●Information ／お知らせ
お知らせ
平成29年度 学位記授与式
◎日時◎ 平成30年3月26日
（月）
◎会場◎ 三重大学講堂
（三翠ホール）

平成30年度 入学式
◎日時◎ 平成30年4月9日
（月）
◎会場◎ 三重大学講堂
（三翠ホール）

お知らせ／

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年度後期
市民講座「忍者・忍術学講座：忍者の道具」
◎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

■ 戦国の実戦刀と忍者

◎講師◎ 川見典久
（黒川古文化研究所・研究員）
◎日時◎ 平成30年1月6日
（土）
10：30〜12：00

■アナログ忍者ゲームの世界

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
受講生募集のお知らせ
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。
URL http://www.bio.mie-u.ac.jp/PDF/H30-specialprogram.pdf

● 森林関連特別プログラム
（前期コース）植物学、森林情報学、土壌学、森林流域保全学、森林利用・情報学、
森林植物生態学実習
（後期コース）森林育成学、樹木生理化学、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
（１年コース）植物学、森林情報学、土壌学、森林流域保全学、森林利用・情報学、
森林育成学、樹木生理化学、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、森林植物生態学実習、
森林生物学実験
● 水産関連特別プログラム
（前期コース）水産学総論、水族病理学、水族繁殖学、魚類学、底生生物学、
海洋植物学実験
（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
（１年コース）水産学総論、水族病理学、水族繁殖学、魚類学、底生生物学、
海洋植物学実験、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
◎開催日◎ 2018年の講義期間
◎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
前期・後期コース各56,400円
１年コース112,800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◎ 前期コース：平成30年2月13日
（火）
〜2月23日
（金）
後期コース：平成30年8月6日
（月）
〜8月20日
（月）
（土日祝及び三重大学が定める夏季一斉休業日は受付けません。）
◎問合せ◎ 生物資源学研究科チーム学務担当／☎059-231-9631、9633、9735
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■ 伝承の忍術道具と用法

◎講師◎ 川上仁一
（三重大学社会連携特任教授）
◎日時◎ 平成30年3月10日
（土）
10：30〜12：00

●？
「発見塾」
（はてなはっけんじゅく）
◎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/

■ YUBA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
◎会場◎ 一志農村環境改善センター

■ 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
（医学系研究科・教授）
◎日時◎ 平成30年3月24日
（土）
13：30〜15：00
◎会場◎ 三重県生涯学習センター

●第１６回三重大学発産学官連携セミナーin伊賀
−伊賀研究拠点発共同研究の進展に向けて−
◎日時◎ 平成３０年１月２６日
（金）
１３
：
３０〜
（受付１３
：
００〜）
◎会場◎ ヒルホテル サンピア伊賀４階 白鳳の間
（伊賀市西明寺2756-104）
◎参加費◎ 無料
（交流会は3,000円）
・要申込 ◎受講対象者◎ 市民一般
◎申込方法◎ FAXまたはE-mail ◎申込期間◎ 平成３０年１月１９日
（金）
迄
◎申込み・問合せ◎ 三重大学 伊賀サテライト 伊賀研究拠点
☎0595-41-1071／FAX 0595-41-1062
E-mail：iga-kyoten@crc.mie-u.ac.jp
URL http://www.rscn.mie-u.ac.jp/iga/
※詳細については上記URLをご確認ください。

●第47回三重大学歴史研究会大会 2017年度講演会
歴史遺産の発掘と活用 ─三重県南部地域の事例から─
◎日時◎ 平成３０年１月２７日
（土）
９
：
３０〜１６
：
４０
（受付８
：
３０〜、開会９
：
１５）
◎会場◎ 地域イノベーション研究開発拠点 Ｃ棟３階 地域イノベーションホール
・自由参加 ◎受講対象者◎ 研究会会員、市民一般
◎参加費◎ 資料代300円（会員無料）
◎問合せ◎ 三重大学教育学部歴史学研究室内 担当：藤田
☎059-231-9218 E-mail：tafujita@edu.mie-u.ne.jp
【大会日程】
■ 学生部会報告 「三重大学学芸学部創立の役割」 ◎日時◎ 9：30〜11：30
■ 講演 ◎日時◎ 13：00〜16：40（含討論） ※演題については変更する場合があります。
「東紀州での発見と出会い」 ◎講師◎ 藤田達生
（教育学部・教授）
「東紀州の活性化のために」 ◎講師◎ 磯野 巧
（教育学部・講師）
「熊野地域の石造物」 ◎講師◎ 伊藤裕偉
（三重県教育委員会・考古学）
「紀伊半島を訪ねて─鳥羽・熊野での取材から─」
◎講師◎ 安部龍太郎
（直木賞作家、地域イノベーション推進機構社会連携特任教授）

