Information
学 生 表 彰
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

平成29年度照明学会東海支部
若手セミナー研究奨励賞

加藤

亮

大学院生物資源学研究科
（博士前期課程）
2年
（王 秀崙 教授）

平成29年度照明学会東海支部
若手セミナー研究奨励賞

大学院工学研究科
（博士前期課程）
1年
（元垣内 敦司 准教授）

歩

（2018.8.4）

大学院生物資源学研究科
（博士前期課程）
2年 Budi Wardiman
（近藤 誠 准教授）

2018PCカンファレンス
最優秀論文賞

ヨット部

大学院生物資源学研究科
（博士前期課程）
2年
（渡辺 晋生 教授）

（2018.8.25）

第8回中部森林学会大会
学生発表奨励賞

大学院生物資源学研究科
（博士前期課程）
1年
（松田 陽介 教授）

鈴木 公貴

生物資源学部4年 鈴木
（堤 大三 教授）

The 25th Tri-U 2018
Best Poster Presentation

大学院生物資源学研究科
（博士前期課程）
1年 田中 郁也
（増田 裕一 准教授）

大学院生物資源学研究科
（博士前期課程）
1年
（苅田 修一 教授）

（2018.6.23〜24）

優勝

（2018.8.5）

2018年度
秋季中部学生ヨット選手権大会 準優勝 （2018.9.29）
国際スナイプクラス

男子
優勝
伊藤 太一

大学院生物資源学研究科
（博士前期課程）
1年
（陳山 鵬 教授）

附属幼稚園

● 公開保育研究会のお知らせ
◎研究主題◎「夢中になって遊ぶ姿を支える教師の援助」
〜幼小接続を意識した、
３・４・５歳の学び〜
◎日時◎ 平成31年1月26日
（土）
8：30〜受付、9：00〜公開保育・保育説明、13：30〜研究発表、14：30〜講演会
◎場所◎ 教育学部附属幼稚園
◎内容◎ 公開保育、保育説明と研究発表
講演会「幼児期の学びのつながりと援助について
（仮題）
」
講師：神長 美津子 氏
（國學院大學人間開発学部 子ども支援学科 教授）
◎申し込み・問い合わせ先◎
三重大学教育学部附属幼稚園／☎059-227-1711
URL http://www.fuzoku.edu.mie-u.ac.jp/you/

◎コアラの会◎ 附属幼稚園では、近隣にお住まいの就園前の子どもたちに計画的な遊び
場を提供しています。子どもたちが家庭外のいろいろなものに目を向け、楽
しいと感じるような経験を通して自分の世界を広げていけるように、
そして子
育て中のお母さんたちが子育ての思いや不安などを相談できる場や親子
が集う場になるようにと
「コアラの会（未就園児の会）」
を開設しています。
◎平成31年度コアラの会の募集◎ 平成31年4月4日 9：00〜募集受付を開始する予定
こちらをご覧ください。
◎申し込み・問い合わせ先◎ ※詳しくは本園ホームページに掲載しますので、
三重大学教育学部附属幼稚園／☎059-227-1711
URL http://www.fuzoku.edu.mie-u.ac.jp/you/

附属小学校

● 公開研究会のお知らせ
◎研究主題◎「学びの質が高まる授業」
〜自己・他者・モノとのつながりによって深い学びへ〜
◎日時◎ 平成31年2月9日
（土）
8：15〜受付、9：30〜公開授業、14：00〜研究協議会、15：25〜講演会
◎場所◎ 教育学部附属小学校
◎内容◎ 各教科の公開授業と研究協議会
講演会「旭山動物園再生プロジェクトの営みから」
〜これからを生きる子どもにつけたい資質・能力〜
講師：小菅 正夫 氏
（北海道大学客員教授、旭山動物園元園長）
◎申し込み・問い合わせ先◎
三重大学教育学部附属小学校／☎059-227-1295
URL http://www.fuzoku.edu.mie-u.ac.jp/sho/

（2018.6.30〜7.1）

バドミントン部
第67回
東海地区国立大学体育大会
バドミントン競技

The 25th Tri-U 2018
Best Oral Presentation

（2018.11.8）
米本 和弘

優 勝 準優勝 第3位

第67回
東海地区国立大学体育大会
バスケットボール競技

心

（2018.11.8）

（2018.10.1）

中部学生ヨット女子選手権大会
兼中部学生オープン
兼中部日本大学OB選手権大会

バスケットボール部

（2018.9.15）

17

山口 郷彬

附属学校園から

●コアラの会（未就園児の会）会員募集

第42回
伊勢湾オープンヨットレース大会

（2018.10.27）

（2018.10.27）

日本農芸化学会中部支部第183回例会
一般ポスターの部 企業奨励賞

大学院工学研究科
（博士前期課程）
1年
（伊藤 智徳 教授）

奥田 涼太

第8回中部森林学会大会
学生発表奨励賞

第79回応用物理学会秋季学術講演会
Poster Award

過去最高位タイとなるベスト4、
そしてデザイ
ン賞を受賞しました。

（2018.10.27）

18th Asian Australasian Animal Production
Congress（アジア・大洋州畜産学会議）
The best oral presentator賞

大学院工学研究科
（博士前期課程）
1年
（高瀬 治彦 教授）

華

土壌物理学会
学会賞（ポスター賞）

（2018.6.17）

古山

ベスト デザイン （2018.6.10）
賞
4

大学院工学研究科
（博士前期課程）
2年 中村 文哉
（堀内 孝 名誉教授、 宮本 啓一 教授）

日本セトロジー研究会第29回福岡大会
ポスター発表部門最優秀発表賞

大学院生物資源学研究科
（博士後期課程）
1年
（吉岡 基 教授）

楊

（2018.10.6）

渡邊 陽生

クラブ・サークル表彰
NHK学生ロボコン2018

第24回日本腹膜透析医学会学術集会・総会
優秀演題賞

（2018.3.3）

）
内は指導教員
学年は受賞当時

ロボコンクラブM3RC

（2018.10.5）

（2018.3.3）

大学院工学研究科
（博士前期課程）
1年
（元垣内 敦司 准教授）

※
（

表彰／お知らせ

表彰
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髙橋 拓海

女子
優勝

男子
（2018.7.7〜8）
準優勝
18

