
滋賀大学剣道部 
 

 

 

  

部活紹介 
9 月にある関西大会を中心にいろんな大会に出場しています！ 

大会には経済学部の部員と一緒に出るので、教育、経済学部の間での 

交流がとても多く、部全体の旅行は毎回とても盛り上がります！ 

剣道を再開したい方はもちろん、初心者の方、マネージャーも大歓迎です！！ 

活動の情報 
・活動場所 武道場(体育館横) 

・活動日程 

 火曜日 16:30~18:30 

 木曜日 15:00~17:00 

 土曜日 10:00~12:00 

・部員 2 名(男子 1 人、女子 1 人) 

    (経済学部男子 4 人、女子 6 人) 

新歓情報・ご質問はこちらから！ 

Twitter：滋賀大学剣道部教育学部(@kendo_sue) 

滋賀大学教育学部剣道部公式 LINE：https://lin.ee/9UFZyq 

公式 HP：https://shigadaikendo.wixsite.com/mysite-1 

ブログ：http://blog.livedoor.jp/shigadai_kendou/ 

 

 

 

ただし 

部員が少ないため、曜日や時間については

好きに変えることができます！ 

 

何でも相談してね！ 



活動の様子 

 

新入生歓迎会 

 

夏の合宿 

 

柔道部との交流会 

 

部員のお誕生日会 

 

部旅行 in 神戸 

滋賀大学剣道部はいつでも、 

あなたの入部をお待ちしています。 

 



 

練習場所：テニスコート 

練習日程：火…16：20～17：30 

木…14：40～17：30 

土…9：00～12：30 または練習試合 

（日曜日は基本 OFFまたは練習試合） 

部員：男子12人・女子9人（うちマネージャー3人） 

私たち硬式テニス部は、男女合わせて 21 人で活動しています！とっても仲が良く、真面目にかつ楽しく！をモット

ーにとても雰囲気良く活動しています。部員の中には「雰囲気が良かったから入った」という子もたくさんいます！

優しい先輩やおもしろい先輩など個性豊かな部員たちです。中学校、高校からのがっつり経験者から、ソフトテニス

上がりの部員、「テニスは初めて！」と言う初心者まで、レベルは幅広くいろんな部員がいますが、みんな楽しくテ

ニスをしていて間違いなく上達しています！もちろん美人なマネージャーもそろっています！ 

硬式テニス部にはたくさんの楽しいイベ

ントがあります！（この写真は秋合宿） 

Twitter→ 

Instagram→ 

公式 HP もあります！ 

「滋賀大学教育学部硬式テニ

ス部」で検索！ 

ツイッター、インスタグラムも

随時更新中！ 

Check it out! 👉 

 



滋賀大学教育学部サッカー部 
 

興味がある方はこちらまで！！ 

公式ライン         Instagram                 

 

 

 

 

 

Twitter:@ShigaUnivsoccer 

 

こんにちは！ 

サッカー部です！ 

我々は関西学生リーグの２部昇格を目指して、

日々練習に取り組んでいます。 

メリハリのある部活で、オフもしっかりあっ

て、楽しい行事も盛り沢山です。 

興味がある方は、是非、見学や体験に来て見て

ください！ 



  

 

 

 

 

 

 【部活動紹介】  

 柔道部です！！柔道ってガタイのいい人がやっているスポーツというイメージかもしれません…。  

 でも実際はそんなことないんです！！ぜひ一度見に来てください！  

 未経験者大歓迎！今からでも始めることが出来ます！  

 日本の国技である柔道に挑戦してみませんか？ 

 

 【練習日程】  

月 火 水 木 金 土 日 

 
16:15～

18:00 

16:15～

18:00 
 

16:15～

18:00 

10:00～

12:00 
 

 

 【練習場所】  

 武道場です！！  

 

 【部員状況】  

 4回生 4人（女の子も一人います！）  

 3回生 1人  

 2回生 1人  

 

 

 

 

 

                                          

 Twitter：@kyoikujudoshigaまで！！ 
部員が少ないよぉ…。 



 

 Q.柔道部で得したということはありますか？  

 

