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三重大学市民向け講座三重大学市民向け講座三重大学市民向け講座三重大学市民向け講座三重大学市民向け講座

主催／三重大学伊賀連携フィールド、三重大学人文学部、上野商工会議所
共催／伊賀市

■会場／ハイトピア伊賀3階コミュニティ情報プラザホール
■参加料／無料　■定員／自由参加　■対象者／市民一般

人文学部　伊賀連携フィールド2015年度前期
市民講座「忍者・忍術学講座：伊賀・甲賀・紀州」

みえアカデミックセミナー2015
「すごいぞ！日本の科学技術
～ノーベル物理学賞は青色発光ダイオード～」

主催／三重県内高等教育機関、三重県生涯学習センター

■会場／三重県文化会館1階 レセプションルーム　■参加料／無料・要申し込み
■対象者／市民一般

教育学部理科教育
「星空観望会」

主催／三重大学教育学部理科教育コース天文学研究室

■会場／三重大学構内
■参加料／無料　■定員／参加自由　■対象者／市民一般

？ 「発見塾」はてな

後援／三重大学

■会場／①久居総合福祉会館レクリエーションホール
　　　　②③⑤津リージョンプラザ2階健康教室
　　　　④三重県総合博物館３階レクチャールーム

■参加料／無料
■定員／参加自由
■対象者／市民一般

工学部建築学科
第33回三重大学工学部建築学科「建築展2015」

主催／三重大学工学部建築学科、日本建築学会東海支部三重支所

■会場／ ①三重県総合文化センター2階第１ギャラリー
　 　　　②三重県総合文化センター2階小ホール

■参加料／無料　■定員／参加自由
■対象者／市民一般

1 江戸の伊賀者について

井上 直哉（京都大学・大学院生）
7月18日［土］／10：30～12：00　
講師

佐藤 正之（医学部・准教授）講師

1 防ごう！認知症～ならないための生活とは？

2 藤田西湖研究

山田 雄司（人文学部・教授）
8月8日［土］／10：30～12：00　
講師

3 狼煙あるいは烽火考 －のろしにサイエンスの想いを馳せて－

加藤 進（三重大学社会連携研究センター・特任教授）
9月12日［土］／10：30～12：00　

8月8日［土］／13：30～

講師

三宅 秀人（地域イノベーション学研究科・教授）講師

7月25日［土］／13：30～15：00

宮崎 照雄（名誉教授）講師

2 神風の伊勢の海 ～猿田彦大神と神武天皇から考える～
9月26日［土］／13：30～15：00

1「建築展2015」卒業設計+修士設計展
8月5日［水］～9日［日］／9：00～17：00

三重大学教員 他講師

永井 久夫（竹中工務店）講師

2 建築展特別講演会「「間」のデザイン」
8月8日［土］／14：00～16：00

磯和 勅子（医学部・教授）講師

3 介護予防と防災対策のための健脚づくり
～ゴムバンドによるはつらつ健脚運動～
11月21日［土］／13：30～15：00

菅原 洋一（工学部・教授）講師

4 昭和戦前の津の暮らしと住まい
2016年1月30日［土］／13：30～15：00

弓場 徹（教育学部・教授）講師

5 音痴矯正と認知症の予防・改善 ～歌う喜びを活かす～
2016年3月26日［土］／13：30～15：00人文学部チーム総務担当　☎059-231-9194 hum-somu@ab.mie-u.ac.jpE-mail