◎日時◎ 平成３０年２月１０日
（土）
９
：
１０〜１６
：
３５
（受付８
：
３０〜）
◎会場◎ 三重大学教育学部附属特別支援学校
（津市観音寺町484）
◎参加費◎ 2000円
（学生1000円）
・要申込
◎受 講 対 象 者◎ 県内外の教職員、教育関係者、学生等
◎申込方法◎ 学校HPの「公開研究会２次案内」
に掲載後、
２月２日
（金）
迄の予定
◎問合せ◎ 三重大学教育学部附属特別支援学校 担当：今村
☎059-226-5193 E-mail：tokushi@fuzoku.edu.mie-u.ac.jp
学校HP：http://www.fuzoku.edu.mie-u.ac.jp/tokushi/
※詳細等は学校HPの「公開研究会２次案内」
をご参照ください。
◎内容◎ 公開授業、全体会、分科会、対談、

■講演会『アクティブ・ラーニング』
の視点と特別支援教育

◎講師◎ 丹野哲也（文部科学省初等中等教育局視学官（併）特別支援教育調査官）

● 第２１回三重大サイエンスカフェ
◎講師◎ 橋本 篤
（生物資源学研究科・教授）
◎日時◎ 平成30年3月6日
（火）
15：00〜17：00
（開場14：30）
◎会場◎ 津駅前 伊勢門本店【ＥＢ
Ｉ
Ｉ
ＲＯ】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
※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。

催し物
● 卒展２０１８
三重大学教育学部美術教育コース 卒業制作展

●〜学生の企画するFMラジオ番組〜

「Campus CUBE」
毎週金曜日20：30〜20：55に放送中です！

皆さん、
聴いてください！

パーソナリティー募集！
対象は三重大生です！
ぜひご応募ください！

し
よろ ！
くね

どれみ

花ちゃん

ひめ

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

メールマガジンのご案内
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。

皆様のご登録を心からお待ちしています。

◎日時◎ 平成30年2月14日
（水）
〜2月18日
（日）
9：30〜17：00
（最終日のみ15：30まで）
◎会場◎ 三重県立美術館１階 県民ギャラリー ◎入場料◎ 無料 ◎対象者◎ 市民一般
◎問合せ◎ E-mail：mie.sotsuten@gmail.com
URL http://mie-sotsuten.jimdo.com/

● 第7回 ＭＡＥ展
三重大学教育学部美術教育在学生ＯＢＯＧによる展覧会
◎日時◎ 平成３０年３月２日
（金）
〜４日
（日）
9：30〜16：30
（最終日のみ15：00終了）
◎会場◎ 三重県総合文化センター ◎入場料◎ 無料 ◎対象者◎ 市民一般
◎問合せ◎ 三重大学教育学部美術教育コース
第７回 MIE ART EDUCATION展 実行委員会
E-mail：mae62̲mie̲art̲education@yahoo.co.jp
URL http://maeten.tumblr.com/

看護師・助産師 募集
医学部附属病院では看護師・助産師の募集を随時行っています。
大学病院で働いてみたい、病院を見て色々と知りたいと思われた方は、
お気軽に連絡ください。
あなたの笑顔をお待ちしています。

いっしょに
働こう！
【お問い合わせは】

三重大学医学部附属病院看護部

ＦＭ三重で放送中!!

☎059-231-5183 又は ☎059-231-5184

配信お申込み方法

◎プログラム科目◎
● 農学関連特別プログラム
（前期コース）作物学、植物保護学、園芸学、動物生産学、遺伝学、
フィールドサイエンスセンター農場実習Ⅰ
（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
（１年コース）作物学、植物保護学、園芸学、動物生産学、遺伝学、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Ⅰ、
フィールドサイエンスセンター農場実習Ⅲ

◎講師◎ 吉丸雄哉
（人文学部・准教授）
◎日時◎ 平成30年2月10日
（土）
10：30〜12：00

● 第31回三重大学教育学部附属特別支援学校公開研究会
意欲を育てる授業づくり
〜子どもの主体的な「自立と社会参加」を促すために〜

Information●

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。

三重大学公式SNS
（Facebook、Twitter）を始めました！
三重大学ホームページから
アイコンをクリック！

「いいね！」や、
フォローを
してね☆

「＠MieUniversity」
で検索！
YouTubeサイト内で
「mieuniversityweb」
と検索！
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