
日本生態学会　中部地区大会
2016年度 優秀ポスター賞
（2016.12.3）
生物資源学部4年　澤山 りりん
（木佐貫 博光　教授）

2016年度日本建築学会大会学術講演会
若手優秀発表賞
（2016.10.15）
大学院工学研究科（博士前期課程）1年　高田 直紀
（浅野　聡　准教授）

2016 ASIANALYSIS XⅢ　
BEST POSTER
（2016.12.11）
大学院工学研究科（博士前期課程）2年　三ツ山 智貴
（勝又 英之　准教授）

日本産業技術教育学会
第11回発明・工夫作品コンテスト　奨励賞（2件）
（2017.2.9）
教育学部3年　廣瀬 泰弘
（松岡　守　教授）

日本産業技術教育学会
第11回発明・工夫作品コンテスト　奨励賞
（2017.2.9）
教育学部4年　勝間田 共平
（松岡　守　教授）

平成28年度刑事政策に関する懸賞論文
佳作
（2017.1.18）
人文学部3年　八木 菜文
（田中 亜紀子　教授）

「歩きスマホ防止！」駅・電車内の事故防止・
マナー向上ポスター　優秀作品
（2017.2.27）
教育学部3年　倉地 凌馬
（岡田 博明　教授）

第29回優秀板金製品技能フェア
優秀賞
（2017.3.4）
大学院工学研究科（博士前期課程）2年　杉浦 康史
（中西 栄徳　准教授／尾崎 仁志 　助教）

ISPlasma2017/IC-PLANTS2017
Best Presentation Award
（2017.3.2）
大学院工学研究科（博士前期課程）2年　吉澤　涼
（三宅 秀人　教授／平松 和政   教授）

「歩きスマホ防止！」駅・電車内の事故防止・
マナー向上ポスター　優秀作品
（2017.2.27）
教育学部3年　古川 実沙季
（岡田 博明　教授）

日本生態学会　中部地区大会
2016年度 優秀ポスター賞
（2016.12.3）
生物資源学部4年　河合 将生
（松田 陽介　教授）

日本熱帯農業学会
学生優秀発表賞　学生優秀ポスター発表賞
（2017.3.11）
大学院生物資源学研究科（博士後期課程）3年　吉田 純子
（後藤 正和　教授）

日本機械学会　第48回学生員卒業研究発表講演会
Ｂｅｓｔ Ｐｒｅｓｅｎｔａｔｉｏｎ Ａｗａｒｄ
（2017.3.13）
工学部4年　藤本 貴大
（稲葉 忠司　教授／吉川 高正　准教授）

照明学会東海支部 平成28年度
若手セミナーシンポジウム　研究奨励賞
（2017.3.4）
大学院工学研究科（博士前期課程）1年　峯　啓太
（元垣内 敦司　准教授）

The 2nd International Symposium on Innovative 
Education and  Technology　(ISIET) 2017
Best Paper Award （2017.5.11）
大学院工学研究科（博士前期課程）2年　家喜 優大
（矢野 賢一　教授）

第12回バイオマス科学会議
ポスター賞
（2017.1.17）
大学院生物資源学研究科（博士前期課程）1年　高柳 小春
（野中　寛　准教授）

学生表彰学生表彰 ※（　）内は指導教員
学年は受賞当時

Global Wireless Summit 2016
THE BEST PAPER
（2016.11.29）
大学院工学研究科（博士前期課程）1年　前本 大輝
（森 香津夫　教授）

三重大学における
夏季一斉休業について
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夏季休業夏季休業

三重大学（医学部附属病院を除く）では、夏季一斉休業日を含む
8月14日（月）～16日（水）の間、休業とさせていただきます。
ご理解の程よろしくお願いします。

第168回日本鋳造工学会全国講演大会
学生優秀講演賞
（2016.10.7）
大学院工学研究科（博士前期課程）1年　宗宮 圭吾
（矢野 賢一　教授）

市民開放授業市民開放授業
●平成29年度後期三重大学市民開放授業
◎開放授業科目◎
（人　文　学　部）特殊講義 協同組合論、日本考古学特講Ｈ、フランス文学演習Ｆ、

ドイツの言語Ｄ、中国語作文Ｂ、中国語会話Ｂ
（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、水族生理学
（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 養 教 育 機 構）防災論（自然災害と防災・減災）、異文化理解Ⅰ演習（ドイツ語Ａ）ｂ、