lib-kikaku@ab.mie-u.ac.jpE-mail

問い合わせ先

refresh@ne.phen.mie-u.ac.jpE-mail

ken-sokatu@ab.mie-u.ac.jpE-mail

附属図書館　☎059-231-9032
URL http://www.lib.mie-u.ac.jp/

社会連携研究センター（研究支援チーム）

問い合わせ先

工学部 松浦健治郎　☎059-231-9477

工学部 藤原裕司

問い合わせ先

詳細は下記URLに掲載予定です。
三重大学天文研究室
https://www.facebook.com/astromie

※雨天・曇天中止

伊藤 信成（教育学部・教授）講師

1 伝統的七夕観望会
8月20日［木］

2 中秋の名月観月会
9月27日［日］

3 ふたご座流星群観望会
12月14日［月］

教育学部 伊藤信成　☎059-231-9240
問い合わせ先

三重県生涯学習センター　☎059-233-1151
問い合わせ先

第18回「リフレッシュ理科教室」
『LEDで楽しい工作』

主催／三重大学CSTサポート室、応用物理学会、津市教育委員会

■会場／三重大学講堂　■参加料／無料
■定員／180名（1回につき60名）　■対象者／小学3年生～中学生
8月22日［土］（全３回 同日開催）／

問い合わせ先

第13回青少年のための科学の祭典・三重大学大会

主催／「青少年のための科学の祭典」三重大学大会実行委員会、日本科学技術振興財団

■会場／三重大学講堂　■参加料／無料
■定員／参加自由　■対象者／小学生、保護者、市民一般

11月14日［土］／13：00～17：00、15日［日］／10：00～16：00　

教育学部 後藤太一郎　☎059-231-9260　URL http://sci.edu.mie-u.ac.jp/
問い合わせ先

三重大サイエンスカフェ
第10回「家康の参謀 藤堂高虎」

主催／三重大学　協賛／伊勢門本店

■会場／津駅前伊勢門本店【ＥＢＩＩＲＯ】　■参加料／500円ドリンク付
■定員／先着40席限定※定員になり次第締め切り　■対象者／市民一般

8月28日［金］／15：00～17：00　 藤田 達生（教育学部・教授）講師
三重大学教員・学生、中学校・高校教員、高校生、科学ボランティア講師

☎059-231-9704　FAX 059-231-9705
問い合わせ先

平成
27年度

〒514-8507 三重県津市栗真町屋町1577
TEL059-232-1211（代）　http://www.mie-u.ac.jp/

公開講座についての最新情報はこちら↓
http://www.mie-u.ac.jp/neighborhood/open.html

5日は13：00より開催
8日は18：00終了、9日は16：00終了

①10：00～11：30 ②13：00～14：30
③15：00～16：30

同時開催：第9回サイエンスonステージ

回覧

※特別講演会は定員300名：当日先着順

■申込期間 ～7月31日［金］
■申込先　http://www.ne.phen.mie-u.ac.jp/user/RefreshRika/



平平成27年度　学部主催公開講座27年度　学部主催公開講座平成27年度　学部主催公開講座27年度　学部主催公開講座平成27年度　学部主催公開講座
人文学部「公開ゼミ」・「公開講座」

医学部「公開講座」

平成27年度 後期三重大学市民開放授業平成27年度 後期三重大学市民開放授業平成27年度 後期三重大学市民開放授業平成27年度 後期三重大学市民開放授業平成27年度 後期三重大学市民開放授業

生物資源学部特別支援プログラム生物資源学部特別支援プログラム生物資源学部特別支援プログラム生物資源学部特別支援プログラム生物資源学部特別支援プログラム

三重大
学

テレビ
番組の

ご案内

三重テレビ放送
第1チャンネル

毎月第4火曜日
①12：00～12：29
②17：00～17：29（再）
毎月第4水曜日
③7：00～7：29（再）
※再放送は第2チャンネル

●会場／三重大学人文学部　●受講対象者／市民一般　●申込期間／8月初旬～各開講日の5日前まで
●受講料・定員／公開ゼミ：無料・各20名（定員まで先着順に受け付けます） 公開講座：無料・要申込
●申込方法／電話、FAX、E-mail

●会場／三重大学医学部先端医科学教育研究棟　
●受講料・定員／無料・100名　●受講対象者／市民一般
医学部市民公開講座情報
　http://www.medic.mie-u.ac.jp/event/opensemi.php

●会場／三重大学生物資源学部
●受講料／詳細は下記ＵＲＬよりご確認ください
●定員／50名　●受講対象者／小学生～大人
●申込期間／9月1日［火］～10月16日［金］（定員になり次第締切）
●申込方法／E-mailまたはFAX（振込は申込受付後）
生物資源学部公開講座情報
　http://www.bio.mie-u.ac.jp/about/service/extension/

※詳細は8月下旬頃に右記ＵＲＬにて掲載予定です。

※詳細は決定次第
　右記ＵＲＬにて
　掲載予定です。

hum-somu@ab.mie-u.ac.jpE-mail☎059-231-9196、059-231-9195　FAX 059-231-9198
人文学部チーム総務担当申込み・問い合わせ先

s-soumu@mo.medic.mie-u.ac.jpE-mail☎059-231-5428　FAX 059-232-7498
医学・病院管理部総務課総務係申込み・問い合わせ先

bio-somu@ab.mie-u.ac.jpE-mail☎059-231-9673　FAX 059-231-9634
生物資源学研究科チーム総務担当　申込み・問い合わせ先

学生レポーターが三重大学の魅力を紹介します！
きらめき☆三重大学！

●開催期間／2015年後期の講義期間

●開催期間／2015年後期の講義期間

人文学部

●募集定員／1科目2名～10名(授業科目により異なります。)　
●受 講 料／1科目9,400円
●受講資格／ありません。
　　　　　　ただし、受講条件や授業の概要を確認し、お申し込みください。
●受講申込受付期間／9月1日［火］～9月8日［火］

