学部HP

人文学部には文化学科と法律経済学科の
2つの学科があります。
● 法律経済学科 では

1年次での基礎的な学習の後、2年次から日本研究、
アジア・オ

各領域の体系とともに領域横断的学習を目指しています。

に属し、その地域の文化に関して、言語、文学、歴史、哲学・思想、

その専門知識、法的思考力、政策立案の能力を身につけます。そ

セアニア研究、
ヨーロッパ・地中海研究、
アメリカ研究のいずれか

社会、民族、地理、環境まで、多面的・総合的に学んでいきます。そ
れと同時に、卒業論文に向けて深く専門的に研究をしていくため
に不可欠な人文学の専門分野の指導も十分に行っていきます。

取得可能な資格

※法律経済学科では資格取得できません。

教員免許 ●中学校教諭一種（国語／社会／英語）
●高等学校教諭一種（国語／地理歴史／公民／英語）
図書館司書 ●図書館司書 ●学校図書館司書教諭
学芸員
おすすめ

留学制度
交換留学

スポット

法律分野では、法学や政治学といった学問分野を中心に学び、

して、複雑化する現代社会において生じる様々な問題に対して、
的確な判断を下しながら解決策を提案できる力を養います。ま
た経済分野では、経済の仕組みに関する専門理論と具体的な経
済問題と深く関わるその応用分野を学ぶことにより、現実の経済

を分析する能力や、地域が抱える問題に対する解決方法を探る
能力を身につけることができます。

将来の進路としては、民間分野での活躍はもちろん、地域社会

を公的に支える行政分野への進路も開かれています。

「国際関係論」

海外語学研修および

三重大学や人文学部が 海外フィールド・スタディ
協定を結んでいる大学へ
交換留学制度以外にも、短期
留学する制度です（大学間 間海外で学習するプログラムが
協定校は世界各地に68校 あります。
〈2019年4月現在〉）。交換
海外語学研修
留学制度を上手に利用す （英語：オックスフォード大学ハ
れば、6ヶ月や1年留学して ートフォード・カレッ
も4年間で卒業できます。
ジ〈イギリス〉、ドイ
ツ語：エアランゲン・
近年の主な留学先大学
国 立 高 雄 師 範 大 学（ 台 ニュルンベルク大学
湾）、梨花女子大学校（韓 〈ドイツ〉）

国）、ハイデルベルク大学 海外フィールド・
（ドイツ）、リール第3大学 スタディ
（フランス）など
（ドイツ、
タイ、韓国）

人文学部の就職支援
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広 い 教 養 と 高 い 専 門 性 を 持 つ 教 育 者 を 育 てます 。

就職ガイダンスや企業研究会の開催、就職情報の提供、就
職相談などを行い、授業科目として特殊講義（就職支援講座）
を開講しています。
この授業では、現代の産業構造や企業の役
割および機能を理解することに主眼を置き、人文学部の専任
教員に加えて、人文学部出身のOB・OGや企業の人事担当の
方々に参加いただき講義を行います。社会の一員として働くこ
との意義、企業研究、労働契約をめぐるトラブルの現状認識、
就職活動戦線の動向分析など、就職活動を始めるにあたって
知っておくべき知識をレクチャーします。

法律経済学科

人文ラウンジ 人文学部生の憩いの場
HPには留学や
就職についての情報が
もっと詳しく載って
いるよ！

タイ・フィールドスタディ

卒業生の進路

卒業生の進路は極めて幅広く、主に
一般企業・公務員・教員です。最も多く
就職するのは一般企業で、製造業・情
報サービス・卸小売業・金融保険業・
建設業・運輸通信はじめとする各種産
業に就職しています。就職先の地域は
三重県・愛知県など東海地域が6~７
割で、地域に根を下ろした本学部の特
徴が表れています。

