
　令和３年度も新型コロナウイルスの影響を受け、課外活動にも様々な変化
がありました。「第27回湖風祭」については、実行委員会の皆さんで検討や準
備に取り組みましたが、万全な状態で学生や地域の皆様に楽しんでいただく
ことは困難であると判断し、中止を決断しました。その後、文化会とサークル
運営委員会では、それぞれのステージや作品を皆様に楽しんでいただけるよ
う、「県大感謝祭～私たちはコロナに負けない～」として大学のホームページ
や施設を活用して、写真・動画の配信や作品展示を実施しました。また、体育
会では京都府立大学との「京滋戦」について、例年の６月開催を見送り、10月
に一部の団体において交流試合という形で開催しました。
　コロナ禍の中での課外活動を通して「今、自分達にできることは何か」「次
の世代に何をどう継承していけばよいのか」など、悩んだ学生は多いと思い
ますが、これらの経験は大きな成長につながったことと思います。
　今回の表紙には、コロナ禍に負けず課外活動に励む学生の姿を集めてみま
した。後援会ではこれからも学生がより充実したキャンパスライフを送れる
ようサポートしてまいります。
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　後援会の事業内容や会報「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トピックなどをご覧いただけます。
大学行事や試験期間、休業期間がわかる大学カレンダーもお役
立てください。

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

春の学校行事のご案内
■2021年度 学位記授与式
日　時：2022年3月21日(月・祝)
　　　　午前9時30分～10時30分
　　　　※学生表彰も併せて実施します。
場　所：滋賀県立大学交流センターホール
詳細につきましては、大学ホームページをご確認ください。

■2022年度 入学式
日　時：2022年4月7日(木)
　　　　第1部　午前 9時30分～10時00分
　　　　第2部　午前11時30分～12時00分
場　所：ひこね市文化プラザ

　４年前に後援会に関わらせてい
ただくことになった時から「全て
は学生のために」を銘として取り
組んでまいりました。
　しかしながら、十分な結果を残
せなかったことをお詫び申し上げ

ますと共に、これまでご理解とご支援をいただきま
した会員の皆さまに心からお礼を申し上げます。
　これからは新しい習慣の下での後援会活動が求め
られますが、どんな状況であっても学生に寄り添っ
た後援会であり続けることを願っております。
　４年間ありがとうございました。

会長　沖　茂樹

　こうして無事に、任期を満了することができまし
たことを、心よりお礼申し上げます。ご迷惑をおか
けすることばかりでしたが、皆様からの温かいサ
ポートを受けて本日を迎えることができました。コ
ロナ禍という困難な状況にもかかわらず、事務局の
方々をはじめ、先生方、会長、他の役員の方々が、
子ども達の為にご尽力いただきましたこと、大変感
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。

理事　林　律子

　子どもを送り出すだけと思っていた大学に理事と
して足を運び、学生の為に日々尽力されている方々
と直接お話が出来たことはとても貴重な経験となり
ました。なかでも、コロナ禍による大きな変化の
中、逞しく成長される学生の皆さんや温かくサポー
トされる関係者の皆さんの姿を見ることができ、大
変心強く感じています。今後も県立大学が安全に心
豊かに学べる場所でありますようにお祈り申し上げ
ます。４年間ありがとうございました。

理事　山口　礼子

　我が子の入学にあたり、後援会理事を拝命しまし
たが、仕事の都合もあり、理事会にあまり出席でき
なかったこと、大変申し訳なく思っております。そ
の中でも、様々な議題で意見交換したり、学生懇談
会では直接学生から意見を聞いたり、よりよい支援
を共に考えさせていただけたことは貴重な機会でし
た。学生懇談会での学生の熱心さと真剣な表情が印
象的でした。コロナ禍での後援会活動や学生生活
は、今までとは別の活動や支援が必要になり、苦労
もあるかと思いますが、多くの方のご支援により、
これからも県立大学と後援会が益々発展されますよ
う心より祈念いたします。ありがとうございまし
た。

理事　上田　美代

■2022年度 後援会総会
　新型コロナウイルス感染症の感染防止の観点から、2022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。

退任される理事の挨拶

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”“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。
今回のテーマは「大学生活」です。
たくさんの応募の中から10名の作品をご紹介します。2

～学生広報スタッフの取組紹介～～学生広報スタッフの取組紹介～
　いつも「はっさか」と一緒にお届けしている「県大jiman」。本学がもつキラ
リと光る「jiman」なところを紹介する広報誌です。今回は、作成に携わる学生
広報スタッフのお2人にお話を聞きました。
１．学生広報スタッフになろうと思ったきっかけを教えてください。
（小林）�入学式で配られた県大jimanを読んだことです。デザインが素敵で、学

