
お問い合わせ

産学公連携推進課

〒522-8522  彦根市馬場一丁目1-1

TEL:0749-27-1279
FAX:0749-27-1431
e-mail:koukai@biwako.shiga-u.ac.jp
HP https://www.shiga-u.ac.jp/

滋賀大学

公 開 講 座 等
開催のご案内

2023年度

●インキ：環境配慮型インキ（植物油インキ or ノンVOCインキ）
●印刷：有害な廃液を排出しない水なし印刷
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＊＊＊＊＊ 新新型型ココロロナナウウイイルルスス感感染染症症へへのの対対応応ににつついいてて ＊＊＊＊＊ 

2023 年度の公開講座・公開授業については、感染拡大防止策を講じた上で、原則として対面実

施（オンラインとの組み合わせや併用を含む）とします。 

受講にあたっては、以下の内容についてご理解・ご協力をお願いします。個々の実施形態や注

意事項等については、P3～13、P17～24 に掲載している各講座等の概要をご確認ください。 

 

※今後の新型コロナウイルス感染拡大の状況によっては、開催方法の変更や開催を中止する場合

があります。大大学学ホホーームムペペーージジでで随随時時最最新新のの情情報報ををおお知知ららせせししまますすので、ご確認ください。 

 

 

１．対面講座・授業の受講にあたっては、以下の感染防止対策にご協力ください。 

①受講当日は検温し、平熱であることを確認してください。風邪やいつもと違う症状 

がある場合は、受講をお控えください。 

②マスクは各自で用意し必ず着用して入構してください。 

③3 つの密（密接、密閉、密集）を避けて行動してください。 

④ソーシャルディスタンス（できるだけ 2ｍ、最低でも 1ｍ以上）を心掛けてください。 

⑤手洗い、手指消毒をこまめにしてください。 

 

 

２．オンライン講座・授業の受講にあたっては、以下の条件を満たすことが必要になります。 

①インターネット環境が整っている（データ通信量は無制限が望ましい）。 

②講義の時間帯にインターネットに接続し、使用できるパソコンやタブレット端末が 

ある（スマートフォンの使用は推奨しない）。 

③パソコンの基本操作ができる（文字入力・添付ファイルのダウンロード・インターネッ

トの検索・メールの送受信など）。 

④受講に際しての注意事項を順守する。 

 

 

【 オンライン受講に際しての注意事項 】 

〇Zoom 等で講座等を受ける際に、担当教員から連絡のある「ミーティング ID」と「パスワード」

は、他人に漏らさないようにしてください。  

〇講座等で提供された資料や動画などをご自身以外の第三者に見せたり、インターネット上

（SNS やメール等）への転載・転送は行わないでください。  

 

※※端端末末機機器器のの使使用用やや操操作作方方法法、、イインンタターーネネッットト通通信信機機器器のの接接続続やや使使用用等等にに関関すす

るるササポポーートトははででききまませせんんののででごご了了承承くくだだささいい。。  
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滋滋賀賀大大学学へへののごご寄寄附附ののおお願願いい  

 

本学では『滋賀大学基金』を設置し、学生の教育・研究、国際交流、修学、課外活動支援、データ 

サイエンス教育研究の高度化など、滋賀大学を幅広く支えていただくご支援をお願いしています（税 

制上の優遇措置の対象です）。 

皆さまの温かいご支援・ご協力をよろしくお願い申し上げます。 

  
『『滋滋賀賀大大学学基基金金』』のの種種類類  

  
一一般般基基金金                      学生の教育・学習支援、国際交流事業、滋賀大学の源流である彦根高等 

商業学校創立百周年記念事業推進など、大学全般に対する幅広いご支援 

（以下、特定基金：特定目的へのご支援） 

修修学学支支援援事事業業基基金金              経済的な理由で修学が困難な学生に対するご支援 

ススポポーーツツ・・文文化化活活動動基基金金       学生の課外活動に係るご支援（特定の部活動への支援を指定可） 

デデーータタササイイエエンンスス基基金金         データサイエンス教育研究の高度化に係るご支援 

経経済済学学部部基基金金                 経済学部における教育研究活動に係るご支援 

附附属属学学校校園園いいままをを生生ききるる基基金金   教育学部附属学校園の教育環境充実をはじめ、教育活動に係るご支援 

藤藤村村泰泰子子記記念念基基金金             障害児者の音楽教育・音楽活動に関するご支援 

 

 

 

 

詳しくは寄附金ホームページをご覧ください。 hhttttpp::////wwwwww..sshhiiggaa--uu..aacc..jjpp//kkiikkiinn//  

＜お問い合わせ先＞  滋賀大学基金室（広報課内） 

〒522-8522 滋賀県彦根市馬場 1-1-1 

℡ 0749-27-1004  Fax 0749-27-1129 

E-mail kikin@biwako.shiga-u.ac.jp 

滋賀大学
大津サテライトプラザ

大津サテライトプラザ周辺地図

大津サテライトプラザ
〒520-0056　大津市末広町1-1（JR大津駅前 日本生命大津ビル4階）
Tel/Fax 077-524-3692

JR線でお越しの場合
JR琵琶湖線（東海道本線）「大津駅」下車、徒歩すぐ
（JR大津駅前 日本生命大津ビル4階） 
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公開講座 

公開講座・公開授業  

 

目次 
 

◆公開講座  

１．申込方法   ……………………………………Ｐ.1 

２．開講講座一覧 ……………………………………Ｐ.2 

３．開講講座概要 ……………………………………Ｐ.3～13   

 

◆公開授業  

４．申込方法   ……………………………………Ｐ.15 

５．開講科目一覧 ……………………………………Ｐ.16 

６．開講科目概要 ……………………………………Ｐ.17～24 

 

◆アクセスマップ…………………………… Ｐ.25～26 

 
  

 
 
 
 
   

滋賀大学 公開講座 公開授業 

携帯電話からは、 
二次元コードからアクセス 

公開授業 

公開講座 
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公開講座 
二次元ｺｰﾄﾞ 滋賀大学 公開講座 

公公開開講講座座 

【【  受受講講料料  】】    
  

■ 講座(実技以外)  1 回１,０００円   ＊ 但し、無料の講座もあります。 

■ 実技講座     1 回１,５００円 
 

【【  おお申申込込みみ方方法法  】】                                                 

＊＊募募集集期期間間内内ににホホーームムペペーージジのの申申込込フフォォーームムかからら  

おお申申しし込込みみくくだだささいい。。     

https://www.shiga-u.ac.jp/research_cooperation/lifelong_education/open_seminar/ 

                                        

＜Ｅメールでもお申し込みは可能です。Ｅメール：koukai＠biwako.shiga-u.ac.jp へ下記の内容をご送信ください＞ 

①希望講座名（開講日が複数日ある場合は、希望日も記入） ②郵便番号・住所 ③氏名（ふりがな） ④性別  

⑤年齢 ⑥電話番号＊日中連絡できるところ ⑦メールアドレス ⑧受講動機   

※「音楽実技（オーボエ講座、声楽講座）」をお申し込みの方は、⑨受講曲 ⑩希望時間  

※「わくわくテニス教室」「らくらく野球教室」をお申し込みの方は、⑪学校名 ⑫学年 ⑬経験の有無 ⑭経験年数 

   

※本学は、個人情報の取り扱いを定めた法令等を遵守し、皆様から取得した個人情報については、以下の目的に則し

て利用するとともに、個人情報の適正な保護に努めます。 

＜利用目的＞ ①各種送付物（講座案内パンフレット・チラシ等）発送  ②受講料納入  ③講座運営  

④各種統計・調査  ⑤大学評価（自己点検評価・外部評価・認証評価等） 

 
 

【【  受受講講者者へへのの連連絡絡  】】  

   ・受講料は、募集締切後に送付する案内に従って、期日までに指定の銀行口座にお振込みください。（ご

入金に係る振込手数料等はご負担願います。）  

・受講料の振込確認後、受講確定になりますので「受講証」および「受講案内」をお送りします。 

・募集締切後も定員に達していない講座は、申込を延長する場合があります。ホームページにてご確認

ください。 

・申込者が最少開講人数に満たない場合は、開講しないことがあります。 
 
 

【【  そそのの他他  】】  

・講座では、記録のため写真撮影を行うことがあります。その写真をパンフレットやホームページ等の 

広報として使用することがあります。予めご了承ください。 

・受講者には修了証書を発行します。 
 
 

【【  おお問問いい合合わわせせ先先  】】    

滋賀大学 産学公連携推進課    〒522-8522 彦根市馬場一丁目 1-1 

電 話 ： 0749-27-1279（平日 10：00～16：00）  

メール ： koukai＠biwako.shiga-u.ac.jp 
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【 講 座 】 無料 

講 座 名 開催場所 開講日 Ｐ 

『『大大学学生生ののたためめののデデーータタササイイエエンンスス((ⅠⅠ))』』    

〈〈改改訂訂版版〉〉  
オンライン 

8 月開講予定 
詳細はホームページ

に掲載します 
3 

『『大大学学生生ののたためめののデデーータタササイイエエンンスス（（ⅡⅡ））』』  

～ビジネスにつながる「機械学習」の 

基礎知識から先進事例まで～ 

オンライン 
12 月開講予定 

詳細はホームページ
に掲載します 

4 

『『大大学学生生ののたためめののデデーータタササイイエエンンスス（（ⅢⅢ））』』  

問問題題解解決決編編  

～事例で体験する価値創造のプロセス～ 

オンライン 
4 月開講予定 

詳細はホームページ
に掲載します 

5 

『『高高校校生生ののたためめののデデーータタササイイエエンンスス入入門門』』  オンライン 
6 月開講予定 

詳細はホームページ
に掲載します 

6 

『『大大人人ののママネネーー教教室室』』  

～投資家に必要な知識と情報～ 

大津 

サテライト 

5 月 10 日（水） 

5 月 17 日（水） 

5 月 24 日（水） 

7 

【 講 座 】 1 回 1,000 円     

講 座 名 開催場所 開講日 Ｐ 

『『音音楽楽講講座座（（鑑鑑賞賞講講座座））』』  

～「名曲」を聴く…トワイライト鑑賞会～ 

彦根 

キャンパス 
8 月 25 日（金） 8 

【 実 技 】 1 回 1,500 円 

講 座 名 開催場所 開講日 Ｐ 

『『わわくくわわくくテテニニスス教教室室』』  

～プロ・学生と楽しむテニス～ 

彦根 

キャンパス 

4 月 01 日（土） 

5 月 27 日（土） 

7 月 01 日（土） 

10 月 14 日（土） 

11 月 18 日（土） 

9 

『『ららくくららくく野野球球教教室室』』  

～楽しみながら上手くなろう～ 

彦根 

キャンパス 

6 月 11 日（日） 

7 月 16 日（日） 

11 月 23 日（木・祝） 

 3 月 20 日（水・祝） 

10 

『『音音楽楽実実技技（（オオーーボボエエ講講座座））』』  

～基礎から見直すオーボエ奏法～ 

大津 

キャンパス 
8 月 6 日（日） 11 

『『音音楽楽実実技技（（声声楽楽講講座座））』』  

～声を鍛えて歌唱力アップ！ 

ステキな「歌」を目指して…～  

大津 

キャンパス 

8 月 5 日（土） 

8 月 6 日（日） 
12 

『『音音楽楽実実技技（（合合唱唱講講座座））』』  
～合唱の基礎…ハモり体験、しませんか？～ 

大津 

キャンパス 
8 月 6 日（日） 13 

－ 1－ － 2－
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に掲載します 

5 

『『高高校校生生ののたためめののデデーータタササイイエエンンスス入入門門』』  オンライン 
6 月開講予定 

詳細はホームページ
に掲載します 

6 

『『大大人人ののママネネーー教教室室』』  

～投資家に必要な知識と情報～ 

大津 

サテライト 

5 月 10 日（水） 

5 月 17 日（水） 

5 月 24 日（水） 

7 

【 講 座 】 1 回 1,000 円     

講 座 名 開催場所 開講日 Ｐ 

『『音音楽楽講講座座（（鑑鑑賞賞講講座座））』』  

～「名曲」を聴く…トワイライト鑑賞会～ 

彦根 

キャンパス 
8 月 25 日（金） 8 

【 実 技 】 1 回 1,500 円 

講 座 名 開催場所 開講日 Ｐ 

『『わわくくわわくくテテニニスス教教室室』』  

～プロ・学生と楽しむテニス～ 

彦根 

キャンパス 

4 月 01 日（土） 

5 月 27 日（土） 

7 月 01 日（土） 

10 月 14 日（土） 

11 月 18 日（土） 

9 

『『ららくくららくく野野球球教教室室』』  

～楽しみながら上手くなろう～ 

彦根 

キャンパス 

6 月 11 日（日） 

7 月 16 日（日） 

11 月 23 日（木・祝） 

 3 月 20 日（水・祝） 

10 

『『音音楽楽実実技技（（オオーーボボエエ講講座座））』』  

～基礎から見直すオーボエ奏法～ 

大津 

キャンパス 
8 月 6 日（日） 11 

『『音音楽楽実実技技（（声声楽楽講講座座））』』  

～声を鍛えて歌唱力アップ！ 

ステキな「歌」を目指して…～  

大津 

キャンパス 

8 月 5 日（土） 

8 月 6 日（日） 
12 

『『音音楽楽実実技技（（合合唱唱講講座座））』』  
～合唱の基礎…ハモり体験、しませんか？～ 

大津 

キャンパス 
8 月 6 日（日） 13 
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大大学学生生ののたためめののデデーータタササイイエエンンスス（（ⅠⅠ））  