古 瀬 啓 之 准教授

国際関係論とい
う分野は、研究対
象が多岐にわたり
ますが、私の専門
は国際政治史にな
ります。具 体 的 に
は、戦間期のイギ
イギリス国立公文書館
リス外交を研究し
ています。国家間関係、国際秩序の安定、衝
突、崩壊はどのようにして生じるのか。その歴
史的経緯を実証的に検討し、原因を究明しま
す。かつての政治家や外交官たちが記した
生の史料を読み解き、新しい事実関係を一
つ一つ解明していく過程が、
この研究で最も
困難であり楽しみを感じる時です。また、異
なる政治文化をもつイギリス人の言葉を、そ
の文脈に即して正確に捉えるよう常に注意
が必要です。骨の折れる作業ですが、異文化
を理解するのにとても役立ちます。専門演習
では受講生と共に、様々な側面から日本と外
国との関係について議論をしますが、学生た
ちには自分の価値観を一旦外した上で、外
国の論理を捉えるよう指導しています。
グロ
ーバル化、多文化の時代においては、ますま
す必要とされる姿勢だと考えています。

教育学部は、良識ある社会性と豊かな教養を身につ

け、多様化・複雑化する今日の教育的課題に対して、適
切かつ柔軟に対応できる質の高い職業人の養成を教
育目標としています。そのため、教科や教職に関する高

い専門的知識を身につけるための教育環境を整備・充
実させるとともに、人文・社会科学、自然科学、芸術、体
育などに関する幅広い教員を配置しています。

また、教育学部は、
これまで一貫して資質の高い教員

及び職業人を三重県内外に送り出してきた歴史と伝統

のある学部です。そして、教育・研究・実践の実験校とし

て４つの附属学校園（幼稚園・小学校・中学校・特別支

援学校）
と附属教職支援センターがあり、学部・大学院

Faculty
of
Education

教育学部

● 文化学科 では

ホットNEWS／学部等紹介 ︱ 教育学部 ︱

人文 学 部

Faculty of Humanities,
Law and Economics

● 学校教育教員養成課程

ホットNEWS／学部等紹介 ︱ 人文学部 ︱

Hot News

Hot News

● 学部等紹介●三重大学の各学部等では何を学べるのか、どんな研究ができるのかを紹介します！

と一体になって教員養成・研修を通じて、新しい教育へ
の取り組みを広く発信しています。さらには、海外の大

学と連携して、語学研修や交換留学などによって教育

環境を充実させ、国際社会に貢献する学部としても力
強く発展しています。

学びのあしあとの会

教育学部では、入学時から卒業時まで、
各履修・活動の目的や課題、自己評価な
どを記した用紙を一人一冊のファイルに
まとめ、自らの学習の履歴である
「学びの
あしあと」の作成を行います。また教員を
目指す学生の支援のため、学年ごとの目
的に合わせた内容で「学びのあしあとの
会」を開催しています。

学部HP

美術教育コース絵画担当

関

俊一

教授

三重大学教育学部に来て思うこと
東日本大震災があった翌月の4月から故郷の東京を離れ
三重大に来て9年目になります。新たな土地での勤務は当初
不安だらけでしたが、教育学部の学生と接するうちに、教員
を目指す学生の素直さ、堅実さなどに感動したのを覚えてい
ます。美術教育コースでは絵画を担当しており、小学校専門
美術の授業では他コースの学生も指導しています。小学校
や中学校で図工や美術を指導する教員を養成することによ
って、絵を描くことが好きな児童や生徒がもっと増えることを
願っています。今では、本学の卒業生に指導を受けた受験生
が入学してきています。

特 色のある授 業 等

美術教育コースの紹介

美術教育コースでは1・２年次に絵画・彫刻・デザイン・工
芸の基礎を丁寧に学び、3年生から各専門分野に分かれて
研究制作をしていく授業形態になっています。そのため、希
美術教育コース 卒業修了制作展
望に合わせて初歩から高度な造形表現まで対応できる環境 2020年2月12日(水)〜2月16日(日)
となっています。毎年2月にはその研究成果を発表する場と
して、三重県立美術館で卒業制作展が開催されます。

カバンの
中身

取得可能な資格
幼稚園、小学校、中学校、
高校、特別支援学校の免
許（教員免許は複数免許
を取得することも可能）
保育士、学芸員、学校図書
館司書教諭の資格

COMMENT

美術教育
コースの他にも
教員養成のために
全13コースが用意
されているよ！

美術教育コース4年

加藤 仁美さん
2020教育学部の学部案内
の表紙のイラストを担当した加藤
仁美さんのカバンの中身は美術にまつわるグッズがちらほら。
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海外実習先と海外からの実習受入れ

