
短期大学行事等開催状況（令和元年 6 月～令和元年 11 月） 

              

【６月】 

1 日 （土） 教育懇談会、後援会総会、Word2016 スペシャリスト対策講座 

４日 （火） 企画戦略チーム会議、給食経営計画実習食事提供 

６日 （木） 教授会、学内研究会（ＳＤ研修会） 

８日 （土） Word2016 スペシャリスト対策講座 

９日 （日） オープンキャンパス、Word2016 スペシャリスト対策講座 

１１日 （火） 給食経営計画実習食事提供、 

１３日 （水） 高校教員対象入学試験説明会（本学）、自己点検・評価委員会、教務委員会、 

学生募集委員会、学生支援委員会、広報・図書委員会 

１４日 （金） 高校教員対象入学試験説明会（彦根会場） 

１８日 （火） 高校教員対象入学試験説明会（草津会場）、企画戦略チーム会議 

１９日 （水） 体育大会（県立体育館） 

２０日 （木） 教学委員会、人事委員会、企画委員会、附属高等学校実践講座 

２３日 （日） Word2016 スペシャリスト対策講座 

２４日 （月） 学園事務連絡会議 

２５日 （火） ＳＤ関連報告会、給食経営計画実習食事提供 

２６日 （水） 滋賀県大学図書館連絡会 

２７日 （木） 科会、附属高等学校実践講座、すみれがーでん 

２９日 （土） SHIGATAN ミーティング、第 3 回平野学区連携教育講座  

 

【７月】 

１日 （月） 地域移動講座 in 長浜市、附属高等学校保護者学校見学会 

２日 （火） 企画戦略会議、給食経営計画実習食事提供 

４日 （木） 教授会、自己点検評価・統括委員会、学内研究会 

６日 （土） 総合表現Ⅱ授業「発表会」 

７日 （日） Excel2016 スペシャリスト対策講座 

９日 （火） 企画戦略チーム会議、給食経営計画実習食事提供 

１０日 （水） 教学監査 

１１日 （木） 教務委員会、学生募集委員会、学生支援委員会、広報・図書委員会 

        Ⅰ教務オリエンテーション、すみれがーでん 

１３日 （土） 幼稚園実習前期教育実習補講日 

１４日 （日） 家庭的保育推進事業基礎研修、Excel2016 スペシャリスト対策講座 

１５日 （月） （祝日）月曜日授業 

１７日 （水） 地域移動講座 in 甲賀市 

１８日 （木） 教学マネジメント委員会、企画委員会、学内研究会、学内研究会（ＦＤ研修会） 

        評議委員会 

１９日 （金） 中間監査、内部監査（高校）、 

２６日 （土） オープンキャンパス 

２１日 （日） オープンキャンパス 



２３日 （火） 補講日、企画調整会議、給食経営計画実習食事提供 

２５日 （木） 補講日、科会、すみれがーでん 

２６日 （金） 常任理事会 

２７日 （土） 図書館連携講座（和邇） 

２８日 （日） 家庭的保育推進事業基礎研修 

２９日 （月） 前期定期試験（8 月 2 日まで） 

３０日 （火） 人事委員会、企画戦略チーム会議 

 

【８月】 

３日 （土） 総合選抜Ⅰ期事前面談 

４日 （日） 総合選抜Ⅰ期事前面談 

５日 （月） 夏季休業（9 月 26 日（木）まで）、留学生交流会 

６日 （火） 入学試験委員会、幼稚園教育実習連絡協議会、ホームカミングデー（生活） 

７日 （水） こども講座（陶芸） 

８日 （木） 教務委員会、こども講座（フラワーアレンジ・書道（硬筆・毛筆）） 

９日 （金） 生涯学習講座（銅版画） 

１０日 （土） 滋賀医科大学との共催公開講座 

１８日 （日） オープンキャンパス 

１９日 （月） オープンキャンパス 

２０日 （火） 中間監査、滋賀県教育委員会大学連続講座、こども講座（陶芸・書道（硬筆・毛筆）） 

        生涯学習講座（お菓子） 

２１日 （水） 滋賀県教育委員会大学連続講座、生涯学習講座（銅版画） 

こども講座（ラボラトリー・ドライポイント） 

２３日 （金） 総合選抜Ⅱ期事前面談日 

２５日 （日） 家庭的保育推進事業基礎研修 

２７日 （火） 入学試験委員会 

２８日 （水） 地域移動講座 in 東近江市、生涯学習講座（お菓子） 

２９日 （木） 学内研究会（ＳＤ研修会） 

３０日 （金） 地域移動講座 in 高島市、こども講座（ドライポイント）、 

生涯学習講座（銅版画・アイディア料理） 

 