生が作っていると聞いて興味を惹かれました。大学で何か新しいこと
を始めたかったのでぴったりだと思いました。

（谷垣）�文章を書くことが好きで、中学・高校では新聞部に所属していました。大学でも自身の経験を活かし、
広報誌の制作に携わりたいと思いました。

２．印象に残っている取材や特集は何ですか？
（小林）�令和３年７月に発行した28号の特集「オンライン授業あるある」です。何回もアンケートやインタ

ビューをしてエピソードを集めたり、イラストを手描きで作ったり、時間をかけてこだわりました。そ
の分、完成した時はすごく感動しました。

（谷垣）�28号で担当した「ミールでエンジョイ！県大ごはんライフ」です。日々の生きがいとなっている県大の
ごはんを特集できたことや、生協の専務理事さんにお話を伺
えたことが嬉しく、印象に残っています。

３．学生広報スタッフになってよかったことは？
（小林）�活動のすべてが楽しいです。毎週のミーティングから取材、

文章作成、デザインまで、とても楽しく充実しています。
（谷垣）�スタッフが意見を出し合い、みんなでよりよい紙面を作って

いけることです。学年や学科、参加の経緯も異なるメンバー
がそれぞれの視点で寄せる意見やアイディアは、毎度発見が
あり、とてもおもしろく感じています。

　ミーティングでは、一つひとつの記事やデザインについてみんなで
意見交換をしているところが印象的でした。学生たちの思いが詰まっ
た「県大jiman」、ぜひご注目ください！

学生の視点を生かした大学広報

県大 jiman 検索
バックナンバーは

（左）（代　表）�小林�すみれ
（右）（副代表）�谷垣�安由史

文化会・サークル運営委員会共同企画

「県大感謝祭「県大感謝祭～私たちはコロナに負けない～～私たちはコロナに負けない～」 開催！」 開催！
　昨年11月に予定されておりました「第27
回湖風祭」の中止を受け、文化会とサーク
ル運営委員会では「県大感謝祭～私たちは
コロナに負けない～」を企画しました。
　私たちにとって「湖風祭」とは、学内は
もちろん、地域の方々に向けて、日々の活
動の成果を発表する大切な場です。そこで
ホームページやSNSを活用し、活動風景の
動画や写真を掲載することで、日々の活動の成果を
発表することとしました。また、1月中旬から下旬
にかけて、交流センターで各団体の紹介ポスターや
文化系サークルによる作品の展示も行いました。
　課外活動が制限される中で、今、自分たちにでき
ることを動画や作品で形にしました。私たちの日々
の活動の成果をぜひ、ご覧ください。
※詳しくは大学ホームページをご覧ください。

(左)文化会代表�石橋�拓磨
(右)サークル運営委員会代表　宮川�経和

ホームページ
掲載の様子

ポスター
展示の様子



大学からのお知らせ

秋が暮れ　枕布団も　冬仕様　朝起きられず　身も冬仕様

鮎 はねる（環境） 3

　本学では、本年度の前・後期授業ともに、新型コロナウイルス感染症対策を十分に行ったうえで、学生の
学びを止めないために対面授業を実施してまいりました。ただし、8月26日から9月30日まで緊急事態宣言
が滋賀県にも発せられたことから、後期授業が始まる9月27日からの一週目の授業だけは原則、遠隔授業と
なりました。
　まだまだ感染拡大の収束が見込めない中、学びを止めない学修のあり方が求められています。そこで本学
では、たとえば、４K高画質カメラを備えた教室を整備し、対面授業の動画を欠席した学生にも後日、視聴
し学習してもらえるようにしました。
　一方、学内行事では、11月の大学祭“湖風祭”が学生団体の意向を汲んで中止とな
り、さらに、京都府立大学との定期戦である“京滋戦”も、競技種目毎に開催を判断
して全体同一日での実施はなくなりました。
　今後のニューノーマルの時代の教育・学生支援は、常に学生との双方向的な関わ
りやつながりをもちながら進めていかねばなりません。いつまた新たな変異株が出
現し、感染が拡大するかもしれません。今後とも皆様のご協力をよろしくお願いい
たします。

教育・学生支援担当理事　山根�浩二

ニューノーマルの時代に求められる教育・学生支援

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、「給付奨学金と授業料減免が一体」と
なった国の制度がスタートしました。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。ご不明な点がございましたら、下記までお問い合わせください。

　次回の申込案内は4月の予定です。日程は、学生向けポータルUSPo（あすぽ）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）の申込み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

※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
急に支援が必要となる場合には、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
付奨学金の支給対象となりますのでご相談ください。

