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秋の叙勲受章者

瑞宝中綬章（教育研究功労）

「瑞宝章」は

三重大学名誉教授
（元教育学部長）

公共的な業務に長年従事して

川口 元一

功労を積み重ねた人に
贈られるんだよ

瑞宝中綬章（教育研究功労）
三重大学名誉教授
（元生物資源学部・教授）

市川 眞祐

『芭蕉庵の終括』

『忍者の精神』

『本能寺の変』

松尾芭蕉は「犬公方」の貪欲政
治に翻弄された。貪欲政治は粛清
政治でもあった。一ヶ月６回の儒学
講義が粛清政治の道具だった。
些細な失敗が見せしめの口実に
なった。芭蕉の目の前には「貪欲
の魔界」
が口を開けていた。

忍術はその根幹となる精神性がな
ければ奇抜な見せ物と変わらなく
なってしまう。忍術を
「道」に高める
ために必須な精神とはいったい何
だったのだろうか。忍術書を読み解
き、忍者が忍者たる核心に迫る初
めての書。

本書は、2003年に刊行した
『謎と
き本能寺の変』
を増補したもので
ある。補章では、昨年発見した
「溝
口文書」
（ NHK全国ニュースなど
でも報道）
をもとに、柴田勝家が明
智光秀と戦えなかった理由につい
て論及した。

単著／濱 森太郎
（名誉教授）
定価／2,200円
（税抜）
発行／三重大学出版会
頁数／344ページ
ISBN／978-4-903866-47-5

単著／山田 雄司
（人文学部・教授）
定価／1,700円
（税抜）
発行／株式会社KADOKAWA
頁数／200ページ
ISBN／978-4-04-703659-8

単著／藤田 達生
（教育学部・教授）
定価／1,000円
（税抜）
発行／株式会社講談社
頁数／237ページ
ISBN／978-4-06-516277-4

『秀吉と海賊大名
『藩とは何か
−海から見た戦国終焉−』 「江戸の泰平」はいかに
誕生したか』
本書は、2012年に中公新書とし
じょう し

て上梓した同名書籍の中国語版
（簡体字）
である。近年、中国では
織田信長や豊臣秀吉ら天下人が
注目されているが、
その表れともい
えよう。
単著／藤田 達生
（教育学部・教授）
定価／52.00元
発行／社会科学文献出版社
頁数／240ページ
ISBN／978-7-5201-4202-1

『人口減少社会の教育
日本が上手に縮んでいく
ために』

本書は、
『 秀吉と海賊大名』
『 天下統
一』に続く三部作の完結編。藩が、豊
臣政権の崩壊による地域社会の混
乱を克服するべく、幕府と一体になっ
て誕生していったことを論じた。特に、
藤堂高虎が果たした役割に注目。

人口減少という危機をむしろ好機とし
て、安定的で持続可能な社会とそれを
支える教育を構築することに成功すれ
ば、日本は世界のモデルとなり得る。本
書はそのような観点に立ち、今後の日
本に必要な教育を具体的に提言する。

単著／藤田 達生
（教育学部・教授）
定価／860円
（税抜）
発行／中央公論新社
頁数／248ページ
ISBN／978-4-12-102552-4

単著／荻原 彰
（教育学部・教授）
定価／1,200円
（税抜）
発行／幻冬舎
頁数／294ページ
ISBN／978-4-344-92302-7

監修／兼児 敏浩
（医学部附属病院・副病院長（医療安全担当））
定価／2,500円
（税抜）
発行／株式会社ぎょうせい
頁数／178ページ
ISBN／978-4-324-10607-5