三重大学では，本学が開講している正規の授業を市民等の皆様に学生ととも
に受講していただく三重大学市民開放授業を開設しております。募集要項や申込
方法等詳しくはこちらをご覧ください。
→ http://www.mie-u.ac.jp/neighborhood/extension.html

ドイツの文学C、フランス文学演習B、日本考古学特講D、ドイツの言語D

工学部

教育課程構成法、教育課程の国際比較

技術者倫理、量子力学Ⅱ（物理工学科）

国際交流センター
基礎Ⅰ生活日本語１B、基礎Ⅱ生活日本語３B、中級Ⅰ読解・作文B、
中級Ⅱ読解・作文B

教育学部

生物資源学部
資源動物学、環境経済学、流域保全学、食料生産システム学、
景観設計論、果樹生育生理学

教養教育機構
異文化理解Ⅰ基礎（ドイツ語A）b、異文化理解Ⅰ演習（ドイツ語A）b、
異文化理解Ⅱ演習（ドイツ語A）、防災論（自然災害と防災・減災）、
比較政治文化（政治文化を比較する）

授
業
科
目

学務部教務チーム　☎059-231-6544 又は各学部学務担当等（募集要項参照)問い合わせ先

生物資源学部チーム 学務担当　☎059-231-9631、9633、9735問い合わせ先

農学関連特別プログラム・森林関連特別プログラム・水産関連特別プログラムを開講しています。募集要項や申込方法等詳しくはこちらをご覧ください。
→ http://www.bio.mie-u.ac.jp/admission/undergraduate/tokubetu_2015.pdf

農学関連
特別プログラム
（後期コース）●募集定員／各プログラム若干名　

●受 講 料／入学料：28,200円　授業料：1科目9,400円、後期コース56,400円
●受講資格／学校教育法第90条第1項の規程により大学に入学することができる者で、
　　　　　　教授会が当該プログラムを履修するに十分な学力があると認めた者。
●受講申込受付期間／8月3日［月］～8月7日［金］

植物遺伝育種学、野菜環境生理学、食用作物学、
昆虫学、植物病害制御学、生理生態機能調節実習
および生物資源有効利用実習（後期コース）

森林関連
特別プログラム
（後期コース）

樹木生理学、森林・緑環境評価学、応用測量学、
治水砂防学、森林・緑環境計画学、
森林資源生物学実験

水産関連
特別プログラム
（後期コース）

海事概論、水産食品衛生学、海洋個体群動態学、
水族増殖生態学、資源生物学、海洋動物学実験

授
業
科
目

公開講座

9月～12月［開催予定］

10月［開催予定］

生物資源学部「公開講座」

未来の地球環境はどうなるのだろうか？
ー地球システム・異常気象・植生・自然災害ー

村上 直樹（人文学部・教授）講師

1 前近代ヨーロッパにおける民間信仰
ー北イタリア・ベナンダンティ信仰の例ー
9月7日［月］／14：40～16：10 坂本 つや子（元人文学部・教授）講師

3 予言の呪縛／野心の呪縛ーシェイクスピアの悲劇『マクベス』を読むー

10月16日［金］／13：00～14：30
赤岩 隆（人文学部・教授）講師

1 アパルトヘイトとリベラリズム

9月9日［水］、16日［水］、30日［水］／10：30～12：00

山中 章（名誉教授）講師

2 古代木簡にみる王都の社会と文化

10月21日［水］、11月4日［水］、18日［水］／13：00～14：30

大河内 朋子（人文学部・教授）、相澤 康隆（人文学部・准教授）講師

3 三重大生と見る日本映画ー「核実験」「家族」「在日外国人」について考えるー

11月20日［金］、21日［土］、22日［日］／13：00～16：00

前田 定孝（人文学部・准教授）講師

4 災害時における自治体・政府の責任をどう考えるか

11月30日［月］、12月7日［月］、21日［月］／18：20～19：50

小澤 毅（人文学部・教授）講師

4 飛鳥の巨大古墳の被葬者を探る

12月2日［水］／14：40～16：10

グットマン・ティエリー（人文学部・教授）講師

5 脱成長経済：フランスにおける新政治思想と運動

12月11日［金］／19：00～20：30石井 眞夫（名誉教授）講師

2 境界に暮らす人々：
アジア・オセアニア海洋世界の境界と民族誌
10月9日［金］／19：00～20：30

10月31日［土］、11月1日［日］（２日間連続講座）

公開ゼミ人文学部公開ゼミ・公開講座情報　http://www.human.mie-u.ac.jp/chiiki/kouza/index.html