[学生・就職支援課�学生係]
電話：0749-28-8218／メール：gakusei@office.usp.ac.jp



大学の取組（SDGs）

人々で　賑わう景色に　彩られ　生き返る日々に　刻み出す時

SC（エスシー）（人文）4

県大 SDGs の推進と学生の活動、
そして学生支援

　滋賀県立大学では世界共通の目標であるSDGs（持続可能な開発目標）の達成を目指して、2018年の県
大SDGs宣言をきっかけに様々な分野で取組を進め、県大生のSDGs認知度97.5%は、全国平均を10ポイン
ト上回っています。コロナ禍の中、キャンパスライフを取り巻く環境は厳しいですが、自ら考え工夫をし、
また、地域の皆様からも温かいご支援をいただきながら、学生たちは勉強や研究、地域活動に取り組んでい
ます。今回はSDGsの推進と学生たちの取組をご紹介します。

ボランティアサークル
Harmony

障がい児・者の自立支援および共
生社会実現に向けて取り組み、こ
れまでの活動を高く評価され、昨
年度、文部科学大臣表彰を受賞

廃棄物バスターズ
彦根市内の中学校で講師として
SDGsに関する授業や、企業の
方々と清掃活動、マイクロプラ
スチック調査を実施

未来看護塾
病院や保育園、NPO法人を訪問
するなど、地域の様々な人々が
心も体も生き活きと健康な生活
が送れるよう支援

政所茶レン茶 －゙
伝統ある政所茶の畑を借りて自
分達の力で無農薬・無化学肥料
の茶を栽培し、パッケージデザ
インも考えた商品をネット販売

あかりんちゅ
県内のお寺から蝋燭（残ろう）
を回収・再利用し、キャンドル
作り教室やキャンドルナイトな
どを開催

田の浦ファンクラブ
学生サポートチーム

東日本大震災の被災地支援を続
けており、発災10年目の令和３
年3月11日にリモートでキャン
ドルイベントin田の浦を開催

その１ 近江楽座の取組
　近江楽座は、学生主体でSDGsを意識しながら地域の皆様と連携して取り組む地域貢献活動で、毎年20を
超えるプロジェクトに約600名の学生が参加しています。例えば下記のように、福祉、環境、農業、災害支
援など様々な分野で地域とともに持続可能な社会づくりに取り組み、学校内では学べない貴重な体験を重ね
ています。

＊令和3年度活動プロジェクト23件のうち6件を紹介



大学の取組（SDGs）

休学中　何より高い　秋空は　私の屋根の　ような気がした

日笠山 一弥（環境） 5

その２ 食品ロス削減アクションと学生支援
　周辺に豊かな農地が広がる本学では、規格外のキャベツやブロッコリーなどの野菜を農家の方からいた
だいて学生に配布し、食品ロス削減につなげています。また、日野町の農家の方には、県大生のために栽
培したジャガイモを配布していただきました。地域の皆様からのあたたかい応援を受け、学生の皆さんは
コロナ禍に負けないよう、日々がんばっています。なお、後援会からはお米の配布に併せてふりかけをお
渡ししました。

詳しい活動については 滋賀県立大学  SDGs 検索

農家の方からじゃがいもを配布 葊川学長も配布のお手伝い

後援会からはふりかけを配布

大学の施設紹介

図書情報センター図書情報センター ～学生の学びをサポート～ ～学生の学びをサポート～
　図書情報センターの中にある図書館には約41万冊の蔵書があり、１日平均500人、多いときは
800人ほどの学生で賑わいます。2020年４月、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い大学への入
構が禁止され、図書館も来館を制限することになった時には、在宅学習を支援するため、郵送貸出
や、図書・雑誌のコピーの郵送サービスを新たに開始しました。
　例年４月・５月に実施している新入生対象の図書館活用ガイ
ダンスもオンライン配信に切り替えて実施し、ウェブサイトや
USPoを使って在宅学習に役立つ情報を発信しました。同11月
には滋賀県立大学同窓会「湖風会」様からの寄付により、電子
書籍を補充し、念願だった大学ネットワークへのリモートアク
セス環境を整備することができ、電子書籍や電子ジャーナル、
データベースを自宅から利用できるようになりました。
　現在（令和３年12月末現在）の図書館は、感染対策をとりな
がら、ほぼ平常通りに開館しています。学内外の行事が減少す
る中、図書館で楽しい展示やちょっとしたイベントなどを開催
し、少しでも学生生活の潤いになればと考えています。これか
らも大学の学術情報基盤として、様々なサービスを提供し、学
生の皆さんの学習や研究活動を支援してまいります。

