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三重大学地域拠点サテライト連携事業　伊賀サテライト伊賀連携フィールド2018年度前期
  市民講座   「忍者・忍術学講座：江戸の忍者戦国の忍者」
主催／三重大学伊賀サテライト伊賀連携フィールド（三重大学人文学部、伊賀市、上野商工会議所）

 会場  三重県伊賀市上野丸之内500番 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  参加自由　 対象者  市民一般　※申込不要

伊賀と甲賀の一揆について

7 月21日（土）　10：30～12：00　
講師：呉座勇一（国際日本文化研究センター・助教）
小天狗清蔵について─その活動と天正伊賀の乱後の復興─

8 月18日（土）　10：30～12：00
講師：瀧川和也（三重県総合博物館展示交流事業課課長）
徳川幕府伊賀者の成立と展開

9 月15日（土）　10：30～12：00
講師：高尾善希（三重大学国際忍者研究センター・准教授）

問い合わせ先 人文学部チーム総務担当　☎059-231-6991
E-mail：info-hum@ab.mie-u.ac.jp

  肝がん撲滅運動記念講演会 市民公開講座   
大切にしよう！あなたの肝臓─糖尿病や脂肪肝も危険 !! ─
共催／一般社団法人日本肝臓学会、三重大学医学部附属病院 肝炎相談支援センター　後援／三重県、三重県医師会

 会場  三重大学医学部 総合医学教育棟 第三講義室
 参加料  無料　 定員  先着300名　 対象者  一般市民ならびに患者、医療従事者

7 月28日（土）　※申込不要
特別講演  「がんは『運』である？」
講師：仲野　徹（大阪大学大学院医学系研究科・病理学教授）
講演❶  講師：小倉　英（三重大学医学部附属病院　消化器・肝臓内科）
講演❷  講師：杉本龍亮（三重大学医学部附属病院　消化器・肝臓内科）

問い合わせ先 三重大学医学部附属病院 肝炎相談支援センター　☎059-231-5756（平日10～17時）

第36回三重大学工学部建築学科「建築展2018」
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

❶「建築展2018」卒業設計＋修士設計展
 会場  三重県津市大谷町11番地 三重県立美術館 県民ギャラリー
 参加料  無料　 対象者  建築に興味のある学生・市民・専門家
8 月 1 日（水）～ 5 日（日）　9：30～17：00
※ 1 日は13：00より開催、 5 日は15：00に終了
❷建築展特別講演会「進化する箱の家」
 会場  三重県津市大谷町11番地 三重県立美術館 講堂
 参加料  無料　 定員  150名　 対象者  建築に興味のある学生・市民・専門家
8 月 4 日（土）　13：30～15：30
講師：難波和彦（東京大学名誉教授　難波和彦＋界工作舎代表）
■申込方法／当日先着順

問い合わせ先 工学部 浅野聡　☎059-231-9441

第21回リフレッシュ理科教室「不思議な光の世界」
  同時開催：親のための理科教室  
主催／公益社団法人応用物理学会、三重大学大学院工学研究科、三重ジュニアドクター養成塾、津市
教育委員会　後援／報道各社、関連学会

 会場  三重大学講堂小ホール　 参加料  無料　 定員  各回60名　 対象者  小学 3 年生～中学生
8 月25日（土）　10：00～11：30／13：00～14：30
講師：三重大学大学院工学研究科教員他
■申込方法／往復はがき、Web 申込　■申込期間／ 7 月 2 日（月）～ 7 月30日（月）

申し込み
問い合わせ先

工学部 藤原裕司　E-mail：fujiwara@phen.mie-u.ac.jp
http://www.ne.phen.mie-u.ac.jp/user/RefreshRika/
※詳細は決定次第 HP に掲載予定です。

生物資源学研究科 社会連携・地域連携推進室合同企画
第 1 回環境農林水産フォーラム in 伊賀
主催／三重大学大学院生物資源学研究科

 会場  伊賀研究拠点 伊賀サテライト ゆめテクノ伊賀（テクノホール）　
 参加料  無料　 定員  60名　 対象者  企業・団体関係者及び市民一般
9 月 3 日（月）　
講師：三重大学大学院生物資源学研究科教員
■申込期間／ 8 月27日（月）まで　■申込方法／メール、郵送、FAX

