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本の紹介

平成 25年

平成25年度

秋の叙勲受章者

三重大学知的財産表彰

●瑞宝中綬章（教育研究功労）
名誉教授（元三重大学医学部）
羽場喬一

「瑞宝章」は

Information

●2013年11月27日

公共的な業務に
長年従事して功労を

●瑞宝中綬章（教育研究功労）

積み重ねた人に

名誉教授（元三重大学生物資源学部）
池田勝彦

贈られるんだよ

教員表彰
『日本語と中国語の
誤用例研究』

『海女、
このすばらしき人たち』

『小林多喜二の思想と文学
貧困・格差・ファシズムの
時代に生きて』

『Das deutsche
Nationalbewusstsein
des 19. Jahrhunderts
und Richerd Wagners
Tristan und Isolde』

受

賞

生物資源学研究科

本書は日本語の誤用例と中国語の誤用

漁村の暮らしを記録する仕事を続けて25年、

例の両方を拙著
（2007）
『日中対照表現論』

また、本学の「海女研究会」に所属して5年、

小林多喜二生誕110年、没後80年記念

の統一基準で分類、考察した新しい研究

370ヵ所を歩いた著者の15冊目の聞き書

出版。最新の資料や研究成果に基づいて、

書です。タンデム方式（互いの言語を教え

き集。今、注目をあびる海女のさまざまな

同時代の作家との交流や当時のマルク

本著書は、
リヒャルト・ヴァーグナーの楽劇『ト

合う）の外国語学習に寄与し、
「言語の

姿を、丁寧に記録した、記念すべき渾身の

ス主義の影響など、多喜二の作家的主体

リスタンとイゾルデ』を対象に、従来まで見

医学系研究科

平等観」の確立に資すると考えられます。

1冊である。

の形成プロセスと思想的深化を克明に描

過ごされてきたこの作品に反映する19世

講師

き出した。

紀ドイツの国民意識を検証した。

単著／藤田昌志
（国際交流センター・准教授）
定価／2,500円（税別）
発行／朋友書店 頁数／163ページ
ISBN／978-4-89281-134-0

単著／川口祐二
（附属図書館研究開発室・客員教授）
定価／1,600円（税別）
発行／北斗書房
頁数／225ページ
ISBN／978-4-89290-025-9

単著／尾西康充
（人文学部・教授）
定価／2,800円（税別）
発行／大月書店
頁数／295ページ
ISBN／978-4-272-61228-4

単著／山崎明日香
（人文学部・特任准教授）
定価／26ユーロ
（税別）
発行／
頁数／134ページ
ISBN／978-3-8260-5344-3

者

准教授

木村妙子

榊原紀彦

共著／木村妙子
（生物資源学研究科・准教授）
定価／1,000円（税別）
発行／楽知ん研究所
頁数／87ページ
ISBN／978-4-904238-16-5

『食と農のコミュニティ論
地域活性化の戦略』
編著／
（名誉教授）
定価／2,100円（税込）
発行／創元社
頁数／192ページ
ISBN／978-4-422-30046-7

『キリシタンと出版』
共著／川口敦子
（人文学部・准教授）
定価／8,000円（税別）
発行／八木書店
頁数／370ページ
ISBN／978-4-8406-2207-3

共著／木村昭一
（生物資源学研究科・研究員）
木村妙子
（生物資源学研究科・准教授）
定価／1,600円（税別）
発行／日本国際湿地保全連合
頁数／261ページ
ISBN／978-4-9904238-8-9
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『音と波
―その素顔と振る舞い』
共著／久野和宏
（名誉教授）
野呂雄一
（工学研究科・准教授）
定価／2,400円（税別）
発行／技報堂出版
頁数／127ページ
ISBN／978-4-7655-3459-8

『長崎・
東西文化交渉史の舞台
―ポルトガル時代／
オランダ時代』
共著／川口敦子
（人文学部・准教授）
定価／4,000円（税別）
発行／勉誠出版
頁数／375ページ
ISBN／978-4-585-22058-9

第11回整形外科痛みを語る会
優秀演題賞
（2013.7.7）

The 17th European Carbohydrate Symposium
(EuroCarb17)
特任助教 アヴシャル恵利子
（2013.7.11）

知的財産最優秀出願賞
医学系研究科

教授

GABAZZA SANABRIA ESTEBAN CESAR
医学部附属病院

講師

小林 哲
医学系研究科

教員

珠玖 洋
生物資源学研究科

工学研究科
教授

矢野賢一

医学部附属病院
助教

坂本良太

生物資源学研究科

『干潟ベントス
フィールド図鑑』

日本貝類学会
論文賞
（2013.4.21）

生物資源学研究科

教授

『はじめての結晶づくり』

受 賞 名（受賞日）

准教授

板谷明美

医学系研究科
技術員 下條尚志

平成25年度日本オゾン協会
論文賞
（2013.8.8）

原田直純
医学部附属病院

IFAC Symposium on Analysis, Design, and
Evaluation of Human-Machine Systems,
2013 IFAC HMS Best Paper Award
（2013.8.15）

