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

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
後援／三重大学伊賀研究拠点

■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／参加自由　■対象者／市民一般

人文学部　伊賀連携フィールド2016年度前期
市民講座「忍者・忍術学講座：忍者を探る」

■参加料／無料
■定員／参加自由
■対象者／市民一般

■参加料／無料　■定員／先着 各400名
■対象者／市民一般

1 現代スポーツの常識にはない武術の身体運用法
講師：甲野善紀（松聲館）7月16日［土］／10：30～12：00

2 古武術的身体操法

講師：脇田裕久（三重大学名誉教授）8月20日［土］／10：30～12：00

3 忍者・忍術と本草学

講師：山本好男（三重大学社会連携研究センター・教授）
9月10日［土］／10：30～12：00

1 七夕講演会&観望会
8月5日［金］

2 中秋の名月観望会
9月15日［木］
講師：伊藤信成（教育学部・教授）

講師：山口泰弘（教育学部・教授）8月6日［土］／13：30～

人文学部チーム総務担当　☎059-231-9194
hum-somu@ab.mie-u.ac.jpE-mail

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

平成
28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

同時開催：親のための理科教室

●問い合わせ先●

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

第34回三重大学工学部建築学科「建築展2016」

1「建築展2016」卒業設計+修士設計展
8月3日［水］～7日［日］／9：00～17：00

2 建築展特別講演会「流れの中の建築」
講師：ヨコミゾマコト（東京藝術大学・教授）
※特別講演会は定員300名：当日先着順8月6日［土］／14：00～16：00

工学部　浅野聡　☎059-231-9441●問い合わせ先●

jfukusim@city.kuwana.lg.jpE-mail

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
　　　　②津リージョンプラザ2階健康教室

はて
な？ 「発見塾」

1 天の川はどこへ流れていくのか？～観測から探る我々の住む世界の形～
講師：伊藤信成（教育学部・教授）7月23日［土］／13：30～15：00

2 あなたが知らないうちに変わりつつある最近の身近な
医療の話～地域医療がどうなってしまったのか？～

講師：竹村洋典（医学部・教授）9月24日［土］／13：30～15：00

※荒天時は8/9（火）に延期　講師：三重大学教員・学生

附属図書館総務担当　☎059-231-9032
lib-kikaku@ab.mie-u.ac.jp URL http://www.mie-u.ac.jp/hakugaku/hakken/E-mail

●問い合わせ先●

主催／日本科学未来館、朝日新聞社、フジテレビジョン　特別協力／三重大学

■会場／日本科学未来館（東京・お台場）　■対象者／市民一般
■参加料／大人（19歳以上） 1,600円　小人（3歳～小学生未満） 500円
　　　　　中人（小学生～18歳以下） 1,000円（土曜日 900円）

企画展「The NINJA」　忍者ってナンジャ!?

総合監修：山田雄司（人文学部・教授）
7月2日［土］～10月10日［月・祝］／10：00～17：00

日本科学未来館　☎03-3570-9151●問い合わせ先●

共催／桑名市、三重県、三重大学医学部附属病院小児トータルケアセンター

■会場／桑名市民会館 小ホール　■参加料／無料　■定員／参加自由
■対象者／市民一般　■申込期間／7月15日まで（事前申込にご協力ください）

桑名市小児在宅医療講演会

7月30日［土］／13：00～16：30

桑名市役所 障害福祉課　☎0594-24-1171●問い合わせ先●

maeda@mach.mie-u.ac.jpE-mail

主催／三重大学工学部機械工学科エネルギー環境工学研究室　後援/日本風力発電協会

■会場／三重大学構内　■参加料／無料・要申し込み
■定員／先着30名（1組5名程度）　■対象者／小中学生、保護者

風力発電を題材とした小中学生のための環境体験学習

8月4日［木］／9：30～15：00

工学部　前田太佳夫　☎059-231-9382●問い合わせ先●

講師：山口泰弘（教育学部・教授）

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

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

三重大サイエンスカフェ 
第15回「奇想の画家曾我蕭白の伊勢遊歴を追う」

9月6日［火］／15：00～17：00

社会連携研究センター（研究支援チーム） ☎059-231-9704
FAX 059-231-9705

●問い合わせ先●

主催／三重パープルリボン、三重大学附属病院、三重大学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

■会場／第一部 三重大学構内・周辺
　　　　第二部 三翠ホール

パープルリボン2016 in 津

9月11日［日］／
三重大学肝胆膵・移植外科　☎059-232-1111（代）●問い合わせ先●

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

教育学部理科教育「星空観望会」

教育学部　伊藤信成　☎059-231-9240●問い合わせ先●

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

みえアカデミックセミナー2016　三重大学公開セミナー
藤堂高虎像　異能の武将の肖像

三重県生涯学習センター　☎059-233-1151●問い合わせ先●

講師：三重大学教員 他
■申込期間 ～7月29日［金］　■申込先 http://www.ne.phen.mie-u.ac.jp/user/RefreshRika/
8月20日［土］（全3回 同日開催）