申し込み
問い合わせ先

生物資源学研究科チーム　
FAX：059-231-9634　E-mail：renkei@bio.mie-u.ac.jp 

生物資源学部創立30周年記念イベント
主催／三重大学生物資源学部

 会場  記念講演会：生物資源学部大講義室、祝賀会：生協第一食堂　
 参加料  記念企画：無料、祝賀会：3,000円　 定員  200名　
 対象者  三重大学農学部・水産学部・生物資源学部・生物資源学研究科の卒業生、市民一般
9 月 8 日（土）　14：00～　
講師：天野秀臣（三重大学名誉教授）、梅川逸人（三重大学大学院生物資源学研究科長）
■申込期間／ 8 月31日（金）まで　■申込方法／メール、郵送、FAX

申し込み
問い合わせ先

生物資源学研究科チーム総務担当　☎059-231-9626
FAX：059-231-9634　E-mail：bio-somu@ab.mie-u.ac.jp 

  みえ糖尿病県民公開講座   家族で体験☆三重でおいしく！楽しく健康！
主催／三重大学医学部附属病院 糖尿病・内分泌内科　共催／三重県、三重テレビ放送等

 会場  三重県総合文化センター 「多目的ホール」他　
 参加料  無料　 定員  200名※事前申し込み優先　
 対象者  一般県民※ぜひご家族でご参加ください。（子供も楽しめるイベントです！）
9 月24日（月・祝）
講演❶  講師：鈴木俊成（三重大学医学部附属病院　糖尿病・内分泌内科　副科長）　
講演❷子供向け  講師：堀田康広（桑名市総合医療センター　糖尿病内分泌内科　医長）

■申込期間／ 9 月10日（月）まで　■申込方法／WEB、メール、ハガキ
内容：セミナー、測定体験、脳トレなど　共催事業：「みえの iimono ひろば」（食品、花、野菜、
雑貨などの販売）

申し込み
問い合わせ先

三重大学医学部附属病院 糖尿病・内分泌内科　☎059-232-1111（代表）
E-mail：info@mie-dm.net　「みえ糖尿病サポートねっと」：http://
www.mie-dm.net　※詳細は HP にてご確認ください

第16回青少年のための科学の祭典・三重大学大会
  同時開催：第12回サイエンス on ステージ  
主催／三重大学教育学部　共催／中部電力「サイエンス on ステージ」

 会場  三重大学講堂　 参加料  無料　 定員  自由参加　 対象者  小学生、保護者、市民一般
11月 3 日（土・祝）13：00～17：00、 4 日（日）10：00～16：00　※申込不要
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

問い合わせ先 教育学部 後藤太一郎　☎059-231-9260

上手に付き合おう「バイキン」と「クスリ」～肺炎についてもっと知ろう！～
主催／三重大学医学部附属病院感染制御部、三重県感染対策支援ネットワーク他

 会場  アスト津 アストホール（津市羽所町700）
 参加料  無料　 定員  200名　 対象者  市民一般
11月23日（金・祝）　9：30～11：30
講師：高橋佳紀（三重大学医学部附属病院感染制御部・副部長）他
■申込期間／11月16日（金）まで　■申込方法／FAX、メール

申し込み
問い合わせ先

三重大学医学部附属病院 感染制御部（担当：新居）　☎059-231-5714　
FAX：059-231-5704
E-mail：kansen@clin.medic.mie-u.ac.jp
http://www.mie-icnet.org/　※詳細は決定次第 HP に掲載予定です。

三重大学医学部附属病院リウマチ・膠原病センター
  開設 1 周年記念市民公開講座   『リウマチ、膠原病って どんな病気？』
主催／三重大学医学部附属病院 リウマチ・膠原病センター

 会場  三重県文化会館 小ホール　 参加料  無料　 定員  250名　
 対象者  リウマチ膠原病性疾患に興味のある市民および患者さん
9 月17日（月・祝）
講師：中島亜矢子（三重大学大学院医学系研究科教授）、山中　寿（東京女子医科大学 教授）
　　　パネルディスカッション・Q&A コーナー
■申込期間／ 8 月31日（金）まで　■申込方法／郵送、FAX