 A.怪我をしないことです！  

 僕はバイクで事故を起こしたことがあるのですが…    

 そのときに受け身をとり外傷なしでした！(笑)  

 ペンネーム 田舎のヤンキー さんからのアンサー  

 

 

 

 

 

Ａ．あなたは、大切な人を護る術を持っていますか？  

 僕はその術を持っています。  

 それが柔道の良さです。(笑)  

 ペンネーム アオハルゴリラ さんからのアンサー  

  

 

 

 

 A.黒帯を取ることが出来ます！！  

 段位は履歴書なんかにも書くことが出来ます！  

 自分のアピールポイントが増えるかも！！  

 初心者でも大丈夫！！最強の指導者（先輩）がいるので  

 すぐに取れますよ！！（努力は必要です！）  

 ペンネーム パスタサイコー さんからのアンサー  

 

 

 

 Q.まだまだ質問があるのですが…。 

 

 A.ぜひ、柔道部の公式 Twitterまでお越しください！ 

お待ちしておりまーす！！ 



滋賀大学教育学部

準硬式野球部 

準硬式野球部は京滋六大学リーグに所属

しています。全日本選手権への出場を目

指して日々練習しています。昨年は秋リ

ーグ優勝、関西選手権準優勝という成績

を収めることができました。部活だけで

なく、夏の部旅行や冬のボード旅行など

もあります。一緒に野球しませんか？  

 

 

練習場所：グラウンド（雨天：トレーニングルーム） 

部員数：１８人(マネージャー５人) 

練習日：月、(水)、金  16:20~18:00 

       木   14:40~17:00 

           土    9:00~12:00 

     

 

３，４月 春リーグ 

４回生はこの春リーグで引退です。学生                       

生活最後の大会。全国につながる大会です。

何年間も続けてきた野球の集大成。全力で

挑みます。 

 

 

５月 二次トーナメント・関西選手権 

        春リーグの成績で出場が決まります。 

これを勝ち抜くことができれば全国です。 

 

 

 

 

 

 

全員で練習することができるように

平日は部員のカリキュラムによって

変わることもあります。練習後や練習

日以外にも自主練をしています。 



６月 新人戦、滋和戦 

新人戦は各チーム 1 回生と 2 回生での大会です。 

滋和戦は毎年開催されている和歌山大学との交流戦です。 

 

８，９月 近畿地区国立大学体育大会、秋リーグ、部旅行 

 

秋リーグは新チームでの初めてのリーグ戦です。全国にはつな

がっていませんが優勝することで、関西選手権に出場できます。

昨年は関西選手権に出場し準優勝することができました。 

 

 

 

 

夏休み最後のビッグイベントである部旅行。1 回生が先輩 

たちと仲良くなれる旅行です。楽しんでいきましょう！ 

 

１月 ボード旅行 

１月の入試休みに 1 泊 2 日のボード旅行に行きます。 

初心者でも大丈夫！先輩たちができるようになるまで教えてくれます。 

 

２月 合宿 

春リーグ前の最後の調整です。大学ではなく暖かい場所での合宿。            

春リーグで活躍できるよう、後悔の無いように取り組みます。 

昨年の成績  

近畿地区国立大学体育大会  優勝 

秋リーグ  優勝 

関西選手権 準優勝 

 

SNS Instagram：shiga_junkou 

      Twitter：@Shigadaijunkou 

 

 

 

 

 

 

質問等があればこちらまで！ 

グラウンドで待っています！！ 

マネーずの仲間入り

も待ってます！ 

 



 

少林寺拳法部 

少林寺拳法ってなんだろう？ 

少林寺拳法は日本発祥の武道です。 

 

どんな練習しているの？ 

突きや蹴りなどの剛法、投げや固めなどの柔法、それらを組み

合わせた演武を主に修練しています。 

 

誰でもできる？ 

老若男女問わず世界中で競技されています！ 

 

活動場所：武道場（体育館の隣） 

 

練習時間：月 16：30～18：30 

     水 17：30～19：30 

     木 14：45～16：45 

     日 13：00～17：00（隔週） 

 

部員数：2 回生 男子 4 人・女子 3 人 

    3 回生 男子 3 人 

    4 回生 男子 6 人・女子 2 人 

 