【９月】 

５日 （木） 教授会、学内研究会（ＦＤ関連）、施設整備委員会、附属高等学校実践講座 

       すみれがーでん 

６日 （金） 理事会、生涯学習講座（銅版画） 

８日 （日） 同窓会総会・懇談会、ホームカミングデー（生活） 

１０日 （火） 保育所実習連絡協議会 

１２日 （木） 臨時教授会、人事委員会、教務委員会、学生募集委員会、学生支援委員会 

        広報・図書委員会、附属高等学校実践講座 

 

１３日 （金） 日本医師会認定医療秘書養成に関する運営委員会、施設実習連絡協議会 



        生涯学習講座（銅版画） 

１５日 （日） オープンキャンパス 

１９日 （木） 企画委員会、教学委員会、SP 評価作業、附属高等学校実践講座 

        地域移動講座 in 大津市、POWER POINT2016 対策講座、すみれがーでん 

２０日 （金） 中間監査、POWER POINT2016 対策講座 

２１日 （土） POWER POINT2016 対策講座 

２２日 （日） 総合選抜Ⅲ期事前面談日 

２４日 （火） 企画調整会議、入学試験委員会、Ⅰ・Ⅱ教務オリエンテーション、前期成績交付 

純美禮祭説明会 

２５日 （水） 前期再試験、生涯学習講座（スウェーデンハンドセラピー） 

２６日 （木） 前期再試験、幼稚園教育実習事後指導、附属高等学校実践講座、前期卒業式、科会 

２７日 （金） 後期授業開始 

 

【１０月】 

 ２日 （水） 辞令交付式 

３日 （木） 教授会、Ⅰ回生対象「人権講演会」、附属高等学校実践講座 

４日 （金） 学園事務連絡会議 

１０日 （木） 教務委員会、学生支援委員会、学生募集委員会、広報・図書委員会 

附属高校実践講座、すみれがーでん 

１３日 （日） 総合選抜・学校推薦 A（附属）・ＳⅠ期入試 

１４日 （月） 月曜日授業 

１６日 （水） 給食経営管理実習食事提供 

１７日 （木） 教学マネジメント委員会、企画委員会、防災訓練、附属高校実践講座 

２２日 （火） （祝日：即位礼正殿の儀）、火曜日授業、入学試験委員会 

２４日 （木） 臨時教授会、科会、附属高校実践講座、50 周年記念事業部会、すみれがーでん 

２５日 （金） 常任理事会 

２６日 （土） 滋賀短期大学公開講座、図書館連携講座（堅田） 

２７日 （日） 学校推薦Ａ・学校推薦Ｂ前期入試 

２９日 （火） 入学試験委員会、企画調整会議、 

３０日 （水） 給食経営管理実習食事提供 

３１日 （木） 教授会 

 

【１１月】 

 ２日 （土） 純美禮祭 

３日 （日） 純美禮祭、ホームカミングデー（幼教・ビジコミ） 

４日 （月） （振替休日）月曜日午後授業 

６日 （木） 給食経営管理実習食事提供 

７日 （木） 教務委員会、学生募集委員会、学生支援委員会、広報・図書委員会、すみれがーでん 

９日 （土） IT パスポート試験対策講座 

１３日 （水） 給食経営管理実習食事提供 

１４日 （木） 教学マネジメント委員会、企画委員会 



２１日 （木） 入学試験委員会、ＳＤ関連報告会、科会、すみれがーでん 

２３日 （土） 幼児教育アカデミー in SHIGATAN、IT パスポート試験対策講座 

２７日 （水） 給食経営管理実習食事提供 