申し込み
問い合わせ先

三重大学医学部附属病院 リウマチ・膠原病センター 中島亜矢子
☎059-231-5015　FAX：059-231-5201

パープルリボン2018 in 津 ウオーク＆セミナー
共催／三重パープルリボン、三重大学医学部附属病院、三重大学医学部附属病院がんセンター、津地
区医師会、NPO 法人パンキャンジャパン　後援（予定）／三重県、津市、文部科学省がんプロフェッ
ショナル養成基盤推進プラン、三重県医師会、中日新聞、伊勢新聞、日本膵臓学会

 会場  第 1 部：三重大学構内　第 2 部：三翠ホール　
 参加料  無料　 定員  先着400名　 対象者  一般市民
9 月16日（日）　※申込不要

問い合わせ先 三重大学医学部附属病院 肝胆膵・移植外科学　
☎059-232-1111（代）（平日10～16時）



  生物資源学部公開講座   「次世代農業のための農業工学」
主催／三重大学生物資源学部

 会場  生物資源学部大会議室　 参加料  無料　 定員  50名　 対象者  市民一般
9 月22日（土）、23日（日）
講師：大学院生物資源学研究科教員
■申込期間／ 9 月14日（金）まで　
■申込方法／メール、郵送、FAX

申し込み
問い合わせ先

生物資源学研究科チーム
FAX：059-231-9634　E-mail：bio-somu@ab.mie-u.ac.jp

◎開放授業科目

●人文学部 ドイツの言語 B、中国語作文 B、中国語会話 B、中国の文学 F、フランス文学
演習 H、日本考古学特講 D、日本考古学特講 B、特殊講義 協同組合論

●教育学部 被服構成学、被服実習Ⅰ、日本語教授法

●工学部 西洋・近代建築史、建築基礎構造

●生物資源学部 農林学総論、国際農業開発学、景観設計論、地球環境学概論、生態圏循環学、
農地工学、国際環境保全学（英語）

●国際交流
　センター

初級集中基礎Ⅱ総合 B、初級集中基礎Ⅲ総合 B、中級Ⅰ読解・作文 B、中級Ⅱ
読解・作文 B

●教養教育院

防災論（自然災害と防災・減災）、英語Ⅱ発展 E、異文化理解Ⅰ演習（ドイツ語
A）b、地域学（オセアニアの教育事情）、日本理解特殊講義 S（起業マインド
の醸成）、医学医療 D（暮らしと看護）、比較文化論（「日本人論」の批評）、現
代社会理解特殊講義（MIEU ポイント）、地域学（オセアニアの教育事情）、社
会学 B（社会問題の社会学）

◎開 催 日　2018年後期の講義期間 
平成30年10月 1 日（月）～平成31年 2 月 1 日（金）

◎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（一部の科目11,500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　平成30年 9 月 3 日（月）～ 9 月10日（月）
URL：http://www.mie-u.ac.jp/neighborhood/extension.html
※詳細は上記 URL をご確認ください。
問い合わせ先 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）

◎開放授業科目

●農学関連特別
プログラム

　（後期コース）

植物育種学、園芸植物生理学、食用作物学、昆虫学、植物病理学、フィールド
サイエンスセンター農場実習Ⅲ

●森林関連特別
プログラム

　（後期コース）

森林育成学、森林情報学、樹木生理化学、治水砂防・森林保全学、森林・緑環
境計画学、森林生物学実験

●水産関連特別
プログラム

　（後期コース）
分子生態学、海事概論、水族発生学、藻類学、浮遊生物学、水産生物学実習

◎開催期間　2018年後期の講義期間
◎募集定員　各プログラム若干名
◎受 講 料　入学検定料：9,800円　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　平成30年 8 月 6 日（月）～ 8 月20日（月）
URL：http://www.bio.mie-u.ac.jp/admission/specific_program/
※詳細は上記 URL をご確認ください。
問い合わせ先 生物資源学研究科チーム学務担当　☎059-231-9631、9633、9735