2nd International Symposium on Tropical
Forest Ecosystem Science and Management
: Challenges and Solutions
ベストポスター賞
（2013.9.13）
High Blood Pressure Research Conference (AHA).
New Investigator Travel Award for Japanese Fellows
（2013.9.13）

日本平和学会
平和研究奨励賞
研究員 勅使川原香世子
（2013.11.9）
地域戦略センター

医学系研究科 リサーチアソシエイト

講師

安積良紀
医学部附属病院

係長

重岡真実

知的財産最多届出賞
工学研究科

教授

矢野賢一

知的財産管理・活用功労賞
社会連携研究センター 助教

八神寿徳

知的財産活用賞
工学研究科

教授

池浦良淳
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平成25年度

農業技術功労者表彰
生物資源学研究科

教授

「地域主権型道州制」は
日本を元気にする 処方箋
最優秀賞

平成24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

農林水産省は、農業技術者の意欲の向上と農業技術
の発展を推進しており、公益社団法人農林水産・食品
産業技術振興協会と共同で農業技術功労者表彰を
実施しています。今回、生物資源学研究科
教授の次亜塩素酸水溶液を用いた洗浄殺菌技術の
研究開発の業績が評価され、本表彰を受賞しました。

第5回

エコ大学ランキング（2013年）
総合1位に選出
●2013年12月14日
エコ大学ランキングとは、全国の国公私立大学751大学の二酸化炭素排出状況な
どを調査し、温暖化対策に取り組む大学を表彰するものです。第5回となる今回のエ
コ大学ランキングで、三重大学は、環境教育やスマートキャンパス実証事業の推進な
どが評価され、第2回に引き続き、2度目の1位獲得となりました。

生物資源学研究科（博士前期課程）1年
（陳山 鵬 教授）

岡村

駿

）内は指導教員
学年は受賞当時

附属学 校園から
附属小学校 ― ご報告 ―
巽 千夏さん

（2013.11.20）

（2013.3.5）

●2013年12月20日

※（

学生 表彰

附属小学校
5年生

人文学部 3年 濱口光海
（田中亜紀子 准教授）

「地域主権型道州制」は
日本を元気にする 処方箋
特別賞

VAS-COG Japan2013
第4回 日本血管性認知障害研究会
YIA最優秀演題賞（臨床部門）
（2013.8.10）

（2013.11.20）

医学系研究科（博士課程）3年 上田有紀人
医学部附属病院リハビリテーション部 言語聴覚士
（冨本秀和 教授／佐藤正之 准教授）

人文学部 3年 山田真梨子
（田中亜紀子 准教授）

音楽部

（2013.12.13）

（2013.10.26）

生物資源学研究科（博士前期課程）1年
（渡辺晋生 准教授）

長田友里恵

1位
毎日新聞社主催、NHK後援
「第67回全日本学生音楽コンクール名古屋大会」
バイオリン部門―小学校の部（2013.10.27）
2位
毎日新聞社主催、NHK後援
「第67回全日本学生音楽コンクール全国大会」
バイオリン部門―小学校の部（2013.12.1）

附属中学校 ― ご報告 ―

刑事政策研究会
佳作

土壌物理学会
学会賞（優秀ポスター賞）

Information

金賞
全日本合唱連盟、朝日新聞社主催
「第66回全日本合唱コンクール全国大会」
中学校部門
―混声合唱の部
（2013.10.27）

人文学部 3年 今井愛美
（田中亜紀子 准教授）

附属中学校音楽部は
6年連続9回目の出場
だったんだよ！

土壌物理学会
学会賞（優秀ポスター賞）
（2013.10.26）

クラブ・サークル表彰
生物資源学研究科（博士前期課程）1年 竹内萌実
（取出伸夫 教授／渡辺晋生 准教授）

第14回

中部の未来創造大賞
優秀賞及び特別賞：中日新聞社賞を受賞
●2013年12月19日
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中部の未来創造大賞は、中部
5県で取り組まれている地域づ
くり等の活動を対象に、特に優
れた取り組みを顕彰することで、
中部の地域づくり等に寄与す
ることを目的としたものです。今
回、三重大学環境ISO学生委
員会の3R活動、産官学民との
連携の町屋海岸清掃及び生
物多様性保全活動などが高く
評価され、表彰されました。

剣 道 部

土壌物理学会
学会賞（優秀ポスター賞）
（2013.10.26）

生物資源学研究科（博士前期課程）1年
（取出伸夫 教授）

バレーボール部

第115回 三重県学生
第62回 東海地区
男女バレーボールリーグ戦 国立大学体育大会
春季大会

優勝

準優勝

優勝

（2013.6.23）

（2013.6.23）

（2013.6.29）

三木真隆

東京ビッグサイト システムコントロールフェア2013・
計測展2013TOKYO
テクニカルアカデミー研究発表コンテスト
特別賞
（2013.11.8）
生物資源学研究科（博士前期課程）2年
生物資源学部 4年 浅井 翔
（陳山 鵬 教授）

第62回 東海地区
国立大学体育大会
女子団体

岡村

駿

アーチェリー部

第62回 東海地区
国立大学体育大会
男子団体
優勝

バドミントン部

第62回 東海地区国立体育大会
男子
女子
第1位

第2位

（2013.7.7 ）

（2013.7.7 ）

（2013.7.7 ）
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