立大学の皆さんの活躍を新聞や会報で
読んだり、学生懇談会で直接話を聞いたりすることが楽し
みでした。その充実した取り組みが継続されるべく、今後
も後援会が力になれるよう皆様の温かいサポートをお願い
いたします。

　年に一度の学生さんと後援会
との懇談会は、湖風祭、部活、
サークル、施設に関わる要望
を学生さんから直に聞ける貴重
な機会で毎年楽しみでした。
　どの学生さんのプレゼンも素

晴らしく、湖風祭を盛り上げたい！大学生活を仲間と楽
しく安全に送りたい！そのような思いがとてもよく伝わり、
どの要望も全て応えてあげたい気持ちになりました。こ
のような有意義な経験ができたことをうれしく思うと共
に、要望実現に向けて日 ご々支援くださっている事務局
の方に感謝いたします。４年間ありがとうございました。

徳井 早苗大橋 真澄

■2020年度 学位記授与式 
日　時：2021年3月20日(土・祝)
 午前9時30分～10時30分
場　所：滋賀県立大学交流センターホール
※学位記授与式は学部・大学院の代表者のみの参加となります。学位記授与
式終了後、各学部、学科、専攻ごとに学位記の交付を行います。なお、卒業生の
みの参加となります。在校生、保護者はご参加いただけません。

■2021年度 入学式
日　時：2021年4月7日(水)
 第1部　午前 9時30分開式  環境科学部／人間文化学部
 第2部　午前11時30分開式　工学部／人間看護学部
場　所：ひこね市文化プラザ
※新入生のみの参加となります。保護者はご参加いただけません。

■2021年度後援会総会について
　新型コロナウイルス感染症の感染予
防の観点から、2021年度の後援会総会
は開催を見送ることといたします。議案
につきましては、後援会理事会において
審議することとし、審議結果及び総会
資料を、4月以降、後援会ホームページ
へ掲載させていただきます。
　皆様のご理解をよろしくお願いいた
します。 第26回 オンライン湖風祭ポスター（2020年）

事務局からのお知らせ

週7日 研究室に 入り浸り 夢叶えたる 日々に感謝を

中澤 利恵（環境）12