 

 

 

 

 

大会記録 

・2019 年関西学生新人大会初段の部 3 位！ 

・2018 年全日本学生大会白緑の部 2 位！ 

 

 

 

 

 

https://shigakyo-syorinji.amebaownd.com/  

 

2020 6 月 

MON TUE WED THU FRI    SAT SUN 

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ 

８ ９ 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30      

       練習日（2 時間）    練習日（4 時間） 

 

 

どの入賞者も大学初め！

大会では同じキャリアの

人と競い合うため、誰で

も入賞が狙える！ 

Twitter Instagram 

気軽に DM

送ってね！ 

こちらのホームペー

ジからより詳しい情

報を見れるよ！ 

9 割が大学

初め！ 

https://shigakyo-syorinji.amebaownd.com/


 

Q 兼部兼サークルってできますか？ 

Q バイトと両立できますか？ 

Q 女子でもできますか？

Q 初心者で、運動部未経験なのですが… 

Q 黒帯って取れるの？ 

大会だけでなく、新歓コンパ

やクリスマス会、合宿など

様々な行事があります！ 

 

 



水 泳 部 

 

 

練習場所：プール 

練習日程：月、水、土（シーズン中の夏場は木もあり） 

     1 日 2 時間程度 

オフ期間：12 月後半～2 月 

現役部員数：男子 5 人 女子 8 人 

      （マネージャー含む） 

 

初心者大歓迎 

 

選手希望、マネージャー希望どちらでも大歓迎です！ 

今までの活動が気になる方はインスタグラム 

または Twitter（＠Shiga_Edu_Sust）で検索 

 

 



Q＆A 

 

Q:プールが使えないときは何をしているんですか？ 

A:陸上でも練習しています 
 主に秋から冬にかけては筋トレやランニングをメインに練習をしています。それだけかよと思

ったそこのあなた、それだけじゃないんですよ。ダンスを取り入れていたり、土曜日には外部の

プールを借りて泳いだりします。筋トレ一色にはならないので安心してください。 

 

Q:初心者ですが練習についていけますか？ 

A:大丈夫です 

 初心者用の練習メニューも用意するので、徐々に泳ぐ力をつけられます。上級生の中には初心

者だった人もいて、バリバリ泳いでいます。また、選手、マネージャーを問わず募集しているの

で、入部希望の方は気軽に声をかけてください。 

 

Q:部の魅力を教えてください 

A:いろいろあります 

 まずは部員の仲がいいことだと思います。部全体の雰囲気が良くアットホームな空間です。

BBQ や部旅行もあるのでそこでより親睦を深めることもできます。 

 部室が広いという点も挙げられます。講義が終わって部活まで時間が余っているときは部室で

勉強したり昼寝をすることもできます。 

 他にも魅力的なところがあるので、気になった人はぜひ足を運んでみてください。 

 



〈ボート部の活動日〉 

月・火・金…16：30～ 

木…15：00～ 

土…8：00～14：00～（2部練） 

水・日…OFF 

※現在はコロナの影響で週 2，3回活動しています。 

〈ボート部の練習場所〉 

滋賀大学教育学部の漕艇場 

➥「天下一品 御殿浜店」のすぐ近く。分からなくても先輩が案内します！ 

 

〈ボート部の良いところ〉 

①絶対的な仲間に出会える！ 

活動日が多い分、一緒にいる時間も長い。ここまできたらもう家族！？逆に部活がないと寂しすぎる… 

②毎日が充実する！ 

学校とバイトとの毎日はどうしても単調になりがち。そんな中でボート部なら、毎日新しい刺激がもらえるので、退

屈な学校生活にさせません！ 

③ボート部だけの合宿所！ 

ボート部には合宿所があり、そこはボート部だけが自由に使えます！部活の後に勉強するもよし、お昼寝す

るもよし。ちなみに打ち上げなどはすべて合宿所で行うので、周りを気にしなくていい＋安く済みます♪ 

部活動紹介 

ボート部は 3回生 4人、2回生 3人の計 7人

で 、みんなで楽しく活動しています！

「ボートって何？」という人も大歓迎！ 

部員ほとんどが です！運動が苦手でも

マネージャーやコックスになれば ！ 

また、月に 1度、部員全員で遊ぶ日がありま

す。 BBQやボウリング、運動会… 

とても楽しくて、これがあるから日々の部活も

がんばれる！？ 

あなたも私たちと一緒に

させませんか！！！ 

 