● 医学科
● 看護学科

フライブルク応用科学カトリック大学

（ドイツ）

学部HP

【看護学科】●早期海外体験実習 ●海外からの受入れ

カーディフ大学

臨床実習には
海外協定校からの
交換学生も参加
するよ！

（イギリス）

【医学科】●海外臨床実習

（イタリア）

【医学科】●海外臨床実習

上海交通大学での実習先の先生方と

●海外からの受入れ

【医学科】●海外臨床実習

●早期海外体験実習
●海外からの受入れ

ムヒンビリ健康科学大学

【医学科】●海外臨床実習

ヤンゴン小児病院

ザンビア大学

【医学科】●海外臨床実習

【医学科】●海外臨床実習

アーナンダ病院

（インド）

インドのアーナンダ病院で早期
海外実習に参加しました。偽医者
すら横行するインドで、貧しい人々
に高度な医療を安価で提供してい
ます。日本と全く異なる社会で、ス
タッフの態度、医療に対する考え
方や医療制度の違い等、多くの大
切なことを学びました。

【医学科】●早期海外体験実習

アムリタ大学

（インド）

【医学科】●海外臨床実習

●海外からの受入れ

アーナンダ病院がある村の子どもたちと
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ヤンゴン小児病院で診察のお手伝い

看護学科 成人看護学・教授

竹内 佐智恵
異文化に身を置くことは、新たな知見を拓くこと
はもとより、現在おかれている状況を深く知るきっか
けにもなります。そして、その知見の深まりがさらに
自身の関心のあることへ取り組む意欲を高めます。
看護学科では研修に出る取り組みのほか、海外から
の研修生を受け入れる取り組みもあります。
こうした
機会を通して、殻を破るアクションへと発展させてほ
しいと思います。

COMMENT
研修の
感想

研修先：フライブルク応用科学カトリック大学、チェンマイ大学

（フィリピン）

【医学科】●海外臨床実習

実習の
感想

サンパウロ大学

吉田 紋華

【医学科】●海外臨床実習

留学で得たのは「英語で伝えることの
限界」に対する悔しさに固執せずに、その
気持ちを忘れず、
できない自分に焦ること
なく努力を続ける姿勢です。自分の関心
のあることを伝えることで周囲が多様な
情報を提示してくれました。
また、常に
「あ
なたはどう思うか」
と問われたことで、
自分
の考えや意思を意識する姿勢が培われた
と思います。

COMMENT
研修の
感想

研修先：チェンマイ大学

チェンマイ大学

（タイ）

【看護学科】●早期海外体験実習

医学科6年

ミャンマー・ヤンゴン小児病院の
内科系で、病歴聴取と身体診察の実
習を行いました。血液腫瘍内科はイ
ギリス・ケンブリッジ大学と提携して
おり、医療資源さえあれば先進的な
診療を行う基盤が整っていました。
資金面などの課題を抱える分、先生
方からは、医療に対する熱意が感じ
られました。

看護学科2年

（ブラジル）

●海外からの受入れ

加藤 秀隆

医学科2年

教員コメント

浩樹

フィリピン大学
マニラ校

（ミャンマー）

（ザンビア）

堀

医学部の教育理念に示している「国際社会に貢
献する保健医療人材の育成」を目指して、専門英語
教育の強化、海外の保健医療現場での体験学習の
充実、外国人学生受入れによる学内教育環境の国
際化に取り組んでいます。特に、第6学年海外臨床
実習は、国内医学部の中では最も大きな規模であ
り、
アジア・アフリカの低中所得国での実習を含むと
いう特色があります。医療資源が制限されているア
ジア・アフリカ諸国での保健医療についての学びを
地域医療の実践に活かして欲しいと考えています。

