き

え

力

MIE UNIVERSITY 医 学 部 医 学 科

教
工

人 文 学 部
医学部看護学科
生物資源学部

内容

Open Campus

育

学 部
学
部

＊学部紹介 ＊体験授業 ＊研究室見学 ＊学生による紹介
＊なんでも相談コーナー ＊保護者向け企画

受験生、保護者
の皆様へ

で
世界に伸びよう

三重県、愛知県などで開催する進学説明会等・相談会に
おいても、本学の様々な情報を提供いたします。詳細は、
本学ホームページ
「入試情報」
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 059-231-9063click!

感

じ

シ

●郵便局

●中部国際空港

●津城跡
● 津市役所

津なぎさまち●

JR紀勢本線
至伊勢

● ローソン

安濃川

「大学病院前」
バス停
通行止

●三重大
附属病院
歩行者・自転車
迂回路

志登

茂川

車迂回路

交通のご案内
● 近鉄江戸橋（三重大学前）駅から徒歩約15分
● 津駅からタクシーで約10分
● 津駅前バスのりば「4番」から三交バスで「白
塚駅前」
（06系統）
、
「千里駅」
（40系統）
、
「三重
病院」
（51系統）、
「椋本（むくもと）
」
（52系統）
、
「豊里ネオポリス」
（52系統）、
「サイエンスシ
ティ」
（52系統）、
「三行（みゆき）」
（53系統）、
「高田高校前」
（ 56系統）行きで、
「 三重大学
前」下車。

〒514-8507 三重県津市栗真町屋町1577
TEL059-232-1211㈹
http://www.mie-u.ac.jp/

● 中部国際空港（セントレア）から
津エアポートラインで津なぎさまちへ45分
1.「津なぎさまち」から三交バスで「津駅前」
まで約15分
2. 津なぎさまちからタクシーで三重大学まで
約15分

会場

三重大学

環境・情報科学館

＊＊＊＊＊＊ お 願 い ＊＊＊＊＊＊

三重大学振興基金への
ご協力をお願いします

三重大学の目的・使命を達成する一助となること
を目的に「三重大学振興基金」を設立しました。次の
事業を計画しておりますので、皆様の温かいご支
援・ご協力をお願いいたします。
◎ 学生への奨学金及び災害時の学資援助事業
◎ 学生の修学環境整備事業
◎ 学生・教職員の海外留学その他国際交流活動等への支援事業
◎ 地域貢献支援事業
◎その他本学の目的達成に必要な事業
●募金の方法● 三重大学振興基金事務局までご連
絡いただくか、寄附申込書を本学ホームページより
ダウンロードしていただき、必須事項をご記入の上
ご郵送ください（FAX・E-mailでもOKです）。
●ご郵送先・お問い合わせ先●

三重大学振興基金事務局
【企画総務部総務チーム内】

〒514-8507 津市栗真町屋町1577
TEL: 059-231-9005 FAX: 059-231-9000
E-mail: kikin@ab.mie-u.ac.jp
URL: http://www.mie-u.ac.jp/foundation/

36
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近鉄名古屋線

●附属学校

三重県庁●

「三重大学前」
バス停

三重大学

志登茂川

津駅

23

インフォメーション
● センター

三重大学

江戸橋
︵三重大学前︶駅

通行止

期日

周辺詳細図

至名古屋

江戸橋
（三重大学前）駅

至松阪

入試相談会開催！
！ 9.24

コ

近鉄名古屋線

至名古屋

※参加にはお申し込みが必要です。申込方法はホームページをご覧ください。
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三重大学広報誌

三重大学オープンキャンパス

三重大学広報誌

ホットニュース

羽ばたけ三重大の人材

特集：三重大学の就職支援！
！
特集

羽ばたけ三重大の人材

突撃！地域・日本・世界で活躍する三重大生！！
特集

青春！頑張るクラブ・サークル特集 第2弾

28

大学内グルメマップ

7

クラブ・サークル
気になるNEWS
➡

三重大学ホームページ
からアイコンをクリック！

「＠MieUniversity」
➡で検索！

➡

「mieuniversityweb」
と検索！

本の紹介
表彰
お知らせ
歴史街道シリーズ

ご自由に
お持ち帰り
ください！

●Hot News

羽ばたけ三重大の人材

教育・研究を通した「人材の育成」
と
「地域社
会への貢献」は三重大学の使命です。大学での
学びを終えた
「学生」
と、地域社会の発展を担う
「企業」をスムーズに繋ぐパイプ役として、就職
支援活動を積極的に行っています。本特集を
通し、就職活動をひかえた在学生、高校生や保
護者の方、そして企業の方へ、三重大学の就職
支援活動の内容を紹介したいと思います。

業界・企業研究
インターンシップ

３月
４月
６月

●エントリー開始！
◎企業説明会

●面接開始！
◎集団面接
◎個人面接

平成27年度

公務
73人
（25.3%）
サービス業
9人
（3.1%）

人文学部

複合
サービス事業
9人
（3.1%）
医療、福祉
10人
（3.5%）
教育、学習支援業
17人
（内教員11人）
（5.9%）

サービス業
5人
（2.9%）
複合サービス事業
1人
（0.6%）
教育、学習支援業
学術研究、専門・技術サービス業
1人
（内教員1人） 学術研究、
4人
（1.4%）
（0.6%） 専門・技術
サービス業
不動産業・物品賃貸業
24人
3人
（1.0%）
（14.0%）
不動産業・物品賃貸業
4人
（2.3%）

金融業・保険業
1人
（0.6%）

宿泊業、
飲食サービス業
1人
（0.6%）

会社によっては
筆記試験が必要な
場合もあるよ！

工 学 部

医療、福祉
複合
3人
（1.9%）
サービス事業
教育、学習支援業
12人
（7.5%）
3人
（内教員1人）
（1.9%）

その他 2人
（0.2%）

サービス業
19人
（2.2%）
複合サービス事業
23人
（2.6%）

製造業
44人
（27.5%）

卒業生による就職説明会

愛媛県
高知県

1

1

香川県
徳島県

1

京都府

8

福井県
滋賀県

9

大阪府
奈良県

49

5

4

279

マンツーマンの進路相談

1月 就職活動に向けた、就活テクニック伝えます！
公務員の業務説明会

ナーを
ー
コ
報
情
職
就
活用しよう！
のノウハウが詰まった
「就職活動報告書」は必見です！

（企業選考→ES志望動機→面接）
2月 面接対策
3月 学内企業説明会まわり方講座

県内就職率増加にむけた
取り組み
三重大学は毎年約1,500名の若者を受け入れています。専門教
育を通じて地域に貢献できる人材育成に取り組み、卒業後、三重県
内企業、事業所へ人材を輩出する取り組みに着手しております。
力し、学生のインターンシップ参加を推進し

29

2

301

群馬県 栃木県
埼玉県 1
山梨県 東京都

2

127

静岡県 神奈川県

20

500冊以上の就職関連の蔵書

7

ています。毎年、三重県内約70社以上の企

次のページからは
先輩たちの就職先を
紹介するよ！

業・団体へ、約250名の学生が参加していま

福島県

新潟県

愛知県

就職情報コーナー

茨城県 千葉県

2

6

2

富山県
長野県

鹿児島県

広島県 岡山県

三重県

不動産業・物品賃貸業
8人
（0.9%）
学術研究、専門・技術サービス業
38人
（4.4%）

大分県
宮崎県

1

島根県 鳥取県

和歌山県

生活関連サービス業、娯楽業
12人
（1.4%）

3

兵庫県

卸売・小売業
44人
（5.1%）
金融業・保険業
53人
（6.1%）

福岡県

実践！グループディスカッション
ワーク型！エントリーシート対策 -志望動機編労働の基礎知識教えます！-働くとは-

や企業情報を自由に閲覧でき、借りることができます。中でも、先輩

山形県 宮城県

2

山口県

運輸業、郵便業
13人
（1.5%）

熊本県

教育、学習支援業
133人
（内教員115人）
（15.3%）

情報通信業
69人
（7.9%）

先輩に聞く就活の仕方

企業説明会

業説明会開催の他、集団討論・個別

秋田県 岩手県

1

沖縄県

面接でどう乗り切るか！時事問題
-日経新聞から読み取る時事-

例えば、キャリア支援センターは企業と協

岐阜県

産業別
就職内訳

保護者向け
「就職活動」
についての説明会

12月

青森県

佐賀県

医療、福祉
88人
（10.1%）

電気・ガス・水道業
6人
（0.7%）

筆記
（ＳＰ
Ｉ）
試験対策

ワーク型！企業研究

（平成27年度）
海外

製造業
163人
（18.7%）

7月

職務適正検査および業界・企業・職種説明

11月 ワーク型！エントリーシート対策 -自己ＰＲ編-

1

建設業 36人
（4.1%）
公務
155人
（17.8%）

集団討論の練習会

北海道

都道府県別就職状況

農業、林業、漁業、鉱業 4人
（0.5%）

6月

業界研究セミナー
-異業種5社によるパネルディスカッション-

就職や企業情報等に関する情報を提供する場です。就活参考書

電気・ガス・水道業
情報通信業
1人
（0.6%）
12人
（7.5%）
卸売・
小売業
運輸業、郵便業
12人
4人
（2.5%）
（7.5%）
金融業・保険業 5人
（3.1%）

生活関連サービス業、娯楽業
1人
（0.6%）
学術研究、専門・技術サービス業
7人
（4.4%）

産業別就職状況

（平成27年度）

建設業 6人
（3.8%）

生物資源学部

サービス業
4人
（2.5%）

電気・ガス・水道業
3人
（1.7%）

5月 公務員試験対策説明会および公務員業務説明会

10月

を超える企業が一同に集まる学内企

催しています。

ガイダンス

就活スケジュール等、就職活動について全般
4月
（就活手帳配布）

20回以上の就職ガイダンスや500社

農業、林業、漁業、鉱業 4人
（2.5%）

公務
41人
（25.6%）

製造業
81人
（47.4%）

また、就職活動の支援のため年間

医療、福祉
69人
（92.0%）

その他 1人
（0.6%）

建設業
20人
（11.7%）

情報通信業
20人
（11.7%）

卸売・小売業
1人
（0.6%）

宿泊業、飲食サービス業
4人
（0.5%）

01

公務
9人
（5.3%）

実施月

就活必勝法！
！

面接対策などミニ講座などを年中開

教育、学習支援業
111人
（内教員102人）
（63.4%）

生活関連サービス業、娯楽業
11人
（3.8%）

います。

医 学 部
看護学科

運輸業、
郵便業
8人
（2.8%）

金融業・保険業
44人
（15.2%）

運輸業、郵便業
1人
（0.6%）

不動産業・物品賃貸業
1人
（0.6%）
学術研究、専門・
技術サービス業
2人
（1.1%）

教育学部

卸売・小売業
24人
（8.3%）

不安なことが沢山あると思います。

公務員
試験の
勉強っ
て何を
すれば
いいの
？

Hot News●

平成28年度就職ガイダンス（計画）

名の学生の就職活動をサポートして

学術研究、専門・技術サービス業
1人
（1.3%）
教育、学習支援業
1人
（内教員0人）
公務
（1.3%）
4人
（5.4%）

金融業・保険業 3人
（1.7%）

医療、福祉
6人
（3.4%）

情報通信業
30人
（10.4%）

スから始まります。わからないことや

大丈夫！
キャリア支援
センターに相談
してみよう！

進路・就職相談に応じ、年間約1,500

建設業 3人
（1.7%）
製造業 3人
（1.7%）
情報通信業 7人
（4.0%）
卸売・小売業 7人
（4.0%）

建設業 7人
（2.4%）
その他 1人
（0.6%）
電気・ガス・水道業
2人
（0.7%）
サービス業
製造業
公務
1人
（0.6%）
35人
28人
（12.1%）
複合サービス事業
（16.0%）
1人
（0.6%）

話すのが苦手‥‥
面接の練習を
したい！

就職活動は3年生の4月のガイダン

さい。
キャリア・カウンセラーが個別に

※就職率とは、就職希望者に占める就職者の割合です。

学部別就職状況（平成27年度）

長崎県

就職活動の
スケジュールは
毎年変動するので、
随時確認しよう！

98.9

リー
エント
方が
書
の き
シート
ない！
わから
就職活動
が不安…
人前で

（就職支援チーム）をぜひ訪ねてくだ

％を達成！

就職率

就職活動の強
い味方！
キャリア支援
センター
そんな時はキャリア支援センター

石川県

◎内定式！

就職支援！
！

宿泊業、飲食サービス業
3人
（1.0%）

●エントリーシート
提出！

◎集団討論

１０月

る
のあ
興味
際に
実
で
会社
よう
てみ
働い

三重大学の

特集

数字で見る！
職データ
就
の
生
大
重
三

一般的な就職への流れ
（2017年の場合）

ホットNEWS｜羽ばたけ三重大の人材 ― 特集：三重大学の就職支援！
！―／

す。
また、平成28年度からは三重県内企業の
説明会や、各種就職イベント開催を予定して
おり、
「地域人材の育成と若者を地域に留め

6

毎年２,０００件を越える求人情報

先輩たちの就活から学ぼう
！
「就職活動報告書」

置く機能の強化」
を目指しています。
02

●Special Edition ／特集｜羽ばたけ三重大の人材

三重大学を巣立った卒業生は、
日本全国、様々な業界で活躍しています。その中から、今回は三重県内企業27社、県外企業29社を紹介します。
また、公務
員系・医療系の就職先も紹介します。社会に出て数年目、大学生からちょっぴり成長した卒業生からのメッセージも、是非ご覧ください！
※平成27年度三重大学卒業生のうち、就職人数が多い企業を中心に紹介しています。※本企画は、掲載企業の運営等を保障したり、収益に貢献するものではありません。

株式会社前野建築設計

株式会社アイ・シー・エス

● 所在地／〒514-0832
三重県津市南中央6番6号

● 所在地／〒516-8551
三重県伊勢市竹ケ鼻町100番地

● 所在地／〒516-8686
三重県伊勢市朝熊町3477-36

● 所在地／〒492-8547
愛知県稲沢市北麻績町沼1-5

● 所在地／〒461-8650
愛知県名古屋市東区徳川一丁目501番地

会社紹介

キクカワエンタープライズ株式会社

会社紹介

会社紹介

会社紹介

会社紹介

私たちの創る建築は、有機的で地域に息づく愛さ
れる存在でありたいと考えています。意匠・構造・設備
の全設計分野において高い知識と技術力を追求す
る、少数精鋭の設計集団です。

