
米･電気化学会から
Battery Division Research Award
を受賞！
（2016.10.6）
工学研究科教授　今西 誠之　
Battery Division Research Awardは、米国の電気化学会 
The Electrochemical Societyによって電池および燃料電池
研究の向上を目的とし、1958年に設立されました。今西教授の
受賞は水系リチウム空気電池の開発に対するものですが、将来
的な電気自動車への適用の可能性を示したことも評価され、日
本の大学に所属する研究者としては2人目の受賞となりました。

情報工学科学生チームが
「国際大学対抗プログラミング
コンテスト」地区予選に進出
（2016.6.24）

第8回地域イノベ－ション学
に関する国際ワークショップ
優秀論文賞表彰式
（2016.11.11）

未来国会2016 全国大会第三位 （２０１６．９．１７）
第一回三重県学生お笑いグランプリ 優勝 （２０１６．３．２７）
第二回三重県学生お笑いグランプリ 準優勝 （２０１６．９．２５）

第6回中部森林学会大会
学生発表奨励賞
（２０１６．１０．２２）

第46回中部化学関係学協会支部連合秋季大会
東海高分子優秀学生発表賞
（２０１５．１２．７）

日本農芸化学会中部支部 第177回例会
中部支部学術奨励賞
（２０１６．９．２４）

日本農芸化学会中部支部 第177回例会
中部支部学術奨励賞
（２０１６．９．２４）

日本農芸化学会中部支部 第177回例会
中部支部企業奨励賞
（２０１６．９．２4）

教育学部４年　宮田 健志
（山守 一徳　教授）

大学院工学研究科（博士前期課程）２年　近藤 史晃
（伊藤 敬人　教授）

大学院生物資源学研究科（博士前期課程）2年　大河内 七海
（奥村 克純　教授）

大学院生物資源学研究科（博士前期課程）1年　服部　楓
（奥村 克純　教授）

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

大学院生物資源学研究科（博士後期課程）２年
SRI EEN HARTATIK
（板谷 明美　准教授）

第6回中部森林学会大会
学生発表奨励賞
（２０１６．１０．２２）

生物資源学部４年　保科 朱里
（山田　孝　教授）

土壌物理学会
優秀ポスター賞
（２０１６．１０．２９）

大学院生物資源学研究科（博士前期課程）２年　中西 真紀
（渡辺 晋生　教授）

※（　）内は指導教員
学年は受賞当時

自動車部 全日本エコドライブ
チャンピオンシップ2016
（学生の部）

3 位

（2016.8.22）

同大会における自動車部の入賞は昨
年の準優勝に続き、2大会連続となり
ます。

受 賞 者 受賞名（受賞日）

日本学校教育学会賞
（2016.8.6）

教育学部
教授　岡野　昇　 

日本産業技術教育学会
学会賞（論文賞）
（2016.8.27）

教育学部
教授　松本 金矢　
教育学部
准教授　中西 康雅　

日本放射線安全管理学会第15回学術大会
優秀ポスター賞
（2016.12.2）

地域イノベーション推進機構
技術専門員　黒澤 俊人　
地域イノベーション推進機構
助教　加藤 信哉　
地域イノベーション推進機構
教授　苅田 修一　

2016年度日本魚類学会論文賞
（2016.9.24）

生物資源学研究科
教授　木村 清志　

地学教育学会教育実践優秀賞
（2016.10.8）

教育学部
教授　伊藤 信成　

International Conference on Sustainable Forest 
Development in View of Climate Change 2016
Best Poster Presentation
（2016.8.11）

生物資源学研究科　
准教授　板谷 明美　 

2017オープンキャンパス
●8月8日（火）人文学部・生物資源学部　
●8月9日（水）医学部医学科・医学部看護学科　
●8月10日（木）教育学部・工学部

競技中の様子

情報工学科の学生チーム KNN Manhattan 
Distanceが、ACM-ICPC（国際大学対抗プログラ
ミングコンテスト）の国内予選で34位（参加384チー
ム）という好成績をおさめました。今回の予選突破は、
2015年に続き2年連続の快挙です。