英語Ⅱ発展Ｅ、日本史Ｂ（忍者の歴史）、医学医療Ｄ（暮らしと看
護）、現代社会理解特殊講義（MIEUポイント）、比較政治文化（政
治文化を比較する）、地域学（オセアニアの教育事情）

◎開催期間◎ 2017年後期の講義期間 平成29年10月2日（月）～平成30年2月2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
◎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29年9月1日（金）～9月8日（金）
◎問合せ◎ 学務部教務チーム／☎059-231-6544 
　　　　　 または、各学部学務担当等（募集要項参照）
URL http://www.mie-u.ac.jp/neighborhood/extension.html
※詳細は上記URLをご確認ください。

●平成29年度生物資源学部特別教育プログラム
◎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・緑環境評価学、森林利用システム学、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◎ 2017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29年7月31日（月）～8月4日（金）
◎問合せ◎ 生物資源学研究科チーム学務担当／☎059-231-9631、9633、9735
URL http://www.bio.mie-u.ac.jp/PDF/H29%20specialprogram.pdf
※詳細は上記URLをご確認ください。

公開講座・シンポジウムなど公開講座・シンポジウムなど
●人文学部 伊賀連携フィールド2017年度前期
　市民講座「忍者・忍術学講座：伊賀から忍者を考える」
◎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
◎受講料・定員◎ 無料（申込不要）・自由参加　
◎受講対象者◎ 市民一般
◎問合せ◎ 人文学部チーム総務担当／☎059-231-6991
　　　　　 E-mail：info-hum@ab.mie-u.ac.jp
①戦国時代 伊賀国の石造物情勢は複雑怪奇なり
◎講師◎ 竹田憲治（三重県教育委員会社会教育・文化財保護課班長）
◎日時◎ 平成29年7月15日（土）10：30～12：00
②伊賀上野の武家屋敷
◎講師◎ 菅原洋一（工学部・教授）
◎日時◎ 平成29年8月19日（土）10：30～12：00
③忍者食はストレス社会に活かせるか？
◎講師◎ 久松　眞（三重大学社会連携研究センター・特任教授）
◎日時◎ 平成29年9月16日（土）10：30～12：00

●？「発見塾」
◎会場◎ ①②③津リージョンプラザ２階 健康教室
　　　　 ④一志農村環境改善センター
　　　　 ⑤三重県生涯学習センター
◎受講料・定員◎ 無料（申込不要）・自由参加　
◎受講対象者◎ 市民一般
◎問合せ◎ 三重大学附属図書館／☎059-231-9032
　　　　　 E-mail：lib-kikaku@ab.mie-u.ac.jp
URL http://www.mie-u.ac.jp/hakugaku/hakken/
①地震と津波から命を守る
◎講師◎ 葛葉泰久（生物資源学部・教授）　
◎日時◎ 平成29年7月15日（土）13：30～15：00
②国の文化財になった鳥羽・志摩の海女 －その歴史と魅力－
◎講師◎ 塚本　明（人文学部・教授）　
◎日時◎ 平成29年9月30日（土）13：30～15：00
③NOと言える日本？ －戦後日本における日常生活のアメリカ化－
◎講師◎ 森　正人（人文学部・准教授）　
◎日時◎ 平成29年11月25日（土）13：30～15：00
④YUBAメソッド：カラオケ達人への道 ～歌謡ショー＆オープンレッスン～
◎講師◎ 弓場　徹（教育学部・教授）、小畑真梨子（教育学部・講師）　
◎日時◎ 平成30年1月20日（土）13：30～15：00
⑤忍者も行っていた集中と休息の切り替え －効果的なリラックス法－
◎講師◎ 小森照久（医学部・教授）
◎日時◎ 平成30年3月24日（土）13：30～15：00