 

ボートは何チームかまとめて１人のマネージャーが付きます。そのため、放課後だとみんなの予定がどうして

も合わないときには、朝練を行うときがあります。朝練の前の日は友達と合宿所に泊まったり、朝焼けがとって

も綺麗だったり、楽しいですよ！朝練があった日は放課後の練習はないので、バイトや友達と遊ぶなど好きなこ

とに使えます🌷 

 

 

勉強は先輩に去年の過去問を聞くことができたり、部活後友達と勉

強したりできます！部活があるからこそ効率的に勉強ができます♪

バイトは、水・日の OFF の日と土曜日の部活後にやっている人が多

いです！長期休みの練習は半日なので、午後は稼ぎ時！月 10 万稼ぐ

人もいます！ 

 

 いきなり現役と混じって練習するのではなく、はじめは週３日、４回生と一緒に楽しく体を動かしていきま

す！また、長期休みにはみんなで予定を合わせて活動日を決めるので帰省もちゃんとできます◎大体１ヶ月前に

次の月の活動日を決めるので、バイトのシフトや友達との予定も組みやすいです！試合の後には２週間の OFF

期間があります♪ 

 

 

                                 Twitter：＠shigaedu_boat2 

ボート部は Instagram、Twitter、ホーム

ページなど積極的に活動しています！ 

何か聞きたいことがあればDM、もしくは

質問箱へ！！ 

みんなと部活できる日を待ってます！♪ 



ソフトテニス部 
        

     
 

 

 

 Twitter: @shiga_softe 

 その他、詳細は、「滋賀大学教育学部ソフトテニス部」で検索！ 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

部活動紹介 

 ソフトテニス部は教育、経済、データサイエンス学部合同で試合に参加しています。 

関西リーグ昇格を目標とし、経験者、初心者関係なく、日々楽しく教え合いながら練習に励

んでいます。 

 

練習場所：テニスコート  

練習日程：月木土(試合 1 ヶ月前は＋金) 

部  員  数：19 人  

(男 9 人  女 7 人  マネージャー3 人) 

OFF 期間：期末考査 1 週間前  

11 月末～2 月末の約 2 ヶ月  

 

経験者、初心者大募集！！ 

マネージャーも大募集！！ 



 

 

 

 

 

＆

初心者で始めても、経験を積んだ先輩が丁寧に教えてくれます！経験者も初心者の人に

教えることで、自分の弱点に気付くことがあるので、大歓迎です！ 

練習の後（平日の練習は基本18時まで）や、練習の無い日（火・水・日曜日）にバイトをして

います。勉強面では、授業優先で、わからないことがあったりしたら先輩たちが助けてくれま

す！いろいろな専攻の先輩がいるので履修の面でも相談にのってくれると思います！ 

部費は一か月１０００円（マネージャーは５００円）です！でもかかる費用はそれだけではあり

ません…合宿費(春・夏2回)やユニフォーム代などがあります。 

それは他の部活も同じだと思うので、ソフトテニス部だからということではありませんよ！ 

他にも知りたいことがあれば気軽に連絡してください！ 



 

 

 

  

 ご覧いただきありがとうございます！ 

 

詳しくは Twitter をチェック‼ 

【大津キャンパス】＠shiga_ttc_edu 

【彦根キャンパス】@shiga_uni_ttc 

活動日 

火、水、土曜日 

(週 3 日) 

日曜日に自主練習も

行っています。 

練習場所 

体育館 

男子 15 人女子 3 人 

計 18 人 

 

部員状況 



 

