
歴史だって負けてません！

国指定文化財の薬師如来像（彫刻）の数
全国1位
45件

（平成22年7月15日現在／文化庁）

CAMPUS LIFE in 

SHIGA

おもしろいこと
びわ湖サイズ
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GROWTH

びわ湖を取り巻く13の大学と県・5つの市・経済団体が互いに連携して共に活動します。

一般社団法人

環びわ湖大学・地域コンソーシアム

滋賀で 　　 　　  学ぼう！デッカく

ココがすごいよ！

滋賀自慢

意外？！とおしゃれ？

人口10万人あたりの百貨店数
全国1位
3.67店

（統計でみる都道府県のすがた2010／総務省）

レジャーも大好き！

旅行・行楽へ出かける人の数
全国2位
年間（10歳以上）81.8％

（平成18年社会生活基本調査／総務省）

楽しむこと大得意！

スポーツを楽しむ人の数
全国3位
年間（10歳以上）69.1％

（平成18年社会生活基本調査／総務省）

あったかいハートでいっぱい！

ボランティア活動に従事する人の数
全国2位
年間（10歳以上）34.0％

（平成18年社会生活基本調査／総務省）

いわずと知れた・・・

日本最大・最古の湖 琵琶湖
面積670.25k㎡
貯水量約275億㎥
近畿圏に住む1570万人の飲料水
および産業用水

（平成22年10月1日現在）

ITもおまかせ？！

光回線の世帯普及率
全国1位
48.2％

（平成22年3月末現在／総務省近畿総合通信局）

滋賀県には、日本でも指折りの

すごいところがいっぱい！

そんな「滋賀県の自慢」を

紹介します。

一般社団法人

環びわ湖大学・地域コンソーシアム
〒520-0055　滋賀県大津市春日町 1-5 アルプラザ大津 5階（JR大津駅東隣）
T E L  077 - 526 - 8850　FA X  077 - 526 - 8851　h t t p : / / w w w. k a n b i w a . j p /

正会員

大学・短期大学 行政（自治体） 経済団体

賛助会員

特別賛助会員
滋賀大学
滋賀医科大学
滋賀県立大学
龍谷大学
立命館大学

成安造形大学
聖泉大学
長浜バイオ大学
びわこ成蹊スポーツ大学

滋賀文教短期大学
滋賀短期大学
放送大学滋賀学習センター

滋賀県
大津市
彦根市
長浜市
草津市
東近江市

滋賀経済同友会

琵琶湖汽船株式会社

株式会社 平和堂

滋賀は学生の街！

人口10万人あたりの学生数
全国3位
学生総数 38,102人

（平成23年度学校基本調査速報／文部科学省）

びわこ学院大学・びわこ学院大学短期大学部
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かつて「近江」の名で知られた滋賀県。今も、歴史を物語る

