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なんですか、それ～！

フローチャートで自分にピッタリのトピックを選ぼう！

私は4年生だから、三重大あるある
ならたくさん知ってるよ！

そうそう！私も昨年はよく使ったよ！

ではレーモンドホールはどうですか！

どれから読めばいいのか迷っちゃい
ますかね

私はメープルが気になってます！
三重大生が集う場所なんですよね？

はじめに：学生生活支援実践S＆M(3)

そう言うと思って、次のページに
フローチャートを作ってみたよ！

ああ、YesかNoかを選んで
進んでいくやつだね！

私もよく知らない！面白そう！私は入学してからずっとオンラインで、
もうあきらめモードになっちゃってます…
自分の他にもそんな人多いと思います。

さあ、テーマは①メープル、②三重大あ
るある、③レーモンドホールで、だんだ
ん書けてきたね！

―その後―

いいですね！トピックはどうします？せっ
かくなら、1年生から上級生まで、幅広く
楽しんでもらえるものにしたいですよね！

それは大変だ…！じゃあ、三重大のことをもっ
と知れたり、対面授業が始まった時にもっと楽
しくなったりするような冊子とかどうだろう

学生生活支援実践ということですが…
私たちの企画は何にしましょう？早速
だけど、1年生の悩み事は何かな？

あと、上級生でも知らないかもしれない
三重大の魅力を紹介するとかどうかな！

まりな

みゆう

まい

１ ２



あなたにぴったりのページを
お教えいたしましょう

2年生以上である

とりあえず大学の施設に
ついて知りたい！

三重大学について詳しく
知っているつもりだ

休日は1人でゆっくりし
たい派である

外に出ることが好きだ

レーモンドホールに行っ
たことがある

大学についてよく分からない…
そんなあなたに！

三重大生が教える！
メープルでの過ごし方

p.５へLet’s go!

三重大学に通う者なら必ず共感！

三重大あるある
p.９へLet’s go!

三重大学をもっと
楽しんでみませんか？

“レーモンドホール”って
なんだろう…

p.１５へLet’s go!

No

Yes Yes

Yes YesYes

Yes

No No No

No No

No

Yes

３ ４



三重大生が教える！

メープルでの過ごし方

三重大生の憩いの場・メープル。しかし、今年は全然行けてない！
1年生なんか行ったこともない！！…ということで、このコーナー
では、メープルについてご紹介させていただきます！

1階：展示ホール

2階：ラーニングコモンズ

3階：PBL演習室

みんな何して過ごしてるの？

☆メープル館とは…

1階は、環境や研究活動についての
情報を発信したり、地域コミュニ
ティと交流したりするための場所
です。大型マルチディスプレイや、
環境管理推進センター支援室があ
ります。

3階には、グループでの勉強会や発
表会・課外活動などで使われる教
室が集まっています。1教室に
25~50席、3階全体で162席が用意
されています。さらに、各教室に
プロジェクターと大型スクリーン
が完備されています！

2階は、全体がラーニングコモンズに
なっていて、グループ学習をしたり、
ご飯を食べたりしに学生が集まります。
座り心地のよいソファやベンチもあり
ます。また、2階から渡り廊下を通っ
て、図書館に行くことができます。

NEXT:

三重大学が環境先進大学を目指す
にあたってつくられた環境・情報
科学館（通称メープル）。ここで
は、ほんの一部ではありますが、
メープル1~3階の基本的なことを紹
介したいと思います！
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メープルどう使う？（66人・複数回答可）

三重大生の皆さんにお答えいただいたアンケートの結果です。
ご協力ありがとうございました！

対面授業が始まったら
行ってみよう！

空きコマの自習スペースや、ご飯を食べる場所としてメープル
館を使うという意見が多かったです。中には昼寝をする人も！

現在は新型コロナウイルス感染症の影響で臨時休館中ですが、
通常の開館時間を以下に示します。

通常期 平日 8:45 ~ 18:00 土日祝日 閉館
大学休業期 平日 8:45 ~ 17:00 土日祝日 閉館
試験期間中 平日 8:45 ~ 21:45 土日祝日 9:00 ~ 18:30

これからも新型ウイルスの影響で時間が変更される可能性が
あるので、HPを要チェックです！

協力：三重大学附属図書館

ここまでおつきあいいただいてありがとうございました。
引き続き、あと2つの企画もお楽しみください。
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三重大生１２４人に聞いてみました！

オンラインでの授業が始まってもうすぐ1年…。大学に行けず、友達にも先
輩にも後輩にも会えず、少し寂しい思いをしている人も多いのでは？

そんな2年生以上のあなた！こんな時だからこそ、三重大生なら共感できる
はずの「あるある」を語り合おうではありませんか！当たり前のように通っ
ていたキャンパスの魅力を再発見できること間違いなし!(^^)!
1年生の皆さんもこれを読めば、キャンパスに行くのがきっと楽しみになり
ますよ☆
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三重大といえばやはりこれ！でもアンケートには
「広い」だけではなく、「やたら」「やけに」など
という言葉もたくさんついていました…三重大生は
広さをもはやネタにしているのでしょうか(笑)

