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学生表彰
The 6th International Symposium on
Nanotechnology, Occupational and
Environmental Health (NanOEH)
2013WINNER（2013.10.31）
地域イノベーション学研究科（博士後期課程）2年
（市原佐保子 准教授）

鈴木悠加

野村総研 「NRI学生小論文コンテスト」
佳作
（2013.12.21）

）内は指導教員
学年は受賞当時

夏季休業
三重大学における
夏季一斉休業について

附属学 校園から

8 14〜15

三重大学（医学部附属病院を除く）
では、
平成26年8月14日
（木）〜15日
（金）
を
一斉休業させていただきます。
ご理解の程よろしくお願いします。

人文学部 2年 山本隆平
（田中亜紀子 教授）

Information

附属幼稚園
■平成27年度入園希望の方へ
■平成27年度園児募集

募集要項等の交付期間

◎日時 ◎ 平成26年9月1日（月）〜9月19日（金）※土日、祝日を除く 9：00〜12：00、13：00〜15：00

■願書受付期間
◎日時 ◎ 平成26年10月1日（水）〜10月10日（金）※土日を除く 9：00〜12：00、13：00〜15：00

■入園のための説明会
◎日時 ◎ 平成26年9月18日
（木）14：00〜15：00

農業食料工学会 関西支部例会
学生プレゼンテーション賞

2013-CHINESE GOVERNMENT AWARD
FOR OUTSTANDING SELF-FINANCED
STUDENTS ABROAD

（2013.11.01）

■選考面接
◎日時 ◎ 平成26年10月27日
（月）、28日
（火）
※詳細については、
お問い合わせください。☎059-227-1711

■緑いっぱいの園庭で遊びませんか？

（2014.1.12）

園庭を開放しています。
生物資源学研究科（博士前期課程）1年
（福島崇志 准教授）

小栗健史

平成25年度
農業農村工学会京都支部
研究奨励賞

医学系研究科（博士課程）4年
（田中利男 教授）

◎日時◎ 毎週月曜日と木曜日 13：00〜16：30（10月から月曜日は15：00からになります。）
◎その他◎ 事務室受付で名前を記入してから遊んでください。
トイレは管理棟、昇降口の
所をご利用ください。ゴミはお持ち帰りください。使った玩具等は必ず片づけてください。

張貝貝

第23回日本MRS年次大会
「エコ・エネルギーを切り拓く先進材料研究」
奨励賞

（2013.11.13）

（2014.1.16）

生物資源学部 4年 佐藤咲乃
（石黒 覚 教授）

生物資源学研究科（博士前期課程）2年
（舩岡正光 教授）

日本機械学会
畠山賞

附属小学校
■平成27年度入学希望の方へ

（2014.3.25）

■選考日時
第1次選考 ◎日時 ◎ 平成26年11月22日
（土）
第2次選考 ◎日時 ◎ 平成26年11月26日
（水）

上原有加里

工学部 4年 井高弘稀
（矢野賢一 教授）

■願書配付期間
◎日時 ◎ 平成26年9月24日（水）〜10月9日（木）※土日を除く 9：00〜12：00、13：00〜16：00

■出願期間

2nd International Conference on
Engineering Technology
Best Presentation Award

第3回サイエンス・インカレ研究発表会
畠山文化財団賞
（2014.3.1）

（2013.12.13）

◎日時 ◎ 平成26年10月14日（火）〜10月31日（金）※土日を除く 9：00〜12：00、13：00〜16：00

第十一回日台文化交流
青少年スカラシップ
優秀賞

■学校説明会
◎日時 ◎ 平成25年10月10日
（金）14：00〜15：30
◎会場◎ 附属小学校体育館

（2014.3.25）

地域イノベーション学研究科（博士後期課程）1年
（苅田修一 教授）

市川俊輔

生物資源学部 4年 萩尾華子
（宮崎多恵子 准教授）

※詳細については、
お問い合わせください。☎059-227-1295

人文学部 2年 武藤十夢
（田中亜紀子 教授）
秀作：岡田遼（左）、林茜（右）人文学部2年生

附属中学校
■平成27年度入学希望の方へ

計測自動制御学会SI2013優秀講演賞
「振戦の合成速度に着目した不随意挙動
減衰フィルタの筆記支援への適用」

第6回全日本大学対抗
ミートジャッジング競技会
総合部門 第一位

（2013.12.20）

（2014.3.7）

工学研究科（博士前期課程）2年
（矢野賢一 教授）

樋口慶二

坂本良太（医学部附属病院助教）、矢野賢一（工学部教授）
との共同発表

野村総研「NRI学生小論文コンテスト」
優秀賞
（2013.12.21）

生物資源学部 2年 寺村珠里
（近藤 誠 准教授）

計測自動制御学会中部支部
第四十五期支部賞
学業優秀賞
（2014.3.7）

人文学部 2年 今井愛美
（田中亜紀子 教授）
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工学部 4年 下田平宰儀
（矢野賢一 教授）

日本貝類学会平成26年度大会
学生最優秀発表賞
（2014.4.13）
生物資源学研究科（博士後期課程）3年
（古丸 明 教授）

山田充哉

日本最大クラスのシジミを手に

学校説明会を12月初旬に予定しています。
入学希望者は必ず説明会に出席していただきますようお願いします。
説明会時に入学願書一式を配付します。
入学選考等の日程は、11月初旬に本校ホームページにて公表します。

附属特別支援学校
■平成27年度入学希望の方へ
■小学部／中学部
■ 選考日時

■高等部
■選考日時

◎日時 ◎ 平成26年11月13日
（木）

◎日時 ◎ 平成27年1月15日
（木）

■願書配付開始日

■願書配付開始日

◎日時 ◎ 平成26年10月1日
（水）

◎日時 ◎ 平成26年10月1日
（水）

（2014.6.12）

■出願期間

■出願期間

生物資源学研究科（博士前期課程）1年
（舩岡正光 教授）

◎日時 ◎ 平成26年10月21日
（火）
〜10月31日
（金）※土日を除く
9：00〜16：00

◎日時 ◎ 平成26年11月25日
（火）
〜12月5日
（金）※土日を除く
9：00〜16：00

平成26年度繊維学会年次大会
（創立70周年記念大会）
第9回若手ポスター賞
水谷春香

※詳細については、
お問い合わせください。☎059-226-5193
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