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、三重大学CST事業、津市教育委員会

■会場／三重大学 講堂小ホール　■参加料／無料
■定員／180名（1回につき60名）　■小学3年生～中学生

第19回「リフレッシュ理科教室」
『LEDで楽しい工作 part2！』

工学部　藤原裕司　☎059-231-9406●問い合わせ先●

3日は13：00より開催
6日は18：00終了、7日は16：00終了

第一部 パープルリボンウオーク
9：00～11：30

第二部 パープルリボンセミナー
13：00～16：30

回覧三重大学市民向け講座三重大学市民向け講座



平成28年度　後期三重大学市民開放授業平成28年度　後期三重大学市民開放授業

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／三重大学医学部
■受講料・定員／無料・100名
■受講対象者／市民一般

■会場／三重大学教養教育校舎　■定員／先着50名
■受講料／資料代500円（1講座でも5講座でも同一料金です。）
■受講対象者／意欲のある方ならどなたでも
※詳細は決定次第下記ＵＲＬにて掲載予定です。
教養教育機構公開講座情報
　http://www.ars.mie-u.ac.jp/

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／2016年後期の講義期間

生物資源学部特別教育プログラム 生物資源学部特別教育プログラム ●開催期間／2016年後期の講義期間

人文学部

●募集定員／1科目2人～10人(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［木］～9月8日［木］

●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1日［月］～8月5日［金］

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

ドイツの言語B、中国語作文B、中国語会話B、日本考古学特講Ｆ、
特殊講義 協同組合論

農林学総論、国際農業開発学、地球環境学概論、生態圏循環学、
水族生理学

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

日本文化論Ａ（忍術書を読む）、防災論（自然災害と防災・減災）、異文化
理解Ⅰ基礎（ドイツ語A）b、異文化理解Ⅱ総合（ドイツ語A）

工学部 人工知能Ⅱ、量子力学Ⅱ（物理工学科）

国際交流センター

生物資源学部

教養教育機構

授
業
科
目

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_2016.pdf

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、応用測量学、
治水砂防・森林保全学、森林・緑環境計画学、
森林生物学実験

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

水産関連
特別プログラム
（後期コース）

授
業
科
目

公開講座

hum-somu@ab.mie-u.ac.jpE-mail

■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・原則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

人文学部「公開ゼミ」・「公開講座」

9月～12月［開催予定］

人文学部チーム総務担当　☎059-231-9196、059-231-9195　FAX 059-231-9198●申込み・問い合わせ先●

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

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

kyoyosomu@ab.mie-u.ac.jpE-mail

教養教育機構チーム総務担当
☎059-231-9820　FAX 059-231-9353

●申込み・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)

●問い合わせ先●

公開ゼミ
1 アパルトヘイトと詩：Dennis Brutusの場合

講師：赤岩隆（人文学部文化学科・教授）

2 プーチンのロシア‐大航海時代と内陸ユーラシア／
北大西洋条約機構と欧州評議会／大統領と国家元首

10月6日［木］／19：00～20：30
講師：樹神成（人文学部法律経済学科・教授）

9月9日［金］、16日［金］、23日［金］
10：30～12：00

3 グローバリゼーションの政治経済学

講師：森原康仁（人文学部法律経済学科・准教授）
10月25日［火］／19：00～20：30

1 ことばの意味について考える

講師：澤田治（人文学部文化学科・准教授）
10月3日［月］／10：30～12：00

11月14日［月］～18日［金］（1日1講座開催）

4 アジア社会の近代化とキリスト教布教

講師：石井眞夫（三重大学名誉教授（元人文学部教授））
11月10日［木］／19：00～20：30

5 社会保障制度について考える

講師：石塚哲朗（人文学部法律経済学科・准教授）
12月9日［金］／10：30～12：00

6 ドイツにおける負の遺産と「想起の文化」

講師：大河内朋子（人文学部文化学科・教授）
12月9日［金］／13：00～14：30

2「性犯罪厳罰化」の内容を検討する

講師：田中亜紀子（人文学部法律経済学科・教授）
10月4日［火］、11日［火］、18日［火］
13：00～14：30

4 映像で見る「経済人類学」の世界

講師：深田淳太郎（人文学部文化学科・准教授）
10月18日［火］、25日［火］、11月1日［火］
16：20～17：50

5 災害時に地方自治体はどんな役割を果たすのか

講師：前田定孝（人文学部法律経済学科・准教授）
11月28日［月］、12月5日［月］、12日［月］
19：00～20：30

3 もっと知りたい台湾

講師：福田和展（人文学部文化学科・教授）
10月15日［土］／13：00～17：50（３回連続）

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

医学部「公開講座」

秋頃［開催予定］

教養教育機構「公開講座」

「教養教育ウィーク －Freshmenの気分－
：最大5講座受講可」

生物資源学研究科チーム学務担当　☎059-231-9631、9633、9735●問い合わせ先●

平成28年度　学部主催公開講座平成28年度　学部主催公開講座

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／無料
■受講対象者／市民一般

生物資源学部「公開講座」

10月末～11月頃 生物資源学部HP　※詳細は決定次第下記ＵＲＬにて掲載予定です。
　http://www.bio.mie-u.ac.jp/