地域イノベーション研究開発拠点4階 第二講
義室において、地域イノベーション学に関する
国際ワークショップ（10月13日（木）、14日（金）
開催）の優秀論文賞表彰式が開催されました。
受賞者9名が表彰され、小林一成 大会長（本
研究科長）から一人一人へ表彰状が手渡され
ました。

平成２８年度
統計グラフ三重県コンクール
及び全国コンクール
（2016.11.15）

教育学部授業科目「情報科教育法」「メディア
リテラシーと情報表現1」（担当教員：下村 勉）
では、学習成果の一部を毎年、統計グラフコン
クール「パソコン統計グラフの部」に応募してい
ます。今年度も優秀な成績を収めることができ、
三重県コンクールの上位2つの賞（知事賞、教
育長賞）を5年連続で受賞しています。また、全
国コンクールでは、昨年に引き続き、「入選」を
獲得しました。

写真左より、
担当教員　下村　勉　教授
【知事賞（三重県コンクール）】
松野 秀治　三重大学委託生（教員内地留学生）、
鈴鹿市立石薬師小学校
【教育長賞（三重県コンクール）】、
【入選（全国コンクール）】
奥川 裕美子　教育学部２年

BEST ORAL PRESENTER
BEST PROSPECT ON WORKSHOP
PRESENTATION　（２０１６．１０．２７）
大学院医学系研究科（博士前期課程）1年
HAYA MARINDA ASIAH NURIL
（竹村 洋典　教授）

BEST POSTER PRESENTER
（２０１６．１０．２７）

大学院生物資源学研究科（博士前期課程）1年　髙橋 美樹
（野中　寛　准教授）

BEST POSTER PRESENTER
（２０１６．１０．２７）

大学院生物資源学研究科（博士前期課程）1年　髙柳 小春
（野中　寛　准教授）

BEST POSTER PRESENTER
（２０１６．１０．２７）

大学院工学研究科（博士前期課程）１年　赤塚 史洋
（野村 由司彦　教授）

BEST TEAMWORK ON
WORKSHOP PRESENTATION
（２０１６．１０．２７）

大学院生物資源学研究科（博士前期課程）1年　張　雪諭
（長谷川 健二　特任教授）

BEST ORAL PRESENTER 
（２０１６．１０．２７）

大学院生物資源学研究科（博士前期課程）1年　堀田 賢志
（塚田 森生　准教授）

第23回Tri-U（国際ジョイントセミナー＆シンポジウム）ボゴール農科大学

小原 久美子　地域イノベーション学研究科 M2
Sasicha Chensom　地域イノベーション学研究科 M2
福間 貴一　工学研究科 M2
谷口 耕輔　地域イノベーション学研究科 D3
福永 雄大　地域イノベーション学研究科 M1
大河内 七海　生物資源学研究科 M2
吉澤　涼　工学研究科 M1
水木 千春　地域イノベーション推進機構
　　　　　 地域圏防災・減災研究センター 特任助教
浅沼　仁　地域イノベーション学研究科 M2

◎内容◎ 各学部学科等紹介、入試説明、体験授業、研究室見学など　
◎問い合わせ先◎ 〒514-8507 三重県津市栗真町屋町1577三重大学学務部入試チーム
　　　　　　　／☎059-231-9063
オープンキャンパスに関する詳細は、本学ホームページ「入試情報」にて決まり次第お知らせします。
〈PCサイト〉http://www.mie-u.ac.jp/exam/  〈携帯電話サイト〉http://daigakujc.jp/mie-u/

「三重大学生物資源学部・
渡邉文二奨学金」
奨学生採用決定通知書伝達式
（2016.6.22）

三重県四日市市にある三昌物産株式会社の創設
者・故渡邉文二氏の篤志によって、設立されたもの
です。農水産業の発展と活性化および地域社会へ
の貢献のため、地元三重大学生物資源学部の未
来ある優秀、かつ経済的に厳しい状態にある学生を
支援し、郷土に役立つ人材になってもらいたいと、返
還を要しない奨学金制度を設立されました。今年度
は学部３年生２名へ採用通知書が授与されました。
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