スマホやタブレットで手軽に
電子書籍等が利用できます



就職担当から保護者の皆様へ
就職だより

「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年生の皆さんの中から４名の方にお話を伺いました。

時はやし　見慣れた景色　あとすこし　サクラ咲くころ　新社会人

yoki（環境）6

　最近の就職活動では、広報活動開始前（2月末まで）の期間に学生と企業が何らかの接点を持つ
機会としてインターンシップの存在感が増しています。令和3年度卒業・修了予定者（現4年生等）
は、コロナ禍でＷＥＢでのインターンシップを経験するなど、大きな変化の中で就職活動を行って
きました。インターンシップへの参加は、採用選考よりも狭き門になる場合もあり、また、コロナ
禍においては、受け入れ人数が制限されるなどその傾向が高まっているようです。
　本学の現4年生等の就職活動状況としては、夏季休業期間およびその直後のインターンシップ参加
者を対象にした選考から、早期に内々定を獲得している傾向が前年度より顕著であり、また、その傾
向は大企業に多く認められます。早期に内定を勝ち取っている学生の傾向としては、3年生の早い時
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います。
　本学では就職支援プログラムとして、学部3年生・修士１年生を対象に就職セミナーを年間10数
回開催しておりますので、積極的に参加をして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。また、学生支援室では、対面またはオンラインで就活に関する相談や履歴書・エ
ントリーシートのチェック、面接練習等を実施（予約制）しておりますので、併せて利用するよう
に勧めてください。
　お子様にはやりたいことや目指すものがあります。知らない職種や会社名を聞かれたとしても
頭ごなしに否定したりしないでください。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。また、昨今の就職活
動は、ＷＥＢ化が導入されているとはいえ、リクルートスーツの購入や旅費などでお金がかかり
ますので、必要に応じて経済的な支援をお願いします。そして、保護者の皆様には良き聞き役に
なり、お子様が自ら考え行動できる、自律した社会人になれるよう、手助けをしていただきたい
と思います。

　去る10月30日（土）に本学交流センターにおいて開催した、保護者向け
就職説明会には、152名の方々にご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の後、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
して、講演をいただきました。家庭での支援
のポイントとして「相談にのることはアドバ
イスをすることではなく、子どもが考えてい
ることを聞き出し、しっかり話を聞いてあげ
ること」との説明がありました。
　その後、「就職活動を振り返って」と題し
た座談会には、就職活動を終えたばかりの内
定者（現４年生４名）が登壇し、
就職活動の進め方や保護者のサ
ポートの重要性などについて生の
声を聞かせてくれました。
　講演会終了後に開催した学科
教員との個別相談会には11学科
14名の方が参加されました。

保護者向け就職説明会を開催しました

講演の様子

座談会の様子

感染対策として来場者へ手指消毒と検温をはじめ、
「もしサポ滋賀」の登録をお願いしました。

講師の松田様

個別相談会の様子
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大西　太郎
環境科学部 生物資源管理学科

〔内定先〕三重県庁

片山　実夢
人間文化学部 生活栄養学科

〔内定先〕彦根市立病院

北村　賢治
工学部 機械システム工学科

〔内定先〕株式会社ゴーシュー

大塚　春華
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 官公庁・建設
説 明 会 参 加 数 6社
エントリーシート提出数 11社
インターンシップ参加社数 3社
面　　接　　数 9社
内　　定　　数 4社

志　望　業　界 生活家電業界，自動
車部品業界など

説 明 会 参 加 数 10社
エントリーシート提出数 4社

インターンシップ参加社数 7社
（内5つはオンライン）

面 　 　接　　数 2
内　　定　　数 1

志　望　業　界 看護師
説 明 会 参 加 数 6社
エントリーシート提出数 3社
インターンシップ参加社数 2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?
やる気が大切だと思います。就活は人生の重大局面である
と言えます。その中で当事者意識を持って適切な行動をす
れば、自ずと結果はついてきます。不安でなかなか行動で
きない気持ちも理解できますが、無理やりにでもやる気を
出して、行動することが大事だと思います。

●後輩の皆さんへ就活のアドバイスをお願いします。
面倒くさいと思わずに、できることを最大限してくださ
い。今後は雇用が流動化し、転職を経験する人も増えると
思います。そのような社会で、新卒で入った会社は重要な
要素となります。就活をいい加減にすると必ず後悔しま
す。厳しい内容になりましたが、がんばってください。

●家族へのメッセージをお願いします。
交通費や宿泊費等の金銭的支援は非常に助かりました。ま
た、コロナ禍での就職活動は心配かけたと思いますが、何
とか乗り切れました。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?
一番大切なことは、自分のことをしっかり理解してから就職
活動に臨むことだと思います。どんな人間で、どのように仕
事をしたいのかを自分の中で確立することで、軸のぶれない
就職活動をすることができました。