キャンパスが広い！！

キャンパスが広いととにかく移動が大変！し
かも三重大は最寄り駅の江戸橋駅から徒歩約
20分！三重大生が自転車ヘビーユーザーに
なるのも納得です…「圧倒的自転車人口」と
表現する人もいました( ﾟДﾟ)

自転車ユーザーが多い

キャンパスが海のすぐ近くですからね…
冬は特に寒いです…

常に風が強い

こんな「あるある」も！
・広すぎて迷う(特に入学直後)
・学部によってはそれぞれの校舎の位置が離れす
ぎている(教養棟と工学部棟など)

こんな「あるある」も！
・自転車が多すぎて自分のを探せない/
見失う
・空いている駐輪場が見つからない
・休み時間に、大混雑のメインストリー
トでぶつかりそうになる ・髪がぼさぼさになる

・自転車がさびやすい

こんな「あるある」も！

アンケートで特に多かった「あるある」を
ピックアップしました！
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「三重大に入ったことがあまりないから、キャンパ
スのことがよくわからないな…」「不安だなあ」と
思っている1年生のあなた！大丈夫です、そうやって
思っているのはあなただけではありません(^_^)/

そこで！フレッシュな1年生が描いている三重大の
イメージも聞きました！
上級生はびっくりするかも？

広い

真面目できっちりとしている
イメージ

明るくて
元気な人
が多そう

優しい先輩が多そう

他にもいろい
ろな回答があ
りました(*'▽')

～編集担当が個人的に面白いと
思った回答をご紹介～

・図書館は普段空いているのに、テスト前になる
と激混み(自転車も溢れかえる)
→非常に分かります…席を探すのに一苦労💦

・異学部同士での待ち合わせは失敗する
→正門と南門の２つありますからね

・教育学部は「教養教育棟」「教育学部棟」で混
乱する
→入学直後は違いが分からない…

・友達とイオン津でばったり会う
→それだけ遊ぶ場所が少ないってことです(泣)

「三重大あるある」いかがでしたか？(特に1年生は)
キャンパスのことで分からないことや不安なことがあれ
ば、上級生に聞いてみてください。きっと優しく丁寧に
教えてくれるはずです。
この企画が、皆さんの素敵なキャンパスライフの役に少
しでも立てば嬉しいです✨
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さあさあ皆さんこんにちは。
そうですねえ、三重大生に送るテーマですか…
やっぱり三重大生には情報通でいてほしいですからねえ。
ツウな三重大情報といえば、やっぱりあの建物についてじゃないですか？
そうそう、レーモンドホール！！

えっ！レーモンドホールを知らない！？
わかりました。それでは皆さんをレーモンドホールのとりこにしてみせましょう。
このページを開いてしまえばきっとあなたもレーモンドホールの魅力に気づいてしまいますよ～
そんなのオーバーだって？それは開いてみてから言ってくださいよ。
もうページをめくってしまったら皆さんはレーモンドホールのとりこになっているはずですからね、、

次ページからスタートです！！！

～ごあいさつ～
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アントニン・レーモンド（1888～

1976）はボヘミア（現在のチェコ）生まれ
の近代建築家。日本におけるモダニズム
建築の先駆者で、前川國男、吉村順三な
ど多くの日本人建築家を輩出しました。 さてこれで皆さんも三重大通になれたのでない

でしょうか…おっと！？レーモンドホールはこんなに
も素敵な建物なのに三重大生の約95%が行った
ことがない！？（受講生調べ、2020年12月18日
現在）

では、この後のページでは特別にレーモンドホー
ルの中の様子と実際にレーモンドホールで働く職
員さんへのインタビューについてご紹介します。

レーモンドホールは三重県立大学の図書館として、

アントニン・レーモンドの設計により1951年に津市
大谷町（現三重県教育センター・三重県立美術館所
在地）に建築されました。現在地に移転となった
1969年、水産食堂として利用されていたそうですよ。

ところで、レーモンド
ホールってどこにある
の？と思った方もいるか
もしれません。レーモンド
ホールは三重大学の南
門から入ってすぐのとこ
ろにあります！
これを機にぜひ足を運
んでみては？