シンフォニアテクノロジーグループのソフトウェア
開発会社として、38年間培った技術と豊富な実績をも
とにICT（情報通信技術）を活用し世界のものづくりに
貢献する会社です。

KIKUKAWAは、1897年に日本初の製材・木工機械
メーカーとして誕生以来、
「人と自然にやさしい技術」
をテーマとした高品質で安定したものづくりに取り組
んでいます。

OB・OGからのメッセージ

OB・OGからのメッセージ

OB・OGからのメッセージ

世代を超えた設計チーム編成で、設計しながら日々
様々な技術を吸収している実感があり、本当に充実し
た毎日です！また、時間的な拘束も多くなく、
アフター
5の勉強会など、専門知識や技術力の向上のための
有意義な時間が多いのが特徴です。

株式会社メディカル一光

入社してから4ヶ月間の研修があるので、仕事が始
まるまでに社会人、ソフトウェア開発者としての基礎
力を身に着けることができます。仕事では新しい技術
や知識が必要になることも多いですが、先輩方も協
力してくれるので良い刺激になります。

住友電装株式会社

入社して間もない頃から実際に仕事に関わらせて
貰い、様々な仕事を実践形式で取り組み学んでいくこ
とができました。現在は、新しい機械の設計に携わっ
ており、色々な人に教わりながら充実した日々を送っ
ています。
【2015年4月入社／開発設計部 川端寛之】

四日市合成株式会社

● 所在地／〒514-0035
三重県津市西丸之内36番25号

● 所在地／〒510-8528
三重県四日市市浜田町5-28

● 所在地／〒510-0843
三重県四日市市宮東町二丁目1番地

会社紹介

会社紹介

会社紹介

当社グループは、
「良質の医療・介護サービスをよ
り多くの人に提供する」
という理念のもと、調剤薬局事
業、ヘルスケア事業（介護サービスの提供）、医薬品卸
事業等を展開しています。

OB・OGからのメッセージ

薬局で使用しているシステムに関して、運用上のア
シストや保守管理、薬局運営上有用なデータの作成
提供などを行っています。先を見据えた計画を立てる
必要があり、そのための知識を深めるため、日々自己
研鑽に励んでいます。
【杉本大助（2011年卒業）】
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自動車用ワイヤーハーネスを主力製品に、その関
連製品や他分野への応用など幅広い事業をグローバ
ルに展開しています。
ワイヤーハーネスの国内シェア
1位、世界シェア2位。

当社は三重県四日市市を生産拠点として各種中間
化学製品の製造販売を行っています。独自の技術と
生産設備を駆使し、国内外の幅広い分野で企業ニー
ズにお応えする製品を提供しています。

OB・OGからのメッセージ

OB・OGからのメッセージ

入社時は新しい環境に対する不安もありましたが、
新入社員全体研修で同期の仲間達と苦楽を共にし仲
を深めることができ、その不安も和らぎました。現在
は一日でも早く一人前になれるよう日々の仕事に励
んでいます。
【坂井田麻珠（2016年工学研究科修了）】

当社では入社後すぐに研究テーマが与えられま
す。
これはマンツーマンのOJT教育により、基礎を学
びながら即戦力として活躍できる人材を育成する体
制があるからです。最初は不安でしたが、すぐに自信
を持って働けるようになりました。

イイダ産業株式会社

自動車の快適性や安全性を支える防音材・制振材・
高剛性充填剤・補強材等、見えない所から
「安心」
・
「安
全」
・
「快適」を支える、機能材料部品を研究開発〜生
産まで行っています。

OB・OGからのメッセージ

こんにちは！イイダ産業 技術部の侘美です。
研究を進めながら就職活動を続けるのは大変です
が、
「失敗に引きずられる」のではなく、
「納得のいくま
で粘り続けてください！」そして、
ご縁がありましたらイ
イダ産業でお会いしましょう！

ホーユー株式会社

ホーユーは「ビゲン」、
「シエロ」、
「ビューティラボ」
等でおなじみの頭髪化粧品メーカーです。1905年創
業以来、名古屋に本社を置き、世界70カ国以上に商
品を提供しています。

OB・OGからのメッセージ

製造部に配属後、直ぐにヘアカラー製造ラインを
任され、生産の傍ら大学で学んだ事を活かし設備の
メンテナンスや保守も行っています。自ら手掛けた商
品をCMや店頭で目にするたび、感慨深く日々のやり
がいとなっています。

東海旅客鉄道株式会社（JR東海） 株式会社クボタ
● 所在地／〒108-8204
東京都港区港南二丁目1番85号
JR東海品川ビルA棟

会社紹介

日本の大動脈輸送を担う東海道新幹線や地域に根
差した在来線を軸に、超電導リニアによる中央新幹
線計画の推進など、常に挑戦し続けながら世の中に
貢献しています。

OB・OGからのメッセージ

就職活動では地域の貢献度という判断基準で会社
選びを行いました。現在は在来線の運転士として、お
客さまの安全を第一に、
「今日も変わらず走らせる」
こ
とに仕事の重みとやりがい、誇りを感じています。

株式会社トヨタケーラム
● 所在地／〒461-0001
愛知県名古屋市東区泉1-23-22
トヨタホーム栄ビル6階

会社紹介

トヨタグループを中心としたモノづくり企業に対
し、様々な課題を解決するためのソリューションを提
供。モノづくりの業務改革・生産性向上に貢献する、
ITプロ集団です。

OB・OGからのメッセージ

お客様に満足していただけるシステムを提供する
ため、先輩や上司の方に指導いただきながら開発業
務に取り組んでいます。大変な時もありますが、困難
を乗り越えた際の達成感は最高です！

東邦ガス株式会社

● 所在地／〒556-8601
大阪府大阪市浪速区敷津東1-2-47

● 所在地／〒456-8511
愛知県名古屋市熱田区桜田町19-18

会社紹介

会社紹介

クボタは、優れた製品・技術・サービスを通じ、豊か
で安定的な食料の生産、安心な水の供給と再生、快
適な生活環境の創造に貢献し、地球と人の未来を支
え続けます。

当社は東海3県約230万件のお客さまに天然ガス
をお届けしています。総合エネルギー事業者として、
これからの成長やガス事業とのシナジー効果が期待
できる事業領域に進出していきます！

OB・OGからのメッセージ

OB・OGからのメッセージ

大学時代に研究室で教わった「何がどうしてどうな
った」を常に意識しながら仕事に取り組んでいます。
大学での研究への取り組みや論文発表などの経験は
技術系の仕事に生かせるスキルだと思います。ぜひ
一生懸命取り組んでください。

都市ガスの供給から生活のお困りごと解決まで、暮ら
しと直結した仕事はお客さまの笑顔を直接見ることが
できるので非常にやりがいを感じることができます。職
場も笑いがたえず、毎日楽しく業務に取り組んでいます！
【三重支社津営業所営業課 萩原宗一郎（2015年卒業）】
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中外医薬生産株式会社

太陽化学株式会社

● 所在地／〒518-0131
三重県伊賀市ゆめが丘7-5-5

● 所在地／〒512-1111
三重県四日市市山田町800番

会社紹介

会社紹介

一般用医薬品の研究開発から製造、販売まで一貫
して行える直販メーカー。
「品質は礎」
「人は財産」
「利
益は泉」を経営理念とし大正8年創業でまもなく創業
100周年を迎えます。

天然素材から新規素材まで、多種多様な製品を提
供することで、食を通じて実現できるさまざまな課題
解決や社会貢献に取り組んでいる、“B to B” の食品メ
ーカーです。

OB・OGからのメッセージ

OB・OGからのメッセージ

働くことは学生時代に想像していたより大変です。
ですが、
どんな仕事にも必ずやりがいやおもしろさは
あります。仕事はどんどん自分を成長させてくれます。
「できない」
とはじめから決めつけず「やってみること」
が大切です。
【販売管理グループ 辻本糸穂（人文学部
法律経済学科 2013年卒業）】

日本トランスシティ株式会社

入社前は社会に対しメディアの取り上げる負のイ
メージが強く不安でいっぱいでしたが、皆で助け合う
アットホームな会社でした。現在は営業として、お客
様と一緒に商品を作り上げる“B to B” 特有のやりが
いに心躍らせています。
【東 俊之（生物資源学部
2014年卒業）】

スズカファイン株式会社

● 所在地／〒510-8651
三重県四日市市千歳町6-6

● 所在地／〒510-0101
三重県四日市市塩浜町1番地

会社紹介

会社紹介

明治28年創業、中部地区最大の物流会社として長
年にわたり、お客様の物流戦略におけるロジスティク
ス・パートナーとして、多くの信頼と実績を重ねてきま
した。

建築用塗料・仕上材およびエアゾール製品の総合
メーカーとして
「人と地球にやさしい製品づくり」をテ
ーマにたえずチャレンジを続ける創業60余年の会社
です。

OB・OGからのメッセージ

OB・OGからのメッセージ

社会人2年目ですが周囲の支えにより充実した毎日
を送っています。仕事は港湾エリアで輸入されるバル
クカーゴの管理運営の全般を担っており、責任重大な
分その達成感は何にも変えがたいものです。未熟な
がらも仕事で地域貢献できるよう頑張ります！
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社会に出て仕事をしていくことは不安でしたが、優
しい先輩方が懇切丁寧に指導してくださることで日々
の業務への不安がなくなっていきました。また、新製
品開発の業務に携わることができ、やりがいを感じて
います。

株式会社百五銀行

アイシン・エーアイ株式会社

● 所在地／〒514-8666
三重県津市岩田21番27号

● 所在地／〒445-0006
愛知県西尾市小島町城山1

会社紹介

会社紹介

明治11年に、第百五国立銀行として創立して以来、
三重県と愛知県を中心に、地域とともに着実に成長
し、進化することをめざし、新しい分野・新しい業務に
積極的に取り組んでいます。

自動車用マニュアルトランスミッション（MT)の専門
メーカーです。国内ではあまり見かけませんが、世界
では半数以上がMT車。活躍の場はグローバルに広が
っています。

OB・OGからのメッセージ

OB・OGからのメッセージ

充実した社会人生活を送る為には、大学生活の4年
間はとても重要です。
「未来の自分」を考えながら、
「今」
しかできないことに全力で取り組むと、明るい
「未来」が待っています。勉学・部活・遊び、すべて全力
で楽しもう。
【2012年入社／白塚支店 加藤 卓】

株式会社安永
● 所在地／〒518-0834
三重県伊賀市緑ケ丘中町3860

会社紹介

自分は何を仕事にすればいいんだろう？好きな事
だけでやっていけるのかな？と不安になる事があると
思います。僕も皆様に喜んで頂けるMTってどんなの
だろう？と日々悪戦苦闘して楽しんでいます。つまり、
好きな事なら悩むのも楽しいですよ！

トヨタ自動車株式会社
● 所在地／〒471-8571
愛知県豊田市トヨタ町1番地

会社紹介

日本特殊陶業株式会社
● 所在地／〒467-8525
愛知県名古屋市瑞穂区高辻町14-18

会社紹介

スパークプラグ世界トップシェアを誇る総合セラミ
ックスメーカーです。世界で約15,000名がIGNITE
YOUR SPIRIT（心と夢に火をつけろ）の精神で挑戦を
続けています。

OB・OGからのメッセージ

私は、プラグの技術部門でめっきに関する業務に
携わっています。
プラグには多くの機能とそれを生み
出す仕組みが存在し、それらのどれか一つでも欠け
てはいけません。仕事を通して自分の仕事がその一
つを担っているという実感とやりがいを感じられ、充
実した社会人生活を送っています。

シンフォニアテクノロジー株式会社
● 所在地／〒105-8564
東京都港区芝大門1-1-30

会社紹介

自動車のエンジン部品、工作機の製造・販売を中心
に、ワイヤソーや検査測定装置、環境機器などのオリ
ジナル製品も手掛け、新事業の開発にも力を入れて
います！

トヨタはクリーンで安全な商品の提供を通じて、豊
かな社会づくりに貢献し、国際社会から信頼される良
き企業市民をめざしています。

当社は三重県鳥羽で創業し、2017年に100周年を
迎える電機メーカーです。現在、宇宙ロケットから半
導体装置、再生医療、植物工場まで多彩な新技術、新
製品の開発に挑戦しています。

OB・OGからのメッセージ

OB・OGからのメッセージ

OB・OGからのメッセージ

現在、自動車エンジンの主要部品である、コネクテ
ィングロッドを加工する工作機械の設計を行っていま
す。わからないことがあれば、先輩方が丁寧に教えて
くれます。忙しさはありますが、やりがいのある仕事
で、明るい職場です。
【 細野 渉（工学部物理工学科
2014年卒業）】

私が入社してから感じたことで、1つアドバイスさせ
てください。学生のうちに誰にも負けないと思える趣
味や特技を持ってください。その時の経験は、仕事を
する上での自分の強みやモチベーションにつながる
と思います。

私の所属する研究部は常に新しい技術開発に挑戦
する部署なので、好奇心が刺激され、やりがいを持っ
て仕事ができます。学生の皆さんはやりがいを持てる
仕事を見つけるために、様々な事に興味を持ってチャ
レンジして下さい。お待ちしています！
【2014年入社／
開発本部研究部所属 川端俊亮】

カヤバシステムマシナリー株式会社
● 所在地／〒105-0012
東京都港区芝大門2丁目5番5号
住友不動産芝大門ビル9階

会社紹介

地震から人の命を守る免震・制震装置や自動車の
安全走行を保証する各種シミュレータ、舞台芸術の裏
方である舞台機構等、社会を支えるインフラに関わる
システム製品を提供しています。

OB・OGからのメッセージ

生産拠点である三重工場の総務人事部門で給与
関係の仕事を任されているため、個人情報の扱いに
は日々気を付けています。仕事も周りの人たちに助け
られながら、少しずつ慣れてきました。皆さんも困っ
たときは周りの人たちに頼って、後悔をしなくてすむ
よう頑張ってください。

株式会社アドヴィックス
● 所在地／〒448-8688
愛知県刈谷市昭和町2-1

会社紹介

自動車用ブレーキの開発・生産・販売を手掛けてい
ます。専門メーカーならではのノウハウと開発力を活
かし、安全で環境にやさしい製品を通して豊かな社会
づくりへの貢献を目指しています。