●後輩の皆さんへ就活のアドバイスをお願いします。
私は、友人や先輩、先生方、家族にたくさん助けていただき
ました。皆さんも周りに頼ってください。新たに気づくこと
が多くあります。また、周りの人と比べてしまうこともある
と思いますが、納得のいく就職活動ができるように、焦らず
最後までがんばってください！

●家族へのメッセージをお願いします。
管理栄養士として働きたいと話した時から、ずっと応援して
くれてありがとう。就職活動では、そっと見守ってくれてい
たのがありがたかったです。内定を報告した時、大喜びして
くれてうれしかった。これまで以上にがんばっていくので、
これからも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?
面接で自分の伝えたいことをきちんと伝えることだと思い
ます。そのためには自己分析を通して、自分自身を客観的
に見つめ直す必要があります。また、面接本番に強くなる
には場数を踏むことも大切です。模範解答ではなく、自分
の解答をその場で出せるようになればよいと思います。

●後輩の皆さんへ就活のアドバイスをお願いします。
就活は分からないことだらけで不安になることもあります
が、本やインターネット上の情報などの与えられる情報ば
かりを鵜呑みにせず、OB訪問やインターンシップ等で自
分から情報を取りにいくことが大切だと思います。不安を
１人で抱え込まず、いろんな人を頼りながらがんばって欲
しいです。

●家族へのメッセージをお願いします。
就活中はいろんな話を聞いてもらったり、アドバイスをもらった
り、家族にとても助けてもらいました。また、大学生活を通してい
ろんなよい経験ができたのは、家族のサポートあってのことだと
感じています。その経験が学生生活だけでなく、就活においても
生きてくれたと感じています。家族にはとても感謝しています。

●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?
継続力！私の志望していた病院では個人面接はもちろん集
団討論、筆記試験、小論文など試験内容がたくさんあった
ので練習の積み重ねを大切にしていました。継続すること
で自分の自信にも繋がったので、内定を勝ち取るために1
番大切であったと感じています。

●後輩の皆さんへ就活のアドバイスをお願いします。
コロナの影響などでインターンシップを行っていない企業な
どもあるので、なるべく早く自分の目標を見つけて就活に取
り組んでいくと後々楽になると思います！自分がどこで何を
したいかなど悩むこともたくさんあると思いますが、気張り
すぎずがんばってください！応援しています！

●家族へのメッセージをお願いします。
お兄ちゃん！高校生の頃、大学に行くか迷っていたときに背
中を押してくれてありがとう！おかげで自分の夢も叶いまし
た！これから憧れの看護師として精一杯働きます！いつも応
援してくれてありがとう！

志　望　業　界 管理栄養士
説 明 会 参 加 数 6社
エントリーシート提出数 8社
インターンシップ参加社数 7社
面　　接　　数 7社
内　　定　　数 4社



就職だより
令和３年度 インターンシップ報告

　学部３年生と修士１年生を対象として、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」を夏季休業中に実施しました。当初は61名のマッチングが成立しており、マナー研修や直前指導
を経て、実習予定日２週間前から健康観察を続け、感染予防を徹底するなど、参加の準備をしておりまし
た。しかし、新型コロナウイルス感染症拡大により、8月下旬から中止・延期が相次ぎ、最終的にインター
ンシップに参加ができたのは30名となりました。本年度も対面実習に加え、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
たりもしましたが、受入先様のご
協力のもと、参加学生には、実り
の多い貴重な体験になりました。
　10月には、学内でインターン
シップ報告会を実施しました。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。
「社会の厳しさ、働くしんどさと
やりがいがわかった」「自分の適
性や課題に気づき、今後の目標が
できた」等の感想が聞かれまし
た。
　インターンシップの体験は、こ
れからの大学生活やキャリア選択
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月までの間、主に学部3年生を対象に、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。対面講座やZOOM講座に参加できない場合は、何度でも受講できるWEB講座で十分に学習できます。それぞれ有料
ですが、事業者と提携し、受講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。
(※)後援会費未納者および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
[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
[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
[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）

店舗実習での様子（８月） 製造現場での実習の様子（９月）

＊コース内容および受講料、助成金額は令和３年度の情報です。令和４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。
　4月中に、講座説明会を複数回開催する予定です。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
報告会（10月）

慣れてきた　大学生活　1年目　寒い湖風に　厚くなる服

黒髪美人（工学）8

　本学では、学部３年生と修士１年生を対
象に、下記の日程で「学内業界研究会」を
オンライン開催します。学生は自宅からパ
ソコンやスマートフォンで企業の説明を視
聴することができ、また、チャットで質問
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はたくさんあります。本学の
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。
※学生には就職担当より、既に大学ポータルサイトUSPo（あすぽ）で案内しております。