●第35回三重大学工学部建築学科「建築展2017」
◎受講料◎ 無料（申込不要）　
◎受講対象者◎ 建築に興味のある学生・市民・専門家
◎問合せ◎ 工学部 浅野　聡／☎059-231-9441
■「建築展2017」卒業設計＋修士設計展
◎日時◎ 平成29年8月2日（水）～8月6日（日）9：00～17：00
　　　　 ※2日は13：00より開催、6日は15：00終了
◎会場◎ 三重県立美術館 県民ギャラリー　
◎定員◎ 自由参加
■建築展特別講演会「住宅設計の考え方と近作について」
◎講師◎ 横内敏人（京都造形芸術大学環境デザイン学科・教授）
◎日時◎ 平成29年8月5日（土）13：00～15：00
◎会場◎ 三重県立美術館 講堂　
◎定員◎ 150名（当日先着順）
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●第20回リフレッシュ理科教室
　同時開催：親のための理科教室
◎講師◎ 三重大学大学院工学研究科教員他
◎日時◎ 平成29年8月26日（土）※全３回同日開催
　　　　 １回目10：00～11：30、２回目13：00～14：30、３回目15：00～16：30
◎会場◎ 三重大学 講堂
◎受講料・定員◎ 無料（要申込）・180名（１回につき60名）　
◎受講対象者◎ 小学3年生～中学生
◎申込方法◎ 下記URLよりご確認ください。　
◎申込期間◎ 平成29年7月1日～7月31日
◎問合せ◎ E-mail：refresh@ne.phen.mie-u.ac.jp
URL http://www.ne.phen.mie-u.ac.jp/user/RefreshRika/

●一般社団法人日本脳神経外科学会市民公開講座
◎日時◎ 平成29年9月17日（日）9：30～11：30
◎会場◎ 三重県総合文化センター 小ホール
◎受講料・定員◎ 無料（申込不要）・２８０名（予定）
◎受講対象者◎ 市民一般
◎問合せ◎ 第93回日本脳神経外科学会中部支部会事務局
　　　　　 E-mail：neurosurgery@clin.medic.mie-u.ac.jp

●三重大学医学部附属病院感染制御部「公開講座」
　上手に付き合おう「バイキン」と「クスリ」
　～知っていますか「薬剤耐性菌」のこと～
◎講師◎ 具　芳明（国立国際医療研究センター・医師）、田辺正樹（附属病院・医師） 他
◎日時◎ 平成29年11月23日（木・祝）13:00～16:00
◎会場◎ 三重大学講堂三翠ホール
◎受講料・定員◎ 無料（要申込）・５００名　
◎受講対象者◎ 市民一般
◎申込方法◎ FAX・ホームページ　◎申込期間◎ 平成29年9月～11月13日迄
◎申込先◎ 三重大学医学部附属病院感染制御部／FAX 059-231-5704
◎問合せ◎ 新居 E-mail：kansen@clin.medic.mie-u.ac.jp
MieICNet HP http://www.mie-icnet.org/　※詳細は決定次第HPに掲載予定

●生物資源学部「公開講座」
◎日時◎ 平成29年10月末～11月頃
◎会場◎ 三重大学生物資源学部校舎
◎受講料・定員◎ 無料（要申込）・５０名　
◎受講対象者◎ 高校生以上市民一般
◎申込方法◎ メール・郵送　◎申込期間◎ 未定
◎申込・問合せ◎ 生物資源学研究科チーム総務担当／☎059-231-9673
　　　　　　　  E-mail：bio-somu@ab.mie-u.ac.jp
URL http://www.bio.mie-u.ac.jp/　※詳細は決定次第URLに掲載予定

●医学部「公開講座」
◎日時◎ 平成29年秋頃開催予定
◎会場◎ 三重大学医学部
◎受講料・定員◎ 無料（要申込）・１００名　
◎受講対象者◎ 市民一般
◎申込方法◎ 郵送・FAX・メール　◎申込期間◎ 未定
◎問合せ◎ 医学・病院管理部総務課総務係
　　　　　 ☎059-231-5428・FAX059-232-7498
　　　　　 E-mail：s-soumu@mo.medic.mie-u.ac.jp
URL http://www.medic.mie-u.ac.jp/event/opensemi.php ※詳細は決定次第URLに掲載予定

●三重大サイエンスカフェ
◎時間◎ 15：00～17：00（開場14：30）
◎会場◎ 津駅前 伊勢門本店【ＥＢＩＩＲＯ】 ソシアビル１Ｆ
◎受講料・定員◎ 500円ドリンク付（要申込）・先着40席限定（定員になり次第締切）
◎受講対象者◎ 市民一般　
◎申込方法◎ FAXまたはE-mail
◎問合せ◎ 地域イノベーション推進機構研究推進チーム 
　　　　　 ☎059-231-9704／FAX 059-231-9705
　　　　　 E-mail：ken-sokatu@ab.mie-u.ac.jp
【開催予定】
■第19回 ◎講師◎ 浅野　聡（工学部・教授） 
　　　　 ◎開催日◎ 平成29年9月5日（火）
■第20回 ◎講師◎ 田中綾乃（人文学部・准教授） 
　　　　 ◎開催日◎ 平成29年11月28日（火）
■第21回 ◎講師◎ 橋本　篤（生物資源学部・教授） 
　　　　 ◎開催日◎ 平成30年3月6日（火）
※講演者は事情により変更する場合がありますのでご了承ください