OB・OGからのメッセージ

4代目プリウスのブレーキ設計チームの一員とし
て、1年目から製品設計に携わりました。苦労して設計
した製品を手にした時の感動は今でも忘れられませ
ん。また、職場の先輩方と業務外での交流もあり、オ
ン・オフともに充実しています。
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ヤマモリ株式会社
● 所在地／〒511-8711
三重県桑名市陽だまりの丘6丁目103

会社紹介

日本の味を代表する調味料である「しょうゆ」を基
本に、つゆ・たれ、
さらには「釜めしの素」などのレトル
トパウチ食品やタイフードを開発・販売する総合食品
メーカーです。

OB・OGからのメッセージ

私は品質技術部に所属し、分析作業を行っていま
す。配属時に1年の計画を綿密に立て、上司・先輩の手
厚い教育により、業務に慣れることができました。今
では、分析チームの一員として、楽しい毎日を過ごし
ています。

北伊勢上野信用金庫

株式会社第三銀行
● 所在地／〒515-8530
三重県松阪市京町510番地

株式会社三重銀行

中部電力株式会社

ヤマザキマザック株式会社

日本デコラックス株式会社

● 所在地／〒510-0087
三重県四日市市西新地7番8号

● 所在地／〒461-8680
愛知県名古屋市東区東新町1番地

● 所在地／〒480-0197
愛知県丹羽郡大口町竹田1-131

● 所在地／〒480-0103
愛知県丹羽郡扶桑町大字柏森字前屋敷10

「地域社会に奉仕し、顧客に信頼され親しまれる第
三銀行」を経営理念に掲げ、地域に密着した金融機関
として質の高い金融商品やサービスのご提供と積極
的な地域貢献などに努めております。

会社紹介

会社紹介

会社紹介

会社紹介

OB・OGからのメッセージ

OB・OGからのメッセージ

会社紹介

第三銀行にはアットホームな雰囲気があり、
自分を
飾らずのびのびと仕事をする事が出来ます。現在、窓
口業務を担当していますが、お客様との会話の中で
学ぶ事も多く、お客様と共に自分自身も成長していけ
るところに、やりが いを感じています。
【山本千裕
（2013年卒業）】

辻製油株式会社

「地域とともに、みなさまとともに」をテーマに地域
社会の発展に貢献し、地域のみなさまに親しまれ、信
頼される銀行を目指しております。

私は現在、窓口業務を担当しています。社会に出る
にあたり不安も感じましたが、お客さまからの感謝の
言葉や周りの方々に支えられ、
自分らしく働くことがで
きています。お客さまの生活のお手伝いができること
にやりがいを感じ、充実した毎日を送っています。

デンソートリム株式会社

私たち中部電力は、電力のみにとどまらず、ガス
の販売など、新規の事業領域に積極的に挑戦するこ
とで、
「総合エネルギーサービス企業」を実現してい
ます！

金属3Dプリンタと工作機械を融合したハイブリッ
ト複合加工機を発表するなど、常に新しい風を巻き起
こしてきました。お客様のよきパートナーとして、今後
も次世代の機械を開発すべく挑戦し続けます。

テーブルの表面材のメラミン化粧板、業界初の木
目柄の人工大理石、耐震補強工事に使われるケミカ
ルアンカーなど、生活の身近な所にある製品を手掛
けている化学系のメーカーです。

OB・OGからのメッセージ

OB・OGからのメッセージ

OB・OGからのメッセージ

現在入社3年目で、お客さまへ電気を送り届ける送
電線の設備改修工事を担当しています。自分が改修
を担当した設備が皆さまに電気をお届けしていると
思うと、やりがいを感じる日々です。今後もお客さま最
優先で頑張っていきます！

リンナイ株式会社

「モノづくりに携わりたい」
「世界を舞台に活躍した
い」
という思いで入社を決意しました。充実した研修
制度や環境の下、夢と情熱を持って取り組める仕事に
出会えるチャンスがヤマザキマザックにはあります。
【2016年度入社／情報工学科卒業生】

玉野総合コンサルタント株式会社

私は大学で学んだ化学の知識を活かしたくて当社
に入社しました。今年で社会人2年目になりますが、今
はまだ先輩のサポートをしながら仕事を覚えている
所です。早く一人前になれるよう、
日々仕事に取り組ん
でいます。

日本生命保険相互会社

● 所在地／〒510-0075
三重県四日市安島2-2-3

● 所在地／〒515-2314
三重県松阪市嬉野新屋庄町565-1

● 所在地／〒510-1222
三重県三重郡菰野町大強原赤坂2460

● 所在地／〒454-0802
愛知県名古屋市中川区福住町2-26

● 所在地／〒461-0005
愛知県名古屋市東区東桜2-17-14

● 所在地／〒541-8501
大阪府大阪市中央区今橋3-5-12

会社紹介

会社紹介

会社紹介

会社紹介

給湯器やガスコンロなどのガス機器を製造する総
合熱エネルギー機器メーカー。
「安全・安心」、
「快適
性」、
「環境性」に優れた提案で、人々の生活文化の向
上に貢献しています。

会社紹介

名古屋に本社を構え、人々の暮らしを安全・安心・
快適にするためにまちづくりのサポートを行っている
会社です。幅広い技術領域と信頼される人間性を持
って、
日々仕事をしています！

会社紹介

日本生命は、約1000万人のお客様から約62兆円の
資産をお預かりする生命保険業界のリーディングカ
ンパニーです。
「世界一の安心を提供する企業」を目
指して、常に戦略的な挑戦を続けています。

OB・OGからのメッセージ

OB・OGからのメッセージ

OB・OGからのメッセージ

OB・OGからのメッセージ

四日市市と伊賀市を中心としたエリアに店舗を持
つ信用金庫です。地元密着・地域貢献をモットーに、
お客様目線に立った活動を日々おこなっています。

OB・OGからのメッセージ

現在は、投資信託・年金・保険等の預かり資産担当
者として、お客様のご自宅や勤務先へ訪問する仕事を
しています。資産運用の提案からアフターフォローま
で、一人ひとりのお客様のライフプランに合わせた丁
寧なご提案を心がけています。
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松阪市にある植物油メーカーです。地域社会に根
ざした取り組み、産学官連携事業の推進、天然素材を
活用した商品開発など、常に新規性と創造性のある
挑戦を続けています。

OB・OGからのメッセージ

社会人3年目、自分の成長を実感すると共に、
日々、
責任や使命といったプレッシャーと戦っています。自
分のすべきことは何か、自分の行動、考えがどう仕事
や周りに活かせるのかなどを常に考え、
自分磨きを続
けています。

二輪車・四輪車用製品のメーカーとして、国内はも
とより世界各国の主要車両メーカーに製品を納入。
「環境、安心・安全、快適」に通じるモノづくりをしてい
ます。
電子製品の製造において工程設計（いかに高い品
質で、作りやすく、効率的に生産するか）を担当してい
ます。仕事の結果や成果がモノや数値（利益）
として表
れ、また難しい不具合等を解決したときに達成感が
あります。

私がこの会社を選んだ理由は“社員の方々の人柄
の良さに惹かれたから”でしたが、今でもその感覚は
全く変わっていません！入社2年目になりますが毎日
が勉強の日々で、充実しています。1日でも早く一人前
の技術者になれるよう頑張っています！

学生の頃から、地元でまちづくりに携わる仕事がし
たいと考え入社しました。都市計画や土木関連などの
幅広い業務を通じて、公共事業の川上から川下まで
携われることにやりがいを感じています。

入社前は営業の仕事は個人で行うものだと思って
いましたが、実際はチームに所属し、同期や先輩と一
緒に仕事をしており、それがやる気にも繋がっていま
す。
また、仕事を通して様々なお客様と接することがで
き、
日々成長を実感しています！
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特集｜羽ばたけ三重大の人材 −突撃！地域・日本・世界で活躍する三重大生！
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Special Edition●

県外企業

三重県内企業

三重テレビ放送株式会社
井村屋グループ株式会社
● 所在地／〒514-8530
三重県津市高茶屋七丁目1番1号

会社紹介

● 所在地／〒519-0594
三重県伊勢市小俣町相合1306

OB・OGからのメッセージ

「おにぎりせんべい」でおなじみの米菓製造・販売
の会社です。
「良い会社をつくろう」を合言葉に、お客
様、従業員、そして地域の皆様を大切にする経営を目
指しています。

肉まん・あんまん、あずきバーでおなじみの井村屋
グループです。
「おいしい！の笑顔をつくる」をミッショ
ンに常に「イノベーション（革新）」を行い、強くてしな
やかで魅力ある井村屋グループを目指しています。
私は生産管理の業務を行っています。社会に出て
感じた事は勉強だけでなく、部活動など三重大学で
得た経験が生きる場面がたくさんある事です。夢中で
取り組むからこそ得る物があります。社会に出て学ば
なければいけない事もありますが、まずは大学生活
を全力で楽しんでください！
！

万協製薬株式会社

会社紹介

OB・OGからのメッセージ

商品開発の部署を経験し、現在は営業支援や広報
の仕事を担当しています。早くから様々な仕事に取り
組ませて頂けるので、日々成長を実感しています。三
重大学でたくさん勉強し、遊んで、広い視野を持って
社会に羽ばたいてください！

桑名信用金庫

会社紹介

三重県内唯一の民放テレビ局として、県内の多種
多様な情報をお届けしています。県の発展、県民の生
活の充実に貢献できるよう、
これからも独自の情報を
発信していきます！

OB・OGからのメッセージ

入社してから、報道制作部で主にニュース取材に関
わってきました。私自身地元の出身ですが、日頃の市
井、事件・事故、行政の取材を通して、三重県の歴史、
強み、多様さをより深く知る機会に恵まれました。小
さな局ゆえにマンパワーの面で苦労することもありま
すが、三重県のことが好きで、自分の言葉でその魅力
を発信したいと考えている方には、絶好のフィールド
ではないでしょうか。
【人文学部卒業、2008年入社】

トライス株式会社

● 所在地／〒519-2179
三重県多気郡多気町五桂1169-142

● 所在地／〒511-8666
三重県桑名市大央町20番地

● 所在地／〒515-0204
三重県松阪市櫛田町1105-2

会社紹介

会社紹介

株式会社トーエネック

愛三工業株式会社

● 所在地／〒460-0008
愛知県名古屋市中区栄1-20-31

● 所在地／〒474-8588
愛知県大府市共和町一丁目1番地の1

会社紹介

会社紹介

中部電力グループの設備企業として、電気・情報通
信・空調衛生設備の企画・設計・施工・メンテナンスか
らエネルギーの有効利用提案までを手がけ、新たな
技術開発にも取り組んでいます。

OB・OGからのメッセージ

みなさんこんにちは。社会人となり、知識以上に人
とのつながりが大きな成長の糧となっていることを実
感しています。自由な時間のある学生時代に、今やれ
ること
（資格取得やアルバイト、遊び等）をやっておく
ことで自分の強みを形成してください。

マックスバリュ中部株式会社

弊社はクルマの心臓（＝エンジン）を操る“エンジン
制御システムメーカー”です。世界中の車の約3台に1
台はAisan製品が搭載！ 地球にやさしく、
より安全・快
適に運転できるクルマづくりを支えています。

OB・OGからのメッセージ

昨年入社し4ヶ月の教育・研修を経て、設計部署に
配属。まだまだ分からないことが多く、設計の難しさ
を実感していますが、周りの人に支えてもらいなが
ら、日々勉強中です。若いうちに色々なことに挑戦し、
オールマイティーな技術者を目指します！

アイシン・エィ・ダブリュ株式会社

スキンケア商品（医薬品、化粧品）の開発・製造をし
ています。仕事を通じて職場以外でもリーダーになれ
る人材教育にも力を入れています。地元の相可高校
と化粧品を作ったり、イベントに参加したり、地域貢献
も積極的です。

私たち桑名信用金庫は、三重県桑名市を中心に愛
知県・岐阜県の3県を営業エリアとし、お客様と“Face
to Face” の関係を大切にする地域密着の金融機関
です。

会社紹介

● 所在地／〒460-0003
愛知県名古屋市中区錦一丁目18番22号

トライボロジーを社名に、摩擦・摩耗・潤滑におけ
る独自の技術力と自社設計の生産設備により創り出
される高い品質のカーボンブラシは、自動車業界に
おいて世界トップクラスの会社です。

現在、私は営業係をしています。信用金庫は様々な
お客様との繋がり、出会いがあるので毎日が新鮮で
す。それが仕事のやりがいにもなっています。お客様
からの要望にお答えできるよう頼りにされる職員にな
るのが今の目標です。
【柴田和之（人文学部法律経済
学科 2015年卒業）】

OB・OGからのメッセージ

AT、HV、
カーナビゲーションシステムの開発・製造・
販売を行う専門メーカーです。AT、ナビの生産台数
は、世界トップクラスを誇り、現在では世界中のカーメ
ーカー様に採用いただいております。

OB・OGからのメッセージ

OB・OGからのメッセージ

愛知・岐阜・三重・滋賀にイオングループの食品ス
ーパーマーケット
「マックスバリュ」
「ザ・ビッグ エクス
プレス」等を展開。中部圏ナンバー1の事業規模を目
指しています。

OB・OGからのメッセージ

OB・OGからのメッセージ

品質管理部で製品の検査業務に携わっています。
最初は扱ったことのない分析機器に戸惑いもありま
したが、先輩方の指導の下、徐々に使いこなせるよう
になりました。責任のある仕事に緊張しながらも、や
りがいを感じる毎日を過ごしています。
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株式会社マスヤ

● 所在地／〒514-0063
三重県津市渋見町693-1

コミュニケーションがとりやすく相談しやすい環境
を整えて頂いているので、不安なく働けています。業
務内容としては、労働災害の削減など、職場環境の改
善をすることで、従業員の皆さんが安心して働けるよ
うに日々頑張っています。

● 所在地／〒444-1192
愛知県安城市藤井町高根10番地

会社紹介

会社紹介

学部も学科も畑違いなスーパーマーケットに飛び
込みました。新しいことばかりで、戸惑いながらも挑
戦を続ける日々。失敗と反省を繰り返す度に充実感を
覚えました。現在店舗の部門責任者として、魅力ある
売場を日々追求しております。