「大学の部活って…？」 

&滋賀大学卓球部 

A 練習メニューは各自で考えています。 

筋トレやランニングに自主的に取り組む部員も！ 

A もちろん大丈夫です。卓球教室でバイトしている 
部員もいるので、一から丁寧に教えます！ 
 

A 練習以外の日にバイトや勉強しています。勉 

強で困ったときはききあえるのもいいところ！ 

みなさんに会える日を 
心待ちにしています。 
受験頑張ってください！！ 

A 他大学と交流できる試合や合宿、部旅行など 
   彦根キャンパスと合同で行います！ 

 練習は厳しい？ 

 初心者でも大丈夫？ 

 勉強やバイトと両立できる？ 

 練習以外どんなイベントがあるの？ 



男子バスケットボール部 

部活動紹介                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

                                    

                                    

年中行事（例年） 

６月 滋和戦（滋賀大学と和歌山大学の交流戦）       

８月 夏合宿、海旅行 

９月～１１月 関西リーグ戦               

３月 ボード旅行、春合宿 

などなど、楽しいイベント盛りだくさんです！ 

 

部活動紹介 

男子バスケットボール部は、秋のリーグ戦を目標

に日々の練習を頑張っています。昨年のリーグ戦

では、4部全勝優勝を達成し、3部昇格を果たし

ました。回生の仲のよさはもちろん、先輩後輩の

距離も近く、和気あいあいとした部活です。でも

やるときはやるので、メリハリがあります。 

練習場所：体育館 

練習日程：月、木、土、日曜は自主練 

部員数：プレイヤー12 人、マネージャー2 人 

OFF 期間：２月＆リーグ戦終わりの１０月後半 

＆テスト期間 

 

経験者はもちろん、初心者も大歓迎！ 

プレイヤー、マネージャーともに大募集！ 

質問何でも待っています！ 

Twitter：@sue_basket 

 

 

 
 



男バスってどんな部活？ 

Ｑ：勉強やバイトとの両立はできますか？ 

Ａ：できます！ 

テスト前に OFF期間があるのでしっかりテスト対策ができます。アルバイトも二つ、三つと 
掛け持ちしている部員が多いです。またサークルを掛け持ちすることも可能ですよ。 

 

 

Ｑ：男バスのいいところは？  

Ａ：たくさんあります！ 

同回生は回生旅行に行くほど仲が良い       

先輩後輩の仲が良い               

プレイヤーがみんな面白い                     

マネージャーがみんな優しい 

部活のイベントが楽しい 

日焼けしない 

バスケは誰でもかっこよく見える  などなど書ききれないほどあるので、見学して感じてください！ 

 

 

Ｑ：マネージャーってどんな仕事をするのですか？ 

Ａ：プレイヤーのみなさんを支えます！ 

日々の練習では、ドリンクを作ったり、タイマーをしたりなどプレイヤーがけがをせずに練習できる環境を

整えようと頑張っています。大会のときは、エントリーをしたり、スコアをかいたりなど大切な仕事もあり

ます。でもバスケのルールがあまりわからなくても大丈夫！マネージャーのほとんどがバスケ経験者では

ありません！ 

 

 

男バスに入ったあなたは素敵な大学生活を送ること間違いなし！ 

一緒に楽しい思い出を作りましょう 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

活動紹介 

 

プレイヤー８人、マネージャー３人と 

少人数ながら４部昇格を目指し 

楽しく頑張っています！ 

回生関係なく仲がいいことが自慢です！ 

経験者の方も初心者の方も大歓迎です！ 

個性的な仲間と大学バスケ 

楽しみませんか？ 

練習場所：滋賀大学教育学部体育館 

練習日程：月・木・土 

     ２～３時間程度 

（テスト１週間前は OFF 

長期休暇にも OFF あり！） 

部員状況：３回生５人 

２回生３人 

Twitter ：＠skbbg2018 

Instagram：＠skbbg20 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

試合や練習の後は、 
みんなでご飯を食べに 
行くときもあります！ 
同回生はもちろん、 
先輩、後輩とも 
仲良くなれます！ 

練習メニューは自分達で 
考えます！ 

練習中は一生懸命、 
休憩中は和気あいあいと
していて、いつでも笑い

が絶えません！ 
しっかりメリハリがつけ
られるのもいいところ！ 

試合中は全員で
円陣！ 

みんな真剣で 
すごい迫力！ 



バドミントン部 

（バドミントン部基本情報） 

Twitter アカウント 

 ＠sue41bado 

インスタ アカウント 

 

