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■ 役員 ９人
■ 教員 742人
■ 職員 1,292人
■ 学部学生 5,907人
■ 大学院生 1,189人
■ 留学生数 203人
■ 海外大学間協定数　23カ国・地域、65大学・機関
■ 海外大学学部間協定数　　24カ国、48大学・機関

■ 収入・支出予算　47,188百万円
■ 土地面積　　　　 5,509,850㎡
■ 建物面積　　　　　 321,855㎡
■ 蔵書数　　　　　　 940,451冊
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理念・学長ビジョン

　この学章の様式は、文様として人生の
実りを表す稲穂と、三重大学の理念である
三翠（御空、波、森）を表すための浪輪
（ROURIN）文様をアレンジした形態の二重
リング構造。
　二つの文様を絡め二重リング構造とした
のは、大学の理念と卒業生の人生の実りが
永きに渡って良好な関係を持ち続けるように
との願いを込めたもの。

　また、紋章は通常左右対称形が多いが、三重大学の自由で進取な校風を
表す為に敢えて左右非対称形とした。「SINCE1874」は三重大学の前身で
ある師範学校の創立年であり、現状の５学部の前身中最も古いものである。

地域に根ざし、世界に誇れる
独自性豊かな教育・研究成果を生み出す。
～人と自然の調和・共生の中で～

三重の力を世界へ
Society5.0の実現に向けた抜本的な教育改革
STEAM教育や数理・データサイエンス教育などを積極的に展
開した教育改革を実現
社会のニーズに応えられる大学院教育を構築
社会から期待される三重大学らしい魅力・特徴ある大学院教
育を構築
教育の質向上と高大接続改革・大学入学者選抜
改革を推進
教学IR体制の確立や教学エンロールメントマネジメントを支え
る基盤体制の整備
社会人や企業のニーズに応じた実践的なリカレ
ント教育を充実
特徴ある社会人向けのオーダーメイド型リカレント教育プログ
ラムを開発

Society5.0社会でグローカルに
活躍できる人材の育成

ビジョンA

多様な基礎研究を推進し未来社会を創造
研究者の自由な発想と独創的・国際的な研究を創り上げ、多様
性を持った学術研究を新しい時代へ繋げる
強みのある研究と特色のある研究の成果を社会
へ還元
卓越研究グループにおけるバイオサイエンス、次世代エネルギ
ー、食品等の研究成果を社会実装
産業界等との連携による多様性のある研究の質
を向上
分野横断的な研究や企業との連携を進め、研究実績の加速と
研究力の底上げ

特色ある世界水準の研究成果を
社会に還元

ビジョンB

大学発の地域イノベーションを進展させて、地域
の産業界を牽引 
ステークホルダーとの対話を踏まえ、教育研究を通じた東海圏
の地域創生を加速
社会と大学が持続可能な未来創り
社会と大学が持続可能な未来創りを目指す“みえの未来図共
創”に取り組む
未来を拓く診療・研究を推進し、人間性豊かな優
れた医療人育成
高度ながん医療や救急医療、各専門領域における高度医療を
提供、多様な臨床研究を積極的に進め、安全で安心な、適切な
医療を提供できる医療人を育成
地域や保護者からの期待に対応
教員養成と多様な児童生徒への支援、教育のデジタル化、教員
研修機能の強化

地域共創と社会貢献につながる
取組を展開

ビジョンC

ガバナンス改革を確立
様々な情報をオープンとし、ガバナンス改革を進めて、学内の諸
課題を迅速かつ機動的に対処できる仕組みを構築。Web上で
の意見交換とDX運営を促進
健全で安定した大学運営を実現
エビデンスに基づく大学経営方針の策定と教育研究等の取組
成果の検証・改善に資するため、様々なデータを一元管理する
IR体制の仕組みを整備
戦略的な広報活動により拓かれた大学創り
ホームページ、SNSやIR情報を活用し高校生や地域住民、自治
体や企業等、ステークホルダーを意識したブランディング戦略
を実施

ガバナンス改革と
経営力の強化

ビジョンE

常に安全・災害・危機管理に準備
■大学内における感染、大規模災害、事故やテロ、ハラスメント
やコンプライアンス違反等のリスクに対して、予防・事前回避
に取り組む。
■執行部と担当部署および関係部署が連携をして、情報セキ
ュリティや個人情報の管理、法令遵守のリスクを含む大学全
体で安全・危機に関する管理を徹底
■学内外でリスクが発生した場合には、大学全体で迅速かつ
的確に対処