＜＜改改訂訂版版＞＞ 
   

▶講座概要 

今日の社会は情報通信技術の普及によ

り、個人の様々な履歴、各種製造・販売デ

ータ、ネットワーク情報などの大量かつ多

様なデータが簡単に集められるようになっ

てきました。このビッグデータなど様々な

データを対象とする学問分野がデータサイ

エンスです。  

データサイエンスは多くの場面で注目さ

れており、たとえば、様々な行動履歴に基

づくタイプ診断、調査・アンケートに基づ

く顧客の需要予測、不良品の製造・機械の

故障に関する予兆検知などに活用されてい

ます。 

現在、データサイエンスはあらゆる分野

で必要とされているにもかかわらず、デー

タサイエンティストが不足していると言わ

れています。また、データサイエンスを専

門的に学ぶ人でなくても、データに基づく

意思決定の重要性を認識することが重要で

す。 

この講義では、データの収集・加工・処

理、データの分析、分析結果の解釈とその

活用というデータサイエンスにおいて重要

な 3 要素について紹介しています。特に理

論的な手法だけでなく、様々な応用事例に

ついても紹介しています。 

本講座は改訂版として、滋賀大学を含む

数理・データサイエンス教育強化拠点コン

ソーシアムが提示した「数理・データサイ

エンス・AI モデルカリキュラム」に沿

い、新たなトピックスに「情報倫理」を、

データ分析手法に「主成分分析」や「クラ

スター分析」等を盛り込んだ他、近年のデ

ータサイエンス・AI 分野の動向をアップ

デートし、リニューアルを行いました。 

 

※教材が必要な方は、下記にて販売してお

りますのでお申し込みください。 

(一社)近江データサイエンスイニシアティブ 

e-mail: info@ohmi-dsi.jp 

担当教員 データサイエンス学部教員 他 

受講料 無料 

受講対象者 
・おもに大学生 
・データサイエンスの基礎を学び 
 たい社会人 

開講日 8 月開講予定 

内容 

◆第 1 週  
現代社会におけるデータサイエンス 
・データサイエンスと AI の役割 
・データの取得・管理（①データの収集と
保存、②データの管理） 

・データの入手方法 
・データの分析 
・データサイエンスと画像処理技術（①
デジタル画像の構成、②画像処理の応
用） 

・データサイエンスと音声処理技術（①
音声データ処理、②音声認識入門） 

・データサイエンスと情報倫理（①情報
倫理の基礎知識、②情報利用と AI の死
角） 

◆第 2 週 
データ分析の基礎 
・ヒストグラム 
・箱ひげ図 
・平均・分散・標準偏差 
・散布図（2つの量の関係の視覚化） 
・相関係数（2 つの量の関係の要約） 
・回帰直線（2 つの量の関係の定式化、デ
ータの当てはまり） 

・データ分析で注意すべき点（相関と因
果の違い、観察研究と実験研究、標本
調査） 

・主成分分析 
・クラスター分析  
◆第 3 週 
コンピュータを用いたデータ分析 
・Excel を用いたヒストグラムの作成、箱
ひげ図の作成、散布図と回帰直線 

・R を使ってみる 
・R によるデータ分析 
・R のさらなる活用 
・Python のインストールと基本操作 
・Python を使ったデータの整理と可視化 
・Python を使ったデータの分析と、より
高度な可視化 

◆第 4 週 
データサイエンスの応用事例 
・保険（基本的な仕組み、自動車保険） 
・金融（銀行におけるデータ活用） 
・マーケティングリサーチ（概要編、企画
編、事例編） 

・染色体上で遺伝子を探す 
・疾患関連遺伝子を探す 
・品質管理 

 

オンライン 
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大大学学生生ののたためめののデデーータタササイイエエンンスス（（ⅡⅡ））  

～ビジネスにつながる「機械学習」の 

基礎知識から先進事例まで～  

   

▶講座概要 

「大学生のためのデータサイエンス

(Ⅱ)」では、技術的により進んだ内容と

して、機械学習の諸手法とその応用につ

いて学んでいきます。まず、機械学習と

は何かという説明から始まり、その後に

機械学習の応用事例を紹介します。応用

事例を先に見ることによって、機械学習

の有用性が理解でき、機械学習の手法を

より積極的に学ぶことができると期待さ

れます。次に分類問題と回帰問題の具体

的な手法を説明し、同時に特徴量の設

計・選択など、実践的なテクニックにつ

いても学んでいきます。最後に、近年、

発展の著しいニューラルネットワークに

ついて説明します。 

本講座は、機械学習の分野の中でも

「教師あり学習」を中心に進んでいきま

す。また、なるべく数式を使わないとい

う方針で構成されています。 

 

 

※教材が必要な方は、下記にて販売して

おりますのでお申し込みください。 

(一社)近江データサイエンスイニシアティブ 

e-mail: info@ohmi-dsi.jp 

担当教員 データサイエンス学部教員 他 

受講料 無料 

受講対象者 
・おもに大学生 
・データサイエンスの応用を学び 
 たい社会人 

開講日 12 月開講予定 

内容 

◆第 1 週 

機械学習の事例紹介 

・イントロダクション 

・機械学習とはなにか①、②、③ 

・機械学習の先進的な事例 

（画像、音声、企業分析、マーケティン 

 グ、生産機械） 

・機械学習を使ったテキストからの性格 

 推定 

◆第 2 週 

機械学習の基礎（1）分類問題 

・最近傍法 

・線形分類器 

・サポートベクターマシン①、② 

・決定木・ランダムフォレスト 

・単純ベイズ分類器①、② 

・混合正規分布モデル 

◆第 3 週 

機械学習の基礎（2）回帰問題・その他 

・重回帰分析①、② 

・ロジスティクス回帰①、② 

・過学習・クロスバリデーション 

・判別分析における多クラス問題 

・特微量の設計（標準化とスパースネ 

 ス、主成分分析①、②） 

・特微量の効果的な選択 

◆第 4 週 

機械学習の発展 

・ニューラルネットワークの基礎 

・ニューラルネットワークの学習 

・畳み込みニューラルネットワーク 

・ニューラルネットワーク実習 

・最近のニューラルネットワークの発展 

・エピローグ 

 

 

オンライン 

 

－ 3－ － 4－

309434_中味.indd   3309434_中味.indd   3 2023/02/21   12:35:142023/02/21   12:35:14



 -3- 
 

 

 
大大学学生生ののたためめののデデーータタササイイエエンンスス（（ⅠⅠ））  

＜＜改改訂訂版版＞＞ 
   

▶講座概要 

今日の社会は情報通信技術の普及によ

り、個人の様々な履歴、各種製造・販売デ

ータ、ネットワーク情報などの大量かつ多

様なデータが簡単に集められるようになっ

てきました。このビッグデータなど様々な

データを対象とする学問分野がデータサイ

エンスです。  

データサイエンスは多くの場面で注目さ

れており、たとえば、様々な行動履歴に基

づくタイプ診断、調査・アンケートに基づ

く顧客の需要予測、不良品の製造・機械の

故障に関する予兆検知などに活用されてい

ます。 

現在、データサイエンスはあらゆる分野

で必要とされているにもかかわらず、デー

タサイエンティストが不足していると言わ

れています。また、データサイエンスを専

門的に学ぶ人でなくても、データに基づく

意思決定の重要性を認識することが重要で

す。 

この講義では、データの収集・加工・処

理、データの分析、分析結果の解釈とその

活用というデータサイエンスにおいて重要

な 3 要素について紹介しています。特に理

論的な手法だけでなく、様々な応用事例に

ついても紹介しています。 

本講座は改訂版として、滋賀大学を含む

数理・データサイエンス教育強化拠点コン

ソーシアムが提示した「数理・データサイ

エンス・AI モデルカリキュラム」に沿

い、新たなトピックスに「情報倫理」を、

データ分析手法に「主成分分析」や「クラ

スター分析」等を盛り込んだ他、近年のデ

ータサイエンス・AI 分野の動向をアップ

デートし、リニューアルを行いました。 

 

※教材が必要な方は、下記にて販売してお

りますのでお申し込みください。 

(一社)近江データサイエンスイニシアティブ 

e-mail: info@ohmi-dsi.jp 

担当教員 データサイエンス学部教員 他 

受講料 無料 

受講対象者 
・おもに大学生 
・データサイエンスの基礎を学び 
 たい社会人 

開講日 8 月開講予定 

内容 

◆第 1 週  
現代社会におけるデータサイエンス 
・データサイエンスと AI の役割 
・データの取得・管理（①データの収集と
保存、②データの管理） 

・データの入手方法 
・データの分析 
・データサイエンスと画像処理技術（①
デジタル画像の構成、②画像処理の応
用） 

・データサイエンスと音声処理技術（①
音声データ処理、②音声認識入門） 

・データサイエンスと情報倫理（①情報
倫理の基礎知識、②情報利用と AI の死
角） 

◆第 2 週 
データ分析の基礎 
・ヒストグラム 
・箱ひげ図 
・平均・分散・標準偏差 
・散布図（2つの量の関係の視覚化） 
・相関係数（2 つの量の関係の要約） 
・回帰直線（2 つの量の関係の定式化、デ
ータの当てはまり） 

・データ分析で注意すべき点（相関と因
果の違い、観察研究と実験研究、標本
調査） 

・主成分分析 
・クラスター分析  
◆第 3 週 
コンピュータを用いたデータ分析 
・Excel を用いたヒストグラムの作成、箱
ひげ図の作成、散布図と回帰直線 

・R を使ってみる 
・R によるデータ分析 
・R のさらなる活用 
・Python のインストールと基本操作 
・Python を使ったデータの整理と可視化 
・Python を使ったデータの分析と、より
高度な可視化 

◆第 4 週 
データサイエンスの応用事例 
・保険（基本的な仕組み、自動車保険） 
・金融（銀行におけるデータ活用） 
・マーケティングリサーチ（概要編、企画
編、事例編） 

・染色体上で遺伝子を探す 
・疾患関連遺伝子を探す 
・品質管理 

 

オンライン 
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大大学学生生ののたためめののデデーータタササイイエエンンスス（（ⅡⅡ））  

～ビジネスにつながる「機械学習」の 

基礎知識から先進事例まで～  

   

▶講座概要 

「大学生のためのデータサイエンス

(Ⅱ)」では、技術的により進んだ内容と

して、機械学習の諸手法とその応用につ

いて学んでいきます。まず、機械学習と

は何かという説明から始まり、その後に

機械学習の応用事例を紹介します。応用

事例を先に見ることによって、機械学習

の有用性が理解でき、機械学習の手法を

より積極的に学ぶことができると期待さ

れます。次に分類問題と回帰問題の具体

的な手法を説明し、同時に特徴量の設

計・選択など、実践的なテクニックにつ

いても学んでいきます。最後に、近年、

発展の著しいニューラルネットワークに

ついて説明します。 

本講座は、機械学習の分野の中でも

「教師あり学習」を中心に進んでいきま

す。また、なるべく数式を使わないとい

う方針で構成されています。 

 

 

※教材が必要な方は、下記にて販売して

おりますのでお申し込みください。 

(一社)近江データサイエンスイニシアティブ 

e-mail: info@ohmi-dsi.jp 

担当教員 データサイエンス学部教員 他 

受講料 無料 

受講対象者 
・おもに大学生 
・データサイエンスの応用を学び 
 たい社会人 

開講日 12 月開講予定 

内容 

◆第 1 週 

機械学習の事例紹介 

・イントロダクション 

・機械学習とはなにか①、②、③ 

・機械学習の先進的な事例 

（画像、音声、企業分析、マーケティン 

 グ、生産機械） 

・機械学習を使ったテキストからの性格 

 推定 

◆第 2 週 

機械学習の基礎（1）分類問題 

・最近傍法 

・線形分類器 

・サポートベクターマシン①、② 

・決定木・ランダムフォレスト 

・単純ベイズ分類器①、② 

・混合正規分布モデル 

◆第 3 週 

機械学習の基礎（2）回帰問題・その他 

・重回帰分析①、② 

・ロジスティクス回帰①、② 

・過学習・クロスバリデーション 

・判別分析における多クラス問題 

・特微量の設計（標準化とスパースネ 

 ス、主成分分析①、②） 

・特微量の効果的な選択 

◆第 4 週 

機械学習の発展 

・ニューラルネットワークの基礎 

・ニューラルネットワークの学習 

・畳み込みニューラルネットワーク 

・ニューラルネットワーク実習 

・最近のニューラルネットワークの発展 

・エピローグ 

 

 

オンライン 
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 大大学学生生ののたためめののデデーータタササイイエエンンスス（（ⅢⅢ））問問題題解解決決編編  
～～事事例例でで体体験験すするる価価値値創創造造ののププロロセセスス～～  

   

▶講座概要 

これまで、「大学生のためのデータサイ

エンス（Ⅰ）」では、データサイエンス全

般について概観して、現代社会における

データサイエンス、データ分析の基礎、コ

ンピュータを用いたデータ分析、そして、

その応用事例について説明してきまし

た。また、「大学生のためのデータサイエ

ンス（Ⅱ）」では、技術的により進んだ内

容として、機械学習の応用事例、分類問題

および回帰問題を紹介し、さらに、近年、

発展の著しいニューラルネットワークを

取り上げました。 

「大学生のためのデータサイエンス

（Ⅲ）」では、同（Ⅰ）と同（Ⅱ）で学ん

だ様々なデータサイエンスの分析手法を

使って、実際の問題を解決することを目

標に、必要な知識やスキルを具体的なデ

ータとともに説明しています。 

まず、PPDAC サイクルを問題解決のため

の枠組みとして学びます。データ例とし

て、1）自動車販売データ、2）地産地消デ

ータ、3）自由記述のテキストデータ、を

扱い、どのような手順で分析が進められ

るかを学んでいきます。さらに、データサ

イエンスを推し進める上で重要となる問

題設定のためのヒアリングや結果の伝え

方にも言及します。 

 