COMMENT

（タンザニア）

COMMENT

●早期海外体験実習

【医学科】●早期海外体験実習

●海外からの受入れ

中畑 果南

【医学科】●海外臨床実習

（ラオス）

【医学科】●海外臨床実習

実習の
感想

ワシントン大学

（アメリカ・ワシントン州）

ラオス健康科学大学

（アラブ首長国連邦）

COMMENT

ワシントン大学での海外臨床実習

上海交通大学

（中国）

シャルジャ大学

シャルジャでの実習先病院で

教員コメント

医学・看護学教育センター・教授

国際的な
交流の中で切磋琢磨
できる学習環境
なんだ

ペルージャ大学

ペルージャ大学での海外臨床実習

COMMEN T

医学部では医学科・看護学科ともに海外の大学・
病院との間でグローバルな交流を行っています。早
期海外体験実習（1〜4年生向け・1〜2週間の実習体
験）をはじめ、医学部では海外臨床実習（6年生向け・
４週間の海外実習）
も行われており、海外で学ぶチャ
ンスが多く提供されています。

ホットNEWS／学部等紹介 ︱ 医学部看護学科 ︱

Hot News

医学部

F acul t y of Me dicine

ホットNEWS／学部等紹介 ︱ 医学部医学科 ︱

Hot News

看護学科1年

東出 倖歩

専門的な内容は難しかったですが、先
生や先輩の助けを得て、自分の学んでい
ることとの関連性を知ると、看護への関心
が高まりました。研修中は、現地の学生が
言いたいことを察しながら聞き返してくれ
たおかげで、話すことを諦めずに挑戦で
きました。今後も海外で学び、いろいろな
人との情報交換を活発にしていきたいと
思います。

タマサート大学

（タイ）

【医学科】●海外臨床実習

●海外からの受入れ

コンケン大学

（タイ）

【医学科】●早期海外体験実習
●海外からの受入れ

三重大学医学部附属病院で実習中の
コンケン大学からの留学生

チェンマイ大学での研修
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ナノ・材料

６つの
ものづくり
技術

工学部は、国民の生活をより豊かにするために

社会基盤

「もの」を創る
（作る、造る）技術を教育・研究する学

部です。
「科学技術創造立国」を目指す日本では、

工学部は将来的にも重要な学部です。工学部では、
情報通信、ナノ・材料、ライフサイエンス、ものづく

り技術、社会基盤、環境・エネルギーの６つの研究

研究は植物、動物、
昆虫、微生物、食品、食糧、
森林、防災、経済など。
また、海外をフィールドにした
研究もあり多彩な
研究テーマが選べる！

就職先が
農林業の1次産業から生産、
加工、流通、そして公務員と
幅広く選ぶことが
できる！

● 総合工学科

分野があり、社会・企業から要求・要望されている
殆どの工学系分野をカバーしています。

長期インターンシップ

工学部では、民間企業での実体験を博士前期課程での研究や、その後
の就職活動に役立ててもらうため、長期インターンシップを4年生の選択
科目に導入します。
工学研究科博士前期課程に進学する工学部学部修士一貫コースの４
年生が対象で、卒業研究を行うか、長期インターンシップを履修するかの
どちらかを選択します。
長期インターンシップにおいて、問題発見・解決力、課題探求力、先端
技術を取り込む力、およびコミュニケーション能力等を身に付けるため
に、民間企業や各種研究所等で責任ある社員・所員の立場で就業体験
（通常のインターンシップに比べ、大きなテーマ・未知な課題に対して長
期間取り組む体験）を行い、将来の職業選択の際に役立てます。

学部修士一貫コース

大学院への進学希望者のうち、学部修士一貫コ
ース履修者を３年次終了時に決定します。通常の大
学院進学希望者の選抜試験よりも早い時期に決定
することで、４年次からの複合的な工学分野での研
究活動を可能にします。
また、学部修士一貫コース生は、4年次に選択必
修科目として
「卒業研究」か「長期インターンシップ」
のいずれかの科目を選択します。
「卒業研究」または「長期インターンシップ」の単
位取得を5年次進級要件とし、5年次進級者には学
士（工学）の学位が授与されます。

