
The 27th Tri-U International Joint Seminar & Symposium 2021
Best Poster Award, Best Presentation Award, Founder Award
（2021.11.4）

生物資源学研究科 博士後期課程1年　徐 順豪
（王 秀崙　教授）

附属施設から

附属農場
●生物資源学部附属農場直販会のお知らせ

毎月第3水曜日の9:30～11:00に季節の野菜や各種ジャム・味噌等の加工
品の附属農場直販会を津市高野尾町にある三重大学農場にて開催しており
ます。ご興味のある方は是非お越しください。
なお、販売する生産品や直販会開催日についてのお問い合わせについては、
三重大学農場（TEL：059-230-1143、E-mail: f-nojo@bio.mie-u.ac.jp）
までお問い合わせください。

お知らせ

令和4年度 学位記授与式
【日時】 令和5年3月24日（金）（予定）
【会場】 三重大学講堂（三翠ホール）

令和5年度 入学式
【日時】 令和5年4月4日（火）（予定）
【会場】 三重大学講堂（三翠ホール）
※今後の新型コロナウイルスの感染拡大の状況によっては、開催の有無・規模
等を変更する可能性があります。詳細は、大学ホームページでお知らせいたし
ます。

イベント情報

米、苺、文旦、さつまいも、ジャム、みそ 他

米、苺、ミニトマト、ジャム、みそ 他

苺、トマト、キャベツ、ブロッコリー、ジャム、みそ 他

苺、トマト、みそ 他

苺、トマト、玉ねぎ、みそ 他

じゃがいも、玉ねぎ、みそ 他

令和5年1月18日

令和5年2月15日

令和5年3月15日

令和5年4月19日

令和5年5月17日 

令和5年6月21日

開催予定日 販売予定品

※天候等の状況により、開催日時・販売予定品を変更することがあります。
　また、数に限りがある場合がありますので、予めご了承願います。

お知らせ
市民開放授業、公開講座・シンポジウム、催し物等については大学HP
またはQRコードからご確認いただけます。
URL：https://www.mie-u.ac.jp/

HP

市民開放授業
公開講座・シンポジウム

催し物等

●瑞宝中綬章（教育研究功労）
三重大学名誉教授（元教育学部・教授）
佐光 三四郎

「瑞宝章」は

公共的な業務に長年従事して

功労を積み重ねた人に

贈られるんだよ

教職員表彰

令和4年 春の叙勲受章者学生表彰

受 賞 者 受賞名（受賞日）

医学系研究科
安間 太郎　助教

難病医学研究財団　
医学研究奨励助成金受賞
（2022.1.19）

生物資源学研究科
橋本　篤　教授

日本食品工学会研究賞
（2022.9.5）

地域圏防災・減災研究センター
葛葉 泰久　教授

水文・水資源学会賞（論文賞）
（2022.9.6）

人文学部
堀内 義隆　准教授

第43回「アジア経済研究所発展途上国研究奨励賞」
（2022.7.1）

工学研究科
宇野 貴浩　准教授

第14回日本ゴム協会科学技術奨励賞
（2022.5.30）

工学研究科
鈴木 勇輝　准教授

令和四年度科学技術分野の文部科学大臣表彰 
若手科学者賞
（2022.4.20）

情報教育・研究機構
和気 尚美　招へい教員

日本図書館情報学会　学会賞
（2022.10.30）

●瑞宝中綬章（教育研究功労）
三重大学名誉教授
（元三重大学生部長、元学長補佐、元共通教育機構長、元教育学部・教授）
藤原 和好

●瑞宝中綬章（教育研究功労）
元三重大学長
（三重大学長顧問、名誉教授、元医学部附属病院長、元大学院医学系研究科・教授）
内田 淳正

令和4年 秋の叙勲受章者

※（　）内は指導教員
学年は受賞当時

令和3年度刑事政策に関する懸賞論文　
佳作
（2022.1.26）

人文学部 3年　吉野 未波
（田中 亜紀子　教授）

The 27th Tri-U International Joint Seminar & 
Symposium 2021 Best Poster Award
（2021.11.4）

生物資源学研究科 博士前期課程2年　蔡 子逸
（王 秀崙　教授）

ACCP2022 第21回アジア臨床薬学カンファレンス 
Best Poster Presenter (Student)
（2022.2.13）

医学系研究科 博士課程4年　若井 恵里
（西村 有平　教授）

The 27th Tri-U International Joint Seminar & 
Symposium 2021 Best Poster Award
（2021.11.4）

生物資源学部 4年　山本 真未
（王 秀崙　教授）

令和3年度日本設備管理学会東海支部
学生研究発表会　最優秀発表賞
（2022.2.22）

生物資源学部 4年　尾村 衣美
（陳山 鵬　教授）

2020年度日本設備管理学会　
論文賞
（2021.11.12）

生物資源学研究科 博士後期課程3年　唐 海紅
（陳山 鵬　教授）

職業訓練法人アマダスクール第34回優秀板金製品技能フェア
学生作品の部　銅賞
（2022.3.5）

工学部 4年　浅井 祐哉　長瀬 匠平
（中西 栄徳　准教授　尾崎 仁志　助教）

2020年度日本設備管理学会　
論文賞
（2021.11.12）

生物資源学研究科 博士後期課程2年　段 棠少
（陳山 鵬　教授）

日本薬学会年会第142回 
学生優秀発表賞（口頭発表の部） 
（2022.3.28）

医学系研究科 博士課程4年　若井 恵里
（西村 有平　教授）

公益社団法人日本化学会
第11回CSJ化学フェスタ2021 ポスター賞
（2021.12.1）

工学研究科 博士後期課程2年　山岡 賢司
（藤井 義久　准教授　鳥飼 直也　教授）

IEEE VTS Tokyo/Japan Chapter 2022 
Young Researcher's Encouragement Award
（2022.6.20）

工学研究科 博士前期課程2年　西田 錬
（森 香津夫　教授）

2021年度日本食品科学工学会中部支部・支部大会
優秀賞
（2021.12.11）

生物資源学研究科 博士前期課程1年　慶徳 紗希
（柴田 敏行　准教授）

IEEE VTS Tokyo/Japan Chapter 2022 
Young Researcher's Encouragement Award
（2022.6.20）

工学研究科 博士前期課程2年　立松 昭彦
（羽多野 裕之　准教授）

第42回臨床薬理学会学術総会 
優秀演題賞
（2021.12.11）

医学系研究科 博士課程4年　若井 恵里
（西村 有平　教授）

第62回日本先天異常学会学術集会　
一般演題 優秀演題賞
（2022.7.30）

医学部 2年　八十島 左京
（西村 有平　教授）

第46回日本比較内分泌学会　
優秀ポスター発表賞
（2022.10.30）

生物資源学研究科 博士前期課程2年　古川 雄裕
（筒井 直昭　教授）

第３７回ＡＣＡＰ消費者問題に関する
「わたしの提言」 入選
（2022.1.25）

人文学部 3年　西川 萌里
（田中 亜紀子　教授）

これからも

頑張って

ください！

表彰された

みなさん

おめでとう

ございます！
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｜Information｜表彰／お知らせ｜｜Information｜表彰｜