※教材が必要な方は、下記にて販売して

おりますのでお申し込みください。 

(一社)近江データサイエンスイニシアティブ 

e-mail: info@ohmi-dsi.jp 

担当教員 データサイエンス学部教員 他 

受講料 無料 

受講対象者 
・おもに大学生 
・データサイエンスの応用を学び 
 たい社会人 

開講日 4 月開講予定 

内容 
 

◆第 1 週 

PPDAC サイクルとは何か 

・プロローグ 

・PPDAC サイクルとは何か 

・PPDAC サイクルの実例①、② 

・PPDAC サイクルの各段階で必要 

 なこと①、② 

◆第 2 週 

自動車販売データの分析 

・自動車販売データの基本構造 

・自動車販売データの 1 変数の分 

 析 

・年齢と販売台数の関係 

・学歴と販売台数の関係 

・性別と担当地区の関係 

◆第 3 週 

地産地消データの分析 

・地産地消に関する意識調査の基 

 本情報 

・基本属性から見る地産地消の意 

 識調査 

・同時購買傾向の把握①、② 

・同時購買傾向の探索 

・同時購買傾向と地産地消意識の 

 関係 

◆第 4 週 

自由記述のアンケート回答の分析 

・自由記述アンケートデータの例 

・テキストマイニングとは 

・KH Coder のインストール 

・KH Coder による分析①、②、③ 

◆第 5 週 

プロジェクトを成功させる仕事の

進め方①、② 

・エピローグ 

 

オンライン 
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     高高校校生生ののたためめののデデーータタササイイエエンンスス入入門門 

   

▶講座概要 

今日の社会は、ビッグデータの時代と

呼ばれ、さまざまな分野で大量かつ多様

なデータが得られるようになって来ま

した。高校生の皆さんも、スマートフォ

ンを使ってメッセージを交換したり、コ

ンビニでポイントカードを使って買い

物をしたりすることも多いのではない

でしょうか。スマートフォンやコンビニ

のレジは、コンピュータのネットワーク

とつながっていて、メッセージや買い物

の履歴はデータとしてコンピュータネ

ットワーク上に蓄積されています。この

ようにして得られた大量かつ多様なデ

ータがビッグデータです。そして、この

ビッグデータを対象とする学問分野が

データサイエンスです。 

この入門講義では、本格的なビッグデ

ータを扱うことはできませんが、高校生

にも身近な題材を用いて社会の課題を

考え、データから有用な情報を引き出す

方法について説明します。データ分析の

具体的な手法は、主に高等学校数学Ⅰの

「データの分析」で習う手法です。この

講義では「データの分析」でならう手法

を、どのように実際に役立てることがで

きるか、ということについても学ぶこと

ができます。 

担当教員 データサイエンス学部教員 他 

受講料 無料 

受講対象者 
・おもに高校生 
・データサイエンスの基礎を学び 
 たい社会人 

開講日 6 月開講予定 

内容 

◆第 1 週 

・データサイエンスとは 

・公的データを入手する 

・地域経済分析システム（RESAS） 

 の利用 

・政府統計の総合窓口（e-Stat の 

 利用） 

・代表値 

・標準偏差 

・標準化 

・ヒストグラム 

・箱ひげ図 

◆第 2 週 

・変数データと散布図 

・層別データの扱い 

・相関係数とは 

・相関係数の特徴 

・相関係数と因果関係 

・クロス集計 

・層別クロス集計 

・時系列と指数化 

・時系列の移動平均 

・時系列の季節調整 
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 大大学学生生ののたためめののデデーータタササイイエエンンスス（（ⅢⅢ））問問題題解解決決編編  
～～事事例例でで体体験験すするる価価値値創創造造ののププロロセセスス～～  

   

▶講座概要 
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 大大人人ののママネネーー教教室室  
～～投投資資家家にに必必要要なな知知識識とと情情報報～～  

   

▶講座概要 

いま世界の金融市場では何が起こって

いるのか？タイムリーな情報と様々なデ

ータを用いて、その背景をわかりやすく

解説していきます。「人生 100 年時代」を

豊かに生きるためには資産運用が鍵を握

ります。この機会に、野村證券が提供する

情報をみなさまの資産運用にお役立てく

ださい。 

 

◆第 1 回:投資家に必要な金融リテラシー

◆第 2 回:いまの投資環境を考える 

◆第 3 回:どのような投資アイデアがある

のか 

 

※新型コロナウイルス感染拡大防止策

を講じた上で、原則として対面実施と

しますが、新型コロナウイルス感染拡

大状況により、開講方法を変更する場

合があります。 

担当講師 

野村證券株式会社 大津支店   

ファイナンシャル・パートナー課 

布施絢子（第 1 回） 

澤井重樹（第 2 回） 

村田樹里亜（第 3 回） 

募集人員 30 名  

受講料 無料 

受講対象者 市民一般 

開講日 

第 1 回：5月 10 日（水） 

第 2 回：5月 17 日（水） 

第 3 回：5月 24 日（水） 

時間 13:30～15:00 

募集期間 

3 月 22 日(水)～4月 23 日（日）まで 

＊申込者多数の場合は、申込順となり

ます。 

受講形態 
講座は 3 回ありますが､どの回にも､

ご自由に参加して頂けます｡ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大津 

サテライト 
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    音音楽楽講講座座（（鑑鑑賞賞講講座座））  
～～「「名名曲曲」」をを聴聴くく……トトワワイイラライイトト鑑鑑賞賞会会～～  

   

▶講座概要 

 約 60 分のコンサート形式鑑賞講座 

◇講師：渡邊史（ソプラノ） 

◇賛助出演：土崎譲（テノール） 

笈沼甲子（ピアノ） 

 

季節の歌曲やオペラのワンシーンなど、

古今東西の「名曲」を、聴きどころや成

り立ち、こぼれ話など、解説を交えなが

らお届けします。 

「歌」とは何か、「歌唱」とは何か… 

様々な時代・ジャンルの楽曲をサンプル

としつつ、人間の「声」を用いた表現活

動である「歌」について考察する時間。 

ご一緒に夏の夕べを楽しみましょう。 

 

 

※体調に不安のある方はご受講をお控

えください。 

※緊急事態宣言等が発令された場合は、

やむを得ず休講となる場合があります。 

 

 

 

担当教員 
教育学部 

渡邊 史 准教授 

募集人員 80 名 

受講料 1,000 円 

受講対象者 学生・市民一般 

開講日 8 月 25 日（金） 

時間 18:30～19:30（予定） 

募集期間 

5 月 10 日(水)～7月 31 日(月)まで 

＊申込者多数の場合は、申込順と

なります。 

その他 

全自由席 

ホール内飲食不可（水分補給は可） 

 

≪小さなお子様の参加について≫ 

3 才以下のお子様の膝上での鑑賞

は無料です。（お席のご用意はござ

いません。）※申込時にお知らせく

ださい。 

当日の持ち物 筆記用具（レジュメ記入用） 
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        ららくくららくく野野球球教教室室  
～～楽楽ししみみななががらら上上手手くくななろろうう～～  

  

▶講座概要 

 本講座では、子どもが気軽にスポー

ツに触れ仲間と交流できる機会を提供

することで、スポーツを通じた地域社

会の活性化を目指します。近年子ども

が外で自由に遊んだり体を動かしたり

する機会が減り、スポーツをする敷居

が高くなっています。地域の仲間と一

緒に“気楽に”“楽しく”野球をしまし

ょう。 

 

＜内容＞ 

種目は軟式野球です。野球が初めての

方、始めて間もない方向けの教室となり

ます。 

スポーツ科学の理論を踏まえた練習や

ボール遊びを通して、投球・打撃・捕球

の基礎的技能を身につけましょう。ま

た、簡単なミニゲームで野球のルールを

覚えながら、受講者との交流を深めまし

ょう。 

経験者の方も歓迎です。レベルに応じた

練習をします。 

 

※新型コロナウイルス感染症対策とし

て、開催時点での大学における実技科 

目や課外活動の活動指針に基づいた 

感染症対策を実施する。 

 

 

担当教員 

経済学部 

小倉 圭 講師 

アシスタント 滋賀大学硬式野球部 

募集人員 各日 30 名  

受講料 1 回 1,500 円 

受講対象者 小学生 

開講日 

① 6 月 11 日（日） 

② 7 月 16 日（日） 

③ 11 月 23 日（木・祝） 

④ 3 月 20 日（水・祝） 

時間 9：30～12：00 

募集期間 

① 4月 24日(月)～ 5月 29日(月)まで 

② 4月 24日(月)～ 5月 29日(月)まで 

③ 9月 01日(金)～10月 31日(火)まで 

④ 9月 01日(金)～R6年 2月 15日(木)

まで 

＊申込者多数の場合は、申込順となり 

ます。 

受講形態 

講座は 4 回ありますが､どの回にも､

ご自由に参加して頂けます｡ 

※雨天の場合は、体育館で実施します。 

その他 

＜当日ご持参いただくもの＞ 

飲み物、タオル、シューズ、グラブ、 

運動できる服装（ユニフォームでなく

ても可） 

※雨天の場合は、室内シューズもご用 

意ください。 
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わわくくわわくくテテニニスス教教室室  
～～ププロロ・・学学生生とと楽楽ししむむテテニニスス～～  

  

▶講座概要 

本講座は、今年で 9 年目を迎えます。

硬式テニスというスポーツを通じて、明

るい豊かな街づくりや地域社会との交

流・連携の実現を目指します。プロ・大

学生と一緒にテニスを楽しみましょう。

初めての方、大歓迎です。 

 

＜内容＞ 

種目は、硬式テニスです。状況に応じ

て、レベル分けします。正しいボディワ

ーク、ラケットワーク、フットワークを

指導します。また、プロ・大学生とラリ

ーや試合も実施します。 

 

※新型コロナウイルス感染症対策として、

開催時点での本学の指針に準ずる｡ 

アルコール消毒､手洗い､うがい､休憩時 

のマスク着用やソーシャルディスタン 

ス等の徹底｡休憩場所の分散配置や貸出 

用道具の消毒の徹底｡ 

 

担当教員 

経済学部 道上 静香 教授 

外部講師 道慶 知子 プロ（TGT 所属） 

アシスタント 滋賀大学硬式テニス部 

募集人員 
各日 40 名 

（大人 20 名、小学生 20 名）   

受講料 1 回 1,500 円 

受講対象者 小学生、中学生、高校生、市民一般 

開講日 

① 4 月 01 日（土） 

② 5 月 27 日（土） 

③ 7 月 01 日（土） 

④10 月 14 日（土） 

⑤11 月 18 日（土） 

時間 9：30～12：00 

募集期間 

①3 月 06 日(月)～3月 17 日(金)まで 

②4 月 17 日(月)～5月 09 日(火)まで 

③4 月 17 日(月)～5月 09 日(火)まで 

④8 月 28 日(月)～9月 22 日(金)まで 

⑤8 月 28 日(月)～9月 22 日(金)まで 

＊申込者多数の場合は、申込順となり

ます。 

受講形態 

講座は5回ありますが、どの回にも、

ご自由に参加して頂けます。参加形態

は、親子で参加あり、大人の方のみ参

加あり、お子さんの方のみ参加あり、

いずれも参加 OK です。 

※雨天の場合は、体育館で、座学・ト

レーニング・PLAY+STAY 等を実施しま

す。 

その他 

 

＜当日ご持参いただくもの＞ 

飲み物、タオル、運動できる服装、 

シューズ、ラケット（持っている人）

※雨天の場合は、室内シューズもご用

意ください。 
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わわくくわわくくテテニニスス教教室室  
～～ププロロ・・学学生生とと楽楽ししむむテテニニスス～～  

  

▶講座概要 

本講座は、今年で 9 年目を迎えます。

硬式テニスというスポーツを通じて、明

るい豊かな街づくりや地域社会との交

流・連携の実現を目指します。プロ・大

学生と一緒にテニスを楽しみましょう。

初めての方、大歓迎です。 

 

＜内容＞ 

種目は、硬式テニスです。状況に応じ

て、レベル分けします。正しいボディワ

ーク、ラケットワーク、フットワークを

指導します。また、プロ・大学生とラリ

ーや試合も実施します。 

 

※新型コロナウイルス感染症対策として、

開催時点での本学の指針に準ずる｡ 

アルコール消毒､手洗い､うがい､休憩時 

のマスク着用やソーシャルディスタン 

ス等の徹底｡休憩場所の分散配置や貸出 

用道具の消毒の徹底｡ 

 