●第15回青少年のための科学の祭典・三重大学大会
　同時開催：第11回サイエンスonステージ
◎日時◎ 平成29年11月11日（土）13：00～17：00、12（日）10：00～16：00
◎会場◎ 三重大学講堂　　
◎出展者◎ 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
◎受講料・定員◎ 無料（申込不要）・自由参加　
◎受講対象者◎ 小学生、保護者、市民一般
◎問合せ◎ 教育学部 後藤太一郎／☎059-231-9260
ＵＲＬ http://sci.edu.mie-u.ac.jp/

●教養教育機構「公開講座」
　「教養教育ウィーク－Freshmenの気分－」：最大6講座受講可
◎会場◎ 三重大学教養教育校舎　
◎受講対象者◎ 市民一般
◎受講料・定員◎ 資料代５００円（１講座でも６講座でも同一料金）※要申込・先着５０名
◎問合せ◎教養教育機構チーム総務担当
　　　　　☎059-231-9820、9827・FAX 059-231-9353
　　　　　E-mail：kyoyosomu@ab.mie-u.ac.jp
URL http://www.ars.mie-u.ac.jp/  ※詳細は決定次第URLに掲載予定
①日本外交史の中の同盟と「安全保障のディレンマ」
◎講師◎ 中谷直司（教養教育機構・特任准教授）
◎日時◎ 平成29年11月13日（月）10：30～12：00
②オセアニアの島のくらしと教育
◎講師◎ 奥田久春（教養教育機構・特任講師）
◎日時◎ 平成29年11月13日（月）13：00～14：30
③学名を嫌いにならないで！
◎講師◎ 福田知子（教養教育機構・特任講師）
◎日時◎ 平成29年11月15日（水）10：30～12：00
④音を診る―騒音の計測と評価―
◎講師◎ 野呂雄一（教養教育機構・准教授）
◎日時◎ 平成29年11月15日（水）13：00～14：30
⑤マイナスイオンや水素水は体に良いのか？～科学とニセ科学
◎講師◎ 和田正法（教養教育機構・講師）
◎日時◎ 平成29年11月17日（金）10：30～12：00
⑥社会問題の論じ方：論証ゲームで学ぶ社会学（入門編）
◎講師◎ 林原玲洋（教養教育機構・講師）
◎日時◎ 平成29年11月17日（金）13：00～14：30

●パープルリボン2017 in 津　ウォーク＆セミナー
◎日時◎ 平成29年9月10日（日）
◎会場◎ 第一部（ウォーク）9：00～11：30／三重大学構内
　　　　 第二部（セミナー）13：00～16：30／三重大学 三翠ホール
◎受講料・定員◎ 無料（申込不要）・先着各400名　
◎受講対象者◎ 市民一般
◎問合せ◎ 三重大学肝胆膵・移植外科／☎059-232-1111（代）
URL http://www.hosp.mie-u.ac.jp/pancan/index.html

●生物資源学研究科「産学官コミュニティシンポ２０１７」
◎日時◎ 平成29年9月1日（金）※時間は未定
◎会場◎ 三重大学生物資源学部校舎
◎受講料・定員◎ 無料（要申込）・自由参加　
◎受講対象者◎ 企業・団体の皆さま、高校教員
◎申込方法◎ メール・郵送・FAX　
◎申込期間◎ 平成29年8月24日迄
◎申込・問合せ◎ 生物資源学研究科チーム総務担当／FAX059-231-9634
　　　　　　　  E-mail：renkei@bio.mie-u.ac.jp
URL http://www.bio.mie-u.ac.jp/ ※詳細は決定次第URLに掲載予定

●人文学部「公開ゼミ」・「公開講座」
◎会場◎ 三重大学人文学部　
◎受講対象者◎ 市民一般
◎申込方法◎ 電話、FAX、E-mail　
◎申込期間◎ ８月初旬～各開講日の５日前まで
◎問合せ◎人文学部チーム総務担当
　　　　　☎059-231-6991、9196・FAX 059-231-9198
　　　　　E-mail：info-hum@ab.mie-u.ac.jp
URL http://www.human.mie-u.ac.jp/chiiki/kouza/ 
※詳細は上記URLをご確認ください