１８
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“レーモンドホール”
ってなんだろう…



ここは貸出可のオー

プンスペース。
セミナー、講演、展示
会等に利用されてい
るそうです。
貸出スペースは驚き
の約１００㎡！！

レーモンドの設計図

や関連書籍を展示して
いる展示コーナーには
学生たちによる特徴的
な構造体をそのまま表
現した模型も飾ってあ
ります。

レーモンドホールは昔

図書館だったため、建築
にまつわる雑誌が読め
る図書コーナーもありま
す。

さて、最後はレーモンドホールで働く職員さん
へのインタビューです！

２０１９



特別企画！！！
レーモンドホールの職員さんにインタビュー☆
今回は新型コロナウイルスの影響で取材に行けなかったため、
メールでレーモンドホールの職員さんにインタビューをさせて
いただきました！ホームページには載っていない㊙情報も！？
ぜひ、お楽しみください！

Q1.レーモンドホールを利用される
方はどんな方ですか？

A1.講義、会議、講演会、展覧会、
サークル活動、リモートレクチャー
等、学内・学外問わず利用してい
ただいております。また、別途利
用案を提案していただき、活動域
が広がっていけると幸いです。

Q2.ホームページには空調設備がないと
記載されていますが、実際にこれまでの利
用者（あるいは職員さん）はどのように暑
さや寒さの対策をされていましたか？

A2.レーモンドホールの大きな窓は、開
けると風通しは良く、閉めた時の陽だま
りは暖かく、とても快適ですが、真夏・
真冬時期の利用の方々には、防寒等各
自で対策をしていただいております。今
年度より、空気清浄機付きの暖房器具
を増やしました。

四季折々の風情が楽しめる素敵な建物で
すね！まだまだ続きます！

２２
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Q3．レーモンドホールで働く職員
さんのレーモンドホールの一番の
おすすめポイントを教えてください。

A3.鉄筋コンクリート造りが多
いなか、レーモンドホールの木
造建築は優雅で、開放的で大
きな窓から差し込む日差しは
格別で癒されます。

Q4.レーモンドホールで働く職員
さんより三重大生に一言よろしく
お願いします。

A4.学内では、ひときわ静かな
空間であり、落ち着く場所です。
見学以外に、一息、自習、等々
で立ち寄ってみてください。お
待ちしております。

お忙しい中ご協力ありがとうござ
いました！

皆さんも大学に行けるようになったらぜひレーモンドホール
に足を運んでみてください！

↓レーモンドホールの詳しい情報はこちらをご覧ください↓
レーモンドホールホームページ
https://www.mie-u.ac.jp/shisetsu/shisetsu-
menu/shisetsu-sub/post-5.html
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おわりに：学生生活支援実践S＆M(3)

企画は以上です～読んでくださった
皆さんも楽しんでくれましたかね？

私も、レーモンドホールの話は、
初めて知ることばっかりだったな～

私は楽しかったです！三重大あるある
で少し大学気分を味わえました～

ここまでお読みいただき、

そうだね！では、次のページで一人ずつ
コメントを発表して終わりましょうか！

学生に必要な支援は何だろうっていうこと
を考えるところから始まって、この企画に
取り組んできたんだよね

この冊子で、少しでも皆さんの学校に来たい
気持ちにつながるといいですね！

はい！

1年・城田 麻里奈
学生さんに向けて何かの企画をするのは初めての経験で
したが、先輩方や先生に助けていただきながら、やりき
ることができました。この冊子を読んで、少しでも楽し
い気持ちになったり、学校が楽しみになったりして下さ
れば嬉しいです。ありがとうございました。

2年・清水 舞
新型コロナウイルスの影響で、学生間の距離が遠くなってしまっ
た現在。私たちは学生の皆さんに少しでも“つながり”と“希望”を
持っていただけるようこの冊子を製作しました。離れていても学
生同士の支援ができる、それがピアサポート最大の魅力だと感じ
ました。この冊子が学生同士をつなげ、希望を持つきっかけに
なってくれると嬉しいです。最後までお読みいただきありがとう
ございました！

4年・清水 美優
ここまで読んでいただいてありがとうございました！
私自身も三重大の魅力を再発見できてとても楽しかっ
たです(*´▽｀*)この企画が、皆さんの大学生活の
ちょっとしたスパイスになれば嬉しいです！

S&Mよりコメント

２５
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お礼の言葉

この企画を進めるにあたり、取材やインタビュー等に
ご協力頂いた環境・情報科学館の職員の方、レーモンド
ホールの職員の方、またアンケートにご協力頂いた124名
の学生の皆さんに感謝致します。
以下は、アンケートに回答して下さった学生の皆さんの、
学部と学年の内訳です。

また熱心にご指導頂いた鈴木英一郎先生、
ありがとうございました。

以下のURLからアンケートのページに移動できます。
ぜひよろしくお願いします！

学生生活支援実践2020後期『三重大㊙BOOK』アン
ケートのお願い (google.com)
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc3dkHdLIzEIj4SPcVDR2Kzveyxkw61FGEVFhnrXPWnjVzPmA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&gxids=7628
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清水 美優
清水 舞
城田 麻里奈