担当教員 

経済学部 道上 静香 教授 

外部講師 道慶 知子 プロ（TGT 所属） 

アシスタント 滋賀大学硬式テニス部 

募集人員 
各日 40 名 

（大人 20 名、小学生 20 名）   

受講料 1 回 1,500 円 

受講対象者 小学生、中学生、高校生、市民一般 

開講日 

① 4 月 01 日（土） 

② 5 月 27 日（土） 

③ 7 月 01 日（土） 

④10 月 14 日（土） 

⑤11 月 18 日（土） 

時間 9：30～12：00 

募集期間 

①3 月 06 日(月)～3月 17 日(金)まで 

②4 月 17 日(月)～5月 09 日(火)まで 

③4 月 17 日(月)～5月 09 日(火)まで 

④8 月 28 日(月)～9月 22 日(金)まで 

⑤8 月 28 日(月)～9月 22 日(金)まで 

＊申込者多数の場合は、申込順となり

ます。 

受講形態 

講座は5回ありますが、どの回にも、

ご自由に参加して頂けます。参加形態

は、親子で参加あり、大人の方のみ参

加あり、お子さんの方のみ参加あり、

いずれも参加 OK です。 

※雨天の場合は、体育館で、座学・ト

レーニング・PLAY+STAY 等を実施しま

す。 

その他 

 

＜当日ご持参いただくもの＞ 

飲み物、タオル、運動できる服装、 

シューズ、ラケット（持っている人）

＊雨天の場合は、室内シューズもご用

意ください。 
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        ららくくららくく野野球球教教室室  
～～楽楽ししみみななががらら上上手手くくななろろうう～～  

  

▶講座概要 

 本講座では、子どもが気軽にスポー

ツに触れ仲間と交流できる機会を提供

することで、スポーツを通じた地域社

会の活性化を目指します。近年子ども

が外で自由に遊んだり体を動かしたり

する機会が減り、スポーツをする敷居

が高くなっています。地域の仲間と一

緒に“気楽に”“楽しく”野球をしまし

ょう。 

 

＜内容＞ 

種目は軟式野球です。野球が初めての

方、始めて間もない方向けの教室となり

ます。 

スポーツ科学の理論を踏まえた練習や

ボール遊びを通して、投球・打撃・捕球

の基礎的技能を身につけましょう。ま

た、簡単なミニゲームで野球のルールを

覚えながら、受講者との交流を深めまし

ょう。 

経験者の方も歓迎です。レベルに応じた

練習をします。 

 

※新型コロナウイルス感染症対策とし

て、開催時点での大学における実技科 

目や課外活動の活動指針に基づいた 

感染症対策を実施する。 

 

 

担当教員 

経済学部 

小倉 圭 講師 

アシスタント 滋賀大学硬式野球部 

募集人員 各日 30 名  

受講料 1 回 1,500 円 

受講対象者 小学生 

開講日 

① 6 月 11 日（日） 

② 7 月 16 日（日） 

③ 11 月 23 日（木・祝） 

④ 3 月 20 日（水・祝） 

時間 9：30～12：00 

募集期間 

① 4月 24日(月)～ 5月 29日(月)まで 

② 4月 24日(月)～ 5月 29日(月)まで 

③ 9月 01日(金)～10月 31日(火)まで 

④ 9月 01日(金)～R6年 2月 15日(木)

まで 

＊申込者多数の場合は、申込順となり 

ます。 

受講形態 

講座は 4 回ありますが､どの回にも､

ご自由に参加して頂けます｡ 

※雨天の場合は、体育館で実施します。 

その他 

＜当日ご持参いただくもの＞ 

飲み物、タオル、シューズ、グラブ、 

運動できる服装（ユニフォームでなく

ても可） 

※雨天の場合は、室内シューズもご用 

意ください。 
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わわくくわわくくテテニニスス教教室室  
～～ププロロ・・学学生生とと楽楽ししむむテテニニスス～～  

  

▶講座概要 

本講座は、今年で 9 年目を迎えます。

硬式テニスというスポーツを通じて、明

るい豊かな街づくりや地域社会との交

流・連携の実現を目指します。プロ・大

学生と一緒にテニスを楽しみましょう。

初めての方、大歓迎です。 

 

＜内容＞ 

種目は、硬式テニスです。状況に応じ

て、レベル分けします。正しいボディワ

ーク、ラケットワーク、フットワークを

指導します。また、プロ・大学生とラリ

ーや試合も実施します。 

 

※新型コロナウイルス感染症対策として、

開催時点での本学の指針に準ずる｡ 

アルコール消毒､手洗い､うがい､休憩時 

のマスク着用やソーシャルディスタン 

ス等の徹底｡休憩場所の分散配置や貸出 

用道具の消毒の徹底｡ 

 

担当教員 

経済学部 道上 静香 教授 

外部講師 道慶 知子 プロ（TGT 所属） 

アシスタント 滋賀大学硬式テニス部 

募集人員 
各日 40 名 

（大人 20 名、小学生 20 名）   

受講料 1 回 1,500 円 

受講対象者 小学生、中学生、高校生、市民一般 

開講日 

① 4 月 01 日（土） 

② 5 月 27 日（土） 

③ 7 月 01 日（土） 

④10 月 14 日（土） 

⑤11 月 18 日（土） 

時間 9：30～12：00 

募集期間 

①3 月 06 日(月)～3月 17 日(金)まで 

②4 月 17 日(月)～5月 09 日(火)まで 

③4 月 17 日(月)～5月 09 日(火)まで 

④8 月 28 日(月)～9月 22 日(金)まで 

⑤8 月 28 日(月)～9月 22 日(金)まで 

＊申込者多数の場合は、申込順となり

ます。 

受講形態 

講座は5回ありますが、どの回にも、

ご自由に参加して頂けます。参加形態

は、親子で参加あり、大人の方のみ参

加あり、お子さんの方のみ参加あり、

いずれも参加 OK です。 

※雨天の場合は、体育館で、座学・ト

レーニング・PLAY+STAY 等を実施しま

す。 

その他 

 

＜当日ご持参いただくもの＞ 

飲み物、タオル、運動できる服装、 

シューズ、ラケット（持っている人）

※雨天の場合は、室内シューズもご用

意ください。 
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音音楽楽実実技技（（オオーーボボエエ講講座座））  
～～基基礎礎かからら見見直直すすオオーーボボエエ奏奏法法～～  

   

▶講座概要 

これまでに、吹奏楽やオーケストラ

でオーボエを担当していた方等、経験

者を対象に、日々の基礎練習を見直し

たり現在演奏している曲のアドバイス

をします。 

 

受講申込み時に「受講予定曲」をお

知らせ下さい。 

 

※リードに関するご相談も受け付けま

すので、ご希望の方はお持ちの工具や

材料もご持参ください。ただし、コロ

ナ禍における感染症対策のために、リ

ードの対応はできない場合もありま

す。 

担当教員 
教育学部 

中根 庸介 准教授 

募集人員 6 名 

受講料 1,500 円 

受講対象者 市民一般 

開講日 8 月 6 日（日） 

時間 

10：00～12：00 

13：00～15：00 

15：30～17：30 

1 人約１時間の 

個人指導 

募集期間 

6 月 1 日(木)～7 月 10 日(月)まで 

＊申込者多数の場合は、抽選とし

ます。 

当日の持ち物 
◆楽器と現在演奏している曲の楽

譜をご持参ください。 
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     音音楽楽実実技技（（声声楽楽講講座座  基基本本～～発発展展ままでで））    
～～声声をを鍛鍛ええてて歌歌唱唱力力アアッッププ！！スステテキキなな「「歌歌」」をを目目指指ししてて……～～  

   

▶講座概要 

 個人レッスン形式/1 人 40 分 

日本歌曲をはじめ、イタリア、ドイツ、

フランス、英米歌曲、オペラ、ミュージ

カル等のアリアほか、任意の歌唱曲をベ

ースに、発声、発音、歌唱など、基礎か

ら発展までレッスンいたします。また、

コールユーブンゲン等を用いた基礎歌

唱、学習・受験相談等にも対応します。 

 

 

以下にご留意ください 

・基本的な読譜能力を有していること。 

・日本語を用いてのコミュニケーション

が可能なこと。 

・ストレッチや呼吸トレーニングを併用

します。健康状態に懸念のある方は受

講をお控えください。 

 

 

申込時の注意・補足事項 

・受講希望曲目をご記入下さい。 

・受講可能な時間帯をすべてお知らせく

ださい。 

 

 

※緊急事態宣言等が発令された場合は、

やむを得ず休講となる場合があります。 

 

担当教員 
教育学部 

渡邊 史 准教授 

募集人員 13 名 

受講料 1,500 円 

受講対象者 学生・市民一般 

開講日 8 月 5 日（土）／8 月 6 日（日） 

時間 

【8 月 5 日（土）】 

①10：00～10：40 

②10：40～11：20 

③11：20～12：00 

④12：50～13：30 

⑤13：30～14：10 

⑥14：10～14：50 

⑦15：00～15：40 

⑧15：40～16：20 

【8 月 6 日（日）】 

①13：00～13：40 

②13：40～14：20 

③14：20～15：00 

④15：20～16：00 

⑤16：00～16：40 

募集期間 

6 月 1 日(木)～6 月 30 日(金)まで 

＊申込者多数の場合は、抽選とし

ます。 

当日の持ち物 

・指導者用の楽譜１部（テープ等

でジャバラ状１枚ものに製本） 

・「声楽リサーチ用紙」（受講確定

後に送付します） 

・飲料（水分補給用…水筒やペッ

トボトルなど蓋のできる形にて

お持ち込みください） 
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音音楽楽実実技技（（オオーーボボエエ講講座座））  
～～基基礎礎かからら見見直直すすオオーーボボエエ奏奏法法～～  

   

▶講座概要 

これまでに、吹奏楽やオーケストラ

でオーボエを担当していた方等、経験

者を対象に、日々の基礎練習を見直し

たり現在演奏している曲のアドバイス

をします。 

 

受講申込み時に「受講予定曲」をお

知らせ下さい。 

 

※リードに関するご相談も受け付けま

すので、ご希望の方はお持ちの工具や

材料もご持参ください。ただし、コロ

ナ禍における感染症対策のために、リ

ードの対応はできない場合もありま

す。 

担当教員 
教育学部 

中根 庸介 准教授 

募集人員 6 名 

受講料 1,500 円 

受講対象者 市民一般 

開講日 8 月 6 日（日） 

時間 

10：00～12：00 

13：00～15：00 

15：30～17：30 

1 人約１時間の 

個人指導 

募集期間 

6 月 1 日(木)～7 月 10 日(月)まで 

＊申込者多数の場合は、抽選とし

ます。 

当日の持ち物 
◆楽器と現在演奏している曲の楽

譜をご持参ください。 
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     音音楽楽実実技技（（声声楽楽講講座座  基基本本～～発発展展ままでで））    
～～声声をを鍛鍛ええてて歌歌唱唱力力アアッッププ！！スステテキキなな「「歌歌」」をを目目指指ししてて……～～  

   

▶講座概要 

 個人レッスン形式/1 人 40 分 

日本歌曲をはじめ、イタリア、ドイツ、

フランス、英米歌曲、オペラ、ミュージ

カル等のアリアほか、任意の歌唱曲をベ

ースに、発声、発音、歌唱など、基礎か

ら発展までレッスンいたします。また、

コールユーブンゲン等を用いた基礎歌

唱、学習・受験相談等にも対応します。 

 

 

以下にご留意ください 

・基本的な読譜能力を有していること。 

・日本語を用いてのコミュニケーション

が可能なこと。 

・ストレッチや呼吸トレーニングを併用

します。健康状態に懸念のある方は受

講をお控えください。 

 

 

申込時の注意・補足事項 

・受講希望曲目をご記入下さい。 

・受講可能な時間帯をすべてお知らせく

ださい。 

 

 

※緊急事態宣言等が発令された場合は、

やむを得ず休講となる場合があります。 

 

担当教員 
教育学部 

渡邊 史 准教授 

募集人員 13 名 

受講料 1,500 円 

受講対象者 学生・市民一般 

開講日 8 月 5 日（土）／8 月 6 日（日） 

時間 

【8 月 5 日（土）】 

①10：00～10：40 

②10：40～11：20 

③11：20～12：00 

④12：50～13：30 

⑤13：30～14：10 

⑥14：10～14：50 

⑦15：00～15：40 

⑧15：40～16：20 

【8 月 6 日（日）】 

①13：00～13：40 

②13：40～14：20 

③14：20～15：00 

④15：20～16：00 

⑤16：00～16：40 

募集期間 

6 月 1 日(木)～6 月 30 日(金)まで 

＊申込者多数の場合は、抽選とし

ます。 

当日の持ち物 

・指導者用の楽譜１部（テープ等

でジャバラ状１枚ものに製本） 

・「声楽リサーチ用紙」（受講確定

後に送付します） 

・飲料（水分補給用…水筒やペッ

トボトルなど蓋のできる形にて

お持ち込みください） 

 

大  津 
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   音音楽楽実実技技（（合合唱唱講講座座））    
～～合合唱唱のの基基礎礎……ハハモモりり体体験験、、ししまませせんんかか？？～～  

   

▶講座概要 

「合唱とは？」「ハモる…とは？」用語

の語源をひもときつつ、合唱の形態や歴

史的成り立ちなどを学ぶ座学、そして基

礎トレーニング、さらに実践まで、幅広

く取り組む時間です。初めての合唱体験

から、学び直しまで、様々な皆さんを歓

迎します。「ひとりではできない！特別

な時間」を共に創りましょう。 

 

以下にご留意ください 

・基本的な読譜能力を有していること。 

・日本語を用いてのコミュニケーション

が可能なこと。 

・ストレッチや呼吸トレーニングを併用

します。健康状態に懸念のある方は受

講をお控えください。 

・ストレッチ等の妨げにならない、動き

やすい服装で参加しましょう。 

 

※緊急事態宣言等が発令された場合は、

やむを得ず休講となる場合があります。 

 

