Information

学 生 表 彰
日本分析化学会中部支部
分析化学中部夏期セミナー
優秀ポスター発表賞（2017.8.30）

大学院工学研究科
（博士前期課程）
2年
（金子 聡 教授）

（2018.1.23）
大学院工学研究科
（博士前期課程）
2年
（太田 義勝 教授）

野々目 美菜

第7回中部森林学会
中部森林学会学生発表奨励賞（2017.10.21）
大学院生物資源学研究科
（博士前期課程）
2年
TOMASI JUNIOR TAWATATAU SOVEA
（板谷 明美 准教授）

平成29年度日本水産学会中部支部大会
優秀ポスター発表賞

（2017.12.2）
生物資源学部4年 大和 礼奈
（吉松 隆夫 教授）

地域イノベーション学会第７回大会
優秀ポスター賞

山口 裕子

教授 ）

平成29年度刑事政策に関する懸賞論文論題
「児童虐待防止に向けた対策について」
優秀賞（2018.1.18）
人文学部3年 赤松 千種
（田中 亜紀子 教授）

平成29年度刑事政策に関する懸賞論文論題
「児童虐待防止に向けた対策について」
佳作（2018.1.18）
人文学部3年 久田 光桜
（田中 亜紀子 教授）
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伊藤 大輝

日本産業技術教育学会
第12回発明・工夫作品コンテスト 奨励賞

（2018.1.31）
教育学部4年 広瀬 泰弘
（松岡 守 教授）

2018年度 春季中部学生ヨット選手権大会
国際スナイプ級
三重大学ヨット部は3艇を出艇し、
１位を獲得しました。

団体
1位
（2018.3.25）

日本産業技術教育学会
第12回発明・工夫作品コンテスト 奨励賞

（2018.1.31）
教育学部3年 雪岡 比杜志
（松岡 守 教授）

第67回東海地区
国立大学体育大会

優勝

新チームで挑む初の団
体戦でアベック優勝を果 （2018.5.26〜27）
たしました。

日本設備管理学会東海支部
学生研究発表会最優秀奨励賞

（2018.3.2）
大学院生物資源学研究科
（博士前期課程）
1年
（陳山 鵬 教授）

市民開放授業
● 平成30年度後期三重大学市民開放授業

（2018.3.10）

井上 綱太

第129回日本森林学会大会
学生ポスター賞

中田 知沙

夏季休業
8 13・14・15

◎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／☎059-231-6991
E-mail：info-hum@ab.mie-u.ac.jp
◎講師◎ 呉座勇一
（国際日本文化研究センター・助教）
◎開催日◎ 平成30年7月21日
（土）
10：30〜12：00

髙橋 拓海

ライフサポート学会奨励賞

（2018.3.27）
大学院生物資源学研究科
（博士後期課程）
1年
（板谷 明美 准教授）

●三重大学地域拠点サテライト連携事業
伊賀サテライト伊賀連携フィールド2018年度前期
市民講座「忍者・忍術学講座：江戸の忍者戦国の忍者」

■伊賀と甲賀の一揆について

（2018.3.5）
生物資源学部4年 鈴木 勇一郎
（王 秀崙 教授）

大学院工学研究科
（博士前期課程）
2年
（宮本 啓一 教授）

◎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、森林情報学、樹木生理化学、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◎ 2018年後期の講義期間 ◎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30年8月6日
（月）
〜8月20日
（月）
◎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/speciﬁc̲program/
※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

全学硬式テニス部

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

日本接着学会中部支部
第16回産官学接着若手フォーラム
ベストポスター賞（2017.12.8）

工学部4年 宮田 淳史
（藤井 義久 准教授、 鳥飼 直也

朝倉 大智

IEEE（米国電気電子学会）名古屋支部
学生奨励賞

江川 有輝

（2017.12.2）
大学院地域イノベーション学研究科（博士前期課程）2年
（加賀谷 安章 准教授 ）

● 平成30年度生物資源学部特別教育プログラム

クラブ・サークル表彰
ヨット部

（2018.1.23）
大学院工学研究科
（博士前期課程）
2年
（成瀬 央 教授）

山本 達彦
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大学院工学研究科
（博士前期課程）
1年
（勝又 英之 准教授）

