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入学料・授業料

近隣府県からの進学率が高く、地元滋賀をはじめ、京都・大阪・兵庫など近畿
圏からの学生が全体の約3/4を占めています。次に目立つのが、愛知・岐阜な
どの中部地区からの学生で約15%を占めます。開学から20年を超え、北海道か
ら沖縄まで全国各地からの学生が共に学んでいます。

出身地別学生数

国において、2019年5月に「大学等における修学の支援に関する法律」が成立し、
高等教育機関における修学の支援のための取組として、返還不要の給付型奨
学金が拡充されるとともに、授業料・入学金が減免されることになりました。
経済的に厳しい状況にある住民税非課税世帯およびそれに準ずる世帯を対象
に、2020年度からこの新しい制度が開始されます。
滋賀県立大学においては、2020年4月からこの国の制度を活用し、授業料等
の減免を実施する予定です。

授業料等減免と給付型奨学金（2020年度からの制度です）

滋賀県立大学では、学生の「自立への援助」を原則に、経済的援助としてさまざ
まな奨学金制度を活用しています。
※日本学生支援機構奨学金以外に、地方公共団体などの奨学金や、あしなが育英会奨学金、

交通遺児育英奨学金なども活用できます。

■日本学生支援機構奨学金
奨学金の種類は第一種奨学金（無利子）と、第二種奨学金（有利子）の2種類が
あり、人物・学業ともに優れ、かつ健康であって、経済的理由により修学困難
な学生は学資となる奨学金を受けることができます。経済状況等により第一種
奨学金および第二種奨学金の両方を受けることもできます。

■選考方法　日本学生支援機構の定める家計および学力基準に基づき選考。
■返還義務　あり
■貸与割合（2019年3月現在）

　学部生…31.8%（808人／2539人）　大学院生…35.4%（91人／257人）

貸与型奨学金

頑張る人のキャンパスライフをバックアップ

■学生支援センター
学生生活の上で必要となる手続きや相談の総合窓口として、ワンストップサービ
スを展開しています。困ったことや悩んでいることがあれば、まずこちらを利用
してください。

■学生支援室
 （キャリア・デザイン室）
学生支援センター内にあり、学生
と教職員との面談・交流や学生
同士による学習や課外活動、進
路等についての情報交換、交流
の場を目的とするオープンスペー
ス。学生生活全般にわたる図書・資料（進路・就職、各種試験等に関する図書や、
求人票、卒業生の就職活動報告書、公務員試験案内等）が自由に閲覧＆貸出で
きます。

■社会人入学生への支援
社会人として就労経験が3年以上あり、大学院博士後期課程でのキャリアアッ
プを目指す社会人入学生を対象に、入学料の免除、授業料の減免（50％）を行
います。

■給付型奨学金
成績優秀な大学院博士後期課程の学生に対して研究活動の支援を図るため、
給付型の奨学金を交付します。奨学金は、年額30万円で、半期毎に15万円支
給します。（ただし、授業料の減免、入学料の免除を受けた者は対象外となり
ます。）

■国際化推進室
外国人留学生の受け入れ支援や、本学学生の海外留学に関するさまざまな相談
などサポートを行っています。

■健康相談室（保健室）
体調が悪くなった時、ケガの応急手当、健康全般に関する相談に専門職員（看
護師）が応じています。また、地元開業医の内科医と精神科医を学医として委
嘱しており、定期健康診断等の健康管理を行っています。

■学生相談室（カウンセリング室）
学習、進路、家族、交友関係、健康、適性、性格に関することなどさまざまな
悩みや心配ごとに対して、臨床心理士による相談を実施しています。

〈曜日によっては事前予約が必要・相談内容の秘密は厳守されます。〉

学生支援メニュー

より安心で豊かな学生生活のために学生の皆さんをサポートします。

大学院博士後期課程学生への支援

※入学考査手続料（学部）17,000円　（大学院）30,000円

※貸与期間は卒業までの最短年月

県　内
入学料

入学時納入金
県　外

282,000円 423,000円 入学手続時に納入

備　考

自　宅　生
第一種奨学金（無利子）

貸与月額（希望額を選択）
自 宅 外 生

30,000円・45,000円 30,000円・51,000円
第二種奨学金（有利子） 20,000円～120,000円

区　分

授業料
年間総額

535,800円 前期・後期に分け納入　各期267,900円
備　考

●学生表彰制度
学術研究、課外活動、各種社
会貢献活動等の各分野にお
いて、「優れた評 価を受け
た」、「優秀な成績を修めた」
などにより「本学の名誉を高
めた」個人または団体を表彰
するものです。中でも、国際
的または全国的規模の大会
等において、非常に優れた成
果を収めた学生には「学生栄
誉賞」が授与されます。