担当教員 
教育学部 

渡邊 史 准教授 

募集人員 40 名 

受講料 1,500 円 

受講対象者 学生・市民一般 

開講日 8 月 6 日（日） 

時間 10:00～12:00 

募集期間 

6 月 1 日(木)～6 月 30 日(金)まで 

＊申込者多数の場合は、申込順と

なります。 

その他 
「歌えるマスク」着用を推奨 

（申込後に詳細をお伝えします） 

当日の持ち物 

・「声楽リサーチ用紙」（受講確定

後に送付します） 

・飲料（水分補給用…水筒やペッ

トボトルなど蓋のできる形にて

お持ち込みください） 

・ハンカチ、タオル等（汗拭き用） 

 

 

 

 

 

 

 

大  津 

 
  MMEEMMOO  
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   音音楽楽実実技技（（合合唱唱講講座座））    
～～合合唱唱のの基基礎礎……ハハモモりり体体験験、、ししまませせんんかか？？～～  

   

▶講座概要 

「合唱とは？」「ハモる…とは？」用語

の語源をひもときつつ、合唱の形態や歴

史的成り立ちなどを学ぶ座学、そして基

礎トレーニング、さらに実践まで、幅広

く取り組む時間です。初めての合唱体験

から、学び直しまで、様々な皆さんを歓

迎します。「ひとりではできない！特別

な時間」を共に創りましょう。 

 

以下にご留意ください 

・基本的な読譜能力を有していること。 

・日本語を用いてのコミュニケーション

が可能なこと。 

・ストレッチや呼吸トレーニングを併用

します。健康状態に懸念のある方は受

講をお控えください。 

・ストレッチ等の妨げにならない、動き

やすい服装で参加しましょう。 

 

※緊急事態宣言等が発令された場合は、

やむを得ず休講となる場合があります。 

 

担当教員 
教育学部 

渡邊 史 准教授 

募集人員 40 名 

受講料 1,500 円 

受講対象者 学生・市民一般 

開講日 8 月 6 日（日） 

時間 10:00～12:00 

募集期間 

6 月 1 日(木)～6 月 30 日(金)まで 

＊申込者多数の場合は、申込順と

なります。 

その他 
「歌えるマスク」着用を推奨 

（申込後に詳細をお伝えします） 

当日の持ち物 

・「声楽リサーチ用紙」（受講確定

後に送付します） 

・飲料（水分補給用…水筒やペッ

トボトルなど蓋のできる形にて

お持ち込みください） 

・ハンカチ、タオル等（汗拭き用） 

 

 

 

 

 

 

 

大  津 

 
  MMEEMMOO  
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滋賀大学 公開授業 

公開授業 
二次元ｺｰﾄﾞ 

公公開開授授業業  

【【  募募集集期期間間  】】  
  

■ 春学期    令和５年３月１０日（金）から３月１９日（日） 

■ 秋学期    令和５年８月２５日（金）から９月 ４日（月） 

 

【【  受受講講対対象象者者  】】 市民一般（原則として高卒以上） 

【【  受受講講料料  】】 １科目 ６，０００円 

【【  おお申申込込みみ方方法法  】】 

＊＊募募集集期期間間内内ににホホーームムペペーージジのの申申込込フフォォーームムかからら  

おお申申しし込込みみくくだだささいい。。 

 
https://www.shiga-u.ac.jp/research_cooperation/lifelong_education/open_seminar_menu/ 
 

＜Ｅメールでもお申し込みは可能です。Ｅメール：koukai＠biwako.shiga-u.ac.jpへ下記の内容をご送信ください＞ 

①希望科目名 ②郵便番号・住所 ③氏名（ふりがな） ④性別 ⑤年齢 ⑥電話番号＊日中連絡できるところ   

⑦メールアドレス ⑧受講動機 ⑨オンライン授業の環境の有無     

 

※本学は、個人情報の取り扱いを定めた法令等を遵守し、皆様から取得した個人情報については、以下の目的に則して利用す

るとともに、個人情報の適正な保護に努めます。 

＜利用目的＞ ①各種送付物（講座案内パンフレット・チラシ等）発送  ②受講料納入  ③講座運営  

④各種統計・調査  ⑤大学評価（自己点検評価・外部評価・認証評価等） 

 

【【  受受講講者者へへのの連連絡絡  】】  

・受講料は、募集締切後に送付する案内に従って、期日までに指定の銀行口座にお振込みください。 

（ご入金に係る振込手数料等はご負担願います。）  

・受講料の振込確認後、受講確定になりますので「受講証」「しがだいID」および「受講案内」をお送りしま

す。なお、受講確定後の科目変更は認められません。 

・申込者が多数の場合は、抽選となります。 

 

【【  そそのの他他  】】  

・授業では、記録のため写真撮影を行うことがあります。その写真をパンフレットやホームページ等の広報と

して使用することがあります。予めご了承ください。 

・曜限については、授業日確保のため土、日、祝日に実施することがあります。 

・休講、補講の連絡は、滋賀大学キャンパス教育支援システム（愛称：SUCCESS）にて各自でご確認下さい。 

・公開授業を受講した証明として、指定された授業回数の3分の2を出席された希望者には修了証書を発行し

ます。申込みの詳細は、受講証をご参照下さい。 

  

【【  おお問問いい合合わわせせ先先  】】    

滋賀大学 産学公連携推進課    〒522-8522 彦根市馬場一丁目1-1 

      電  話 ：0749-27-1279（平日10：00～16：00）  

              メ ー ル ：koukai＠biwako.shiga-u.ac.jp 

 
15 16 

 

 
 

【彦根キャンパス 春学期】 

 

科目名 担当教員 曜限 Ｐ 

教
養
科
目 

アアンントトレレププレレナナーーシシッッププⅠⅠ  

～ゲームチェンジャーになるために～ 

産学公連携推進機構 

上田 雄三郎 特任教授 
木曜日 5 限 17 

専
門
科
目 

～ 国際文化システム特殊講義 ～ 

世世界界遺遺産産学学  

経済学部 

真鍋 晶子 教授 

青柳 周一 教授  

 位田 隆一 前学長 

金曜日 4 限 18 

地地域域社社会会・・文文化化論論  

～江戸時代の近江からの旅・近江の旅～ 

経済学部 

青柳 周一 教授 
火曜日 3 限 19 

古古文文書書解解読読ＡＡ１１  

～江戸時代の古文書に親しむ～ 

経済学部 

青柳 周一 教授 
木曜日 2 限 20 

経経営営数数学学  

～経営の科学～ 

経済学部 

内藤 雄志 准教授 
木曜日 2 限 21 

 

【彦根キャンパス 秋学期】 

 科目名 担当教員 曜限 Ｐ 

教
養
科
目 

アアンントトレレププレレナナーーシシッッププⅡⅡ  

～ビジネスアイデアを考える～  

産学公連携推進機構 

上田 雄三郎 特任教授 

火曜日 

4 限,5 限 
22 

専
門
科
目 

古古文文書書解解読読ＡＡ２２  

～江戸時代の古文書を学ぶ～  

経済学部 

青柳 周一 教授 
火曜日 2限 23 

数数学学的的思思考考  

～意思決定と計画の数学～ 

経済学部 

内藤 雄志 准教授 
火曜日 6限 24 

 

※2023 年度は大津キャンパスでの公開授業はありません。 
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滋賀大学 公開授業 

公開授業 
二次元ｺｰﾄﾞ 

公公開開授授業業  

【【  募募集集期期間間  】】  
  

■ 春学期    令和５年３月１０日（金）から３月１９日（日） 

■ 秋学期    令和５年８月２５日（金）から９月 ４日（月） 

 

【【  受受講講対対象象者者  】】 市民一般（原則として高卒以上） 

【【  受受講講料料  】】 １科目 ６，０００円 

【【  おお申申込込みみ方方法法  】】 

＊＊募募集集期期間間内内ににホホーームムペペーージジのの申申込込フフォォーームムかからら  

おお申申しし込込みみくくだだささいい。。 

 
https://www.shiga-u.ac.jp/research_cooperation/lifelong_education/open_seminar_menu/ 
 

＜Ｅメールでもお申し込みは可能です。Ｅメール：koukai＠biwako.shiga-u.ac.jpへ下記の内容をご送信ください＞ 

①希望科目名 ②郵便番号・住所 ③氏名（ふりがな） ④性別 ⑤年齢 ⑥電話番号＊日中連絡できるところ   

⑦メールアドレス ⑧受講動機 ⑨オンライン授業の環境の有無     

 

※本学は、個人情報の取り扱いを定めた法令等を遵守し、皆様から取得した個人情報については、以下の目的に則して利用す

るとともに、個人情報の適正な保護に努めます。 

＜利用目的＞ ①各種送付物（講座案内パンフレット・チラシ等）発送  ②受講料納入  ③講座運営  

④各種統計・調査  ⑤大学評価（自己点検評価・外部評価・認証評価等） 

 

【【  受受講講者者へへのの連連絡絡  】】  

・受講料は、募集締切後に送付する案内に従って、期日までに指定の銀行口座にお振込みください。 

（ご入金に係る振込手数料等はご負担願います。）  

・受講料の振込確認後、受講確定になりますので「受講証」「しがだいID」および「受講案内」をお送りしま

す。なお、受講確定後の科目変更は認められません。 

・申込者が多数の場合は、抽選となります。 

 

【【  そそのの他他  】】  

・授業では、記録のため写真撮影を行うことがあります。その写真をパンフレットやホームページ等の広報と

して使用することがあります。予めご了承ください。 

・曜限については、授業日確保のため土、日、祝日に実施することがあります。 

・休講、補講の連絡は、滋賀大学キャンパス教育支援システム（愛称：SUCCESS）にて各自でご確認下さい。 

・公開授業を受講した証明として、指定された授業回数の3分の2を出席された希望者には修了証書を発行し

ます。申込みの詳細は、受講証をご参照下さい。 

  

【【  おお問問いい合合わわせせ先先  】】    

滋賀大学 産学公連携推進課    〒522-8522 彦根市馬場一丁目1-1 

      電  話 ：0749-27-1279（平日10：00～16：00）  

              メ ー ル ：koukai＠biwako.shiga-u.ac.jp 

 
15 16 

 

 
 

【彦根キャンパス 春学期】 

 

科目名 担当教員 曜限 Ｐ 

教
養
科
目 

アアンントトレレププレレナナーーシシッッププⅠⅠ  

～ゲームチェンジャーになるために～ 

産学公連携推進機構 

上田 雄三郎 特任教授 
木曜日 5 限 17 

専
門
科
目 

～ 国際文化システム特殊講義 ～ 

世世界界遺遺産産学学  

経済学部 

真鍋 晶子 教授 

青柳 周一 教授  

 位田 隆一 前学長 

金曜日 4 限 18 

地地域域社社会会・・文文化化論論  

～江戸時代の近江からの旅・近江の旅～ 

経済学部 

青柳 周一 教授 
火曜日 3 限 19 

古古文文書書解解読読ＡＡ１１  

～江戸時代の古文書に親しむ～ 

経済学部 

青柳 周一 教授 
木曜日 2 限 20 

経経営営数数学学  

～経営の科学～ 

経済学部 

内藤 雄志 准教授 
木曜日 2 限 21 

 

【彦根キャンパス 秋学期】 

 科目名 担当教員 曜限 Ｐ 

教
養
科
目 

アアンントトレレププレレナナーーシシッッププⅡⅡ  

～ビジネスアイデアを考える～  

産学公連携推進機構 

上田 雄三郎 特任教授 

火曜日 

4 限,5 限 
22 

専
門
科
目 

古古文文書書解解読読ＡＡ２２  

～江戸時代の古文書を学ぶ～  

経済学部 

青柳 周一 教授 
火曜日 2限 23 

数数学学的的思思考考  

～意思決定と計画の数学～ 

経済学部 

内藤 雄志 准教授 
火曜日 6限 24 

 

※2023 年度は大津キャンパスでの公開授業はありません。 
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アアンントトレレププレレナナーーシシッッププⅠⅠ
～～ゲゲーームムチチェェンンジジャャーーににななるるたためめにに～～

