市民開放授業
●2019年度生物資源学部 特別教育プログラム

◎開催日◎ 2019年の講義期間 ◎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、前期・後期コース各56,400円、
１年コース112,800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◎ 前期コース：２０１９年２月１２日
（火）
〜２月２２日
（金）
後期コース：２０１９年８月５日
（月）
〜８月１９日
（月）
（土日祝及び三重大学が定める夏季一斉休業日は
受付けません。）
◎問合せ◎ 生物資源学研究科チーム学務担当／
HP
☎059-231-9631、9633、9735
HP： http://www.bio.mie-u.ac.jp/admission/
speciﬁc̲program/
※募集要項や申込方法等詳しくは上記URLを
ご確認ください。
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●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年度後期
市民講座「忍者・忍術学講座：近現代忍者の虚像と実像」
◎時 間◎ １０
：
３０〜１２
：
００
◎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

■ブルース・リーとNinja映画

◎講師◎ 山田雄司
（人文学部・教授） ◎開催日◎ ２０１９年１月２６日
（土）

■忍者の呼吸法

◎講師◎ 小森照久
（医学系研究科・教授） ◎開催日◎ ２０１９年２月１６日
（土）

■戦後忍者小説概説

◎講師◎ 吉丸雄哉
（人文学部・准教授） ◎開催日◎ ２０１９年３月１６日
（土）

●第48回三重大学歴史研究会大会
◎開催日◎ ２０１９年２月２日
（土）
９
：
００〜１６
：
１０
（受付８
：
３０〜、開会９
：
００）
◎会場◎ 地域イノベーション研究開発拠点Ｃ棟３階 地域イノベーションホール
◎参加対象者◎ 研究会会員、市民一般 ◎参加費◎ 資料代300円（会員無料）
◎問合せ◎ 三重大学教育学部歴史学研究室内 担当：藤田・大坪
藤田：☎059-231-9218
E-mail：tafujita@edu.mie-u.ac.jp
大坪：☎059-231-9219
E-mail：otsubo@edu.mie-u.ac.jp
【大会日程】※題目については変更する場合があります。

■学生部会報告 ◎時 間◎ ９：１０〜１１：３０

日本史部会「幕末における松浦武四郎の人物関係」
東洋史部会「中国キリスト教の受容と禁教の背景」
■ 講演 ◎時 間◎ １３：００〜１６：１０
◎講師◎馬原潤二
（三重大学教育学部・准教授）
「メモリーとしてのミリタリー ―欧州軍事博物館の国民統合機能に関する比較考察」
◎講師◎山村亜希
（京都大学大学院人間・環境学研究科・准教授）
「近世城下町空間の形成過程」

●？
「発見塾」
（はてなはっけんじゅく）
◎時 間◎ １３
：
３０〜１５
：
００
◎会場◎ 津リージョンプラザ津図書館視聴覚室
◎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
HP：http://www.mie-u.ac.jp/hakugaku/hakken/
※詳細については上記URLをご確認ください。

HP

■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◎ ２０１９年１月２６日
（土）

■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◎ ２０１９年３月２３日
（土）

●第17回三重大学発産学官連携セミナーin伊賀
◎開催日◎ ２０１９年２月５日
（火）
１３
：
３０〜
（受付１３
：
００〜）
◎会場◎ ヒルホテル サンピア伊賀４階 白鳳の間
（伊賀市西明寺2756-104）
◎参加費◎ 無料
（交流会は3,000円）
・要申込
◎参加対象者◎ 市民一般 ◎申込方法◎ FAXまたはE-mail
HP
◎申込期間◎ ２０１９年１月２９日
（火）
迄
◎申込み・問合せ◎ 三重大学 伊賀サテライト 伊賀研究拠点
☎0595-41-1071／FAX 0595-41-1062
E-mail：iga-kyoten@crc.mie-u.ac.jp
HP：http://www.rscn.mie-u.ac.jp/iga/
※詳細については上記URLをご確認ください。

●第25回三重大サイエンスカフェ
◎講師◎ 増田智恵
（教育学部・教授）
◎開催日◎ ２０１９年３月５日
（火）
１５
：
００〜１７
：
００
（開場１４
：
３０）
◎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◎ TEL、FAX、E-mail
◎申込み・問合せ◎ 研究推進チーム
☎059-231-9704／FAX059-231-9705
E-mail：ken-sokatu@ab.mie-u.ac.jp
※講演者は事情により変更する場合はありますのでご了承ください。