「公開ゼミ」
◎受講料・定員◎ 無料・原則２０名（定員まで先着順に受け付けます）
①憲政の神様と立憲主義
◎講師◎ 内野広大（人文学部・准教授）
◎日時◎ 平成29年10月4日（水）、10月18日（水）／16:20～17:50
②前近代中国における女性政治家
◎講師◎ 酒井恵子（人文学部・准教授）
◎日時◎ 平成29年10月6日（金）、10月13日（金）、10月20日（金）／13:00～14:30

「公開講座」
◎受講料・定員◎ 無料（要申込）・自由参加
①労働時間規制のあり方
◎講師◎ 藤本真理（人文学部・准教授）
◎日時◎ 平成29年9月20日（水）10：30～12：00
②株式と株主
◎講師◎ 名島利喜（人文学部・教授）
◎日時◎ 平成29年9月20日（水）13:00～14:30
③意味の文脈依存性について：言語学と社会との接点について考える
◎講師◎ 澤田　治（人文学部・准教授）
◎日時◎ 平成29年10月3日（火）10：30～12：00
④ロシアから見る世界-ロシア革命100周年・ソ連崩壊から四半世紀の世界
◎講師◎ 樹神　成（人文学部・教授）
◎日時◎ 平成29年11月7日（火）19：00～20：30
⑤グローバリゼーションの政治経済学
◎講師◎ 森原康仁（人文学部・准教授）
◎日時◎ 平成29年11月8日（水）19：00～20：30
⑥邪馬台国の概略の位置は決まらないのか？
◎講師◎ 小澤　毅（人文学部・教授）
◎日時◎ 平成29年11月15日（水）14：40～16：10
⑦「文字」から伝わる意味
◎講師◎ 大喜祐太（人文学部・講師）
◎日時◎ 平成29年11月29日（水）13：00～14：30

メールマガジンのご案内

三重大学公式SNS
（Facebook、Twitter）を始めました！

三重大学公式SNS
（Facebook、Twitter）を始めました！

三重大学では、地域の皆様への情報発信の一環として、メールマガジン
を配信しています（発行：毎月1回）。各種イベント、教育・研究活動上のトピ
ックスなど、“三重大”に関する情報を広く学外へ紹介しています。多くの
方々からのご意見・ご提言もいただきながら、地域とともに発展していきたい
と考えています。

　次の事項をご記入の上、下記メールアドレスまでメールをお送りください。
1.メールのタイトルは『メールマガジン希望』と記入してください。
2.メールの本文に、以下の事項を添えてください。
　①配信先メールアドレス　②氏名　

koho.m-maga@ab.mie-u.ac.jp
　できる限りパソコンのメールアドレスをご登録ください。携帯電話の場合、
受信文字数の関係上、内容を一部省略させていただくことになります。

配
信
お
申
込
み
方
法

皆様のご登録を心からお待ちしています。

三重大学ホームページから
アイコンをクリック！

「＠MieUniversity」
で検索！

YouTubeサイト内で
「mieuniversityweb」
と検索！

「いいね！」や、

フォローを

してね☆

ＦＭ三重で放送中!!

「Campus CUBE」　
●～学生の企画するFMラジオ番組～

皆さん、
聴いてください！

花ちゃん ひめどれみ

毎週金曜日20：30～20：55に放送中です！

対象は三重大生です！
ぜひご応募ください！

★応募先★
三重大学企画総務部総務チーム 広報室　TEL 059-231-9789

よろし

くね！ パーソナリティー募集！

ＦＭ三重で放送中!!●みえアカデミックセミナー2017
　本能寺の変 ～新史料でなにがわかったのか～
◎講師◎ 藤田達生（教育学部・教授）
◎日時◎ 平成29年8月19日（土）13：30～　
◎会場◎ 三重県文化会館1階 レセプションルーム
◎受講料◎ 無料（要申込）　
◎受講対象者◎ 市民一般
◎申込方法◎ 三重県生涯学習センター窓口、電話・FAX、E-mail、またはホームページから
◎問合せ◎ 三重県生涯学習センター／☎059-233-1151・FAX059-233-1155
　　　　　 E-mail：manabi-kouza@center-mie.or.jp
URL http://www.center-mie.or.jp/manabi/
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