▶授業の目的と概要

本科目は、変化の大きな時代の中で、自立し

た個人としての問題意識を持ち、社会をより

良い方向に変革するための、アントレプレナ

ーシップの育成・開発を目的とする。 

アントレプレナーシップとは、高い創造意

欲を持ち、難しい社会課題にもチャレンジす

る能力・行動をいう。ＡＩ時代を迎え、高度化・

複雑化するビジネスシーンの中では、自らを

差別化する手段として、既存の枠組みを超え

てイノベーションを起こすゲームチェンジャ

ーであることが求められる。従って、単に起業

を目指す人だけでなく、企業・自治体など組織

に属する人、教員や個人事業主を目指す人に

も必須の能力のひとつである。 

 「アントレプレナーシップⅠ」においては、

創造力、論理的思考力、コミュニケーション

力、コラボレーション力の 4 つのスキルを、

さまざまなジャンルの実務経験豊富な講師陣

から実践的な講義を通して体得する。 

担当教員 
産学公連携推進機構 

上田 雄三郎 特任教授 

開講曜限 木曜日 5 限（16：10～17：40） 

開講日 

4 月 13,20,27 

5 月 11,18,20,25 

6 月 1,8,15,22,29 

7 月 6,13,20 

参考書情報 

（補足） 

＜参考書＞ 

「イノベーションデザイン＝IN

NOVATION DESIGN：博報堂流、未

来の事業のつくり方」／イノベ

ーションデザイン編集会議著,

博報堂,日経 BP 社, 2018 

※ハイブリッド授業（対面＋同時双方向）

毎回出題される課題が、出席確認を兼ねる。 

彦根・春 

-15-

      ～～国国際際文文化化シシスステテムム特特殊殊講講義義～～  世世界界遺遺産産学学  

▶授業の目的と概要

地域の知の拠点である本学が彦根城の

世界遺産登録の実現を学問的立場から支

援する。彦根市が 2025 年をめどに市のシ

ンボルであり滋賀大彦根キャンパスに隣

り合う「彦根城」の世界遺産登録を目指す

動きに合わせ、彦根商工会議所の委託に

より、世界遺産や無形文化遺産、世界の記

憶等（以下「世界遺産」）を通して、学生

たちに地域づくり、観光政策、地域文化の

保存と活用などを学ぶ場を、一流の専門

家であるゲスト講師により提供する。彦

根城が2025年の世界遺産登録を実現する

には、2023 年に登録のために必要な推薦

書素案などの書類を文化庁に提出し、彦

根城の国内推薦を決定してもらう必要が

ある。このように、登録を目指す活動がい

よいよ佳境を迎えることを踏まえて、今

年の世界遺産学は「世界遺産登録の意義

と意味を問い直す」とのテーマを掲げて

開講する。彦根城のような歴史文化財が

世界遺産になることにどのような文化

的・学術的意義があるのか、またそれは地

域社会にとってはどのような意味があ

り、どのような影響を及ぼし得るのかと

いった点を中心に、理論的かつ実践的に

学んでいく。国内外の世界遺産の現状や

課題を学習しながら、その意義を学び、受

講生にとって身近な地域と世界の今後に

ついても議論できるようになる。また、ま

ちづくりや文化政策に興味を持ち、地元

でのみならず世界の文化や遺産の保存・

活用などに積極的に取り組める人材の育

成も視野に入れる。 

※授業は原則として対面で実施するが、新

型コロナウイルス感染拡大状況によって

は、オンラインとの併用で実施する。

担当教員 

経済学部  

真鍋 晶子 教授／青柳 周一 教授 

位田 隆一 前学長 

開講曜限 金曜日 4 限（14：30～16：00） 

開講日 

4 月 7,14,21,28 

5 月 12,19,26 

6 月 2,9,16,23,30 

7 月 7,14,21 

ゲスト講師 

・青柳正規氏（元文化庁長官・多摩美術大

学理事長・東大名誉教授）

・石丸紀興氏（㈱広島諸事・地域再生研究

所代表、元広島大学教授）

・岩本渉氏（(独)国立文化財機構アジア太

平洋無形文化遺産研究センター所長）

・河野俊行氏（前イコモス会長・九州大学

教授）

・小林隆氏（彦根市歴史まちづくり部文化

財課 彦根城世界遺産登録推進室）

・佐藤禎一氏（元ユネスコ代表部特命全権

大使・元文部省事務次官）

・鈴木達也氏（滋賀県文化スポーツ部文化

財保護課 彦根城世界遺産登録推進室）

・鈴木地平氏（文化庁文化資源活用課文化

遺産国際協力室文化財調査官）

・田名真之氏(沖縄県立博物館･美術館長)

・中島誠一氏（元長浜市長浜城歴史博物館

館長・元長浜市曳山博物館館長）

・中村正久氏（㈶国際湖沼環境委員会副理

事長）

・西山要一氏（奈良大学名誉教授）

・松浦晃一郎氏（ユネスコ第 8 代事務局長・

元駐フランス共和国特命全権大使） 

・八重樫忠郎氏（岩手大学平泉文化研究セ

ンター客員教授）

・茨木恵美氏（彦根城博物館学芸史料課学

芸員）

参考書情報 

・「世界遺産学への誘い」／位田・真鍋・青 

柳編,サンライズ出版，2022 年 9 月 

・「世界遺産学を学ぶ人のために」／奈良大 

学文学部世界遺産を考える会編，世界思 

想社，2000 年 10 月 

※特定の教科書は使用しないが、理解の一

助となる参考書として推奨

彦根・春 

－ 17 － － 18 －
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アアンントトレレププレレナナーーシシッッププⅠⅠ
～～ゲゲーームムチチェェンンジジャャーーににななるるたためめにに～～

▶授業の目的と概要

本科目は、変化の大きな時代の中で、自立し

た個人としての問題意識を持ち、社会をより

良い方向に変革するための、アントレプレナ

ーシップの育成・開発を目的とする。 

アントレプレナーシップとは、高い創造意

欲を持ち、難しい社会課題にもチャレンジす

る能力・行動をいう。ＡＩ時代を迎え、高度化・

複雑化するビジネスシーンの中では、自らを

差別化する手段として、既存の枠組みを超え

てイノベーションを起こすゲームチェンジャ

ーであることが求められる。従って、単に起業

を目指す人だけでなく、企業・自治体など組織

に属する人、教員や個人事業主を目指す人に

も必須の能力のひとつである。 

 「アントレプレナーシップⅠ」においては、

創造力、論理的思考力、コミュニケーション

力、コラボレーション力の 4 つのスキルを、

さまざまなジャンルの実務経験豊富な講師陣

から実践的な講義を通して体得する。 

担当教員 
産学公連携推進機構 

上田 雄三郎 特任教授 

開講曜限 木曜日 5 限（16：10～17：40） 

開講日 

4 月 13,20,27 

5 月 11,18,20,25 

6 月 1,8,15,22,29 

7 月 6,13,20 

参考書情報 

（補足） 

＜参考書＞ 

「イノベーションデザイン＝IN

NOVATION DESIGN：博報堂流、未

来の事業のつくり方」／イノベ

ーションデザイン編集会議著,

博報堂,日経 BP 社, 2018 

※ハイブリッド授業（対面＋同時双方向）

毎回出題される課題が、出席確認を兼ねる。 

彦根・春 
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      ～～国国際際文文化化シシスステテムム特特殊殊講講義義～～  世世界界遺遺産産学学  

▶授業の目的と概要

地域の知の拠点である本学が彦根城の

世界遺産登録の実現を学問的立場から支

援する。彦根市が 2025 年をめどに市のシ

ンボルであり滋賀大彦根キャンパスに隣

り合う「彦根城」の世界遺産登録を目指す

動きに合わせ、彦根商工会議所の委託に

より、世界遺産や無形文化遺産、世界の記

憶等（以下「世界遺産」）を通して、学生

たちに地域づくり、観光政策、地域文化の

保存と活用などを学ぶ場を、一流の専門

家であるゲスト講師により提供する。彦

根城が2025年の世界遺産登録を実現する

には、2023 年に登録のために必要な推薦

書素案などの書類を文化庁に提出し、彦

根城の国内推薦を決定してもらう必要が

ある。このように、登録を目指す活動がい

よいよ佳境を迎えることを踏まえて、今

年の世界遺産学は「世界遺産登録の意義

と意味を問い直す」とのテーマを掲げて

開講する。彦根城のような歴史文化財が

世界遺産になることにどのような文化

的・学術的意義があるのか、またそれは地

域社会にとってはどのような意味があ

り、どのような影響を及ぼし得るのかと

いった点を中心に、理論的かつ実践的に

学んでいく。国内外の世界遺産の現状や

課題を学習しながら、その意義を学び、受

講生にとって身近な地域と世界の今後に

ついても議論できるようになる。また、ま

ちづくりや文化政策に興味を持ち、地元

でのみならず世界の文化や遺産の保存・

活用などに積極的に取り組める人材の育

成も視野に入れる。 

※授業は原則として対面で実施するが、新

型コロナウイルス感染拡大状況によって

は、オンラインとの併用で実施する。

担当教員 

経済学部  

真鍋 晶子 教授／青柳 周一 教授 

位田 隆一 前学長 

開講曜限 金曜日 4 限（14：30～16：00） 

開講日 

4 月 7,14,21,28 

5 月 12,19,26 

6 月 2,9,16,23,30 

7 月 7,14,21 

ゲスト講師 

・青柳正規氏（元文化庁長官・多摩美術大

学理事長・東大名誉教授）

・石丸紀興氏（㈱広島諸事・地域再生研究

所代表、元広島大学教授）

・岩本渉氏（(独)国立文化財機構アジア太

平洋無形文化遺産研究センター所長）

・河野俊行氏（前イコモス会長・九州大学

教授）

・小林隆氏（彦根市歴史まちづくり部文化

財課 彦根城世界遺産登録推進室）

・佐藤禎一氏（元ユネスコ代表部特命全権

大使・元文部省事務次官）

・鈴木達也氏（滋賀県文化スポーツ部文化

財保護課 彦根城世界遺産登録推進室）

・鈴木地平氏（文化庁文化資源活用課文化

遺産国際協力室文化財調査官）

・田名真之氏(沖縄県立博物館･美術館長)

・中島誠一氏（元長浜市長浜城歴史博物館

館長・元長浜市曳山博物館館長）

・中村正久氏（㈶国際湖沼環境委員会副理

事長）

・西山要一氏（奈良大学名誉教授）

・松浦晃一郎氏（ユネスコ第 8 代事務局長・

元駐フランス共和国特命全権大使） 

・八重樫忠郎氏（岩手大学平泉文化研究セ

ンター客員教授）

・茨木恵美氏（彦根城博物館学芸史料課学

芸員）

参考書情報 

・「世界遺産学への誘い」／位田・真鍋・青 

柳編,サンライズ出版，2022 年 9 月 

・「世界遺産学を学ぶ人のために」／奈良大 

学文学部世界遺産を考える会編，世界思 

想社，2000 年 10 月 

※特定の教科書は使用しないが、理解の一

助となる参考書として推奨

彦根・春 

－ 17 － － 18 －
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地地域域社社会会・・文文化化論論  
          ～～江江戸戸時時代代のの近近江江かかららのの旅旅・・近近江江のの旅旅～～  

▶授業の目的と概要

【目的】この授業では、江戸時代の近江国内旅

行と共に、近江国と遠隔地（東北地方など）の

間を往復した旅行の実態について、近江商人

が書き残した当時の旅の記録にもとづいて明

らかにする。あわせて現代の国内観光や地域

文化のあり方との比較も試み、歴史学の立場

から現代日本社会や文化への理解を深めるこ

とも目的とする。 

【概要】旅行者の立場から、近江国という地域

で育まれた文化の歴史的特徴を明らかにする

と共に、近江国を他地域との幅広い交流関係

の中に位置付けて、互いに経済的・社会的・文

化的な影響を及ぼし合った状況について論じ

る。 

担当教員 
経済学部 

青柳 周一 教授 

開講曜限 火曜日 3 限（12：50～14：20） 

開講日 

4 月 11,18,25 

5 月 2,9,16,23,30 

6 月 6,13,20,27 

7 月 4,11,18 

参考書情報 

（補足） 

＜参考書＞ 

「近江商人中井家の研究」／ 

江頭恒治著，雄山閣，1992 

「近江日野の歴史 第 7 巻(日野

商人編)」／日野町史編さん委員

会 編，日野町，2012 

※授業は対面形式で行い、毎回レジュメと

参考資料を配布する。 

彦根・春 
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古古文文書書解解読読ＡＡ１１  ～～江江戸戸時時代代のの古古文文書書にに親親ししむむ～～

▶授業の目的と概要

【目的】「くずし字」と呼ばれる独特な字体

で記された江戸時代の古文書について学

び、その基礎的な解読能力を身に付ける。 

【概要】古文書の画像をテキストとして、書

かれている内容や解読の方法を説明する。

あわせて、受講者が自ら古文書を読みこな

すことができるようトレーニングを行う。 

授業では古文書の画像をテキストとして

配布し、解読の方法を実践的に学習する。

授業中で解読を行う箇所についてはあらか

じめ指示するので、受講者は予習してきた

内容に基づいて順番に解読文を板書し、教

員が添削する。その上で、解読文について

のディスカッションと内容の解説を行う。

こうした輪読形式でテキストを読み進める

ことを通じて、「くずし字」の基礎的な解読

能力を身に付ける。 

担当教員 
経済学部 

青柳 周一 教授 

開講曜限 木曜日 2 限（10：30～12：00） 

開講日 

4 月 13,20,27 

5 月 11,18,20,25 

6 月 1,8,15,22,29 

7 月 6,13,20 

参考書情報 

（補足） 

＜参考書＞ 

※ 必ず購入すること。

「くずし字解読辞典 普及版」／

児玉幸多著，東京堂出版，1993 

＜補足情報＞ 

古文書の内容と関わる歴史的な事項

については『国史大事典』ほか歴史

辞書類を参照。 

※授業は対面で実施するが、新型コロナウイルス

感染拡大状況によっては対面を取りやめ、オンラ

インのみとする場合がある。その際は、SUCCESS

などを通じて早めに周知する。 

彦根・春 

－ 19 － － 20 －
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地地域域社社会会・・文文化化論論  
          ～～江江戸戸時時代代のの近近江江かかららのの旅旅・・近近江江のの旅旅～～  