日々カーメーカー様と共に、時には海外や-30℃の
寒冷地で走行実験をし、ATの開発を通して車を作りこ
んでいます。自分の設計した制御で車の走りが進化し
て行くことにやりがいを感じながら、製品化に向け一
歩づつ進んでいます。

岡三証券株式会社
● 所在地／〒103-0022
東京都中央区日本橋室町2-2-1
室町東三井ビルディング

会社紹介

1923年創業の歴史と伝統のある独立系証券会社
です。創業以来『すべてはお客さまのために』
という創
業理念のもと対面営業に注力してきました。
人物重視の選考を行っています！

OB・OGからのメッセージ

実際に足を踏み入れてみないことには分からない
ことも多々あると思いますが、同じ環境であろうと心
の持ちようで成長速度は異なると思います。自分自身
の選択に対して、前向きに取り組んでみてください。

三菱電機エンジニアリング株式会社
● 所在地／〒102-0073
東京都千代田区九段北1-13-5
ヒューリック九段ビル

会社紹介

三菱電機製品および当社独自製品の開発設計を手
掛ける三菱電機グループ会社です。家電から宇宙ま
で、幅広い製品・システムづくりを開発設計のプロ集
団として支えています。

OB・OGからのメッセージ

入社時からFA製品の設計に携わっています。最初
は技術的な知識不足で困ることもありましたが、研修
等の充実したサポートにより、必要な知識をスムーズ
に習得できました。現在も、一人前の技術者になるた
めに日々勉強中です！
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特集｜羽ばたけ三重大の人材 −突撃！地域・日本・世界で活躍する三重大生！
！−／
県外企業

三重県内企業

三重の力を世界へ

海外で活躍する先輩もいます！
！

クラギ株式会社

株式会社デンソー

● 所在地／〒515-0818
三重県松阪市川井町花田539

会社紹介

創業は1603年。1982年に農業用品専門店「農業
屋」が誕生し、順調に出店を続け、現在は東海・近畿圏
に46店舗を展開しています。地域に密着し、地元の農
家さんを応援しています。

OB・OGからのメッセージ

忙しい毎日ですが、日々成長を感じることができ、
充実しています。
（写真左：西井）
自分が一生懸命になれる職場を見つけました！毎
日楽しいです♪（写真中央：伊藤）
仕事内容をよく吟味して、本当にやりたいことを探
してみてください。
（写真右：藤井）

OB・OGからのメッセージ

私は三重大学医学部を卒業し研修を終えた後に渡
米し、現在は世界有数の小児がんセンターであるセ
ント・ジュード小児研究病院で、小児急性リンパ性白
血病治療の主任研究者として新しい治療法の開発に
従事しています。“Where there is a will, there is a
way” という諺（ことわざ）を胸に、常に挑戦する気持
ちを忘れず、白血病の生存率が100％になることを目
指しています。皆様も、常に幅広い国際的な視野を持
ち、頑張って下さい。
【セント・ジュード小児研究病院
（アメリカ）腫瘍科医 稲葉寛人】

OB・OGからのメッセージ

三重大学生物資源学部を卒業し、京都大学で博士
号を取得した後、博士研究員として、
ドイツ・デュッセ
ルドルフ市にあるハインリッヒ・ハイネ大学で働いて
います。植物を対象に、“どのようにかたちがつくられ
るのか”その基本的な仕組みを明らかにするべく、研
究を行っています。日本とは異なった環境、考え方の
下、研究することができ、
とても充実した日々を過ごし
ています。大学での経験を生かして海外で研究してみ
ませんか？日本では味わえない、刺激的な日々が待っ
ています。
【Heinrich-Heine Universität Düsseldorf
（ドイツ）博士研究員 川本 望】

■（総務省）中部管区行政評価局
■（法務省）大阪法務局
■（法務省）名古屋法務局
■（法務省）検察庁

株式会社タカキタ
● 所在地／〒518-0441
三重県名張市夏見2828

会社紹介

株式会社三重電子計算センター

■ 厚生労働省
■ 農林水産省

● 所在地／〒514-8550
三重県津市桜橋二丁目177番地3

■（農林水産省）水産庁

会社紹介

■（経済産業省）中部経済産業局

創業105年目を迎える歴史の深い東証・名証1部上
場企業で酪農畜産用を主とした農作業機を開発し、
国内のみならずアジア・ヨーロッパへタカキタ独自ブ
ランドで販売しております。また、大型軸受の加工も
行っております。

当社はIT企業として、システム構築の企画提案や設
計・運用・保守等を通じ、お客様が求める最適なソリ
ューションを提供することで地域社会に貢献していき
ます。

OB・OGからのメッセージ

OB・OGからのメッセージ

1つの機械について設計から試作、性能耐久試験ま
ですべて1人で担当するため、自分の思いを形にでき
る仕事だと思います。やりがいを感じる一方でプレッ
シャーもありますが、日々精進に努めています。三重
大学の卒業生が20名活躍しています。
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■（財務省）国税庁

入社当初に色々とあった不安も、先輩方からの親
身なサポートのおかげで次第に自信に変わっていき
ました。大切な情報を取り扱うため仕事は厳しいで
すが、やりがいを感じながら充実した毎日を送ってい
ます。

■（農林水産省）東海農政局
■（国土交通省）中部地方整備局
■（国土交通省）近畿地方整備局
■（国土交通省）海上保安庁
■（防衛省）自衛隊
■ 裁判所
（裁判所事務官Ⅰ種・Ⅱ種・
家庭裁判所調査官補Ⅰ種）

地方公務員

県 ■ 三重県
■ 三重県警察
■ 愛知県
■ 石川県
■ 岐阜県
■ 島根県
■ 奈良県
■ 兵庫県
■ 和歌山県
市・町（県内のみ）
■ 伊勢市
■ いなべ市
■ 尾鷲市
■ 亀山市
■ 木曽岬町
■ 熊野市
■ 桑名市
■ 菰野町
■ 鈴鹿市
■ 津市
■ 名張市
■ 松阪市
■ 四日市市

株式会社豊田自動織機

● 所在地／〒432-8611
静岡県浜松市南区高塚町300

● 所在地／〒448-8671
愛知県刈谷市豊田町2丁目1番地

会社紹介

会社紹介

会社紹介

あらゆるカーメーカーを通じ、世の中の人々の暮ら
しを前進させる世界トップレベルの自動車部品メー
カー デンソー。もっと環境にやさしく、安全なクルマ
社会を実現するため、挑戦しています。

スズキは、
日本はもちろん海外200以上の国や地域
と取引を持ち、世界規模で事業展開を進めています。
走る喜び、使う楽しみ、持つ幸せをキーワードに価値
ある製品をつくり続けます。

繊維機械・コンプレッサー・フォークリフトの3分野
で世界シェア№1を誇るトヨタグループ源流企業です。
海外189社の子会社を通じて、世界を相手に多彩な
事業を展開中です。

OB・OGからのメッセージ

OB・OGからのメッセージ

OB・OGからのメッセージ

もともと化学系出身ということで不安もありました
が、指導熱心でプロ意識の高い上司や先輩に囲ま
れ、学び続ける毎日です。専門や経験に捉われず、好
奇心と挑戦心さえあれば、成長できるフィールドがこ
こにはあります！

公務員や法人職員等、企業以外の就職先をご 紹介します。

公務員系

スズキ株式会社

● 所在地／〒448-8661
愛知県刈谷市昭和町1-1

公務員系・医療系の就 職先の紹介
国家公務員

Special Edition●

若手社員のうちから責任ある業務を任され、やりが
いを持って業務に取り組んでいます。学生時代は、
様々な出来事を経験する機会が数多くありますので、
やる気を持って取り組んで下さい。何事もチャレンジ
が大切です。

現在は、コンプレッサーの生産設備の開発に携わっ
ています。世界トップシェアを誇る製品の生産設備開発
に携われる喜びを日々感じています。責任ある仕事をさ
せてもらっていることで充実した有意義な毎日を送っ
ています。
【2015年入社／生技開発センター 廣森勇人】

※誌面の都合上、一部のみの紹介
となりますのでご了承ください。

教育機関（県内のみ） 医療・福祉機関（県内のみ）
■ 三重県公立学校

■ 三重大学医学部附属病院

■ 県立城山特別支援学校

■ 独立行政法人 国立病院機構
三重中央医療センター

■ 学校法人 伊勢学園
■ 学校法人 津田学園
■ 学校法人 高田学苑

■ 独立行政法人
国立病院機構 三重病院

■ 学校法人 暁学園

■ 地方独立行政法人
桑名市総合医療センター

特殊法人

■ 地方独立行政法人
三重県立総合医療センター

■日本年金機構
■日本放送協会

法人職員
■ 国立大学法人 三重大学
■ 独立行政法人
国際協力機構（JICA）
■ 独立行政法人
国立高等専門学校機構
鈴鹿工業高等専門学校
■ 学校法人
鈴鹿医療科学大学

■ 市立四日市病院
■ 伊賀市立上野総合市民病院
■ 尾鷲市立尾鷲総合病院
■ 紀南病院組合立紀南病院
■ 三重県厚生農業協同組合連合会
鈴鹿中央総合病院
■ 社会福祉法人 アパティア福祉会
乳児院・児童養護施設
エスペランス四日市
■ 社会福祉法人 ケアフル亀山
（特別養護老人ホーム亀寿苑）

日本郵便株式会社
● 所在地／〒100-8798
東京都千代田区霞が関一丁目3番2号

会社紹介

全国の郵便局ネットワークを活用し、郵便・貯金・保
険、地域のニーズにあった商品・サービスを提供し、
人々の生活を支援する「トータル生活サポート企業」
を目指しています。

OB・OGからのメッセージ

岐阜鶉郵便局に勤務しています。私の仕事は窓口
業務・営業です。子供からお年寄り、外国の方まで幅
広いお客さまの対応に奮闘の日々ですが、お客さま
の「ありがとう」の言葉に喜びを感じます。福利厚生も
しっかりしていて、
プライベートも充実しています！

Hitz日立造船株式会社
● 所在地／〒559-8559
大阪府大阪市住之江区南港北1丁目7番
89号

会社紹介

私たちは、
「環境・プラント事業」、
「機械事業」、
「プ
ロセス機器事業」、
「インフラ事業」および「精密機械
事業」の分野で社会に貢献しています。

OB・OGからのメッセージ

大学生活があっという間に終わってしまうので、今
のうちにできるだけたくさんチャレンジしてみてくだ
さいね。やる時はやる！遊ぶ時は思い切って遊んでく
ださい。皆さんのご活躍を期待しています。
【 チャン
ティ チャン（2016年卒業）】
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●Special Edition

青 春！
頑張るクラブ・サークル特集 第２弾
全学部生に対するクラブ・サークルの加入者比率は80.9％（平成27年度）
となっています。
体育系78団体、文科系73団体の中から、優秀な成績を残したり、変わった活動をしている等々、
要注目のクラブ・サークルを紹介します！

アーチェリー部
●活動日時 月・水・木曜日 16：30〜18：00、土曜日 8：00〜12：00
●活動場所 学内アーチェリー場
【U R L】http://www.geocities.co.jp/CollegeLife-Lounge/4922/NEWtop.htm
【Twitter】https://twitter.com/mie̲archery
アーチェリーは自分の実力が点数に現れるの
で、
自らの成長を強く実感できるスポーツです。
社会人になっても趣味の1つとなる、大学から始
められるスポーツです。
アーチェリーをする人が増
え、
もっと世の中に広まることを願っています。

バドミントン部
●活動日時 火・木・金曜日 16：45〜21：00、土曜日 13：00〜18：00
●活動場所 平日／第一体育館、土曜日／屋内トレーニング場
【U R L】http://miebad.client.jp/
私達三重大学全学バドミントン部は部員25人で活動をしてい
ます。経験者はもちろん、大学から始めた部員も所属しており、厳
しい練習もありますが全員で声を出して楽しく活動しています。
一年に大きな大会が3回あり、それに向けて日々練習しています。
最近では女子が東海地区国立大学体育大会において2連覇を達
成しました！
また、部活動だけではなく、キャンプなど楽しいイベントもたく
さん行なっています。
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K.A.F.（カフ）
皆さん、林業に興味は
ありませんか？K.A.F.は、
森林ボランティア活動の
参加者を支援するサー
クルです。このサークル
は、森林ボランティアに
参加したメンバーの中
から、三重大学生の皆さ
んにこの活動を知っても
らいたいと集ったメンバーから構成されています。
私たちが参加している森林ボランティアは、年に2回、3月と9月の上旬
に岡山県新見市で行われます。林業家の方たちに教えていただきながら
実際にチェーンソーを使って作業します。また、ボランティア期間中の2
週間は他大学生と一つ屋根の下で共同生活を行います。
この活動では
林業を実際に体験できるだけでなく、他大学生や地域の方々との交流な
ど様々な経験ができます。
この活動に参加している学生は、森林専攻とは限らず、農業、経済、看
護を学んでいる学生もいます。それぞれが森林ボランティアを通して何
かを得て自分の大学に帰り、それを普段の生活に活かそうとしています。
一本の木を倒したときの大地の振動や、涙あり笑いありの共同生活を
体験してみませんか？
少しでも興味を持った方はぜひご連絡ください♪

特集｜青春！頑張るクラブ・サークル特集 第2弾／

ロボコンクラブM 3RC（エムキューブアールシー）

Special Edition●

●活動場所 総合研究棟 1階
【U R L】http://asp1.cc.mie-u.ac.jp/~m3rc/pwp/
【Twitter】https://twitter.com/mieroboconclub
M3RCは毎年6~7月に開催されるNHK大学ロボコンに
向けて日夜ロボットの製作を行っています。
また、部の技
術力向上ために部内大会や勉強会を開催しています。
NHK大学ロボコンでは27年度はローム特別賞、28年
度はトヨタ特別賞を頂きました。

三重大学 ウミガメ・スナメリ調査・保全サークル

かめっぷり

●活動日時 ミーティング／月曜日 18:00〜 調査／不定期
●活動場所 ミーティング／生物資源棟125教室
調査／四日市市から津市の砂浜
【U R L】http://miekameppuri.web.fc2.com/
【Twitter】https://twitter.com/kameppuri
こんにちは！かめっぷりでは、小型のイルカの仲間であるスナメリ
やウミガメの漂着、
ウミガメの上陸の調査を行っています。
これらを発見したらかめっぷりまで連絡をお願いします！また気に
なる方は気軽にミーティングを覗いてみてください♪