開 催 日 程：令和4年
2月21日(月)、22日(火)、23日(水・祝)
全日�10：00～17：00

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

【タイムテーブル】
■2月21日(月)� (株)、(相)、(生協)は省略しています

第１日 ルーム１ ルーム２ ルーム３ ルーム４ ルーム５
1 10:00 三菱電機ビル

テクノサービス THK 積水樹脂 三陽建設 ダイハツディーゼル

2 11:00 岐阜プラスチック
工業 ホソカワミクロン 凸版印刷 滋賀銀行 夏原工業

3 13:00 イシダ 日本ゼネラルフード 京セラコミュニケーション
システム オーケーエム 堅田電機

4 14:00 グンゼ 三社電機製作所 フジタ 滋賀中央信用金庫 ゴーシュー

5 15:00 日本ピラー工業 西日本旅客鉄道 関電エネルギー
ソリューション 千成亭風土 オプテックス

6 16:00 サンヨーホームズ 堀場製作所 髙松建設 アース環境サービス 日本熱源システム

■2月22日(火)
第２日 ルーム１ ルーム２ ルーム３ ルーム４ ルーム５
1 10:00 シダックス エクシオグループ KOA 日吉 積水水口化工

2 11:00 東海旅客鉄道 イトーキ GSユアサ アヤハディオ 日本ソフト開発

3 13:00 ダイフク 美十�
(おたべグループ) ホシデン キヤノンマシナリー ニプロ

4 14:00 大阪ガス
ファシリティーズ 住友生命保険 ロック・フィールド 清水合金製作所 村田製作所

野洲事業所

5 15:00 オリバー TOWA TOYO�TIRE 国際航業 フジテック

6 16:00 兵神装備 京都中央信用金庫 京セラドキュメント
ソリューションズ

滋賀富士通
ソフトウェア 新江州

■2月23日(水・祝)
第３日 ルーム１ ルーム２ ルーム３ ルーム４ ルーム５
1 10:00 ＡＬＳＯＫグループ 山崎製パン 三ツ星ベルト 日伸工業 島津産機システムズ

2 11:00 敷島製パン ジーテクト 愛知時計電機 木の家専門店
谷口工務店 古河AS

3 13:00 東洋建設 日本ハム食品 関西みらい銀行 三恵工業 湖北精工

4 14:00 日本電産 長府製作所 バロー
ホールディングス 長浜キヤノン 日立建機ティエラ

5 15:00 コメリ イビデン ジヤトコ スジャータ
めいらくグループ コープしが

6 16:00 日立造船 太平洋工業 大和ハウス工業 日本電気硝子 たねや

学内業界研究会学内業界研究会(オンライン)(オンライン)が開催されますが開催されます
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ですが、事業者と提携し、受講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。
(※)後援会費未納者および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
[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
[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
[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）

店舗実習での様子（８月） 製造現場での実習の様子（９月）

＊コース内容および受講料、助成金額は令和３年度の情報です。令和４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。
　4月中に、講座説明会を複数回開催する予定です。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
報告会（10月）

コロナ禍の　ご時世帰省も　ままならぬ　ふるさとの味　学食のフェア　

ゆとりの国の住人（人文） 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に激励金を
お渡ししています。昨年度に引き続き、新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも成果を収めた3団
体11名が山根理事より激励金を授与されました。

リーフス リサイクル市

ゴルフ部

「第76回国民体育大会（三重とこわか国体）
　　　　　ゴルフ競技（成年男子）京都府代表」
石川 慎之介さん

ウインドサーフィン部

「2021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、松本 彩理さん、吉田 航世さん、篠原 茉那さん
「第38回 伊勢湾CUP2021　出場」
児島 廉さん、中島 修平さん、松本 彩理さん、重村 侑輝さん、
村上 駆さん、柳 勇輝さん、吉田 航世さん、篠原 茉那さん
「TECHNO293クラス全日本選手権2021出場」
吉田 航世さん、児島 廉さん、柳 勇輝さん

陸上部

「第79回近畿陸上選手権大会3000m障害 出場資格獲得」　　
藤原 晋伍さん
「第98回関西学生陸上競技対校選手権大会出場」　　
辻 駿介さん

滋賀県立大学 未来人財奨励賞 表彰式令和３年度

　令和3年7月14日（水）に本学交流センターホー
ルにおいて、「滋賀県立大学未来人財奨励賞」表彰
式を開催しました。
　滋賀県立大学未来人財奨励賞は、本学の開学20
周年を機に設置された未来人財基金を活用し、学修
意欲を高め、学生同士が切磋琢磨して地域で活躍し
未来を担う人材を育成することを目的に、令和元年
度に創設された学生表彰制度です。
　令和2年度の成績が優秀であった各学科の２年生

