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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

※
（
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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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