建物や街並みが数多く残っています。彦根城では、あの有名

なゆるキャラ「ひこにゃん」遭遇率高し。近江八幡は、名高い

水郷と情緒あふれる街並みが続き、デートにもイイ感じ。「た

ぬき」で有名な信楽焼、忍者の里・甲賀、そして世界屈指の

古さ、大きさを誇る琵琶湖ももちろん、おすすめです。

大学の外にも飛び出して思いっきり楽しまなくっちゃ！例えば、「鳥

人間コンテスト」。夏、琵琶湖で繰り広げられる「より遠く、より速く

飛ぶことへの挑戦」には、全国から数多くの学生が参加します。また

琵琶湖でヨット、カヌー、ウィンドサーフィン、伊吹山でトレッキング

やロッククライミング、瀬田川で急流ラフティングなど、自然の中で

体を動かす楽しみを味わおう！

すっかり夏の恒例イベントとなった、ロックの祭典「イナズマロックフェス」、8月、1万

発もの花火が琵琶湖の水面を七色に染める「びわ湖大花火大会」、滋賀三大祭りであ

る「大津祭」「長浜曳山まつり」「山王祭」。2年に一度、街がアートで埋め尽くされる「琵

琶湖ビエンナーレ」、国の無形民俗文化財である「東近江大凧まつり」などなど。胸を

熱くするイベントがいっぱいあります！生涯忘れられない思い出をつくろう！

長崎ちゃんぽんとはひと味違う！  滋賀名物「ちゃんぽん」を知ってい

ますか？  濃厚だけど和風のダシはクセになるおいしさ。途中でお酢

を投入すれば、あなたももう滋賀通です。もちろん学食にも、安くて

おいしくてオシャレなメニューがいっぱいあります。

大学生たるもの、オシャレだって手を抜けません。琵琶湖畔には

ショッピングビルが建ち、カフェや雑貨屋さんなどもたくさん。

ファッション、グルメの他、映画館も入っている「イオンモール草

津」、国内外の有名ブランドが目白押しの「三井アウトレットモー

ル滋賀竜王」は、デートスポットとしてもおすすめ！

写真提供：（社）びわこビジターズビューロー

せっかくなった大学生。教室で勉強ばっかりじゃ、おもしろくない！？
滋賀県ぜんぶが大学生活をイキイキと輝かせるキャンパスです。
歴史や文化を学ぶ、グルメやショッピングを満喫する、そして一生の思い出を作る。
そんな滋賀県の楽しいことを教えます。

滋賀県を丸ごと学び、感じ、成長するキャンパスライフ。

彦根城で「ひこにゃん」に会うか？
信楽焼の里で「たぬき」を発見するか？
さあ、どっち？！

大空を飛ぶ、湖で、川で、水と戯れる、
緑を体で感じる、自然を思いっきり味わおう！

胸を熱くするイベントの数々
忘れられない思い出をつくろう！

オシャレに、エンターテインメントに、
大規模なショッピングモールが充実してます！

歴史と文化を訪ねる、
なんてデートも
アリでしょ！

今日のお昼は、
学食で「カフェ飯」！

お酢をかけておいしい滋賀名物「ちゃんぽん」
学食だってオシャレに食べたい！

生活雑貨も
充実しているから、
一人暮らしにも
便利だよ！
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びわ湖をかこむ13の大学、滋賀の全部で広がるデッカい学び
環びわ湖大学・地域コンソーシアムとは？
滋賀県内には、13の大学・短期大学があり、約3万8千人もの学生が学んでいます。

環びわ湖大学・地域コンソーシアムは、滋賀県内にあるこれらの大学・短期大学と地方自治体・経済団体が連携し、

個性輝く大学づくりを進めるとともに、地域社会の発展に貢献することを目的としています。

産業界、NPOやNGOといった非営利法人、そして住民の人々との広範なネットワークを形成しながら、

さまざまな連携事業を実施しています。

学生支援事業
地域の人々との交流を通して地域を理解したり、ボランティア活
動を通じて社会について学んだり、学生が大学の垣根を超えて
交流・学習しています。2011年度は「アクティブ滋賀 そや！琵琶湖
へ行こう」をスローガンに、学生自身が「一泊二日の宿泊研修」や
「成果発表会」を企画・実施。また東日本大震災を支援するため、
ボランティア派遣活動も行っています。成果を報告する発表会で
は、滋賀・琵琶湖の魅力や地域振興について学生の目線でさまざ
まな提言が出されます。

大学地域連携事業
地域と大学が協働し、「持続可能なまちづくり」や「歴史に学びな
がら未来を切り拓くまちづくり」を進める取り組みを支援していま
す。毎年、大学と地域の連携事業について発表・交流する『環び
わ湖大学地域交流フェスタ』を開催。その他、自治体職員と大学
の教職員が、さまざまな地域の課題を解決するため、共に学び、
「政策立案力」を鍛える「地域政策ネットワーク研究会」も実施し
ています。

高大連携事業
高校低学年を対象に、「学びへの誘い」を実施。滋賀県のいくつ
もの大学が模擬講義や大学案内、入試相談を行っています。そ
の他、高校・大学両方の教育指導の課題やキャリア教育の推進
に向け、情報交換・連携を深めています。

就職支援事業
滋賀県内の企業や事業所の魅力を広く学生に認識してもらい、よ
り多くのマッチングを実現するため、「合同企業説明会」を開催。
その他就職活動に役立つ講演会を催すなど、学生の就職を支援
しています。一方で、滋賀県内の企業の人事担当者と大学の就職
支援担当者の情報交換会や、大学の就職支援担当者同士の情
報交換会・研修会も実施しています。

単位互換事業
滋賀県内の大学や短期大学が提供した科目を履修した場合、それを
学生の所属する大学・短期大学の単位として認定します。滋賀県なら
ではのテーマや内容の科目、各大学・短期大学の特色ある科目を履修
できます。2011年度は68科目を提供しました。また滋賀らしい新たな授
業科目や学生が学びやすい集中講義も開発し、提供しています。