ポスト・コロナ
ニューノーマル時代の
安全・危機管理体制の充実 

ビジョンF

国際化およびダイバーシティの
実現と環境保全・SDGsの推進

ビジョンD

国際化を一層推進
各種教育プログラムの充実と、海外の教育・研究機関との積極
的な学生派遣・受入や外国人教員・研究者を受け入れ、国際共
同研究を拡大
ダイバーシティを尊重・促進
性別・年齢・国籍・障害の有無を問わず、様々な価値観を持つ、
多様な学生、教職員が参画する大学を実現し、本学のダイバー
シティを加速
環境先進大学としての更なるブランド向上
環境先進大学としての取り組みをさらに強化する環境・
SDGsのプラットフォーム機能を築き上げ、カーボン・ニュート
ラル社会

学長ビジョン

学 長

　三重大学は、伊勢湾の海、鈴鹿山脈・布引山地の樹々
の緑、白い雲が浮かぶ大空に囲まれた美しい地域に根差
し、世界に誇れる独自性豊かな教育・研究の成果を生み
出すことを目標にしています。

　「つながる知、ひらく未来、地域共創大学」
をキーワードに、教育・研究に加え医療を含めた三領域
で、地域につながる大学を目指し、新しい時代で活躍
できる人材を育成するとともに、そのための教育・研究
成果を広く世界に発信し、大学の社会的責任を果たして
いきます。

　三重大学は、総合大学として、教育・研究の実績と伝
統を踏まえ、 「人類福祉の増進」「自然の中での人類の共
生」「地域社会の発展」に貢献できる 「人材の育成と研
究の創成」を目指し、 学術文化の受発信拠点となるべく、
切磋琢磨する。

基本理念
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学 部

学部 学科5 9 課程1
●人文学部

●教育学部

●医学部

●工学部

●生物資源学部

文化学科、法律経済学科

学校教育教員養成課程

医学科、看護学科

総合工学科

資源循環学科、共生環境学科、

生物圏生命化学科、海洋生物資源学科

大学院

研究科6
●人文社会科学研究科

●教育学研究科

●医学系研究科

●工学研究科

●生物資源学研究科

●地域イノベーション学研究科

国際交流状況 （令和4年4月1日現在）

人

大学院学生数

1,189
（令和4年5月1日現在）

人

海外留学・派遣学生数

9
（令和3年度）

人

教職員数

2,043
（令和4年5月1日現在）

人役員 9 人教員 742
人職員 1,292

海外大学学部間協定数（24ヵ国）海外大学間協定数（23ヵ国）

予算規模

百万円47,188
民間企業との共同研究等

収入・支出 件1,637件数

百万円2,106金額

（令和4年度） （令和3年度）

床685病床数

人180,367入院患者延数 人494.2１日平均入院患者数

人346,236外来患者延数 人1,430.7１日平均外来患者数

医学部附属病院 （令和3年度）

情報ライブラリーセンター（図書館）

冊711,332和書 冊229,119洋書

冊940,451計

土地・建物面積

㎡5,509,850土地面積

㎡321,855建物面積

（令和4年5月1日現在）

（うち借受地 93,299㎡） （令和4年4月1日現在）

人60,330入館者総数 （令和3年度）

人

学部学生数

5,907
（令和4年5月1日現在）

人

外国人留学生数

203
（令和4年5月1日現在）

外国人留学生数
（学部・研究科等別）

203計 人

人文学部・
人文社会科学研究科

31人  15%

医学部・
医学系研究科
20人  10%

国際交流
センター
35人  17%

地域イノベーション学研究科
11人  5%

教育学部・教育学研究科
5人  2%

工学部・工学研究科
63人  32%

生物資源学部・
生物資源学研究科
38人  19%

アジア
25件

ヨーロッパ
13件

北アメリカ 6件

アフリカ 2件 オセアニア 2件

48計 件

※新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、
　多数の留学等が延期または中止となった。

アフリカ 1件
中東 1件

オセアニア 3件
中南アメリカ 2件

北アメリカ 2件

アジア
46件

ヨーロッパ
10件 65計 件

三重大学を数字で見る
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