 

 

 

 

 

 

 

練習場所：滋賀大学体育館 

練習日程：火曜日（16：00～18：00 or 

                  18：00～19：30） 

       水曜日（18：00～20：00 or 16：00～18：00） 

       土曜日（２～3時間） 

※時間は体育館部活と調整の上で決定 

（自主練）日曜日（9：00～12：00） 

 

部員：4回生 男子 6人 女子 4人 

       3回生 男子 2人 

       2回生 男子 5人 女子 4人 

             マネージャー1人 

 

部活動のイベントは右の 2 つだけではありませ

ん！インスタや Twitter では 1 年間のイベント情

報を写真とともに紹介！ 

滋賀大バド部に入部して一緒に汗を流しませ

んか？ 

 

３月 全教（全国の国立教育系大学との交流戦） 

 

バド部のメインイベントにして最大の大会！ 

全国バド部の仲間と交流を深められます！一昨年は男子団

体 4 位という結果を残すことができました！ 

※2020 年は新型コロナにより実施できず・・・。 

 

 

 

試打会・練習予定など様々

な情報を掲載！最新情報

はこの２つをチェック！！ 

8 月 近教（近畿の国立教育系大学との交流戦） 

 

夏に実施する大会でバド部のメインイベントの一つ！  

各部員が最高の結果を残せるように、団体戦や個人戦頑張

ります！昨年男子は団体戦 2 位という結果を残しました！ 

1 回生初めての試合！他大との交流増！ 

1 週間の長期！バドミ

ントンに燃えろ！！ 



                   

 





男子バレーボール部

～部活動紹介～ 

男子バレーボール部は 

現在、3部に所属しています。 

回生、ポジション、経歴関係なく 

互いに刺激しあいながら日々練習に励

んでいます！！ 

これはバレー部でボーリング大会をした時

の写真です！男女バレー部はどの回生もと

ても仲良し！ 

試合形式で一緒に練習したりもしていま

す！ 

練習場所：体育館 

練習日程：火・木・金・(土) 

部員数：2回生プレーヤー：6人 マネ：2人 

3回生プレーヤー：2人 マネ：1人 

 4回生プレーヤー：3人 

オフ：試験１週間前、年末年始、リーグ後

インスタグラム➔shigavolley__edu

ツイッター➔＠Shigavolley

DM いつでも待ってます！！ 

＼ 行くぞ！！／ 

初心者・経験者・マネージャー

大募集中です！！ 

いつでも体育館に遊びに来てく

ださいね！！ 

＼ 最高！／ 



Ｑ Ａ 

Ｑ.初心者はいますか？ 

Ａ.います！！ 
２回生プレーヤー６人のうち２人は大学から 

バレーボールを始めています！ 

１年たった今では経験者に劣らないプレーを 

見せてくれます！ 

Ｑ.どんな行事があるんで

すか？ 

Ａ.滋和戦・ＯＢ会・納会・ 

部旅行などたくさんの行事が

あります！ 

試合後にみんなでご飯を食べて帰るのも 

とても良い思い出になります！ 

Ｑ.バイト・勉強と両立でき

ますか？ 

Ａ.できます！ 
部員のほぼ全員がバイトをしています！ 

（飲食店・塾・スーパーなど様々です！） 

バレー部は文武両道を目指しています！ 同級生

と勉強会をしたり、先輩からアドバイスをもらい

ながら定期試験を乗り越えましょう！ 
現２回生全員でユニバにいった時

の写真です！ 

バレーボールが好きな人 

大学で何かを始めたい人 

どなたでも一緒にバレーボ

ールを楽しみましょう！ 



女子バレーボール部 

 

 

 

 

 

 

活動場所： 体育館 

練習日程： 基本火・木・金の週 3日 

        リーグ前、リーグ中は変更あり 

練習時間： ２～３時間程度 

部員数：  活動人数 8人 

 

 

 

 

Twitter：shigavolley2017 

 

部活動紹介 

私たち女子バレーボール部は、３回生２人、２回

生６人（マネージャー１人）で活動しています。現在

は４部リーグですが、３部リーグ昇格を目標に日々

練習に取り組んでいます。 

笑顔満載、楽しさ満載の部活です！部員全員の仲

がよく、バレーボールも存分に楽しめ、行事もたく

さんあり充実した大学生活になること間違いありま

せん！ 

 プレーヤー・マネージャー・初心者の方・バレーか

ら離れていた方でも大歓迎です‼ 部活に入ろうか

悩んでいる高校生、ぜひ一度体育館に足を運んでみ

てください！一緒に楽しい大学生活をスタートさせ

ましょう!! 