『分かち合う
農業CSA
日欧米の
取り組みから』

共著／波夛野 豪
（生物資源学研究科・教授）
定価／2,200円
（税抜）
発行／創森社
頁数／280ページ
ISBN／978-4883403356

『ドロえもん博士の
ワクワク教室
「土ってふしぎ!? 」
〜放射性セシウムに対
する土のはたらき〜』

『豊かさ幻想
『鳥羽・志摩の海女
『「見方・考え方」を働かせる 『女王卑弥呼が都した
『NINJA：secrets of the
unsurpassable heart』
戦後日本が目指したもの』 素潜りの漁の歴史と現在』 小学校算数 「深い学び」 邪馬台国に到る』
の授業デザイン』
（青
開発と発展が国を豊かにする。豊
国の重要無形民俗文化財に指定
邪馬台国の所在地を謎のままに 『忍者「負けない心」の秘密』
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かであることはよいことで、幸福の
基盤である。私たちの中に巣くって
いるこの価値観がどのように作ら
れ、広まってきたのか。開発の空
間、場所、風景から問い直す。

された鳥羽・志摩の海女について、
原始社会以来の苦難と興隆の歴
史を辿りつつ、
なぜ女性なのか、世
界的な価値、食文化や観光産業
との関係、特有の働き方・生き方
が持つ現代的意義等を論じた。

算数における「深い学び」を、その鍵となる「数
学的な見方・考え方」という視点でデザインし
ていく一冊。課題づくり・課題提示の工夫、根
拠を基に理由を説明させる発問、発展・一般
化に誘う新たな問いなど、具体的な手立てを
明示しながら授業モデルを紹介しています。

単著／森 正人
（人文学部・教授）
定価／1,700円
（税抜）
発行／株式会社KADOKAWA
頁数／302ページ
ISBN／978-4-04-703669-7

単著／塚本 明
（人文学部・教授）
定価／2,200円
（税抜）
発行／吉川弘文館
頁数／217ページ
ISBN／978-4-642-08354-6

単著／今井 啓介
（教育学部附属小学校・教諭）
定価／2,000円
（税抜）
発行／明治図書出版株式会社
頁数／139ページ
ISBN／978-4-18-290817-0

して、追い求めることが日本人のロ
マンではない。本著では、理系学
者が自然科学の知識を駆使して
『魏志』倭人伝を読み解き、女王
卑弥呼が都した邪馬台国に到り
ました。
単著／宮﨑 照雄
（名誉教授）
定価／2,000円
（税抜）
発行／三重大学出版会
頁数／232ページ
ISBN／978-4-903866-51-2

春出版）
の英語版です。忍者の最
大の任務は、過酷な環境下で生き
延びることでした。筆者は印や息
長の効果を明らかにし、忍者の心
技体を紹介しています。現代人の
生き方のヒントになり、英語版で広
く世界に発信します。
単著／小森 照久
（名誉教授）
定価／15.99米ドル
発行／One Peace Books
頁数／145ページ
ISBN／978-1-64273-048-7

『偶然は必然
−生物学的精神医学から
Universal Truthへ−』
筆者の最終講義、業績一覧、エッセイな
どを集録しています。生物学的精神医
学に始まった研究は、Universal truth
を模索する旅でした。これと人生が交わ
り、
「偶然は必然」に集約されます。研究
者だけではなく、一般の人々の生き方や
思考に示唆を与え得ると思っています。
単著／小森 照久
（名誉教授）
定価／1,630円
（税抜）
発行／デザインエッグ株式会社
頁数／160ページ
ISBN／978-4-8150-1354-7

共著／渡辺 晋生
（生物資源学研究科・教授）
坂井 勝
（生物資源学研究科・講師）
定価／500円
（税抜）
発行／東方通信社
頁数／29ページ
ISBN／978-4-924508-27-9

『透水性コンクリート
（POC）の基礎と実践
−環境共生と豪雨対
策を目指して−』

「薬剤耐性対策推進
国民啓発会議議長賞」を受賞
2019年11月9日
第3回薬剤耐性
（AMR）
対策普及啓発
活動表彰式が行われ、三重大学医学部
附属病院感染制御部が実施した
「AMR
啓発グッズとラッピングバスを用いた市
民啓発の取り組み」が「薬剤耐性対策
推進国民啓発会議議長賞」
を受賞しま
した。三重県全域に渡る活動であることや、従来の普及啓発活動にとらわれな
い多岐に渡る活動が組み合わされていること、各種講演会や学会等において
表彰事例の紹介を行い、他地域への発信に努めていることが評価されました。