から４年生までの39名を、各学部長から推薦いた
だき、学長が表彰者を決定しました。
　表彰式では学長から「コロナ禍の非常な雰囲気の
中で一生懸命学び、優秀な成績を収められた皆さん
に敬意を表します。大学4年間の学びで満足するこ
となく学びの分野を広げていただき、ますます活躍
されることを期待しています。今後も切磋琢磨して
お互いに高め合っていただくようお願いします。」
と祝辞をいただきました。

環境科学部 工学部

人間文化学部 人間看護学部

グラウンド整備のための土と砂の購入
　昨年8月に、野球場のグラウンド整備に使用する土と砂
を購入しました。以前から野球場の土と砂が減っており、雨
が降ると2～3日活動ができない状態でした。硬式野球部と
軟式野球部から整備用の土と砂を購入してほしいという要
望があり、理事会で検討の結果、マウンド用土8㎥とグラウ
ンド用砂10tを購入しました。硬式野球部と軟式野球部で
グラウンド整備が行われ、よりよいコンディションで練習や
試合が行われています。

チャイム（楽器）の購入費助成
　これまで吹奏楽部ではチャイムを保有していませんでした。そのため、近隣の学
校から活動の度に借りており、運搬に苦労していました。高価な楽器であるため助
成してほしいとの要望があり、購入費の半額を助成しました。演奏会やコンクール
での更なる活躍を願っております。

施設整備事業

※新型コロナウイルス感染症の状況によっては、変更をさせていただく場合があります。

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27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・ベッドなど
　　　　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で販売します。
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。

リサイクル市開 催の お 知らせ

土・砂入れ後の
グラウンド

土搬入 整備の様子

練習の様子

事務局からのお知らせ

もう4年　名残惜しい　えんぴつ塔　周りの支えに　いつもありがとう

だいふく（環境）10



　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に激励金を
お渡ししています。昨年度に引き続き、新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも成果を収めた3団
体11名が山根理事より激励金を授与されました。

リーフス リサイクル市

ゴルフ部

「第76回国民体育大会（三重とこわか国体）
　　　　　ゴルフ競技（成年男子）京都府代表」
石川 慎之介さん

ウインドサーフィン部

「2021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、松本 彩理さん、吉田 航世さん、篠原 茉那さん
「第38回 伊勢湾CUP2021　出場」
児島 廉さん、中島 修平さん、松本 彩理さん、重村 侑輝さん、
村上 駆さん、柳 勇輝さん、吉田 航世さん、篠原 茉那さん
「TECHNO293クラス全日本選手権2021出場」
吉田 航世さん、児島 廉さん、柳 勇輝さん

陸上部

「第79回近畿陸上選手権大会3000m障害 出場資格獲得」　　
藤原 晋伍さん
「第98回関西学生陸上競技対校選手権大会出場」　　
辻 駿介さん

滋賀県立大学 未来人財奨励賞 表彰式令和３年度

　令和3年7月14日（水）に本学交流センターホー
ルにおいて、「滋賀県立大学未来人財奨励賞」表彰
式を開催しました。
　滋賀県立大学未来人財奨励賞は、本学の開学20
周年を機に設置された未来人財基金を活用し、学修
意欲を高め、学生同士が切磋琢磨して地域で活躍し
未来を担う人材を育成することを目的に、令和元年
度に創設された学生表彰制度です。
　令和2年度の成績が優秀であった各学科の２年生

から４年生までの39名を、各学部長から推薦いた
だき、学長が表彰者を決定しました。
　表彰式では学長から「コロナ禍の非常な雰囲気の
中で一生懸命学び、優秀な成績を収められた皆さん
に敬意を表します。大学4年間の学びで満足するこ
となく学びの分野を広げていただき、ますます活躍
されることを期待しています。今後も切磋琢磨して
お互いに高め合っていただくようお願いします。」
と祝辞をいただきました。

環境科学部 工学部

人間文化学部 人間看護学部

グラウンド整備のための土と砂の購入
　昨年8月に、野球場のグラウンド整備に使用する土と砂
を購入しました。以前から野球場の土と砂が減っており、雨
が降ると2～3日活動ができない状態でした。硬式野球部と
軟式野球部から整備用の土と砂を購入してほしいという要
望があり、理事会で検討の結果、マウンド用土8㎥とグラウ
ンド用砂10tを購入しました。硬式野球部と軟式野球部で
グラウンド整備が行われ、よりよいコンディションで練習や
試合が行われています。

チャイム（楽器）の購入費助成
　これまで吹奏楽部ではチャイムを保有していませんでした。そのため、近隣の学
校から活動の度に借りており、運搬に苦労していました。高価な楽器であるため助
成してほしいとの要望があり、購入費の半額を助成しました。演奏会やコンクール
での更なる活躍を願っております。