弓道部
●活動日時 月・火・金曜日 16：40〜19：00、土曜日 9：40〜12：30
●活動場所 学内弓道場
【U R L】http://www.geocities.jp/yumibu̲mie̲univ2/
【Twitter】https://twitter.com/mie̲univ̲kyudo

調査地で今年度初の産卵が
ありました

カフェサークル

私たち弓道部は第59回東海学生弓道選手権大会で、男子団体優
勝、男女個人入賞を果たしました。
現在部員は20名で男子はⅠ部リーグ昇格、女子はⅠ部リーグ優勝
を目指して日々練習しています。
弓道部は、精神を鍛えられる武道であり、練習はもちろん、合宿や
コンパなどもあり楽しい部活です。

Le Lien（ルリアン）

【Twitter】https://twitter.com/cafe̲le̲lien
私達Le Lienはカフェ好きが集まり、
できたサークルです。
普段は各々が好きな珈琲、紅茶を楽しみながら活動してま
す。
アットホームな素敵なサークルです。
生協でオリジナルブレンドコーヒーを販売販売している
ので是非どうぞ！
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●Information ／大学内グルメマップ

オスス

内
学
大
プ
ッ
マ
グルメ

1
レストラン
「四喜喜折々」

工学部生協ミニショップ

食

しむ
事を楽

スポッ

ト

し
を紹介

Information●
クラブ・サークル
クラブ・サークル／

メ！

夜セット
880円（税込）

えっくすを
持参したら
特典アリ！

（しきおりおり）

伊勢湾をながめる展望レストラン。
三重大生なら
「夜セット
（880円（税込）
）
」が200円引きです。

工学部校舎

ます。

第2食堂

4

看護学科棟

医学部附属病院 12F
営業時間／月〜土 8：30〜21：00（オーダーストップ 20：30）
（日曜日は8：30〜14：00）
しきおりおり

レストラン「四喜喜折々」

講堂
（三翠ホール）
ミニストップ

人文学部校舎
人文学部生協プチショップ

環境・情報科学館（メープル館）

第1食堂

附属図書館

3

生協売店
（翠陵店）
翠陵会館

レストラン「ぱせお」

オスス

3 第1食堂

えっくすを
営業時間／月〜金 8：00〜19：30 持参したら
土 11：00〜13：30 ※1 特典アリ！
休業日／日・祝

特典コーナー
えっくすを
持参したら
特典アリ！
15

メ！

ミラノサンドA
410円（税込）
アイスコーヒー
（M）270円（税
込）

2 ドトールコーヒーショップ

オスス

メ！

医学部附属病院

旧病棟 解体中

教育学部校舎

チキンおろしダ
レ
302円（税込）

2

ドトール

生物資源学部校舎

定番メニューや季節ごとの
企画メニューが豊富です。

活動は
日時／毎週水曜日 16：20〜17：50
土・日曜日
活動場所／三重大学生物資源学部裏の畑

ローソン

5

オスス

活動は
日時／毎週月・火・木・金曜日 17：00〜
土曜日 9：30〜12：00
活動場所／第1体育館2階剣道場

医学部校舎
地域イノベーション研究開発拠点

教養教育校舎

1

農らく
（農業サークル）

剣道部

冷たい飲み物と美味しいミラノ
サンドはいかがですか？イート
インコーナーがあります。

メ！

おばんざい1g
1.4円（税込）

えっくすを
持参したら
特典アリ！

医学部附属病院 1F
営業時間／月〜金 7：30〜19：00
土・日・祝 8：00〜17：00

4 第2食堂

品数豊富な1g 1.4円の
おばんざいが一番人気
です！

えっくすを
持参したら
特典アリ！

営業時間／月〜金 10:30〜14:00 ※1
休業日／土・日・祝

❶：ソフトドリンク 1杯サービス（17時からお食事の方対象）

＊注文時に、
えっくす36号を店員に提示してください。対象期間：平成28年8月末日まで有効

❷：ドリンク購入の方は、会計時 50円割引（他のサービス券との併用は不可）

＊注文時に、
えっくす36号を店員に提示してください。対象期間：平成28年8月末日まで有効

❸❹❺：お食事をしていただいた方には、生協売店の対象デザート・アイス
（一部商品を
除く。）が15％引きでご利用いただける生協クーポンを差し上げます。
＊会計時に、
えっくす36号を店員に提示してください。対象期間：平成28年9月末日まで有効

オスス

メ！

日替わり定食
600円（税込）

5 レストラン「ぱせお」
えっくすを

名物 三重大カレーやチェンミ・コ
ーヒーも提供するレストランです。

持参したら
特典アリ！

翠陵会館 2F
営業時間／月〜金 11：00〜14：00 ※1
休業日／土・日・祝

※1 夏休み中は、営業時間が変更になります。詳しくは生協HPをご覧ください。http://www.mucoop.jp/

皆さんこんにちは！剣道部です！
練習中は厳しく、それ以外は楽しくを心がけ、
「メリハリ」のあ
る楽しい部活を目指し、
日々修練しています。大学生になると勉
強やゼミ、
アルバイトなど、何かと忙しくなります。そんな時にも
「メリハリ」をつけて、来れるときは道場に来て、
できるときに思
い切り集中することで、文武両道を目指して頑張っています。
剣道は武道です。他のスポーツとは違い、勝つこと以外のこ
と、例えば勝利に至るまでの練習の過程や礼儀作法等、精神的
な部分も沢山学ぶことができます。
また、
「これが正解」
という、
明確な答えがないことも魅力です。大会が終わったり、大学を
卒業することがゴールではなく、何年経っても、いつまででも
「道」を探求できることができます。
このように聞くと敷居が高いように思えますが、毎年初心者
の方も入部し、段位を取得しています。手取り足取り教えますの
で心配無用です！
現在は、悲願である東海一
部昇格と、東海地区国立大学
体育大会優勝を目指し、仲間と
切磋琢磨しています。是非、一
緒に剣の道を極めませんか？？
・・・そこまで は い か なくて
も、一緒に充実した大学生活を
送りましょう！
！
代表

王

亮太（生物資源学部 3年）

【サイトURL】http://true-justice.jimdo.com/
【Twitter URL】https://twitter.com/MieU̲Kendo

「農業」
してます！野菜を育て、土壌を改良！収穫した野菜は自
分達で調理したり、地元の人たちとのイベントなどで使ったり
します。学内にある畑と、亀山市加太の元耕作放棄地３a（アール）
を使って野菜を育てています。
ソバ、大根、ニンジン、サツマイモ、ネギ、
トマトなどなど、品
質向上を目指しながら様々な野菜を育てています。自分たちで
育てた野菜は本当に美味しい！イチから育てて収穫して、食べ
たときの味・達成感は格別ですよ！普段私たちが食べている野
菜がどうやって育てられているのか、座学だけでは得られな
い、野菜の知識や土壌の知識が得られます。
とれたての野菜の
みずみずしさや栄養を
蓄えた土のにおいを肌
で感じることができ、学
ぶことが多くとても面
白いサークルです。
一緒に楽しく野菜を
育ててみませんか？
代表

清本

翼（生物資源学部 2年）

【サイトURL】http://ameblo.jp/norakunoraku/
【Twitter URL】https://twitter.com/noraku̲mieuniv
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●Information

気になるNEWS／

気になる
NEWS
ニュ ー ス

えっくん

1月 28日

カシミール A. ヨースト氏（ジョージタウン
大学 外交研究所シニアフェロー）が講演
カシミール氏は、これまでの世界経済などの
動き、今後懸念される問題などからはじまり、G7
が直面する課題やサミットで期待されることに
ついて説明し、最後に設けられた質疑応答では、
高校生や大学生から活発な質問が行われました。

2月 20日

三重大学伊賀連携フィールド
「総括シンポジウム」
2012年に文化研究や市街地活性化の拠点と
して開設された、伊賀連携フィールドが今まで行
ってきた市民講座や古文書講座、
まちづくりのた
めの調査、市民討論などの取り組みを総括した
発表を行いました。

Information●

3月 20日

4月 24日

5月 18日

第3回三重大学・皇學館大学
「桓武天皇と斎宮」
合同シンポジウム

本学の学生と留学生が「ジュニア
サミットin くわな2016」に参加

海外インターンシップ報告会

「文献史学から見た斎宮」
「考古学からみた斎
宮」をテーマに、桓武天皇と斎宮にまつわる歴史
や遺構などについての講演が行われました。そ
の後、さいくう平安の杜にて実物大の斎宮の正
殿や西脇殿などの見学会が行われました。

本学の学生とドイツ、フランス、インドネシア、
フィジー、韓国、中国など12ヵ国24人の留学生が、
桑名の高校生40人と
「桑名の水環境」、
「食」、
「文
化」、
「観光産業」、
「国際化」の５つをテーマにワ
ールドカフェ形式で日本語と英語で討論し、
「桑
名ジュニアサミットユース宣言」を行いました。

三重大学機能強化推進プロジェクト等経費事業
「地域活性化に向けた人材育成ネットワーク構築プ
ロジェクト」
としてタイ・ベトナムでインターンシップ
を行った学生11人から研修報告が行われ、
「現地の
文化を理解することが大切だと実感した」など、海外
インターンシップならではの感想が発表されました。

くすちゃん

1月 6日

県内企業と学生が
女性の働き方について意見交換

三重県と㈱百五経済研究所※の協力の下、企
業、県、学生が一丸となってワーク・ライフ・バラ
ンスを考える機会として、県内企業から女性社員
6人をお招きして学生約300人と意見交換を行い
ました。※7月1日付で ㈱百五総合研究所に社名変更

2月 20日～28日

学生が企画・運営！食用花
「エディブルフラワーMini展」
㈱赤塚植物園でインターンシップを行った本
学の学生2人と、本学とエディブルフラワー（食用
花）の共同研究を行っている同研究開発部課長
の長谷川幸子さんが中心となり、多くの方にエデ
ィブルフラワーを知ってもらえるよう、ポスター展
示やレシピの紹介などが行われました。

3月 1日

さつき保育園新棟完成式、
学長イクボス宣言
昭和48年に建てられたさつき保育園に、改築
された新棟完成式と駒田美弘学長によるイクボ
ス宣言が行われました。新棟完成を祝うテープ
カット、イクボス宣言文への署名が行われた後、
鈴木英敬知事から激励がありました。

1月 23日

三重創生ファンタジスタ養成！
COC＋キックオフシンポジウム
納谷廣美氏（前明治大学長）による基調講演、
末松則子鈴鹿市長や小山巧南伊勢町町長をはじ
めとする産・官・学・民からのパネリストによるデ
ィスカッションなどを行い、275人が参加しました。
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2月 20日

医学部附属病院で「きょうだいの日」
医学部附属病院に入院しているこどものきょう
だい達が主役となって楽しい時間を過ごしてもらう
ことを目的に、家族と一緒に聴診器などの医療器
具体験やクッキーデコレーションなどを行いました。

3月 18日

三重大発の新商品3点をお披露目
学生・教員が企業と協力・開発した、三重大学
魚醤「鮭びしお」、オリジナルブレンドコーヒー
「Le Lien（ルリアン）
ブレンド」、洋菓子「農場バウ
ム（愛称：つぶやけないバウムクーヘン）」の3点
がお披露目されました。

3月 28日

看護学専攻博士後期課程
開設記念式典・講演会・祝賀会
駒田美弘学長による主催者挨拶、
ご来賓から
の祝辞、畑下博世看護学科長による博士課程の
紹介があった後、Denise Saint Arnault博士（ミシ
ガン大学看護学部）から
「Mixed Methodsを用い
た看護研究」
と題した講演が行われ、最後に記念
祝賀会が開催されました。

4月 20日

医学部附属病院救護班が被災地・
熊本県へ出動

熊本地震発生にともない三重県からの要請を
受け、医学部附属病院救護班（医師1人・薬剤師1
人・看護師１人・業務調整員（事務職員）1人）が
熊本県へ出動し、現地で医療支援を行いました。

4月 25日

キャリア・ピアサポーター上級認定式
学生が学生に対して生活や修学を支援する「ピア
サポーター」の養成を目的とした「キャリア・ピアサポ
ーター上級資格」の認定式が行われ、人文学部の鈴
東涼さんへ認定書が贈られました。

5月 10日

伊勢志摩サミット応援事業
環境・省エネに寄与する
「スマートキャンパス国際シンポジウム」
経済産業省中部地方整備局による“日本のエ
ネルギー事情”の報告の後、スマート化・省エネ
に積極的に取り組んでいるリヨン大学・江蘇大
学・国立交通大学・東京工業大学・名古屋大学・
本学の教員と学生が、温室効果ガス削減や、省エ
ネルギーの取り組みを発表しました。

6月 17日

第1回三重大学大阪シンポジウム

J.フロント リテイリング ㈱の相談役 奥田務氏
による基調講演「百貨店ビジネスの変革とこれ
からの大学生への期待」や本学教員3人による研
究成果・活動の発表が行われました。

気になるEXTRA
教育学部附属中学校と
附属特別支援学校に無線LANを整備
教育学部附属中学校と附属特別支援学校に無
線LANが整備され、すでに整備されている附属小
学校と合わせて、全附属学校の無線LANが整備
されました。また、同時にタブレットの台数増と、
電子黒板もあわせて導入され、小中高等教育の
ICT化推進のためのインフラ整備が行われました。
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●Information ／本の紹介
本の紹介

平成 28年

『有害有毒プランクトンの科学』

19世紀の医学というと、
パストゥー

『学生が変わるプロブレム・ 『戦争と広告
ベースド・ラーニング実践法
第二次大戦、
日本の戦争
学びを深めるアクティブ・ラー
広告を読み解く』
ニングがキャンパスを変える』 戦争とは「物語」です。兵士や直接

紹介したものです。

プロブレム・ベースド・ラーニング
（Ｐ
ＢＬ）
はアクティブ・ラーニングのモデ
ル的な教育法です。本書はＰＢＬを
全学で展開する米国デラウェア大
学の全貌を示しています。我が国
のＰＢＬの先駆けである本学が参
考にした事例です。

の被害者にならない限り、戦地の様
子や敵の姿を目にすることはないか
らです。それを伝えるのはメディアで
あります。第二次世界大戦の雑誌、
展示品、映画などのメディアによっ
て戦中、
そして現在どのように戦争
が見せられているのかを考えます。