教職員表彰
平成30年度特別研究員等審査会
専門委員表彰を受賞

（2019.7.23）

生物資源学研究科

柿沼

誠

教授

日本学術振興会は、学術研究の将来を担う研究者の養
成・確保を目的とした特別研究員事業及び学術研究活
動のグローバル化や研究者の国際流動性の促進を目的とした国際交流事業を行っており、
その
選考に関しては、適正・公平な審査に努めています。
本表彰は、審査終了後の検証結果に基づき、第1段階書面審査において有意義な審査意見を
付した専門委員について表彰するものです。書面審査を行った約1,500名の専門委員のうち、表
彰対象となる任期2年目にあたる約600名の中から柿沼誠教授を含む109名が選考されました。

ベトナム科学技術院から
これまでのベトナムに対する
貢献として表彰を受けました

（2019.8.29）

木村 清志 名誉教授
（元生物資源学研究科・教授）
編著／畑中 重光
（工学研究科長）
定価／3,800円
（税抜）
発行／株式会社コンクリート新聞社
頁数／248ページ
ISBN／978-4-909954-02-2

木村教授は、海洋生物多様性保全局
（海洋資源環境研究所）
と協力して、
ベトナムカンホア
省のニャチャンで海産魚の研究に関するトレーニングコースを開催しました。
また、英語とベトナ
ム語で書かれた
「ハロン湾の魚類図鑑」
を日本で出版しました。
この図鑑は、
ベトナムの海産魚
の分類に関する非常に重要な参考文献と考えられています。
また、
その他にも様々な活動や
論文を発表しており、
ベトナムの海洋環境全般、特にベトナム科学技術院の海洋環境研究所
の研究活動に協力し、推進したことについて表彰を受けました。
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教職員表彰

学 生 表 彰

マレーシア・タチ大学から
名誉博士号を授与

平成30年度 刑事政策に関する懸賞論文
論題「超高齢社会における高齢犯罪者対策
の在り方について」 佳作 （2019.1.17）

工学研究科

人文学部3年

（2019.10.19）

久保 雅敬

教授

久保雅敬教授が、
マレーシア・タチ大学−三重大学
間における国際交流活動への貢献に対し、同大学か
ら名誉博士号を授与されました。授与式では、
タチ大学のTan Sri Dato's Ir WanAbdul
Rahman Bin Wan Yaacob 総長から名誉博士号を授与されました。
受

賞

者

受賞名（ 受賞日）

医学部附属病院
杉岡 直弥 医員

第238回 内科学会東海地方会
（2019.5.26）

人文学部
大倉 沙江

日本選挙学会 学会賞
（優秀ポスター賞）
（2019.7.13）

助教

優秀演題賞

工学研究科
永井 滋一 助教

日本学術振興会マイクロビームアナリシス
第141委員会 榊奨励賞
（2019.8.29）

生物資源学研究科
瀬川 太雄 特別研究員

第25回日本野生動物医学会大会
優秀口頭発表賞
（2019.9.1）

医学部附属病院
森下 裕之 医員

日本鼻科学会 優秀論文賞
（2019.10.4）

医学系研究科
小林 正佳 准教授

第29回日本耳科学会・初めての耳科学会
優秀演題賞
（2019.10.11）

伊藤 良美

（田中 亜紀子

LIFE2019第35回ライフサポート学会大会
若手プレゼンテーション賞 （2019.9.14）
工学研究科
（博士前期課程）
2年
（宮本 啓一 教授）

教授）

日本生物工学会

（2019.8.6）

（西村 有平

中部支部

工学研究科
（博士後期課程）
3年
（冨田 昌弘 教授）

支部長賞

生物資源学研究科
（博士前期課程）
1年
（渡辺 晋生 教授）

農業農村工学会
大会講演会ポスター奨励賞
生物資源学研究科
（博士前期課程）
1年
（渡辺 晋生 教授）

優勝

準優勝

岡田 華保

（2019.9.14-15）
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◎令和２年度コアラの会の募集◎
令和２年４月３日
（金）
９
：
００〜 募集受付を開始する予定。
◎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、
こちらをご覧ください。
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/