●オフィスアワー制度
学生のみなさんが授業の内容や学習の進め方などを中心に気軽に相談
ができるよう、教員が研究室等で待機し、一定時間開放する制度を導
入しています。

入学式を幕開けにはじまる大学生活。大学祭あ
り、フィールドワークあり。いろいろなイベントを
通じて1年間が過ぎていきます。四季折々の自然
に恵まれたキャンパスで、仲間と出会い、新しい
知識や経験を得、活気ある滋賀県立大学の生活
を創っていきます。

May

定期健康診断
春期公開講座

June
開学記念日

体育会京滋戦
湖風夏祭

春期公開講座

July

オープンキャンパス
前期授業終了

August
前期試験

夏季休業開始
集中講義

夏期海外プログラム

September
集中講義

夏季休業終了
後期授業開始

October November

湖風祭（大学祭）

December

冬季休業開始

January

冬季休業終了
集中講義

後期授業再開

February

後期授業終了
後期試験

卒業研究発表

March

湖南師範大学 短期語学研修
学位記授与式
春季休業開始

April
春季休業終了

入学式
新入生オリエンテーション

前期授業開始
新入生歓迎会
定期健康診断

滋賀県立大学の特徴である
「人間学」をテーマに4回シ
リーズの講座を開講していま
す。一般の方を中心に毎年300
人以上の方が受講され、地域
交流にも役立っています。

春期公開講座
繰り返し積み重ねてきた技の錬度をライバルであり、
仲間である友とともに確かめる時です。また、今シーズ
ンの戦いを勝ち抜くための戦略を確かめ、練る時期
でもあります。技を競い合いながらも、交流を深めて、
京都府立大学と滋賀県立大学が末永くお付き合いで
きるきっかけとなることを願っています。

京滋公立大学総合競技大会（京滋戦）

秋に行われる湖風祭のプレイベ
ントとして夏祭を開催していま
す。浴衣姿のお客さんや色とりど
りのうちわと江洲音頭のリズム
が夏の夜を盛り上げます。

湖風夏祭
今日から滋賀県立大学生です。
キャンパスの目の前には琵琶
湖、歴史、文化に恵まれた環境
の中で新しい可能性と感動を体
感できる4年間が始まります。

入学式

大学で学んだ4年間の成果の一つが卒業
研究です。滋賀県立大学では全ての学生
が各自で研究テーマを設定し、1年をかけ
て卒業研究を行います。

卒業研究発表
オープンキャンパスでは、各学部の模擬
講義、実演、体験、展示、教員や学生によ
る入試相談・学生生活相談など趣向を凝
らした多彩なプログラムを用意し、県立
大学の魅力を紹介しています。

オープンキャンパス

全学生数
2,585人

滋賀
889人

京都
566人

大阪
316人

岐阜 187人

※2019年5月1日現在

愛知 171人

兵庫 95人
三重 50人

新潟・富山・石川・福井
63人

奈良・和歌山 66人
山梨・長野・静岡 58人

その他（外国を含む）20人

北海道・東北・関東・中国・
四国・九州・沖縄 104人

4月 6月

5月 6月

滋賀県立大学最大のイベント「湖風祭」は11月中旬の2日
間、盛大に開催されます。地域に開かれた大学として「地域
密着」、「環境重視」の大学祭を目指して、学生たちの自主
的な取組により運営されています。大学が1番盛り上がる2
日間であることはいうまでもありません。

湖風祭（大学祭）
11月

2月

滋賀県立大学生としての最
後の日です。数々の想い出
を胸に、約700人の学生が
社会に巣立っていきます。

学位記授与式 3月

7月

学費など
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TUITION FEES etc.