体育館でお待ちしてます!! 

 

学校に行けず不安なことやわからないこと、気に

なることがあれば Twitter、インスタどちらでも気

軽に連絡してきてください！ 

 インスタでは、普段の活動や、行事などについて

紹介しています！ぜひ、チェックしてみてくださ

い！ 

 

 

 



 

Q&A 

Q: 初心者でも大丈夫ですか？ 

A: 大丈夫です!! 

   初心者から始めた人や小学校の頃だけやっていた人などたくさんいます。 

 練習も仲間にあわせて、メニューを組んだり基礎の練習を取り入れているの 

でバレーに興味がある方はだれでも大歓迎です！ 

 

Q: 部活とバイトの両立はできますか？ 

A: できます!! 

          部員の中には３つ掛け持ちしている人や、しっかり稼いでる人もたくさんい 

ます。バイトがあることも配慮して練習試合など組んでいきます！ 

 

 

Q: 先輩後輩の仲はどうですか？ 

A: とっても仲良しです!! 

   優しくて面白い先輩ばかりなのですぐに打ち解けられます。 

恒例行事だけでなくメンバー全員で遊びに行ったり、家で様々な 

パーティーをしたりします！男子バレー部と合同の行事もあります！ 

 

 



 

Q： 通いでも大丈夫ですか？ 

A: 大丈夫です‼ 

部員の半分は実家から通っています。 

実家から通うと洗濯ものやご飯が作ってあってらくちんですよね（笑） 



 

 

部員…プレーヤー11 人、マネージャー2 人の計１３人で活動しています。 

 

活動日程、場所…水曜、木曜の放課後約 2 時間、土曜日約２〜３時間 (全て体育館) 

 

年間予定…４〜５月 春季リーグ戦 

６月 滋賀大学和歌山大学対抗戦              

     ８月 BBQ、OB 戦、夏合宿                

     ９月〜１０月 秋季リーグ戦                

     １２月  OB 戦                     

     ３月 OB 戦、春合宿                   

 

 

 和歌山大学にて 



秋季リーグ戦  

 

 

  BBQ 

 

 

夏合宿  

 



 

先輩後輩が一緒になって日々練習に励んでいます！ 

ハンドボールはもちろん、練習以外の活動もたくさんあります！ 

プレーヤーもマネージャーも、まずは見学に来て下さい！お待ちしています！ 

 

Twitter @SUE_HBclub 

 

Instagram @boyshandb_all 

 



滋賀大学教育学部女子ハンドボール部 

  私たち、女子ハンドボール部は、少ない人数ですが楽しく元気に部活を行っています！また、

全員が大学からハンドボールを始めた初心者ばかりですが、助っ人や男ハン、OB さん、OG さん

に教えてもらいながら日々成長しています。初心者、経験者、マネージャー、大募集中です！！  

 

☆練習場所→体育館（日焼けしません！！） 

☆練習日程→毎週火、木、金の週３回（土日

は練習がないのでバイトも遊びもできま

す！） 

☆部員→4 回生が 2 人、３回生が４人、２回

生が２人（そのうち 1 人はマネージャー）と、

人数は少ないですがとても仲良しです◎ 

☆連絡先→Twitter（＠Shiga_handball）、Instagram(@sue.johan) 

      ↑ 

少しでも女ハン気になる方、ぜひぜひ連

絡ください！質問とかも受け付けてお

ります！何回でも言いますが、初心者、

経験者、マネージャー、大大大募集で

す！！ 

 