催し物
●卒展20１9
三重大学教育学部美術教育コース 卒業修了展

HP

◎開催日◎ ２０１９年２月１４日
（木）
〜１７日
（日）
９
：
３０〜１７
：
００
（最終日のみ１４
：
００まで）
◎会場◎ 三重県立美術館１階 県民ギャラリー
◎入場料◎ 無料 ◎対象者◎ 市民一般
◎問合せ◎ 三重大学教育学部美術教育コース 卒展実行委員会
E-mail：mie.sotsuten@gmail.com
HP：https://mie-sotsuten.jimdo.com/
Facebook：https://www.facebook.com/mie.uni.sotsuten/
Twitter：https://twitter.com/miesotsuten

●第8回 ＭＡＥ展
三重大学教育学部美術教育コースによる展覧会

HP

◎開催日◎ ２０１９年３月１日
（金）
〜３日
（日）
９
：
３０〜１６
：
３０
（最終日のみ１５
：
００終了）
◎会場◎ 三重県総合文化センター
（ギャラリーA）
◎入場料◎ 無料 ◎対象者◎ 市民一般
◎問合せ◎ 三重大学教育学部美術教育コース 第8回 ＭＡＥ展実行委員会
E-mail：mae62̲mie̲art̲education@yahoo.co.jp
HP：http://maeten.tumblr.com/
Facebook：https://www.facebook.com/miearteducation
Twitter：https://twitter.com/MAE̲67KI

看護師・助産師 募集
医学部附属病院では看護師・助産師の募集を随時行っています。
大学病院で働いてみたい、病院を見て色々と知りたいと思われた方は、
お気軽に連絡ください。
あなたの笑顔をお待ちしています。
【お問い合わせは】

三重大学医学部附属病院看護部

☎059-231-5183 又は ☎059-231-5184

お知らせ
平成30年度 学位記授与式
◎日時◎ 平成31年3月25日
（月）
◎会場◎ 三重大学講堂
（三翠ホール）

平成31年度 入学式
◎日時◎ 平成31年4月8日
（月）
◎会場◎ 三重大学講堂
（三翠ホール）

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

◎プログラム科目◎
● 農学関連特別プログラム
（前期コース）作物学、植物保護学、園芸学、動物生産学、遺伝学、
フィールドサイエンスセンター農場実習Ⅰ
（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
（１年コース）作物学、植物保護学、園芸学、動物生産学、遺伝学、
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Ⅰ、
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
（前期コース）植物学、森林流域保全学、土壌学、森林利用システム学、
森林利用・情報学、森林生態学実習
（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
（１年コース）植物学、森林流域保全学、土壌学、森林利用システム学、
森林利用・情報学、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、森林生態学実習、森林生物学実験
● 農業土木関連特別プログラム
（前期コース）基礎構造力学、基礎水理学、
ビオトープ論、
ＣＡＤ演習、
測量学、水理実験
（後期コース）建設材料学、水環境工学、農地工学、
かんがい排水学、
基礎土質力学、
コンクリート土質材料実験
（１年コース）基礎構造力学、基礎水理学、
ビオトープ論、
ＣＡＤ演習、
測量学、水理実験、建設材料学、水環境工学、農地工学、
かんがい排水学、基礎土質力学、
コンクリート土質材料実験
● 水産関連特別プログラム
（前期コース）水産学総論、水族病理学、水族繁殖学、栽培漁業学、
底生生物学、海洋植物学実験
（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
（１年コース）水産学総論、水族病理学、水族繁殖学、栽培漁業学、
底生生物学、海洋植物学実験、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

公開講座・シンポジウムなど

Information

お知らせ

お知らせ

Information

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 配信先メールアドレス ② 氏名

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。

三重大学公式SNS
（Facebook、Twitter）を始めました！
三重大学ホームページから
アイコンをクリック！

「いいね！」や、
フォローを
してね☆

「＠MieUniversity」
で検索！
YouTubeサイト内で
「mieuniversityweb」
と検索！
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