HMDと動作計測装置を装着した学習者 インテリジェントシステム
（ロボティクス・メカトロニクス講座）

F acul t y o f B i o r e so ur ce s

資源が豊富な三重県全国
トップクラスを誇るアコヤ
ガイ、アオサノリ、お茶に
関する地域密着型の研究
に取り組むことができる！

POINT 4

空・海・陸が対象

専門を生かした強い就職

教育の対象は陸・海・空。地球
環境、農業ロボット、農業土木
に関連する現場に出て、生き
た学習、ワクワクする研究を
することができる！

地球環境

学んだ専門知識や経験をそ
のまま生かせる、強みを生か
せる就職ができる！
POINT 3

Study

Future

POINT 5

入学前後の
ギャップが最大

Communication
Mind

Sensor & Behavior

農業土木

食品、環境・エネルギー、
医療および
生物工学分野などに寄与する
バイオサイエンスと
バイオテクノロジー
について
総合的に学ぶことができる！

独自のプレゼンテーション
力の訓練

他大学では受けることのでき
ないプレゼンテーション能力
を鍛える講義科目がある！
POINT 2

数学、物理、情報を現場
に応用

学科独自のカリキュラムによ
って、現場で生き物に配慮し
ながら数学、物理、情報を活
用するための、他大学では決
して得ることのできない知識
やスキルを身につけられる！

農芸化学と水産化学の講
義を受講することができ
る！多彩な専門分野の教
員30名が、勉強･研究･進
学･就職をサポート！

農芸化学と水産化学
が一緒になった
他大学にはない
実体験型のユニークな講
義および実験実習を提供
する！
（食品衛生監視員、
食品衛生管理者の資格を
取得できる）

共生環境学科

卒業生しか分からないのが
残念ですが、学べることの幅
など、良い意味で、入学前と
入学後のギャップが最も大き
い学科です！

バーチャルリアリティシステム 知能化ライフサポート
（人間情報学講座）

生 物 圏 生命 化 学 科

オンリーワン学科

生物資源学部

POINT 1

業
ロ
ボ
ッ
ト

授業等

様々な
資格取得につながる
勉強もできるよ！
詳しくはHPを
チェックしてね

農場や演習林の
教員とフィールドを使った
実践的な実験・実習や
研究ができる！

共役高分子からの発光 高分子設計化学（有機化学講座）

研究分野

環境・
エネルギー

学部HP

食料生産、
環境問題などの
重要な課題に
「生物資源の循環」を通して
解決方法を
探ることができる！

ライフ
サイエンス

農

工 学 部

資源循環学科

情報通信

特色のある
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ホットNEWS／学部等紹介 ︱ 生物資源学部 ︱

Hot News
生物資源学部４学科のストロングポイント

Faculty of Engineering

ホットNEWS／学部等紹介 ︱ 工学部 ︱

Hot News

企業とコラボレーションし
た応用研究（実学的研究）
に取り組むことができる！

農業から水産まで
学べることが
盛りだくさん！
学部HP

海 洋 生 物資 源 学 科
プランクトンから魚類・鯨類までの
さまざまな水生生物を学ぶことができる！
①
増養殖や保全の
研究に強い

③
近隣水族館・
博物館との密接
な協力関係

⑤
校舎からイルカ
（スナメリ）が
見えるシーサイド
キャンパス

②
充実の
実験実習施設
・練習船「勢水丸」
・水産実験所
④
県内に
連携する専門
研究機関がある
⑥
・三重県水産研究所
海だけでなく
・増養殖研究所
川も近く
淡水生物の研究
にも恵まれた環境
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特集

学部を問わず
学ぶことのできる
多彩な授業が行わ
れているよ！

教養教育院

健康増進や大学の魅力再発見等、本学の学生・教職員や地域の皆さまに三重大

三重大学では入学後、学部・学科の授業と共に、教養教育院が提供する全学共通の授業を受講します。

三重大学教養教育のグローバル化対応

学を身近に感じてもらうことを目的として、散歩や散策、ジョギング等に利用できる
三重大学教養教育院での授業
（右 サコラヴスキー 講師）

2015年度に新しい教養教育カリキュラムが始まり、今年で5年目になります。
グローバル化に対応できる人材を育てるために英語

特別プログラムを設置しました。

本プログラムは、入学時のTOEICの高得点者を対象とした、1年次の学生向けのカリキュラムです。対象学生で希望する者は、英語

の授業の他に、
グループワークを取り入れたアクティブ・ラーニング科目や講義科目を英語で受講します。
また、1年次の春休みに実

施するイギリス・シェフィールド大学での短期海外研修に参加することもできます。夏休みにはシェフィールド大学から講師を招い

て集中講義と合宿研修も実施しています。

初年度の2015年度は英語特別プログラム所定の単位を修得した学生が62名いました。そのうち51名がシェフィールド大学での3

週間の研修に参加しました。その後、単位修得者と研修参加者は増え続け、2018年度は単位修得者が97名、研修参加者が74名にな

りました。

英語特別プログラムの年

間スケジュールは右記の通

りです。

1年次前期
英語科目
（選択の中級科目を含む）

アクティブ・ラーニング科目
【英語による】
講義科目
【英語による】

1年次後期
英語科目
シェフィールド大学か （選択の中級科目を含む）
らの講師による4日間
アクティブ・ラーニング科目
集中講義と1泊2日の
【英語による】
合宿研修
講義科目
【英語による】