HP

附属小学校

水谷 雪乃

● 公開研究会のお知らせ

平成31年度秋季リーグ戦
2部リーグ
優勝
（2019.8.31-11.2）

2019年度秋季中部学生
ヨット選手権大会
スナイプクラス
優勝

工学研究科
（博士前期課程）
2年 江木 幹
（堀内 孝 名誉教授、宮本 啓一 教授）

◎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。

（2019.9.5）

第3位

（2019.7.6-7）

みなさん
おめでとう
ございます！

附属幼稚園

全学ハンドボール部

2019年度中部学生
ヨット個人選手権大会

第25回日本腹膜透析医学会学術集会・総会
優秀演題賞 （2019.11.23）

●コアラの会（未就園児の会）会員募集

クラブ・サークル表彰
ヨット部

工学研究科
（博士前期課程）
2年 山岡 賢司
（藤井 義久 准教授、鳥飼 直也 教授）
）

附属学校園・附属施設から

翼

Marine Biotechnology Conference 2019
Best presentation賞 （2019.9.13）
生物資源学研究科
（博士後期課程）
3年
（田中 礼士 准教授）

立松 大輝

日本金属学会研究会 微小領域の力学特性評価とマルチ
スケールモデリング 2019 優秀ポスター賞 （2019.11.9）

工学研究科
（博士前期課程）
2年 久納 和也
（畑 浩一 教授、永井 滋一 助教）

（2019.9.5）
清本

工学研究科
（博士前期課程）
1年
（池浦 良淳 教授）

The 12th International Symposium on Atomic Level Characterization 19
（ALC 19）Excellent Presentation Award （2019.10.24）
表彰された

磯﨑 勇志

農業農村工学会
大会講演会ポスター優秀賞

伊藤 悠貴

生物資源学部4年 村瀬 遥香
（野中 寛 教授）

教授）

）
内は指導教員
学年は受賞当時

日本人間工学会 東海支部
最優秀奨励賞 （2019.11.2）

2019年度日本木材学会中部支部大会
優秀発表賞 （2019.10.3）

世界をリードする次世代MD研究者・
育成プロジェクト 2019年度全国リトリート
ポスター発表優秀賞 （2019.4.29）
医学部医学科6年 弓削 瑞葵

※
（

表彰／お知らせ

表彰

Information

入替戦で勝利し、1部リーグに昇格しました。

◎研究主題◎「学びの質が高まる授業」 〜各教科等の「見方・考え方」
を働かせて〜
◎日時◎ 令和2年２月８日
（土）
8:15〜受付、9:30〜公開授業
◎場所◎ 三重大学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
HP
◎申し込み・問い合わせ先◎
※詳しくは本校ホームページに掲載しますので、
こちらをご覧ください。
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/

●附属小学校では平成30年度より、低学年からプログラミング学習を行っています
教育学部附属小学校では平成30年度より、低学年からプログラミ
ング学習を行っており、今年度は、7月12日
（金）
1年生の授業にお
いて、生活の単元の一つとして校内の地図を利用し、児童がロボッ
トに目的の教室までの道順をプログラミングし、動かすという
「学校
探検」の授業が行われました。
また、
この授業にはマスコミ数社の取
材もあり、児童たちは楽しそうに授業を受けていました。

附属農場

吹奏楽団
第74回東海吹奏楽コンクール
大学の部
金賞
（2019.9.8）

●三重大学生物資源学部附属農場直販会のお知らせ
毎月第３水曜日に季節の野菜や各種ジャム・味噌等の加工品の附属農場直販
会を津市高野尾町にある附属農場にて開催しております。
ご興味のある方は是
非お越し下さい。
なお、販売する生産品や直販会開催日についての詳細は、
HP
農場担当
（☎059-230-1143、E-mail：f-nojo@bio.mie-u.ac.jp）
までお問い合わせ下さい。
また、
このURL
（http://www.bio.mie-u.ac.jp/cate/happenings/）
から販売予定品等を確認できます。

