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回覧2021年度

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 2022年度前期 市民講座
主催／�三重大学伊賀サテライト伊賀連携フィールド�

（人文学部・伊賀市・上野商工会議所）

 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
 定員  40名　 対象者  市民一般　
 参加料  無料　※要予約　 申込方法  電話

忍者の気象予測「術」はどれくらい当る？

2022年 7 月23日（土）　10：30〜12：00　 
講師：立花義裕（生物資源学研究科　教授）
 申込期間  7 月 1日（金）から 7月15日（金）まで

画面の中の忍者たち

2022年 8 月20日（土）　10：30〜12：00　 
講師：武村知子（一橋大学大学院言語社会研究科　教授）
 申込期間  8 月 1日（月）から 8月12日（金）まで

幕末の改革組合村と「探索御用」

2022年 9 月24日（土）　10：30〜12：00　 
講師：藤井明広（横須賀市自然・人文博物館　学芸員）
 申込期間  9 月 1日（木）から 9月16日（金）まで

申込先 上野商工会議所　☎0595-21-0527（平日 9：00～17：00）

問い合わせ先

三重大学国際忍者研究センター　
☎0595-51-7154　
E-mail：ninja@rscn.mie-u.ac.jp
HP：https://ninjacenter.rscn.mie-u.ac.jp/
※�詳細はHPまたはQRコードからご確認い
ただけます。

人文学部「公開講座」
主催／三重大学人文学部

 対象者  市民一般　 参加料  無料　※要予約（申込者が 3 名未満の場合は、開講しないことがあります。）

紫式部と源氏物語　―紫式部の人生を中心に―

2022年10月 7 日（金）　13：00〜14：30　 
講師：亀田夕佳（人文学部　特任准教授）�
 会場・定員  人文学部校舎（定員30名）またはオンライン（定員制限なし）

紫式部と源氏物語　―登場人物の生きざまから考える―

2022年10月14日（金）　13：00〜14：30　 
講師：亀田夕佳（人文学部　特任准教授）
 会場・定員  人文学部校舎（定員30名）またはオンライン（定員制限なし）

ドイツ語への誘い

2022年10月28日（金）　13：00〜14：30　 
講師：髙橋美穂（人文学部　准教授）  会場・定員  人文学部校舎（定員30名）
林業・木質バイオマスから考えるエネルギー・環境・経済

2022年11月28日（月）　13：00〜14：30　 
講師：安部大樹（人文学部　特任助教）  会場・定員  オンライン（定員制限なし）
民主化後の中東欧の政治　―東欧革命から30年の軌跡―

2022年11月28日（月）　16：20〜17：50　 
講師：須川忠輝（人文学部　専任講師）  会場・定員  人文学部校舎（定員30名）

 申込方法  E メールで、「お名前・ふりがな」「連絡先（電話番号）」「希望する講
座の題名」「希望する受講形式（対面か、オンラインか）」をご連絡下さい。
 申込期間  9 月 5日（月）から各開講日の 5日前まで

 申込方法  E メールで、「お名前・ふりがな」「連絡先（電話
番号）」「希望する講座の題名」をご連絡下さい。
 申込期間  9 月 5日（月）から各開講日の 5日前まで

申込先 三重大学人文学部チーム総務担当（受付：平日 9：00～16：00）　E-mail：info-hum@ab.mie-u.ac.jp

問い合わせ先
三重大学人文学部チーム総務担当　☎059-231-6991・231-9195　FAX��059-231-9198　E-mail：info-hum@ab.mie-u.ac.jp
HP：https://www.human.mie-u.ac.jp/chiiki/kouza/index.html
※対面の講座は、新型コロナウイルスの感染状況により、オンラインに変更される場合があります。詳細はHPまたはQRコードからご確認下さい。

三重大学では、新型コロナウイルス感染症拡大防止のための取組を行っております。ご来場の皆さまにおかれましては、感染拡大予防の趣旨
をご理解いただきご協力をお願いします。各イベント・公開講座等の開催の有無と併せて、詳細および最新情報をHPでご確認下さい。

詳しい情報
お申込みは
こちらから
⬇

8.9TUE

火 8.10WED

水8.7SUN

日 8.8MON

月
工学部 生物資源

学部
医学部
医学科

医学部
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人文学部 教育学部

三重大学
オープンキャンパス

来 場 型 来場・オンライン 併用型

企画内容
学部・学科紹介入試制度説明
模擬授業
学部企画

来場型は
予約必須

オンライン型 オンライン型

※参加にはお申し込みが必要です。 詳しくはウェブページをご覧ください。

国立大学法人 三重大学 学務部入試チーム　〒514-8507 津市栗真町屋町1577

TEL 059-231-9063
URL https://www.mie-u.ac.jp/exam/ 三重大学オープンキャンパス2022 検索

click!