人文学部「公開講座」・「公開ゼミ」
主催／三重大学人文学部

 会場  三重大学人文学部　 受講料・定員  公開講座：無料・要申込　公開ゼミ：無料・原則20名まで先着順に受け付けます　 対象者  市民一般　

公開講座
❶創作メルヒェンの誕生─「もう一つの世界」に込められたもの

9 月10日（月）　10：30～12：00
講師：菅　利恵（人文学部・准教授）

❷前近代ヨーロッパにおけるカーニヴァル

9 月27日（木）　14：40～16：10
講師：村上直樹（人文学部・教授）

❸言語コミュニケーションにおける論理と推論について

10月 2 日（火）　10：30～12：00
講師：澤田　治（人文学部・准教授）

❹個人情報保護法と地域活動における対応

10月 4 日（木）　13：00～14：30
講師：岩﨑恭彦（人文学部・准教授）

❺農産物貿易自由化による弊害を考える─資源・環境問題の側面に注目して

10月10日（水）　18：00～19：30
講師：森　久綱（人文学部・教授）

❻人生に「正しい選択」は存在するか

12月 5 日（水）　16：20～17：50
講師：薄井尚樹（人文学部・准教授）

公開ゼミ
❼国立大学がかかえる諸問題─市民との協力・連携のあり方

10月17日（水）、24日（水）　
19：00～20：30
講師：前田定孝（人文学部・准教授）

❽前近代中国における権力を握った女性

10月19日（金）、26日（金）　
13：00～14：30
講師：酒井恵子（人文学部・准教授）

申し込み
問い合わせ先

人文学部チーム総務担当　☎059-231-6991、☎059-231-9196
FAX：059-231-9198　E-mail：info-hum@ab.mie-u.ac.jp　人文学部 HP：http://www.human.mie-u.ac.jp/　※詳細は決定次第 HP に掲載予定です。

教養教育院公開講座「教養教育ウィーク─ Refresh 教養 !! ─」：最大 8 講座受講可
主催／三重大学教養教育院

 会場  三重大学教養教育校舎　 参加料  無料（資料代500円・何講座受講しても同一です）　 定員  先着50名※要申込　 対象者  市民一般　

❶神経発生学の扉─ものを覚える時、脳内で何が起きるのか─

11月12日（月）　10：30～12：00
講師：太城康良（教養教育院・准教授）

❷私たちは如何にして心配しながら「官僚」を愛するようになったか

11月12日（月）　13：00～14：30
講師：中谷直司（教養教育院・特任准教授）

❸味と匂の生理学

11月12日（月）　14：40～16：10
講師：玉利健悟（教養教育院・特任講師）

❹千島列島の自然史

11月14日（水）　10：30～12：00
講師：福田知子（教養教育院・特任講師）

❺音楽の科学

11月14日（水）　13：00～14：30
講師：野呂雄一（教養教育院・教授）

❻ネパール「母国の事情」

11月16日（金）　10：30～12：00
講師：トゥラダール　アスタ（教養教育院・助教）

❼意思決定の心のクセ

11月16日（金）　13：00～14：30
講師：南　学（教養教育院・教授）

❽黙示録的想像力～現代英米文学が描く「世界の終わり」

11月16日（金）　14：40～16：10
講師：平川　和（教養教育院・特任講師）

問い合わせ先 教養教育院チーム　☎059-231-9841、9827　FAX：059-231-9353　E-mail：kyoyosomu@ab.mie-u.ac.jp　
教養教育院 HP：http://www.ars.mie-u.ac.jp/　※詳細は決定次第 HP に掲載予定です。

医学部「医学部公開講座」
主催／三重大学医学部　協賛／公益財団法人三重医学研究振興会

 会場  三重大学　 参加料  無料　 定員  100名　 対象者  一般市民
秋頃［開催予定］
講師：大学院医学系研究科・医学部教員
■申込期間／未定　■申込方法／郵送、FAX、メール

申し込み
問い合わせ先

医学・病院管理部 総務課総務係　☎059-231-5428
FAX：059-232-7498　E-mail：s-soumu@mo.medic.mie-u.ac.jp
※医学部市民公開講座情報 http://www.medic.mie-u.ac.jp/event/opensemi.php

平成30年度　学部主催公開講座

平成30年度 後期三重大学市民開放授業 平成30年度 生物資源学部特別教育プログラム