▶授業の目的と概要

【目的】この授業では、江戸時代の近江国内旅

行と共に、近江国と遠隔地（東北地方など）の

間を往復した旅行の実態について、近江商人

が書き残した当時の旅の記録にもとづいて明

らかにする。あわせて現代の国内観光や地域

文化のあり方との比較も試み、歴史学の立場

から現代日本社会や文化への理解を深めるこ

とも目的とする。 

【概要】旅行者の立場から、近江国という地域

で育まれた文化の歴史的特徴を明らかにする

と共に、近江国を他地域との幅広い交流関係

の中に位置付けて、互いに経済的・社会的・文

化的な影響を及ぼし合った状況について論じ

る。 

担当教員 
経済学部 

青柳 周一 教授 

開講曜限 火曜日 3 限（12：50～14：20） 

開講日 

4 月 11,18,25 

5 月 2,9,16,23,30 

6 月 6,13,20,27 

7 月 4,11,18 

参考書情報 

（補足） 

＜参考書＞ 

「近江商人中井家の研究」／ 

江頭恒治著，雄山閣，1992 

「近江日野の歴史 第 7 巻(日野

商人編)」／日野町史編さん委員

会 編，日野町，2012 

※授業は対面形式で行い、毎回レジュメと

参考資料を配布する。 

彦根・春 
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古古文文書書解解読読ＡＡ１１  ～～江江戸戸時時代代のの古古文文書書にに親親ししむむ～～

▶授業の目的と概要

【目的】「くずし字」と呼ばれる独特な字体

で記された江戸時代の古文書について学

び、その基礎的な解読能力を身に付ける。 

【概要】古文書の画像をテキストとして、書

かれている内容や解読の方法を説明する。

あわせて、受講者が自ら古文書を読みこな

すことができるようトレーニングを行う。 

授業では古文書の画像をテキストとして

配布し、解読の方法を実践的に学習する。

授業中で解読を行う箇所についてはあらか

じめ指示するので、受講者は予習してきた

内容に基づいて順番に解読文を板書し、教

員が添削する。その上で、解読文について

のディスカッションと内容の解説を行う。

こうした輪読形式でテキストを読み進める

ことを通じて、「くずし字」の基礎的な解読

能力を身に付ける。 

担当教員 
経済学部 

青柳 周一 教授 

開講曜限 木曜日 2 限（10：30～12：00） 

開講日 

4 月 13,20,27 

5 月 11,18,20,25 

6 月 1,8,15,22,29 

7 月 6,13,20 

参考書情報 

（補足） 

＜参考書＞ 

※ 必ず購入すること。

「くずし字解読辞典 普及版」／

児玉幸多著，東京堂出版，1993 

＜補足情報＞ 

古文書の内容と関わる歴史的な事項

については『国史大事典』ほか歴史

辞書類を参照。 

※授業は対面で実施するが、新型コロナウイルス

感染拡大状況によっては対面を取りやめ、オンラ

インのみとする場合がある。その際は、SUCCESS

などを通じて早めに周知する。 

彦根・春 

－ 19 － － 20 －
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アアンントトレレププレレナナーーシシッッププⅡⅡ
          ～～ビビジジネネススアアイイデデアアをを考考ええるる～～

▶授業の目的と概要

アントレプレナーシップとは、高い創造意

欲を持ち、リーダーシップを発揮して困難な

課題にチャレンジ精神で取り組み、協調と協

働を図りながら、社会をよりよくするための

能力・行動を言います。時代の変化は激しく、

デジタル化、ＡＩ化が進み、感染症に強い社

会システムが求められる中で、自らを差別化

する手段として、ますます高い価値を持つも

のです。このアントレプレナーシップ向上の

ために、実際の事業者の課題抽出し、解決策

を考えるＰＢＬ型授業（課題を見つけて、解

決策を考える）を開催します。  

具体的には、事業者の方から直接お話を聞

いて、グループで討論して課題を見つけ出し、

課題の解決策を考えてグループ発表をしま

す。 

担当教員 
産学公連携推進機構 

上田 雄三郎 特任教授 

開講曜限 
火曜日 4 限,5 限 

（14：30～16：00,16：10～17：40） 

開講日 

10 月 

11 月 

12 月 

ホームページで

ご案内します。 

※対面授業で、毎回の出席とプラン発表に

より評価とする。 

※開講日に変更がある場合は、事前に

SUCCESS などを通じて早めに周知する。 

彦根・秋 

21

      経経営営数数学学  ～～経経営営のの科科学学～～

▶授業の目的と概要

企業経営において、数量的な分析をベース

として問題を解決し、科学的基礎に基づいた

計画・意思決定を行うことは重要な課題のひ

とつである。この授業では、生産、販売、投

資の問題を題材として、需要予測や在庫管理

に関連する確率や統計の理論、経済的に有利

な案を選択する理論や数理モデルの作り方

を紹介する。 

例題で解説する数理モデルの作り方や取

り扱い、さらに関連する問題を実際に解くこ

とを通じて、問題を数式で表現し最適な解を

計算によって求めるといった、オペレーショ

ンズ・リサーチの手法や問題解決の為の基本

的な考え方を身につけることを目標とする。 

※原則として対面で実施するが、新型コロナ

ウイルス感染拡大状況によっては、オンライ

ンで実施することもある。オンラインで実施

する場合には原則として Zoom を用いる。 

担当教員 
経済学部 

内藤 雄志 准教授 

開講曜限 木曜日 2 限（10：30～12：00） 

開講日 

4 月 13,20,27 

5 月 11,18,20,25 

6 月 1,8,15,22,29 

7 月 6,13,20 

講義資料 

講義資料は、原則として毎週水

曜日（授業予定日の前日）13 時ま

でに、SULMS（滋賀大学・学習管理

システム）に掲載する。対面授業

の場合は、希望者にその回の分を

印刷したプリントを配布する。参

考書は、講義資料に掲載する。 

＜補足情報＞ 

予習をしたい方、欠席された方

には SULMS に講義資料と投影資

料の PDF ファイルを掲載。必要に

応じて授業や SUCCESS で指示す

る。 

彦根・春 
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      経経営営数数学学  ～～経経営営のの科科学学～～

▶授業の目的と概要

企業経営において、数量的な分析をベース

として問題を解決し、科学的基礎に基づいた

計画・意思決定を行うことは重要な課題のひ

とつである。この授業では、生産、販売、投

資の問題を題材として、需要予測や在庫管理

に関連する確率や統計の理論、経済的に有利

な案を選択する理論や数理モデルの作り方

を紹介する。 

例題で解説する数理モデルの作り方や取

り扱い、さらに関連する問題を実際に解くこ

とを通じて、問題を数式で表現し最適な解を

計算によって求めるといった、オペレーショ

ンズ・リサーチの手法や問題解決の為の基本

的な考え方を身につけることを目標とする。 

※原則として対面で実施するが、新型コロナ

ウイルス感染拡大状況によっては、オンライ

ンで実施することもある。オンラインで実施

する場合には原則として Zoom を用いる。 

担当教員 
経済学部 

内藤 雄志 准教授 

開講曜限 木曜日 2 限（10：30～12：00） 

開講日 

4 月 13,20,27 

5 月 11,18,20,25 

6 月 1,8,15,22,29 

7 月 6,13,20 

講義資料 

参考書は、講義資料に掲載する。 

講義資料は、原則として毎週水曜

日（授業予定日の前日）13 時ま

でに、SULMS に掲載する。対面授

業の場合は、希望者にその回の分

を印刷したプリントを配布する。 

＜補足情報＞ 

予習をしたい方、欠席された方

には SULMS（滋賀大学・学習管理

システム）に講義資料と投影資料

の PDF ファイルを掲載。必要に応

じて授業や SUCCESS で指示する。 

彦根・春 
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アアンントトレレププレレナナーーシシッッププⅡⅡ
          ～～ビビジジネネススアアイイデデアアをを考考ええるる～～

▶授業の目的と概要

アントレプレナーシップとは、高い創造意

欲を持ち、リーダーシップを発揮して困難な

課題にチャレンジ精神で取り組み、協調と協

働を図りながら、社会をよりよくするための

能力・行動を言います。時代の変化は激しく、

デジタル化、ＡＩ化が進み、感染症に強い社

会システムが求められる中で、自らを差別化

する手段として、ますます高い価値を持つも

のです。このアントレプレナーシップ向上の

ために、実際の事業者の課題抽出し、解決策

を考えるＰＢＬ型授業（課題を見つけて、解

決策を考える）を開催します。  

具体的には、事業者の方から直接お話を聞

いて、グループで討論して課題を見つけ出し、

課題の解決策を考えてグループ発表をしま

す。 

担当教員 
産学公連携推進機構 

上田 雄三郎 特任教授 

開講曜限 
火曜日 4 限,5 限 

（14：30～16：00,16：10～17：40） 

開講日 

10 月 

11 月 

12 月 

ホームページで

ご案内します。 

※対面授業で、毎回の出席とプラン発表に

より評価とする。 

※開講日に変更がある場合は、事前に

SUCCESS などを通じて早めに周知する。 

彦根・秋 

21

      経経営営数数学学  ～～経経営営のの科科学学～～

▶授業の目的と概要

企業経営において、数量的な分析をベース

として問題を解決し、科学的基礎に基づいた

計画・意思決定を行うことは重要な課題のひ

とつである。この授業では、生産、販売、投

資の問題を題材として、需要予測や在庫管理

に関連する確率や統計の理論、経済的に有利

な案を選択する理論や数理モデルの作り方

を紹介する。 

例題で解説する数理モデルの作り方や取

り扱い、さらに関連する問題を実際に解くこ

とを通じて、問題を数式で表現し最適な解を

計算によって求めるといった、オペレーショ

ンズ・リサーチの手法や問題解決の為の基本

的な考え方を身につけることを目標とする。 

※原則として対面で実施するが、新型コロナ

ウイルス感染拡大状況によっては、オンライ

ンで実施することもある。オンラインで実施

する場合には原則として Zoom を用いる。 

担当教員 
経済学部 

内藤 雄志 准教授 

開講曜限 木曜日 2 限（10：30～12：00） 

開講日 

4 月 13,20,27 

5 月 11,18,20,25 

6 月 1,8,15,22,29 

7 月 6,13,20 

講義資料 

講義資料は、原則として毎週水

曜日（授業予定日の前日）13 時ま

でに、SULMS（滋賀大学・学習管理

システム）に掲載する。対面授業

の場合は、希望者にその回の分を

印刷したプリントを配布する。参

考書は、講義資料に掲載する。 

＜補足情報＞ 

予習をしたい方、欠席された方

には SULMS に講義資料と投影資

料の PDF ファイルを掲載。必要に

応じて授業や SUCCESS で指示す

る。 

彦根・春 
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            古古文文書書解解読読ＡＡ２２  ～～江江戸戸時時代代のの古古文文書書をを学学ぶぶ～～

▶授業の目的と概要

【目的】古文書解読Ａ１を受講して「くずし

字」の基礎的な解読能力が身に付いた者を

主な対象として、さらなる解読力の向上を

目的として開講する。 

【概要】古文書の画像をテキストとして

「くずし字」解読のトレーニングを行う

と共に、古文書や日本史に関する一定度

専門的な知識を習得する。 

古文書の画像をテキストとして配布し、

解読の方法を実践的に学習する。具体的に

は、解読を行う箇所をあらかじめ指示する

ので、受講者は予習してきた内容に基づい

て解読文を順番に板書する。教員が添削し

た上で、解読文についてのディスカッショ

ンと内容の解説を行う。こうした輪読形式

でテキストを読み進めることを通じて、「く

ずし字」の基礎的な解読能力を身に付け

る。 

担当教員 
経済学部 

青柳 周一 教授 

開講曜限 火曜日 2 限（10：30～12：00） 

開講日 

10 月 3,10,17,24,31 

11 月 7,14,21,28 

12 月 5,12,19 

1 月 9,16,23 

参考書情報 

（補足） 

＜参考書＞ 

※ 必ず購入すること。

「くずし字解読辞典 普及版」／

児玉幸多著，東京堂出版，1993 

＜補足情報＞ 

より詳しく古文書を学習したい場

合は、『くずし字用例辞典』がある。 

その他、古文書の内容と関わる歴

史的な事項については『国史大事

典』ほか歴史辞書類を参照。 

※授業は対面で実施するが、新型コロナウイルス

感染拡大状況によっては対面を取りやめ、オンラ

インのみとする場合がある。その際は、SUCCESS な

どを通じて早めに周知する。 

彦根・秋 

-24-

      数数学学的的思思考考  ～～意意思思決決定定とと計計画画のの数数学学～～

▶授業の目的と概要

身近な応用数学の問題などを題材に、現実

の問題を解決する際に意思決定や計画に用い

られる数学の考え方や分析の仕方にふれても

らうことを意図している。問題を解決する為

の手法として、確率に関する問題、行列を用

いた表現と分析、情報数学、順位付けや選挙

に関する数学などの話題を紹介する。  

例題で解説する数理モデルの作り方や取

り扱い、さらに関連する問題を実際に解くこ

とを通じて、確率や指定された基準に基づい

た解を計算によって求めるといった、問題解

決の為の基本的な数理的思考を身につけるこ

とを目標とする。 

※原則として対面で実施するが、新型コロナ

ウイルス感染拡大状況によっては、オンライ

ンで実施することもある。オンラインで実施

する場合には原則として Zoom を用いる。  

担当教員 
経済学部 

内藤 雄志 准教授 

開講曜限 火曜日 6 限（17：45～19：15） 

開講日 

10 月 3,10,17,24,31 

11 月 7,14,21,28 

12 月 5,12,19 

1 月 9,16,23 

講義資料 

講義資料は、原則として毎週水曜

日（授業予定日の前日）13時までに、

SULMS（滋賀大学・学習管理システ

ム）に掲載する。対面授業の場合は、

希望者にその回の分を印刷したプ

リントを配布する。参考書は、講義

資料に掲載する。 

＜補足情報＞ 

予習をしたい方、欠席された方

には SULMS に講義資料と投影資料

の PDF ファイルを掲載。必要に応

じて授業や SUCCESS で指示する。 

彦根・秋 
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            古古文文書書解解読読ＡＡ２２  ～～江江戸戸時時代代のの古古文文書書をを学学ぶぶ～～