単著／小川 眞里子
（名誉教授）
定価／６,３００円
（税抜）
発行／名古屋大学出版会
頁数／488ページ
ISBN／978-4-8158-0826-6

監訳／山田 康彦
（教育学部・教授）
津田 司
（名誉教授）
翻訳／高等教育創造開発センター
定価／3,600円
（税抜）
発行／ナカニシヤ出版
頁数／304ページ
ISBN／978-4-7795-1002-1

単著／森 正人
（人文学部・准教授）
定価／1,700円
（税抜）
発行／株式会社KADOKAWA
頁数／265ページ
ISBN／ 978-4-04-703583-6

ルやコッホがよく論じられはしても、
イギリスのことはほとんど知られぬま
まに過ぎてきました。本書はヴィクト
リア時代の衛生学や医学を当時
の政治や社会の関係に注目して

『小林多喜二
生地からの発信
秋田県多喜二祭の記録 第三集』
共著／尾西 康充
（理事（企画・評価担当））
定価／2,500円
（税抜）
発行／秋田県多喜二祭実行委員会
（代表 工藤一紘）
頁数／280ページ

『亀山学』
編著／朴 恵淑
（人文学部、地域イノベーション
学研究科・教授）
定価／2,800円
（税抜）
発行／風媒社
頁数／238ページ
ISBN／978-4-8331-1114-0

『日本語と中国語の
モダリティ』
共著／藤田 昌志
（国際交流センター・准教授）
定価／2,800円
（税抜）
発行／白帝社
頁数／280ページ
ISBN／978-4-86398-203-1
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『日本文化概論Ⅲ
−歴史編3：近現代2
（昭和・平成〜）
−』

名誉教授
（元三重大学教育学部・教授）

煙を出して消えたり、
ガマに変身
したりすると思われた忍者とは
実際はどのような存在だったの

本書は日本語非母語話者が日本
文化を理解するためのシリーズの
一冊です。日本の近現代2(昭和・
平成)の歴史について明晰な日本
語にリライトしてあります。あわせて
日本語母語話者もかつて学校で
習った昭和・平成の歴史がどのよう
なものであったか再度、認識しなお
すことができます。

か、秘伝書や歴史史料をもとに
実 像を明らかにしています 。
2012年から三重大学伊賀連
携フィールドで行っている忍者
研究の一つの到達点です。

単著／藤田 昌志
（国際交流センター・准教授）
頁数／50ページ
附属図書館にて閲覧・貸出可

『Ｑ＆Ａ 辺野古から問う
日本の地方自治』
共著／前田 定孝
（人文学部・准教授）
定価／1,111円
（税抜）
発行／自治体研究社
頁数／96ページ
ISBN／978-4-88037-652-3

『アクティブラーニングとしての
ＰＢＬと探究的な学習』
共著／長澤 多代
（附属図書館研究開発室・准教授）
定価／1,800円
（税抜）
発行／東信堂
頁数／176ページ
ISBN／978-4-7989-1346-9

『天気と海の関係について
わかっていることいないこと
ようこそ、
そらの研究室へ』
共著／万田 敦昌
（生物資源学研究科・准教授）
定価／1,800円
（税抜）
発行／ベレ出版
頁数／336ページ
ISBN／978-4-86064-473-4

単著／山田 雄司
（人文学部・教授）
定価／1,600円
（税抜）
発行／株式会社KADOKAWA
頁数／270ページ
ISBN／978-4-04-703580-5

『変容する聖地

鏡味 明克

伊勢』

共著／山中 章
（名誉教授）
定価／2,800円
（税抜）
発行／思文閣出版
頁数／340ページ
ISBN／978-4-7842-1836-3

『土砂災害と防災教育
−命を守る判断・行動・備え−』
共著／山田 孝
（生物資源学研究科、
地域圏防災・減災研究センター・教授）
定価／3,600円
（税抜）
発行／朝倉書店
頁数／160ページ
ISBN／978-4-254-26167-7

『18歳からわかる
平和と安全保障のえらび方』
共著／森原 康仁
（人文学部・准教授）
定価／1,600円
（税抜）
発行／大月書店
頁数／216ページ
ISBN／978-4-272-21112-8

功労を積み重ねた人に
贈られるんだよ

名誉教授
（元三重大学教育学部・教授）

篠 三知雄

共著／池浦 良淳
（工学研究科・教授）
早川 聡一郎
（工学研究科・准教授）
定価／80,000円
（税抜）
発行／技術情報協会
頁数／485ページ
ISBN／978-4-86104-617-9

●瑞宝中綬章（教育研究功労）

● 瑞宝中綬章（教育研究功労）

名誉教授
（元三重大学医学部・教授）

名誉教授
（元三重大学医学部・教授）

櫻井

實

中野 勝磨

第19回

『第二言語としての日本語習得研究の展望
−第二言語から多言語へ−』
共著／福岡 昌子
（国際交流センター・教授）
定価／3,200円
（税抜）
発行／ココ出版
頁数／514ページ
ISBN／978-4-904595-80-0

『The NINJA
−忍者ってナンジャ!?− 公式ブック』
総合監修／山田 雄司
（人文学部・教授）
監修／荒木 利芳
（社会連携研究センター伊賀研究拠点・研究員
（社会連携特任教授）
）
加藤 進
（社会連携研究センター伊賀研究拠点・研究員
（社会連携特任教授）
）
川上 仁一
（産学官連携アドバイザー、
社会連携研究センター社会連携特任教授）
紀平 征希
（社会連携研究センター伊賀研究拠点・研究員）
小森 照久（医学系研究科・教授）
杉田 正明
（教育学部・教授）
久松 眞
（社会連携研究センター伊賀研究拠点・副所長
（社会連携研究センター特任教授
（研究担当）
）
）
山本 好男
（社会連携研究センター伊賀研究拠点・教授）
吉丸 雄哉
（人文学部・准教授）
脇田 裕久
（名誉教授）
定価／1,800円
（税抜）
の
発行／株式会社KADOKAWA
大学
三重 執筆
頁数／120ページ
が
の
教員
る本
ISBN／978-4-04-400148-3
てい
し

「瑞宝章」は
公共的な業務に長年従事して

●瑞宝中綬章（教育研究功労）

『ドライバ状態の検出、推定技術と
自動運転、運転支援システムへの応用』

『忍者の歴史』

春の叙勲受章者

●瑞宝中綬章（教育研究功労）

共著／石川 輝
（生物資源学研究科・教授）
定価／5,500円
（税抜）
発行／恒星社厚生閣
頁数／352ページ
ISBN／978-4-7699-1580-5

『病原菌と国家
ヴィクトリア時代の衛生・
科学・政治』

Information●

本の紹介／表彰／

です

一部

環境コミュニケーション大賞
「環境配慮促進法特定事業者賞」
●2016年2月24日
「第19回環境コミュニケーション大賞」
（主催：環境省、
一般社団法人地球・人間環境フォーラム）
の
【環境報
告書部門】
において、本学が「環境配慮促進法特定
事業者賞」
を受賞しました。環境コミュニケーション大
賞」
は、優れた環境報告書等やテレビ環境CMを表彰
することにより、事業者等の環境経営及び環境コミュニケーションへの取組を促進す
るとともに、環境情報開示の質の向上を図ることを目的とする表彰制度です。本学は、
同賞をこれまでにも６度受賞しており、今回で７度目の受賞となります。

日本体育協会から感謝状贈呈
●2015年12月13日
永年にわたりスポーツ指導者の育成指導に尽力し、
日
本のスポーツ振興に多大な貢献をしたとして、公益財
団法人日本体育協会から本学教育学部へ感謝状が
贈呈されました。本感謝状は、平成27年12月13日(日)
に行われた
「公益財団法人日本体育協会スポーツ指
導者育成50周年記念式典」において、指導者育成に尽力した個人・企業・団体・学
校への記念表彰として贈呈されました。

平成27年度

学習支援ライブラリアンコンテスト 最優秀賞
●2016年1月25日
平成27年度学習支援ライブラリアンコンテスト
（東海北
陸地区国立大学図書館協会）
において、本学附属図書
館の「図書館ツアー」
が最優秀賞を受賞しました。
本コンテストは、図書館職員の「学習支援力」の向上を
図ることを目的として、各大学図書館の学習支援の取組
みについて優れた事例を表彰するもので、
５件の応募の中から選ばれました。
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●Information ／表彰

表彰／お知らせ／

教職員表彰
First International Conference on
Science,Engineering & Environmnet
Keynote Paper Award

（2015.11.19）
工学研究科

金子

聡

教授

The GEOMATE International Societyより、
「Sustainable
Hydrogen Production with Zinc Oxide」
と題した再生可能水素生成エネルギー生成のた
めの光触媒ナノ材料の創成に関する研究が表彰されました。
受

教育学部
重松 良祐

賞

者

教授

生物資源学研究科
平塚 伸 教授
生物資源学研究科
名田 和義 准教授
人文学部
川口 敦子

准教授

生物資源学研究科
福﨑 智司 教授

受賞名（ 受賞日）

日本健康支援学会優秀論文賞
（2016.2.28）
園芸学会平成27年度年間優秀論文賞
（2016.3.26）
日本語学会2015年度秋季大会発表賞
（2016.5.15）
日本ゴム協会第63回優秀論文賞
（2016.5.19）

クラブ・サークル表彰
三重大学ユネスコクラブ
三重大学ユネスコクラブは、一般財団法人学生
サポートセンターより熊野古道
ツアー等の学生ボランティア
に関する活動を評価され、表
彰状と共に助成金をいただき
ました。

（2016.1.28）

TGJ
（津学生情報室）
三重大学サークルのTGJ（ 津学生情報室）
が、
三重県主催の「ベストプラクティスコンテスト」
で
「オーディエンス特別賞」
を受賞しました。

（2016.2.28）

学生 表彰
日本鋳造工学会 第167回全国講演大会
学生優秀講演賞

（2015.11.4）
大学院工学研究科
（博士前期課程）
２年
（矢野 賢一 教授）

稲垣 雅宏

（2015.12.5）
大学院生物資源学研究科
（博士前期課程）
2年
（奥村 克純 教授）

日本ディベート協会主催
ディベート大会East-West
優勝
（2016.6.5）
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柴田 隆豊

所

研太

平成27年度刑事政策に関する懸賞論文論題
「ストーカー事犯対策の在り方」 優秀賞
（2016.1.19）
人文学部3年 加藤 瑞季
（田中 亜紀子 教授）

平成27年度刑事政策に関する懸賞論文論題
「ストーカー事犯対策の在り方」 佳作
（2016.1.19）
人文学部3年 伊藤 優希
（田中 亜紀子 教授）

日本産業技術教育学会
第10回発明・工夫作品コンテスト 奨励賞

（2016.2.15）
教育学部3年 野中 優樹
（松岡 守 教授）

日本設備管理学会東海支部
平成27年度学生研究発表会

最優秀奨励賞

（2016.2.26）
大学院生物資源学研究科
（博士前期課程）
1年
（陳山 鵬 教授）

（2016.2.26）
生物資源学部4年 森田 紅李
（陳山 鵬 教授）

■ 平成29年度入園希望の方へ
■平成29年度園児募集

林田 大志

■願書受付期間

◎日時◎ 平成28年10月3日
（月）〜10月14日
（金）※土日祝日を除く 9：00〜12：00、13：00〜15：00

■入園のための説明会

◎日時◎ 平成28年9月15日
（木）
14：00〜15：00

大学院生物資源学研究科
（博士後期課程）
１年
Sri Een Hartatik
（板谷 明美 准教授）

太田 翔平

最優秀奨励賞

（2016.5.21）
大学院生物資源学研究科
（博士後期課程）
3年
（田丸 浩 教授）

■選考面接

◎日時◎ 平成28年10月27日
（木）
、28日
（金）
※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？
園庭を開放しています。

◎日時◎ 毎週月曜日と木曜日 15：00〜16：30
◎その他◎ 時折、行事等で開放できない時がありますので、HPでご確認ください。
事務室受付で名前を記入してから遊んでください。

額田 夏生

附属小学校

日本生化学会中部支部
奨励賞

（2016.5.21）
大学院生物資源学研究科
（博士前期課程）
2年
（奥村 克純 教授）

■ 平成29年度入学希望の方へ
■選考日

大河内 七海

第1次選考 ◎ 平成28年11月19日
（土）
第2次選考 ◎ 平成28年11月22日
（火）

■願書交付期間

日本生化学会中部支部
奨励賞

（2016.5.21）
大学院生物資源学研究科
（博士前期課程）
1年
（奥村 克純 教授）

◎日時◎ 平成28年9月12日
（月）〜10月6日
（木）※土日祝日を除く 9：00〜12：00、13：00〜16：00

■願書受付期間
服部

◎日時◎ 平成28年10月11日
（火）〜10月31日
（月）※土日を除く 9：00〜12：00、13：00〜16：00

楓

■学校説明会

石油学会第21回ＪＰ
Ｉ
ＪＳ若手研究者のための
ポスターセッション 優秀ポスター賞

（2016.5.24）
大学院工学研究科
（博士前期課程1年） 石田 竜之介
（石原 篤 教授）

（2016.6.3）
大学院地域イノベーション学研究科
（博士前期課程）
2年
（矢野 竹男 教授）

◎日時◎ 平成28年10月7日
（金）
14：00〜15：30
◎会場◎ 附属小学校体育館
※詳細については、
お問い合わせください。☎059-227-1295

附属中学校
■ 平成29年度入学希望の方へ

日本食品化学学会第22回総会・学術大会
口頭発表部門 若手優秀発表賞
齋藤

愛

第129回日本薬理学会近畿部会
学生優秀発表賞

（2016.6.24）
医学部4年 芦川 芳史
（西村 有平 准教授）

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掲載予定です。

附属特別支援学校
■ 平成29年度入学希望の方へ
■小学部／中学部
■選考日
〔予定〕

■高等部
■選考日
〔予定〕

■願書配付開始日
〔予定〕

■願書配付開始日
〔予定〕

■願書受付期間
〔予定〕

■願書受付期間
〔予定〕

◎ 平成28年11月17日
（木）

夏季休業
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募集要項等の交付期間

◎日時◎ 平成28年9月1日
（木）
〜9月16日
（金）※土日を除く 9：00〜12：00、13：00〜15：00

学生ポスター賞

農業食料工学会関西支部
学生ベストプレゼンテーション賞

（2016.3.10）
生物資源学部4年 西尾 淑貴
（王 秀崙 教授）

附属幼稚園

日本生化学会中部支部
奨励賞

日本設備管理学会東海支部
平成27年度学生研究発表会

ESSクラブ

（2016.3.28）

応用物理学会東海支部
学術講演会発表 奨励賞

（2016.1.9）
大学院工学研究科
（博士前期課程）
2年
（三宅 秀人 教授）

（2016.3.26）
大学院生物資源学研究科
（博士後期課程）
3年
（平塚 伸 教授）

附属学校園から

）
内は指導教員
学年は受賞当時

園芸学会
平成27年度年間優秀論文賞

日本森林学会

地域イノベーション学会第５回大会
最優秀ポスター賞

※
（

Information●

三重大学
（医学部附属病院を除く）
では、夏季一斉休業日
を含む8月11日
（木・祝）
〜15日
（月）
の間、休業とさせてい
ただきます。
ご理解の程よろしくお願いします。