❷ 成安造形大学
大津市仰木の里東4-3-1
TEL 077-574-2119（入学広報部門）
http://www.seian.ac.jp/

「芸術による社会への貢献」を理念とし、美術、イラスト
レーション、デザインプロデュース、メディアデザイン、
空間デザインと多彩な領域を学べる。

❶ びわこ成蹊スポーツ大学
大津市北比良1204番地
TEL 077-596-8410（代表）
http://www.bss.ac.jp/

「生涯スポーツの実践」と「競技スポーツの追究」の2学科
でスポーツを学び、専門知識と実践力を備えたプロフェッ
ショナルを育成。

❸ 滋賀短期大学
大津市竜が丘24-4
TEL 077-524-3605（代表）
http://www.sumire.ac.jp/tandai/

歴史と伝統のある短期大学。3つの学科を揃え、栄養士や
パティシエ、保育士や幼稚園教諭、医療事務や各種事務職
などで活躍する人をめざして、社会的実践力を育成する。

❹ 滋賀大学 [大津キャンパス ]
大津市平津2-5-1
TEL 0749-27-7524（総務課広報室）
http://www.edu.shiga-u.ac.jp/

大津市にある教育学部では、地域の子どもとの触れ合い
や教育現場での体験を通じて、教職への実践力を身につ
ける教育を推進。

❺ 龍谷大学 [瀬田学舎 ]
大津市瀬田大江町横谷1番5
TEL 077-543-5111（代表）
http://www.ryukoku.ac.jp/

理工学部、社会学部、国際文化学部を設置。龍谷大学の3
キャンパスのうち最大面積を誇り、各種実験・実習室等、
最先端設備を完備する他、多様な体育施設も充実。

❻ 放送大学 [滋賀学習センター ]
大津市瀬田大江町横谷1-5
龍谷大学瀬田キャンパス内
TEL 077-545-0362（代表）
http://www.biwa.ne.jp/~u-air25/

教養学科5コースからなる教養学部と大学院を備える通
信制大学。多彩な300科目の放送授業の他、面接授業や地
域と連携した講演会を実施。科目等履修もできる。

❼ 滋賀医科大学
大津市瀬田月輪町
TEL 077-548-2111（代表）
http://www.shiga-med.ac.jp/

医学科（入学定員：117名）、看護学科（入学定員：70名）を
設置し、確固たる倫理観を備えた、有能にして旺盛な探求
心を有する人材の育成を目指す。

❾ 
東近江市布施町29
TEL 0748-22-3388（代表）
http://www.newton.ac.jp/bgu/

教育と福祉のそれぞれの視点を持った保育・教育者を育
成する教育福祉学部と、IT・医療事務・建築インテリア・
介護を2年間で幅広く学べるライフデザイン学科を設置。

びわこ学院大学
びわこ学院大学短期大学部

❽ 立命館大学 [びわこ・くさつキャンパス ]

草津市野路東１丁目1-1
TEL 077-561-3000（立命館プラザBKC）
http://www.ritsumei.jp/

経済、経営、理工、情報理工、生命科学、薬学、スポーツ健
康科学の7学部を擁し、国際水準の文理融合型キャンパス
を目指す。

❿ 聖泉大学
彦根市肥田町720番地
TEL 0749-43-7511（企画入試広報課）
http://www.seisen.ac.jp/

人間学部人間心理学科に加え、2011年に看護学部を設置。
「人間理解」と「地域貢献」を教育目標に、「人間力」の育成
に力を注ぐ。

⓫ 滋賀県立大学
彦根市八坂町2500
TEL 0749-28-8217（教務グループ）
http://www.usp.ac.jp/japanese/

環境科学部、工学部、人間文化学部、人間看護学部の全4
学部の基盤となる「人間学」をキーワードに、独自の教育
を展開する。

⓬ 滋賀大学 [彦根キャンパス ]
彦根市馬場1丁目1-1
TEL 0749-27-7524（総務課広報室）
http://www.econ.shiga-u.ac.jp/

国立大学の中で最大規模の6学科20講座からなる総合経
済学部を擁し、経済・経営に関わる専門職業人の育成を目
指す。

⓭ 滋賀文教短期大学
長浜市田村町335
TEL 0749-63-5815
http://www.s-bunkyo.ac.jp/

国文学科と子ども学科の2学科を設置。保育士、幼稚園教
諭、小学校・中学校国語教諭、学校図書館司書教諭、図書
館司書の資格を取得できる。

⓮ 長浜バイオ大学
滋賀県長浜市田村町1266 
TEL 0749-64-8100 （代表）
http://www.nagahama-i-bio.ac.jp/

1学部3学科を持つ日本で唯一のバイオ系単科大学。分子
レベルから生物（個体）に統合されたレベルまで、総合的
にバイオを学べる。