▶授業の目的と概要

【目的】古文書解読Ａ１を受講して「くずし

字」の基礎的な解読能力が身に付いた者を

主な対象として、さらなる解読力の向上を

目的として開講する。 

【概要】古文書の画像をテキストとして

「くずし字」解読のトレーニングを行う

と共に、古文書や日本史に関する一定度

専門的な知識を習得する。 

古文書の画像をテキストとして配布し、

解読の方法を実践的に学習する。具体的に

は、解読を行う箇所をあらかじめ指示する

ので、受講者は予習してきた内容に基づい

て解読文を順番に板書する。教員が添削し

た上で、解読文についてのディスカッショ

ンと内容の解説を行う。こうした輪読形式

でテキストを読み進めることを通じて、「く

ずし字」の基礎的な解読能力を身に付け

る。 

担当教員 
経済学部 

青柳 周一 教授 

開講曜限 火曜日 2 限（10：30～12：00） 

開講日 

10 月 3,10,17,24,31 

11 月 7,14,21,28 

12 月 5,12,19 

1 月 9,16,23 

参考書情報 

（補足） 

＜参考書＞ 

※ 必ず購入すること。

「くずし字解読辞典 普及版」／

児玉幸多著，東京堂出版，1993 

＜補足情報＞ 

より詳しく古文書を学習したい場

合は、『くずし字用例辞典』がある。 

その他、古文書の内容と関わる歴

史的な事項については『国史大事

典』ほか歴史辞書類を参照。 

※授業は対面で実施するが、新型コロナウイルス

感染拡大状況によっては対面を取りやめ、オンラ

インのみとする場合がある。その際は、SUCCESS な

どを通じて早めに周知する。 

彦根・秋 
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      数数学学的的思思考考  ～～意意思思決決定定とと計計画画のの数数学学～～

▶授業の目的と概要

身近な応用数学の問題などを題材に、現実

の問題を解決する際に意思決定や計画に用い

られる数学の考え方や分析の仕方にふれても

らうことを意図している。問題を解決する為

の手法として、確率に関する問題、行列を用

いた表現と分析、情報数学、順位付けや選挙

に関する数学などの話題を紹介する。  

例題で解説する数理モデルの作り方や取

り扱い、さらに関連する問題を実際に解くこ

とを通じて、確率や指定された基準に基づい

た解を計算によって求めるといった、問題解

決の為の基本的な数理的思考を身につけるこ

とを目標とする。 

※原則として対面で実施するが、新型コロナ

ウイルス感染拡大状況によっては、オンライ

ンで実施することもある。オンラインで実施

する場合には原則として Zoom を用いる。  

担当教員 
経済学部 

内藤 雄志 准教授 

開講曜限 火曜日 6 限（17：45～19：15） 

開講日 

10 月 3,10,17,24,31 

11 月 7,14,21,28 

12 月 5,12,19 

1 月 9,16,23 

講義資料 

講義資料は、原則として毎週月曜

日（授業予定日の前日）13時までに、

SULMS（滋賀大学・学習管理システ

ム）に掲載する。対面授業の場合は、

希望者にその回の分を印刷したプ

リントを配布する。参考書は、講義

資料に掲載する。 

＜補足情報＞ 

予習をしたい方、欠席された方

には SULMS に講義資料と投影資料

の PDF ファイルを掲載。必要に応

じて授業や SUCCESS で指示する。 

彦根・秋 
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教育学部附属幼稚園　　  ☎（077）527-5257
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【所在地】〒520-0862 大津市平津二丁目5番1号

BIWAKO

本部
附属図書館
経済学部
　〃　附属史料館
　〃　経済経営研究所
　〃　附属リスク研究センター
大学院経済学研究科
データサイエンス学部
環境総合研究センター
国際センター
社会連携研究センター
　公共経営分野
　産業振興分野
データサイエンス教育研究センター
高大接続・入試センター
情報処理センター
保健管理センター
障がい学生支援室
夜間・休日案内

☎（0749）27-1005
☎（0749）27-1026
☎（0749）27-1030
☎（0749）27-1046
☎（0749）27-1047
☎（0749）27-1404 
☎（0749）27-1032
☎（0749）27-1030
☎（0749）27-7521
☎（0749）27-1172

☎（0749）27-1279
☎（0749）27-1141
☎（0749）27-1266
☎（0749）27-1240
☎（0749）27-1048
☎（0749）27-1024
☎（0749）27-8166
☎（0749）27-1012

教育学部  　　　　　　　
　〃  附属教育実践総合センター
大学院教育学研究科  　　
保健管理センター分室　　  
附属図書館教育学部分館
社会連携研究センター　  
　生涯学習分野  
情報処理センター（大津地区）
夜間・休日案内　　　　　  

☎（077）537-7704
☎（077）537-7704
☎（077）537-7704
☎（077）537-7709
☎（077）537-7710

☎（077）537-7701
☎（077）537-7713
☎（077）537-7705
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彦根城

滋賀大口

至 米原至 京都

京阪石山駅

石山高校
京阪石山寺駅

野々宮

石山寺

国道1号線

JR東海道新幹線

名神高速道路を利用の場合、岐阜県、愛知県方向（下り）からお越しの時は、「瀬田東IC」を、
京都府、大阪府方面（上り）からお越しの時は、「瀬田西IC」を利用してください。

国際交流
　　会館

テニスコート

石山駅より／京阪バス   新浜（南郷中学校経由）行・南郷二丁目東（野々宮経由）行
・大石（南郷中学校経由）行　「滋賀大西門」下車　徒歩すぐ

栄町一丁目

芹川

JR在来線50分 彦根駅より／滋賀大学行直行バス運行（土、日、祝日は除く）

／徒歩25分
／湖国バス　県立大学（市立病院経由）行
　「滋賀大口」下車　徒歩約2分
　 又は「栄町一丁目」下車徒歩約5分
／タクシー　約5分（940円程度）

徒歩
バス

JR新快速60分

JR北陸本線特急70分
JR新快速50分

JR新快速80分

運動場
（陸上競技場・野球場等）

JR新快速100分
三ノ宮

大阪

京都

JR新幹線･在来線（米原のりかえ）35分　在来線70分

岐阜

敦賀

福井

名古屋

徒歩
バス

彦根キャンパス位置図

JR新快速15分

JR新快速45分

60分（京都経由）奈良
JR新快速65分

JR琵琶湖線
 （東海道本線）

三ノ宮

大阪

京都

JR新幹線・在来線（京都のりかえ）50分
在来線新快速105分

／京阪バス　新浜行・大石行「滋賀大前」下車　徒歩約7分

／京阪バス　石山団地（石山寺経由）行「石山幼稚園」下車　徒歩
約10分／滋賀大学行直行バス運行（土、日、祝日、休業期間は除く）

名古屋

大津キャンパス位置図

石山駅

滋賀大前
びわ湖・瀬田川
 オブザベトリ

瀬田西IC

滋賀大西門

瀬田東IC

京滋バイパス

名神高速道路

瀬
田
川
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石山駅より／京阪バス   新浜（南郷中学校経由）行・南郷二丁目東（野々宮経由）行
・大石（南郷中学校経由）行　「滋賀大西門」下車　徒歩すぐ

／京阪バス　新浜行・大石行「滋賀大前」下車　徒歩約7分

／京阪バス　石山団地（石山寺経由）行「石山幼稚園前」下車　徒歩
約10分／滋賀大学行直行バス運行（土、日、祝日、休業期間は除く）
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＊＊＊＊＊ 新新型型ココロロナナウウイイルルスス感感染染症症へへのの対対応応ににつついいてて ＊＊＊＊＊ 

2023 年度の公開講座・公開授業については、感染拡大防止策を講じた上で、原則として対面実

施（オンラインとの組み合わせや併用を含む）とします。 

受講にあたっては、以下の内容についてご理解・ご協力をお願いします。個々の実施形態や注

意事項等については、P3～13、P17～24 に掲載している各講座等の概要をご確認ください。 

 

※今後の新型コロナウイルス感染拡大の状況によっては、開催方法の変更や開催を中止する場合

があります。大大学学ホホーームムペペーージジでで随随時時最最新新のの情情報報ををおお知知ららせせししまますすので、ご確認ください。 

 

 

１．対面講座・授業の受講にあたっては、以下の感染防止対策にご協力ください。 

①受講当日は検温し、平熱であることを確認してください。風邪やいつもと違う症状 

がある場合は、受講をお控えください。 

②マスクは各自で用意し必ず着用して入構してください。 

③3 つの密（密接、密閉、密集）を避けて行動してください。 

④ソーシャルディスタンス（できるだけ 2ｍ、最低でも 1ｍ以上）を心掛けてください。 

⑤手洗い、手指消毒をこまめにしてください。 

 

 

２．オンライン講座・授業の受講にあたっては、以下の条件を満たすことが必要になります。 

①インターネット環境が整っている（データ通信量は無制限が望ましい）。 

②講義の時間帯にインターネットに接続し、使用できるパソコンやタブレット端末が 

ある（スマートフォンの使用は推奨しない）。 

③パソコンの基本操作ができる（文字入力・添付ファイルのダウンロード・インターネッ

トの検索・メールの送受信など）。 

④受講に際しての注意事項を順守する。 

 

 

【 オンライン受講に際しての注意事項 】 

〇Zoom 等で講座等を受ける際に、担当教員から連絡のある「ミーティング ID」と「パスワード」

は、他人に漏らさないようにしてください。  

〇講座等で提供された資料や動画などをご自身以外の第三者に見せたり、インターネット上

（SNS やメール等）への転載・転送は行わないでください。  

 

※※端端末末機機器器のの使使用用やや操操作作方方法法、、イインンタターーネネッットト通通信信機機器器のの接接続続やや使使用用等等にに関関すす

るるササポポーートトははででききまませせんんののででごご了了承承くくだだささいい。。  

-21- 
 

 

 

  

  

  

大大津津ササテテラライイトトププララザザ位位置置図図  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
滋滋賀賀大大学学へへののごご寄寄附附ののおお願願いい  

 

本学では『滋賀大学基金』を設置し、学生の教育・研究、国際交流、修学、課外活動支援、データ 

サイエンス教育研究の高度化など、滋賀大学を幅広く支えていただくご支援をお願いしています（税 

制上の優遇措置の対象です）。 

皆さまの温かいご支援・ご協力をよろしくお願い申し上げます。 

  
『『滋滋賀賀大大学学基基金金』』のの種種類類  

  
一一般般基基金金                      学生の教育・学習支援、国際交流事業、滋賀大学の源流である彦根高等 

商業学校創立百周年記念事業推進など、大学全般に対する幅広いご支援 

（以下、特定基金：特定目的へのご支援） 

修修学学支支援援事事業業基基金金              経済的な理由で修学が困難な学生に対するご支援 

ススポポーーツツ・・文文化化活活動動基基金金       学生の課外活動に係るご支援（特定の部活動への支援を指定可） 

デデーータタササイイエエンンスス基基金金         データサイエンス教育研究の高度化に係るご支援 

経経済済学学部部基基金金                 経済学部における教育研究活動に係るご支援 

附附属属学学校校園園いいままをを生生ききるる基基金金   教育学部附属学校園の教育環境充実をはじめ、教育活動に係るご支援 

藤藤村村泰泰子子記記念念基基金金             障害児者の音楽教育・音楽活動に関するご支援 

 

 

 

 

詳しくは寄附金ホームページをご覧ください。 hhttttpp::////wwwwww..sshhiiggaa--uu..aacc..jjpp//kkiikkiinn//  

＜お問い合わせ先＞  滋賀大学基金室（広報課内） 

〒522-8522 滋賀県彦根市馬場 1-1-1 

℡ 0749-27-1004  Fax 0749-27-1129 

E-mail kikin@biwako.shiga-u.ac.jp 

滋賀大学
大津サテライトプラザ

大津サテライトプラザ周辺地図

大津サテライトプラザ
〒520-0056　大津市末広町1-1（JR大津駅前 日本生命大津ビル4階）
Tel/Fax 077-524-3692

JR線でお越しの場合
JR琵琶湖線（東海道本線）「大津駅」下車、徒歩すぐ
（JR大津駅前 日本生命大津ビル4階） 

ステーションビル●ステーションビル●

●
逢坂小学校

●
逢坂幼稚園

郵便局
●

野村証券●
大津支店　 　滋賀銀行

●本店
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●大津土木
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●県庁
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　　●
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滋賀大学
大津サテライトプラザ
（日本生命大津ビル4階）

京阪電鉄石山坂本線

島
ノ
関
駅 打出浜

島の関西

県庁前

松本1丁目

本宮1丁目西

梅林1丁目

京町3丁目

京町1丁目南

◀至京都

▼至京都

至石山▶

大
津
IC
▼
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お問い合わせ

産学公連携推進課

〒522-8522  彦根市馬場一丁目1-1

TEL:0749-27-1279
FAX:0749-27-1431
e-mail:koukai@biwako.shiga-u.ac.jp
HP https://www.shiga-u.ac.jp/

滋賀大学

公 開 講 座 等
開催のご案内

2023年度

●インキ：環境配慮型インキ（植物油インキ or ノンVOCインキ）
●印刷：有害な廃液を排出しない水なし印刷
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