◎ 平成28年10月3日
（月）
〜

◎ 平成29年1月12日
（木）
◎ 平成28年10月3日
（月）
〜

◎日時◎ 平成28年10月18日
（火）
◎日時◎ 平成28年11月22日
（火）
〜10月28日
（金）
※土日を除く
〜12月2日
（金）
※土日祝日を除く
9：00〜16：00
9：00〜16：00
※詳細については、
お問い合わせください。☎059-226-5193
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●Information ／お知らせ
市民開放授業
● 平成28年度後期三重大学市民開放授業
◎開放授業科目◎
（人 文 学 部）
ドイツの言語B、中国語作文B、中国語会話B、
日本考古学特講Ｆ、
特殊講義 協同組合論
（工
学
部）人工知能Ⅱ、量子力学Ⅱ
（物理工学科）
（生 物 資 源 学 部）農林学総論、国際農業開発学、地球環境学概論、生態圏循環学、
水族生理学
（国際交流センター）基礎Ⅰ生活日本語１B、基礎Ⅱ生活日本語３B、中級Ⅰ読解・作文B、
中級Ⅱ読解・作文B
（教 養 教 育 機 構）日本文化論Ａ
（忍術書を読む）
、防災論
（自然災害と防災・減災）
、異
文化理解Ⅰ基礎
（ドイツ語A）
b、異文化理解Ⅱ総合
（ドイツ語A）
◎開催期間◎ 2016年後期の講義期間 10月3日
（月）
〜翌年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
◎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◎ 平成28年9月1日(木)〜9月8日(木)
◎問合せ◎ 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）
URL http://www.mie-u.ac.jp/neighborhood/extension.html
※詳細は上記URLをご確認ください。

● 生物資源学部特別教育プログラム
◎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、園芸植物生理学、食用作物学、昆虫学、植物病理学、
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）
森林育成学、森林・緑環境評価学、応用測量学、治水砂防・森林保全学、森林・緑環
境計画学、森林生物学実験
●水産関連特別プログラム
（後期コース）
分子生態学、海事概論、水族発生学、藻類学、浮遊生物学、水産生物学実習
◎開催期間◎ 2016年後期の講義期間 10月3日
（月）
〜翌年2月3日
（金）
◎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項の規程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◎ 平成28年8月1日
（月）
〜8月5日
（金）
◎問合せ◎ 生物資源学研究科チーム学務担当／☎059-231-9631、9633、9735
URL http://www.bio.mie-u.ac.jp/admission/undergraduate/tokubetu̲2016.pdf
※詳細は上記URLをご確認ください。

公開講座・シンポジウムなど
●第34回三重大学工学部建築学科「建築展2016」
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●教育学部理科教育「星空観望会」

※雨天・雲天中止

◎講師◎ 伊藤信成
（教育学部・教授） ◎会場◎ 三重大学構内
◎受講料・定員◎ 無料
（申込不要）
・自由参加 ◎受講対象者◎ 市民一般
◎問合せ◎ 伊藤信成
（教育学部・教授）
／ ☎059-231-9240
URL https://www.facebook.com/astromie
①七夕講演会&観望会 ◎日時◎ 平成28年8月5日
（金）
②中秋の名月観望会 ◎日時◎ 平成28年9月15日
（木）
③晩秋の星座と惑星観望会 ◎日時◎ 平成28年11月5日
（土）
④ふたご座流星群観望会 ◎日時◎ 平成28年12月14日
（水）
⑤金星観望会 ◎日時◎ 平成29年2月20日
（月）

●みえアカデミックセミナー2016
藤堂高虎像 異能の武将の肖像
◎講師◎ 山口泰弘
（教育学部・教授）
（土）13：30〜 ◎会場◎ 三重県文化会館1階 レセプションルーム
◎日時◎ 平成28年8月6日
◎受講料◎ 無料
（要申込） ◎受講対象者◎ 市民一般
またはホームページから
◎申込方法◎ 三重県生涯学習センター窓口、電話・FAX、E-mail、
◎問合せ◎ 三重県生涯学習センター ☎059-233-1151／ FAX059-233-1155
E-mail：manabi-kouza@center-mie.or.jp
URL http://www.center-mie.or.jp/manabi/

●人文学部 伊賀連携フィールド2016年度前期
市民講座「忍者・忍術学講座：忍術を探る」
◎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
◎受講料・定員◎ 無料
（申込不要）
・自由参加 ◎受講対象者◎ 市民一般
◎問合せ◎ 人文学部チーム総務担当／ ☎059-231-9194
E-mail：hum-somu@ab.mie-u.ac.jp
■古武術的身体操法
◎講師◎ 脇田裕久
（名誉教授）
◎日時◎ 平成28年8月20日
（土）
10：30〜12：00
■忍者・忍術と本草学
◎講師◎ 山本好男
（三重大学社会連携研究センター・教授）
◎日時◎ 平成28年9月10日
（土）
10：30〜12：00

●三重大サイエンスカフェ
第15回「奇想の画家曾我蕭白の伊勢遊歴を追う」
◎講師◎ 山口泰弘
（教育学部・教授）
（火）
15：00〜17：00
◎日時◎ 平成28年9月6日
◎会場◎ 津駅前 伊勢門本店【ＥＢ
Ｉ
Ｉ
ＲＯ】ソシアビル１Ｆ
◎受講料・定員◎ 500円ドリンク付
（要申込）
・先着40席限定
（定員になり次第締切）
◎受講対象者◎ 市民一般 ◎申込方法◎ FAXまたはE-mail
◎問合せ◎ 社会連携研究センター研究支援チーム ☎059-231-9704／ FAX 059-231-9705
E-mail：ken-sokatu@ab.mie-u.ac.jp
【次回予告】◎日時◎ 平成28年12月6日
（火）
◎講師◎ 竹内万彦
（医学系研究科・教授）

●人文学部「公開ゼミ」
・
「公開講座」
◎会場◎ 三重大学人文学部 ◎受講対象者◎ 市民一般
（月）
〜各開講日の５日前まで
◎申込方法◎ 電話、FAX、E-mail ◎申込期間◎ ８月１日
◎問合せ◎人文学部チーム総務担当／☎059-231-9196、9195・FAX 059-231-9198
E-mail：hum-somu@ab.mie-u.ac.jp
URL http://www.human.mie-u.ac.jp/chiiki/kouza/ ※詳細は左記URLをご確認下さい
■公開ゼミ ◎受講料・定員◎ 無料・原則２０名
（定員まで先着順に受け付けます）
◎開講日程◎ 平成28年9〜12月
（各３回）日程等はURLをご確認下さい
①アパルトヘイトと詩：Dennis Brutusの場合
（赤岩 隆 人文学部・教授）
9月9日
（金）
他10:30〜12:00
②「性犯罪厳罰化」の内容を検討する
（田中亜紀子 人文学部・教授）
10月4日(火）
他13:00〜14:30
③もっと知りたい台湾
（福田和展 人文学部・教授）
10月15日
（土）
（3回連続）
13:00〜17:50
④映像で見る「経済人類学」の世界
（深田淳太郎 人文学部・准教授）
10月18日
（火）
他16:20〜17:50

● パープルリボン2016 in 津
◎日時◎ 平成28年9月11日
（日）
第一部 パープルリボンウォーク 9：00〜11：30 ◎会場◎ 三重大学構内・周辺
第二部 パープルリボンセミナー 13：00〜16：30 ◎会場◎ 三重大学講堂
◎受講料・定員◎ 無料
（申込不要）
・先着各400名 ◎受講対象者◎ 市民一般
◎問合せ◎ 三重大学肝胆膵・移植外科／☎059-231-1111
（代）
URL http://www.hosp.mie-u.ac.jp/pancan/index.html

●アクティブ・ラーニングとグローバル化を理念とした
教養教育カリキュラム
―三重大学教養教育新カリキュラムの成果と課題―

（金）
13:00〜17:30 ※要申込み 平成28年9月2日
（金）
まで
◎日時◎ 平成28年9月16日
◎会場◎ 三重大学環境・情報科学館
◎受講料・定員◎ 無料・200名 ◎受講対象者◎ 市民一般
◎問合せ◎ 教養教育機構チーム総務担当／☎059-231-9820、9827
E-mail：kyoyosomu@ab.mie-u.ac.jp
URL http://www.ars.mie-u.ac.jp/event/symposium/20160916.html
※詳細は上記ＵＲＬをご確認ください。
■基調講演 13:10〜14:30
「アクティブ・ラーニングを通して育ってほしいもの −グローバル化する社会に生きるうえで−」
◎講師◎ 杉原真晃
（聖心女子大学文学部教育学科・准教授）
■授業体験 16:40〜17:10
「チームで学ぶ身体の構造 −クリッカーやプラカードを用いたグループ学習事例−」
◎講師◎ 太城康良
（教養教育機構・准教授）
■取組報告、ポスターセッション、他

●？
「発見塾」
（はてな はっけんじゅく）
◎受講料・定員◎ 無料
（申込不要）
・自由参加 ◎受講対象者◎ 市民一般
◎問合せ◎ 三重大学附属図書館／☎059-231-9032
E-mail：lib-kikaku@ab.mie-u.ac.jp
URL http://www.mie-u.ac.jp/hakugaku/hakken/
◎会場◎ ①②④津リージョンプラザ２階 健康教室 ③河芸公民館大ホール
①あなたが知らないうちに変わりつつある最近の身近な医療の話〜地域医療がどうなってしまったのか？〜
◎講師◎ 竹村洋典
（医学部・教授） ◎日時◎ 平成28年9月24日
（土）
13：30〜15：00
②三重県方言の特徴から見えてくる世界〜地域の特性を中心に〜
（土）13：30〜15：00
◎講師◎ 余 健
（教育学部・教授） ◎日時◎ 平成28年11月26日
③YUBAメソッド：カラオケ達人への道〜歌謡ショー＆オープンレッスン 〜
（土）13：30〜15：00
◎講師◎ 弓場 徹
（教育学部・教授） ◎日時◎ 平成29年1月28日
④メディアと戦争〜軍靴の音を聞く/見る〜
（土）13：30〜15：00
◎講師◎ 森 正人
（人文学部・准教授） ◎日時◎ 平成29年3月25日

● 生物資源学部「公開講座」

水のいきものの不思議
◎日時◎ 平成28年10月22日
（土）
、23日
（日）
13：00〜16：00
◎会場◎ 三重大学生物資源学部
◎受講料◎ 無料 ◎受講対象者◎ 市民一般

Information●

◎問合せ◎ 生物資源学研究科チーム総務担当／☎059-231-9673・FAX 059-231-9634
E-mail：bio-somu@ab.mie-u.ac.jp
URL http://www.bio.mie-u.ac.jp/admission/service/
※詳細は決定次第URLに掲載予定

● 第14回青少年のための科学の祭典・三重大学大会
同時開催：第10回サイエンスonステージ
◎日時◎ 平成28年11月12日
（土）
13：00〜17：00、13日
（日）
10：00〜16：00
◎会場◎ 三重大学講堂
◎受講対象者◎ 小学生、保護者、市民一般
◎出展者◎ 三重大学教員・学生、中学校・高校教員、高校生、科学ボランティア
◎受講料・定員◎ 無料
（申込不要）
・自由参加
◎問合せ◎ 教育学部 後藤太一郎／☎059-231-9260
URL http://sci.edu.mie-u.ac.jp/

● 教養教育機構「公開講座」
教養教育ウィーク−Freshmenの気分−：最大５講座受講可
◎日時◎ 平成28年11月14日
（月）
〜11月18日
（金）
※１日１講座開催
◎会場◎ 三重大学教養教育校舎
◎受講料・定員◎ 資料代５００円
（１講座でも５講座でも同一料金）
・先着５０名
◎受講対象者◎ 意欲のある方ならどなたでも
◎問合せ◎ 教養教育機構チーム総務担当／☎059-231-9820・FAX 059-231-9353
E-mail：kyoyosomu@ab.mie-u.ac.jp
URL http://www.ars.mie-u.ac.jp/ ※詳細は決定次第URLに掲載予定

● 医学部「公開講座」
◎日時◎ 平成28年秋頃開催予定 ◎会場◎ 三重大学医学部
◎受講料・定員◎ 無料・100名 ◎受講対象者◎ 市民一般
◎問合せ◎ 医学・病院管理部総務課総務係／☎059-231-5428・FAX 059-232-7498
E-mail：s-soumu@mo.medic.mie-u.ac.jp
URL http://www.medic.mie-u.ac.jp/event/opensemi.php

催し物
● 企画展「The NINJA」〜忍者ってナンジャ!?〜（特別協力：三重大学）
◎日時◎ 平成28年7月2日
（土）
〜10月10日
（月・祝）
10：00〜17：00
◎会場◎ 日本科学未来館
（東京・お台場） ◎対象者◎ 市民一般
◎入場料◎ 大人
（19歳以上）
1600円
中人
（小学生〜18歳以下）
1000円
（土曜日900円）
小人
（3歳〜小学生未満）
500円
◎問合先◎ 日本科学未来館／☎03-3570-9151 URL http://ninjaten.com
【巡回情報】◎日時◎ 平成28年10月25日
（火）
〜平成29年1月9日
（月・祝）
◎会場◎ 三重県総合博物館

メールマガジンのご案内

三重大学では、地域の皆様への情報発信の一環として、
メールマガジンを
配信しています
（発行：毎月1回）
。各種イベント、教育・研究活動上のトピックス
など、三重大 に関する情報を広く学外へ紹介しています。多くの方々からのご
意見・ご提言もいただきながら、地域とともに発展していきたいと考えています。