施設整備事業

※新型コロナウイルス感染症の状況によっては、変更をさせていただく場合があります。

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27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・ベッドなど
　　　　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で販売します。
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。

リサイクル市開 催の お 知らせ

土・砂入れ後の
グラウンド

土搬入 整備の様子

練習の様子

事務局からのお知らせ

彦根の地　初めは慣れない　都会人　今では愛しき　故郷よ、さらば

とっくん（環境） 11



　令和３年度も新型コロナウイルスの影響を受け、課外活動にも様々な変化
がありました。「第27回湖風祭」については、実行委員会の皆さんで検討や準
備に取り組みましたが、万全な状態で学生や地域の皆様に楽しんでいただく
ことは困難であると判断し、中止を決断しました。その後、文化会とサークル
運営委員会では、それぞれのステージや作品を皆様に楽しんでいただけるよ
う、「県大感謝祭～私たちはコロナに負けない～」として大学のホームページ
や施設を活用して、写真・動画の配信や作品展示を実施しました。また、体育
会では京都府立大学との「京滋戦」について、例年の６月開催を見送り、10月
に一部の団体において交流試合という形で開催しました。
　コロナ禍の中での課外活動を通して「今、自分達にできることは何か」「次
の世代に何をどう継承していけばよいのか」など、悩んだ学生は多いと思い
ますが、これらの経験は大きな成長につながったことと思います。
　今回の表紙には、コロナ禍に負けず課外活動に励む学生の姿を集めてみま
した。後援会ではこれからも学生がより充実したキャンパスライフを送れる
ようサポートしてまいります。
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CONTENTS

　後援会の事業内容や会報「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トピックなどをご覧いただけます。
大学行事や試験期間、休業期間がわかる大学カレンダーもお役
立てください。

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

春の学校行事のご案内
■2021年度 学位記授与式
日　時：2022年3月21日(月・祝)
　　　　午前9時30分～10時30分
　　　　※学生表彰も併せて実施します。
場　所：滋賀県立大学交流センターホール
詳細につきましては、大学ホームページをご確認ください。

■2022年度 入学式
日　時：2022年4月7日(木)
　　　　第1部　午前 9時30分～10時00分
　　　　第2部　午前11時30分～12時00分
場　所：ひこね市文化プラザ

　４年前に後援会に関わらせてい
ただくことになった時から「全て
は学生のために」を銘として取り
組んでまいりました。
　しかしながら、十分な結果を残
せなかったことをお詫び申し上げ

ますと共に、これまでご理解とご支援をいただきま
した会員の皆さまに心からお礼を申し上げます。
　これからは新しい習慣の下での後援会活動が求め
られますが、どんな状況であっても学生に寄り添っ
た後援会であり続けることを願っております。
　４年間ありがとうございました。

会長　沖　茂樹

　こうして無事に、任期を満了することができまし
たことを、心よりお礼申し上げます。ご迷惑をおか
けすることばかりでしたが、皆様からの温かいサ
ポートを受けて本日を迎えることができました。コ
ロナ禍という困難な状況にもかかわらず、事務局の
方々をはじめ、先生方、会長、他の役員の方々が、
子ども達の為にご尽力いただきましたこと、大変感
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。

理事　林　律子

　子どもを送り出すだけと思っていた大学に理事と
して足を運び、学生の為に日々尽力されている方々
と直接お話が出来たことはとても貴重な経験となり
ました。なかでも、コロナ禍による大きな変化の
中、逞しく成長される学生の皆さんや温かくサポー
トされる関係者の皆さんの姿を見ることができ、大
変心強く感じています。今後も県立大学が安全に心
豊かに学べる場所でありますようにお祈り申し上げ
ます。４年間ありがとうございました。

理事　山口　礼子

　我が子の入学にあたり、後援会理事を拝命しまし
たが、仕事の都合もあり、理事会にあまり出席でき
なかったこと、大変申し訳なく思っております。そ
の中でも、様々な議題で意見交換したり、学生懇談
会では直接学生から意見を聞いたり、よりよい支援
を共に考えさせていただけたことは貴重な機会でし
た。学生懇談会での学生の熱心さと真剣な表情が印
象的でした。コロナ禍での後援会活動や学生生活
は、今までとは別の活動や支援が必要になり、苦労
もあるかと思いますが、多くの方のご支援により、
これからも県立大学と後援会が益々発展されますよ
う心より祈念いたします。ありがとうございまし
た。

理事　上田　美代

■2022年度 後援会総会
　新型コロナウイルス感染症の感染防止の観点から、2022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。

退任される理事の挨拶

事務局からのお知らせ

鬼笑う　師走の先を　走る冬　猫隠れては　学びや眠る

スノウ（環境）12