三重大トリムトレイル

キャンパス内に散策コースを整備しました!

教養教育院HP

学び 人材育成カリキュラム
−英語特別プログラム−

1年次夏休み

1年次春休み
シェフィールド大学で
の研修（３週間）＊

コースを上浜キャンパス内に整備いたしました。
平成
29年

企画立案

附属病院長と環境担当理事が発起人となって「リ
フレッシュウォーク企画」を提案

平成
30年
6月

アイデア募集

学生・教職員を対象として「ルート案」や「コース
を彩るギミック」等のアイデアを公募

平成
30年
10月

アイデア審査

応募のあったアイデアを「スポーツ医学」や「建築
意匠」等を専門とする教員が審査

平成
30年
11月

実施計画・整備

応募のあったコース案を基にして「三重大トリムト
レイル」を整備

令和
元年
9月

整備完了

オープニングウォーク（記念式典）

＊参加希望者多数の場合には
選抜を行なっています。

利用者の制限は?

インフォメーションセンター
にて「散 策マップ」配付中!
平日 9：00～16：00
お一人につき1部まで

どなたでもご利用いただけます。
ただし、コースを外れて教育研究エリアに進入
することはお控えください（関係者以外の研究
圃場への立ち入りは禁止しております）
。

ことです。三重大学での授業を受け、また、シェフィールド大学からの教員による集中講

ほじょう

義や合宿研修を経ることにより、3週間という短い期間ですが、効果的な研修が実現して
います。また、本学の教員が引率し、現地でのサポートを行うので、安心して研修に参加

MESSAGE

英語特別プログラム参加学生
生物資源学部2年

さらに、学期中はランチをとりながら英語を使って交流を行うイングリッシュラウンジ

サコラヴスキー ジェシー 講師からのメッセージ

た。特に、シェフィールド大学の多国

三重大学にいながら100%英語の環境で学ぶこと

籍集団の中で積極的に交流すること

ができます。
この貴重な機会を、人に勧められるから

により、互いの文化・価値観を理解し、
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MESSAGE

英語特別プログラム担当教員

英語特別プログラムを通して得まし

ました。

コースのスタートとゴール地点は「講堂」前が
基本となります。路面に埋められた「コース表
示マーク」を目印としてお進みください。

も開設されています。学習のサポートや相談対応のほか、各種イベントも開催しています。

「新しいことに挑戦する行動力」を

認め合う大切さに気づくことができ

利用方法は?

することができます。

松本愛莉 さんからのメッセージ

イギリスの街を散策する松本愛莉さん

ではなく、
自分の意思で自分のために掴んでください。

学長による優秀アイデア応募者の表彰

オープニングウォーク（記念式典）の開催

本学教養教育の海外研修の特徴は、体系的なカリキュラムに組み込まれた研修である

シェフィールド大学での研修

Special Edition

特集／三重大トリムトレイル

ホットNEWS／学部等紹介 ︱ 教養教育院 ︱

Hot News

トリムトレイルとは?
【Trim】
利用者の体調を整える
【Trail】
みどり豊かな遊歩道

案内看板（講堂前等）

コース表示マーク（路面）

「散策マップ」のQRコードを読み込むと、キャン
パス内の見どころについての案内が表示されます。
企画

北サイトコース（2.0 km）
南サイトコース（2.0 km）

上浜キャンパス（トリムコース）

国際環境教育
研究センター

協賛

・三翠同窓会
・医学部附属病院 ・三医会
・人文学部同窓会 ・三医看同窓会 ・地域イノベーション学研究科同窓会
・教育学部同窓会 ・工学部同窓会 ・三重大学生活協同組合
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