皆様のご登録を心からお待ちしています。
配信お申込み方法

◎受講料◎ 無料
（申込不要）
◎受講対象者◎ 市民一般
◎問合せ◎ 浅野 聡
（工学研究科・准教授）
／☎059-231-9441
■「建築展2016」卒業設計＋修士設計展
◎日時◎ 平成28年8月3日
（水）
〜8月7日
（日）
9：00〜17：00
※3日は13：00より開催、6日は18：00終了、7日は16：00終了
◎会場◎ 三重県総合文化センター２階 第１ギャラリー
◎定員◎ 自由参加
■建築展特別講演会「流れの中の建築」
◎講師◎ ヨコミゾ マコト
（東京藝術大学・教授）
◎日時◎ 平成28年8月6日
（土）
14：00〜16：00
◎会場◎ 三重県総合文化センター2階 小ホール
◎定員◎ 300名
（当日先着順）

お知らせ／
⑤災害時に地方自治体はどんな役割を果たすのか
（前田定孝 人文学部・准教授）
11月28日
（月）
他19:00〜20:30
■公開講座 ◎受講料・定員◎ 無料・自由参加
（要申込）
◎開講日程◎ 平成28年9〜12月
（各１回）詳細はURLをご確認下さい
①ことばの意味について考える
（澤田 治 人文学部・准教授）
10月3日
（月）
10:30〜12:00
②プーチンのロシア‐大航海時代と内陸ユーラシア／北大西洋条約機構と欧州評議会／
大統領と国家元首 （樹神 成 人文学部・教授）
10月6日
（木）
19:00〜20:30
③グローバリゼーションの政治経済学
（森原康仁 人文学部・准教授）
10月25日
（火）
19:00〜20:30
④アジア社会の近代化とキリスト教布教
（石井眞夫 名誉教授）
11月10日
（木）
19:00〜20:30
⑤社会保障制度について考える
（石塚哲朗 人文学部・准教授）
12月9日
（金）
10:30〜12:00
⑥ドイツにおける負の遺産と
「想起の文化」
（大河内朋子 人文学部・教授）
12月9日
（金）
13:00〜14:30

次の事項をご記入の上、下記メールアドレスまでメールをお送りください。
1.メールのタイトルは
『メールマガジン希望』
と記入してください。
2.メールの本文に、以下の事項を添えてください。
①「一般」
もしくは、
「三重大生
（保護者）
」 ②お住いの都道府県

koho.m-maga@ab.mie-u.ac.jp

できる限りパソコンのメールアドレスをご登録ください。携帯電話の場合、
受信文字数の関係上、
内容を一部省略させていただくことになります。
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えっくすくんわくわく
シャーペン

「三重大X」
をよりよくするために、
ぜひアンケートにご協力をお願いします。平成28年10
月31日
（月）
（当日消印有効）
までにアンケートにお答えいただいた方の中から、抽選で5名
に「三重大学ブランド商品詰め合わせ
（三重大学カレー2箱、三重大学魚醤「鮭びしお」1
本、
チェンミ・コーヒー1箱、三重大学学長飴1袋）」
を、50名に「えっくすくんわくわくシャーペ
ン」
をお送りします。
どしどしお寄せください。＊当選者の発表は、賞品の発送をもってかえさせていただきます。
→「三重大学ブランド商品詰め合わせ」、
「えっくすくんわくわくシャーペン」
をご希望の方は、
巻末の綴じ込みはがきにご感想等必要事項をご記入の上ご投函ください。

三重大学ブランド商品詰め合わせ

１０月入学生募集！

教養は、

伊
勢
鉄
道

伊賀市

TEL 059-231-9789／FAX 059-231-9000
ホームページ http://www.mie-u.ac.jp/
＊ご意見をお寄せください。
E-mail koho@ab.mie-u.ac.jp

津

● 広 告 掲 載 のご 依 頼 ●

近鉄名
古屋線

● 本誌お問い合わせ先 ● 〒514-8507 津市栗真町屋町1577
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八町

三重大学企画総務部総務チーム広報室

伊勢別街道

片田

伊賀街道

奈良街道
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津

本線
紀勢
JR

津市

五百野

▶五百野道標

〒514-0061 津市一身田上津部田1234（三重県総合文化センター内）
TEL 059-233-1170

Facebook

三重県津市一身田平野182-60 〒514-0111
TEL059-232-3559 FAX059-232-0506 E-mail : artopia@ztv.ne.jp

▶犬塚地蔵

www.ouj.ac.jp
0120-864-600

有限会社 アートピア

道
伊勢自動車

検索

●ポスター、DM、
チラシ等の企画・制作

北長野

放送大学

資料請求専用フリーダイヤル

●会社案内等各種パンフレット ●キャラクター

上野

長野峠

インターネットで資料請求・出願ができます!

▶道路開鑿記念碑

※2回募集では、
印刷教材の到着時期等が第1回募集と異なりますので、
相違点等を
学生募集要項・ホームページでご確認ください。

●ロゴタイプ・シンボルマーク

火除け土手跡

第1回募集 平成28年6月15日
（水）
〜8月31日
（水）
第2回募集 平成28年9月 1 日
（木）
〜9月20日
（火）

▶北長野

エネルギーだ。

テレビ・ラジオ・インターネットで学べます。
1科目
（2単位）11,000円
（教材費を含む）
から。
入学試験はありません。
（大学院博士全科生、
修士全科生を除く。）
キャリアアップ
（現職教員・看護師・准看護師の方）
や資格取得、
生涯学習など
目的に応じた学び方ができます。

出願機関

抽選で
50名様

吉村 利男

抽選で
5名様

産学官連携アドバイザー
社会連携研究センター
︵社会連携特任教授︶

三重大学オリジナルグッズをもらおう！
！

津と伊賀上野を結ぶ本街道は︑古くから重要なものとし
て整備され︑それは今に続いています︒明治九年︵一八七六︶
の
﹃三重県治概表﹄
で
﹁伊賀街道﹂
の呼称と区間が明記され︑
大正九年︵一九二〇︶施行の旧道路法では県道﹁津奈良線﹂
となり︑現在は一般国道一六三号の一部です︒
本街道は津の町中心部から八町通りに出ます︒そこには
﹃倭訓栞﹄や﹃日本書紀通証﹄
の著作で有名な国学者谷川士
清の旧宅︵史跡︶が所在し︑整備されて一般公開がなされて
います︒また︑同じ公開施設に片田貯水池麓の水道資料館
があります︒津市は県内いち早く上水道を敷設したことで
知 られ︑写 真の水 道 資 料 別 館は大 正 十 五 年 建 設の貯 水 池
管理事務所で︑当時の様相がうかがえます︒

アンケートに答えて…

水 道 資 料 館 南 側の吹 上 坂は本 街 道の難 所の一つでした︒地

今回、
「突撃！三重大生の就職先！
！」の編集に参加
しました。お電話やメールでの取材でしたが、幅広い、
色々な分野で、活躍されている三重大ＯＢ・ＯＧの若々
しいパワーを感じとることができました。
（北の大地）

元民が明治十年代に開鑿工事を行い︑同二十五年に坂を登っ

無趣味な方ですが、凝り出してしまい気づけば幾つか
小さな趣味ができ、
日々の時間がより一層加速していま
す。変わったところでいえば「紅茶の入れ方」。
また
「動物
カフェ巡り」の中でも今は
「フクロウ」の虜です。
（nico）

た五百野に完成記念碑を立てています︒なお︑五百野は本街道

グルメマップ、
お楽しみいただけましたか？お食事を楽し
むスポットを紹介しています。授業の合間に、
グルメマップ
を片手にキャンパスを散策してみては？コーヒーをテイクア
ウトして、海岸でのコーヒーブレイクもいいですね。
（rosa）

と奈良街道の合流地点で︑伊賀からの旅人を導く﹁右さんくう

この度の特別企画は企業の皆様方から多大なご協力をいた
だきました。読者の方へ、社会の荒波に揉まれながらも頑張る、
三重大卒業生の若いパワーが伝われば幸いです。写真は東京
の忍者展です。こちらも是非よろしくお願いします。
（sumi）

左津 道﹂と刻んだ自然石の道標も見られます︒

今回の特集にたくさんの企業の方にご協力いただ
きました。三重大卒業生からのフレッシュなメッセージ
が寄せられる度に、仕事に取組む 熱意 を分けてもら
いました！私も負けてられない(o ̀ω´)o
（きゃろらいん）

私たちの
仲間を紹介
するよ！

いつも
ご愛読
ありがとう
ございます！

北長野は古くからの宿場で︑街道を挟んで
火除け土手がありましたが︑今は北側の石垣
が一部 残 存 するのみです︒次に長 野 峠に向 け
山道を登ると︑平成二十年︵二〇〇八︶開通の
新長野トンネル入口南側の旧道沿いに﹁犬塚
地 蔵﹂の御 堂が建てられています︒誤って切っ
た犬の首が大蛇から飼い主の侍を守ったとい
う話が伝わっています︒
この犬 塚 地 蔵 からは長 野 峠に向 かう 古 道
があり︑峠近くには明治十八年と昭和十四年
︵一九三九︶完成の二本の隧道︵トンネル︶
が残
存します︒現 在はいずれも閉 鎖されています
が︑特に明 治の隧 道は切 石で築 造 され︑長い
歴史を感じさせます︒

今回のえっくすのテーマは「就職」です。たくさんの企業の
方々にご協力をいただきまして厚く御礼申し上げます。国内外
で活躍する本学卒業生の方々の今後のご活躍を祈念してお
ります。広報室も負けずに全力投球で頑張ります！
（ともぞー）

明治の隧道

梅雨が明けいよいよ夏の到来だ。太陽と共に鳴き
だす蝉たちの生きる力強さ、
夕闇と共に鳴きだす草虫
たちの清涼感。夏だけが醸し出せる音や風のなかに身
を委ね、暑さの中に移り変わる季節を感じる。
（GTO）

歴史街道シリーズ

後 記

Series●

伊賀街道 津〜長野峠

集

水道資料別館▶

▶長野峠

編

歴史街道シリーズ／

▶谷川士清旧宅

●Information ／編集後記

伊勢湾

伊勢街道

三重大 X［えっくす］vol.36
平成28年7月発行

●発行／三重大学広報委員会
●編集／三重大学企画総務部総務チーム広報室
●印刷／有限会社アートピア artopia@ztv.ne.jp
◎禁無断転載

本誌掲載の文章・記事・写真等の無断転載はお断りします。
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MIE UNIVERSITY 医 学 部 医 学 科

教
工

人 文 学 部
医学部看護学科
生物資源学部

内容

Open Campus

育

学 部
学
部

＊学部紹介 ＊体験授業 ＊研究室見学 ＊学生による紹介
＊なんでも相談コーナー ＊保護者向け企画

受験生、保護者
の皆様へ

で
世界に伸びよう

三重県、愛知県などで開催する進学説明会等・相談会に
おいても、本学の様々な情報を提供いたします。詳細は、
本学ホームページ
「入試情報」
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 059-231-9063click!

感

じ

シ

●郵便局

●中部国際空港

●津城跡
● 津市役所

津なぎさまち●

JR紀勢本線
至伊勢

● ローソン

安濃川

「大学病院前」
バス停
通行止

●三重大
附属病院
歩行者・自転車
迂回路

志登

茂川

車迂回路

交通のご案内
● 近鉄江戸橋（三重大学前）駅から徒歩約15分
● 津駅からタクシーで約10分
● 津駅前バスのりば「4番」から三交バスで「白
塚駅前」
（06系統）
、
「千里駅」
（40系統）
、
「三重
病院」
（51系統）、
「椋本（むくもと）
」
（52系統）
、
「豊里ネオポリス」
（52系統）、
「サイエンスシ
ティ」
（52系統）、
「三行（みゆき）」
（53系統）、
「高田高校前」
（ 56系統）行きで、
「 三重大学
前」下車。

〒514-8507 三重県津市栗真町屋町1577
TEL059-232-1211㈹
http://www.mie-u.ac.jp/

● 中部国際空港（セントレア）から
津エアポートラインで津なぎさまちへ45分
1.「津なぎさまち」から三交バスで「津駅前」
まで約15分
2. 津なぎさまちからタクシーで三重大学まで
約15分

会場

三重大学

環境・情報科学館

＊＊＊＊＊＊ お 願 い ＊＊＊＊＊＊

三重大学振興基金への
ご協力をお願いします

三重大学の目的・使命を達成する一助となること
を目的に「三重大学振興基金」を設立しました。次の
事業を計画しておりますので、皆様の温かいご支
援・ご協力をお願いいたします。
◎ 学生への奨学金及び災害時の学資援助事業
◎ 学生の修学環境整備事業
◎ 学生・教職員の海外留学その他国際交流活動等への支援事業
◎ 地域貢献支援事業
◎その他本学の目的達成に必要な事業
●募金の方法● 三重大学振興基金事務局までご連
絡いただくか、寄附申込書を本学ホームページより
ダウンロードしていただき、必須事項をご記入の上
ご郵送ください（FAX・E-mailでもOKです）。
●ご郵送先・お問い合わせ先●

三重大学振興基金事務局
【企画総務部総務チーム内】

〒514-8507 津市栗真町屋町1577
TEL: 059-231-9005 FAX: 059-231-9000
E-mail: kikin@ab.mie-u.ac.jp
URL: http://www.mie-u.ac.jp/foundation/
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近鉄名古屋線

●附属学校

三重県庁●

「三重大学前」
バス停

三重大学

志登茂川

津駅

23

インフォメーション
● センター

三重大学

江戸橋
︵三重大学前︶駅

通行止

期日

周辺詳細図

至名古屋

江戸橋
（三重大学前）駅

至松阪

入試相談会開催！
！ 9.24

コ

近鉄名古屋線

至名古屋

※参加にはお申し込みが必要です。申込方法はホームページをご覧ください。
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三重大学オープンキャンパス2016
土曜日
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ニ
ミュ 力

る

至亀山

ョン

URL http://www.mie-u.ac.jp/exam/
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えっくす
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三重大学広報誌

三重大学オープンキャンパス

三重大学広報誌

ホットニュース

羽ばたけ三重大の人材

特集：三重大学の就職支援！
！
特集

羽ばたけ三重大の人材

突撃！地域・日本・世界で活躍する三重大生！！
特集

青春！頑張るクラブ・サークル特集 第2弾

28
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