Q&A 

Q:通いでも大丈夫ですか？ 

A:大丈夫です！遅い時間の練習の日もありますが、遠くから通いながらバイトもたくさんしている

部員が半数くらいです      中には、３つ掛け持ちバイトしてる人も、ダンスサークルと掛け持ちし

てる人もいます！ 

Q:ハンドボールの魅力は何ですか？ 

A:ハンドボールは走る・跳ぶ・投げるの三つが大切な競技なので、スポーツ経験者ならどれか一つ

でもあてはまれば自分の特技を生かせることです！部員は、今まで陸上、バレー、ソフトボール、

バドミントンなどの部活に入っていました！もちろん、運動部が初めてという方も大歓迎です！新

しいことに挑戦することで、できることが増えるって、すごく魅力的じゃないですか！？そして、

何よりシュートがカッコイイので一度実際に見学や体験に来てもらいたいです！ 

Q:部員はどんな人たちですか？ 

A:後輩が大好きな人が多いです♡あと、面白い系、癒し系、変わってる系など、幅広いです！ 

Q:どんなイベントがありますか？ 

A:部旅行、新年会、BBQ、タコパ、OG 戦、滋和戦などです！ 

Q:女ハンの良い所は何ですか？ 

A:Ｔシャツやスウェットがオリジナルデザインで、とてもかわいいところです♡あと、テスト期間

は自主練なので自分のペースで練習の勉強もできます！部活終りにはおかし食べたり、ゆる～い一

面があるのも◎そして、人数が少ないのですぐにレギュラーとして活躍できちゃいます(笑)また、

マネージャーとプレイヤーの距離も近く、みんな仲良しのところが何より       



  

陸上競技部 

◉練習場所

     グラウンド 

 

◉練習日程
月・火・金   16:20～ 

木     14:45～ 

(土)     9:00～ 

 

 

◉部員状況 
短距離 1 名 
長距離 2 名 

跳躍 4 名 

マネ 1 名 
 

 

 

 

 

◉部活動紹介   
私たち陸上競技部は、関西インカレなどの対抗戦

や自己ベスト更新に向け、部員それぞれの目標達

成のため日々頑張っています！経験者はもちろ

ん、初心者の方も大歓迎です！皆さんと一緒に活

動できることを、部員一同楽しみに待っていま

す！ 
 

◉ＳＮＳ 

Twitter 

 ＠shiga_ed_tf 

Instagram 

  

 

 

 

 

 



Q&A 
 
Q．部活とバイトの両立はできます
か？ 

A．できます！ 
 
Q．選手のレベルはどのくらいです
か？ 

A．大学で陸上を始めた人から、全
国大会経験者まで幅広くいま
す！ 

 
Q．大学生活で、部活動に入ってい

てよかったと思うことは何です

か？ 
A．先輩と仲良くなれることですか

ね。大学において、先輩の存在
は大きいです。 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Q．少し陸上部に興味があ

るんですが… 

A．部活が再開したら一度

体験に来てみてくださ

い！Twitter やインス

タでいつでも質問はお

受けしております 

皆さんぜひ陸上部へ 



  

・風の力を原動力として走る船

で、なんといっても風を体で感

じて走る爽快感は最高です。

・船を操れる

・みんな大学生から始めた

初心者のみ！みんなで楽しく

ヨットの練習をしよう！！

練習場所:琵琶湖、瀬田川 

（石山駅に近い艇庫から出艇します！） 

練習日程:週 2～3（木、土、日） 

テスト期間、12 月～2 月オフ期間

SNS: Twitter、Instagram、HP も公開中！！ 

Twitter: 教育学部ヨット部 

@yachtshiga_u  Instagram 

更新中！！ ～日々更新中～ 



ヨット部 行事予定 詳しくはホームページ、SNS で！

「滋賀大学教育学部ヨット部」で検索！！ 

質問 Q＆A 

Q1 アルバイトはできる？？ 

A.もちろんできます。 2 つの

バイトしている先輩もいます！！ 

Q２ お金はかかる？ 

A. 大丈夫！！ヨット部には OB さんや先

輩がいるので、高額な出費はないです！！ 

高校生のみなさん、SNS に動画等も公開していますので、ヨットをみ

に来てください！！ 

9 月 琵琶湖周航 

琵琶湖をクルーザーで一周する合宿 

とてつもなく楽しいイベント
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