教育学部　定期観望会
主催／教育学部

 会場  教育学部 1 号館屋上　 定員  参加自由　 参加料  無料　※申込不要
 対象者  学生・教職員・一般の方々
講師：伊藤信成（教育学部　教授）
旧暦の七夕土星を見よう

2022年 8 月 4 日（木）　19：00〜21：00
中秋の名月を見よう

2022年 9 月10日（土）　19：00〜21：00
皆既月食を見よう

2022年11月 8 日（火）　18：00〜20：00
火星大接近

2022年12月 1 日（木）　18：00〜20：00

問い合わせ先

伊藤信成　☎059-231-9346
E-mail：nitoh@edu.mie-u.ac.jp
Twitter：https://twitter.com/AstroMieUni
※�詳細は Twitter またはQRコードからご確
認いただけます。

◎開放授業科目
●人文学部 フランス文学演習Ｈ、中国語会話Ｂ、中国語作文Ｂ、日本考古学特講Ｆ
●教育学部 言語研究Ⅰ
●工学部 資源利用化学、西洋・近代建築史

●生物資源学部 農林学総論、フードシステム論、景観生態学、地球環境学概論、生態
圏循環学、国際環境保全学（英語）、微生物利用学

● 全学共通教育
センター

比較文化論（「日本人論」の批評）、英語Ⅱ発展Ｅ、医学医療Ｄ（暮らしと看護）、
化学Ａ（化学に関する話題）、防災論（自然災害と防災・減災）、日本理解特
殊講義（起業マインドの醸成）、現代社会理解特殊講義（MIEUポイント）

● 国際交流セン
ター

初級集中基礎Ⅰ総合Ｂ、初級集中基礎Ⅰ文法Ｂ、初級集中基礎Ⅱ総合Ｂ、
初級集中基礎Ⅱ文法Ｂ、初級集中基礎Ⅲ総合Ｂ、初級集中基礎Ⅲ文法Ｂ、
中級Ⅰ作文Ｂ、中級Ⅰ文法・読解Ｂ、中級Ⅱ作文Ｂ、中級Ⅱ聴解・会話Ｂ、
文字・語彙1Ｂ、文字・語彙 2Ｂ、中級へのステップアップクラスＢ、
日本事情１（三重の社会と文化）

◎開催期間　令和 4年後期の講義期間　�
令和 4年10月 3日（月）～令和 5年 2月 3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（一部科目13,500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　令和 4年 7月25日（月）～ 9月 2日（金）　※必着

問い合わせ先

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）
HP：�https://www.mie-u.ac.jp/neighborhood/

extension.html
※�新型コロナウイルス感染症の感染状況により、
開講方法等が変更となる場合もあります。詳細
はHPまたはQRコードからご確認ください。

◎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、植物病理学、園芸植物生理学、昆虫学、
食用作物学、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）

森林情報学、生物地球化学、森林育成学、植物栄養学、
森林・緑環境計画学、森林流域保全学実習

●農業土木関連特別プログラム
　（後期コース）

水利施設工学、かんがい排水学、基礎土質力学、水環
境工学、建設材料学、コンクリート土質材料実験

●水産関連特別プログラム
　（後期コース）

海事概論、水族発生学、分子生態学、藻類学、浮遊生
物学、水族生理学実験

◎開催期間　令和 4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項の規定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
　　　　　　令和 4年 8月 1日（月）～ 8月15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
HP：�https://www.bio.mie-u.ac.jp/admission/

specific_program/
※�新型コロナウイルス感染症の感染状況により、
開講方法等が変更となる場合もあります。詳細
はHPまたはQRコードからご確認ください。

令和 4年度後期三重大学市民開放授業 令和4年度生物資源学部特別教育プログラム

三重パープルリボン　三重大学医学部附属病院
パープルリボンウォーク＆セミナー2022 in 津
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、がんプロフェッショナル養成プラン、三重県医師会、中日新聞、伊勢新聞、三重テレビ放送、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　※申込不要　 定員  400名　 対象者  患者、家族、医療者、市民
講師：水野修吾（医学部／肝胆膵・移植外科教授）ほか10名
2022年11月 6 日（日）　第 1 部／ 9 ：00〜11：30　第 2 部／13：00〜16：30

問い合わせ先
三重パープルリボン事務局　三重大学医学部附属病院肝胆膵・移植外科
E-mail：�miepurpleribbon2012@med.mie-u.ac.jp
HP：https://www.hosp.mie-u.ac.jp/pancan/　※�詳細はHPまたはQRコードからご確認いただけます。

第40回三重大学工学部建築学科
「建築展2022」

主催／三重大学工学部建築学科

 会場  三重県立美術館（三重県津市大谷町11番地）　
 参加料  無料　※申込不要
 対象者  建築に興味のある学生・市民・専門家

2022年 7 月21日（木）　12：00〜17：00

2022年 7 月22日（金）　9：30〜17：00

2022年 7 月23日（土）　9：30〜17：00

2022年 7 月24日（日）　9：30〜15：00

問い合わせ先

工学部建築学科　近藤早映
☎059-231-9444　
HP：https://www.arch.mie-u.ac.jp/
※�詳細はHPまたはQRコードからご確認い
ただけます。