）
内は指導教員
学年は受賞当時

電気学会東海支部
優秀論文発表賞B賞

日本分析化学会中部支部
分析化学中部夏期セミナー
優秀ポスター発表賞（2017.8.30）
大学院工学研究科
（博士前期課程）
2年
（金子 聡 教授）

※
（

表彰／お知らせ

表彰
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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13日
（月）
・14日
（火）
・15日
（水）
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。

◎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、中国の文学Ｆ、
フラ
ンス文学演習Ｈ、
日本考古学特講Ｄ、
日本考古学特講Ｂ、特殊講
義 協同組合論
（教 育 学 部）被服構成学、被服実習Ⅰ、
日本語教授法
（工
学
部）西洋・近代建築史、建築基礎構造
（生 物 資 源 学 部）農林学総論、国際農業開発学、景観設計論、地球環境学概論、
生態圏循環学、農地工学、国際環境保全学
（英語）
（国際交流センター）初級集中基礎Ⅱ総合Ｂ、初級集中基礎Ⅲ総合Ｂ、中級Ⅰ読解・作文
Ｂ、中級Ⅱ読解・作文Ｂ
（教 養 教 育 院 ）防災論（自然災害と防災・減災）、英語Ⅱ発展Ｅ、異文化理解Ⅰ演習
（ドイツ語Ａ）
ｂ、地域学（オセアニアの教育事情）、
日本理解特殊講
義Ｓ
（起業マインドの醸成）
、医学医療Ｄ
（暮らしと看護）
、比較文化論
（「日本人論」の批評）
、現代社会理解特殊講義
（MIEUポイント）
、地
域学
（オセアニアの教育事情）
、社会学Ｂ
（社会問題の社会学）
◎開催期間◎ 2018年後期の講義期間 平成30年10月1日
（月）
〜平成31年2月1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
（一部の科目11,500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30年9月3日
（月）
〜9月10日
（月）
◎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。

■小天狗清蔵について−その活動と天正伊賀の乱後の復興−
◎講師◎ 瀧川和也
（三重県総合博物館展示交流事業課課長）
◎開催日◎ 平成30年8月18日
（土）
10：30〜12：00

■徳川幕府伊賀者の成立と展開

◎講師◎ 高尾善希
（三重大学国際忍者研究センター・准教授）
◎開催日◎ 平成30年9月15日
（土）
10：30〜12：00

●？
「発見塾」
（はてなはっけんじゅく）
◎会場◎ ①②④⑤津リージョンプラザ津図書館視聴覚室、③久居総合福祉会館
◎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◎ 附属図書館総務担当／☎059-231-9032
E-mail：lib-kikaku@ab.mie-u.ac.jp
URL http://www.mie-u.ac.jp/hakugaku/hakken/
①これからもうなぎを美味しく食べるには−ニホンウナギとの古くて新しいつきあい方を考える−
◎講師◎ 淀 太我
（生物資源学研究科・准教授）
◎開催日◎ 平成30年7月21日
（土）
13：30〜15：00
②人口減少時代に地方都市はどう変わるか？−親子と職住を巡る市内住み替えの視点から−
◎講師◎ 浦山益郎
（工学研究科・教授） ◎開催日◎ 平成30年9月29日
（土）
13：30〜15：00
③「漢方・東洋医学の知恵を、上手に生かした健康ライフ」
◎講師◎ 高村光幸
（医学部附属病院漢方外来・助教）
◎開催日◎ 平成30年11月17日
（土）
13：30〜15：00
④感染症知らずの毎日を過ごすには？
◎講師◎ 田辺正樹
（医学部附属病院感染制御部部長・病院教授）
、
新居晶恵
（医学部附属病院感染制御部・感染管理副看護師長）
◎開催日◎ 平成31年1月26日
（土）
13：30〜15：00
⑤超入門 国宝専修寺御影堂如来堂の面白さ
◎講師◎ 菅原洋一
（三重大学名誉教授）
◎開催日◎ 平成31年3月23日
（土）
13：30〜15：00
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