開催予定日時

販売予定品

令和2年1月15日 9:30〜11:00 米、苺、文旦、
ピーマン、
なばな、
さつまいも、
ジャム など
令和2年2月19日 9:30〜11:00 米、苺、
みかん、
ピーマン、
ミニトマト、
なばな、
ジャム など
令和2年3月18日 9:30〜11:00 苺、
トマト、
ピーマン、
キャベツ、
ブロッコリー、
ジャム など
令和2年4月15日 9:30〜11:00 夏野菜苗、苺、
トマト、
ピーマン、
ジャム など
令和2年5月20日 9:30〜11:00 夏野菜苗、苺、
トマト、玉ねぎ、
ジャム など
令和2年6月17日 9:30〜11:00 じゃがいも、玉ねぎ、
にんにく、
ジャム など
（※状況により、開催日時・販売予定品を変更することがあります。
また、数に限りがある場合がありますので予めご了承願います。）
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市民開放授業
● 令和２年度生物資源学部 特別教育プログラム

※各プログラム科目については、一部変更になる場合があります。webサイトに
てお知らせいたしますので、下記HPまたはQRコードからご確認ください。
◎開催日◎ 令和２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：令和２年２月１０日
（月）
〜２月２１日
（金）
後期コース：令和２年８月３日
（月）
〜８月１７日
（月）
（土日祝及び三重大学が定める
HP
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／
☎059-231-9631、9633、9735
HP：http://www.bio.mie-u.ac.jp/admission/speciﬁc̲program/
※詳細はHPまたはQRコードからご確認いただけます。
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●第１８回三重大学発産学官連携セミナーin伊賀
− 三重大学の最先端研究技術 −

公開講座・シンポジウムなど
●三重大学地域拠点サテライト連携事業
伊勢志摩サテライト2019年度「海女学講座Ⅱ」
◎時 間◎ 13：30〜15：00
◎会場◎ 鳥羽市立海の博物館 映像ホール
◎受講料◎ 無料
（申込不要）
・自由参加
◎受講対象者◎ 市民一般
◎問合せ◎ 三重大学人文学部総務担当／☎059-231-6991
HP：http://amakenkyucenter.rscn.mie-u.ac.jp/
※詳細はHPまたはQRコードからご確認いただけます。

HP

■ 海女漁村の祭礼 ─海女アーカイブ事業中間報告を兼ねて
■食文化の歴史から見る海女漁

◎講師◎ 塚本 明
（三重大学人文学部・教授）
◎開催日◎ 2020年1月26日
（日）

●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2019年度後期
市民講座「忍者・忍術学講座：創造される忍者」
◎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◎ 無料
（申込不要）
・自由参加 ◎受講対象者◎ 市民一般
◎問合せ◎ 三重大学国際忍者研究センター／
HP
☎0595-51-7154
E-mail：ninja@rscn.mie-u.ac.jp
HP：http://ninjacenter.rscn.mie-u.ac.jp/
※詳細はHPまたはQRコードからご確認いただけます。

■昭和３０年代の忍法小説 ─柴田錬三郎と山田風太郎─
◎講師◎ 牧野 悠
（帝京大学理工学部・講師）
◎開催日◎ 2020年1月25日
（土）

■忍者マンガの系譜 ─忍術マンガから NINJA COMICS まで─
◎講師◎ 橋本 博
（合志マンガミュージアム・館長）
◎開催日◎ 2020年2月15日
（土）

■石川五右衛門について知っておくべきいくつかのこと
◎講師◎ 吉丸雄哉
（三重大学人文学部・教授）
◎開催日◎ 2020年3月14日
（土）

●？
「発見塾」
（はてなはっけんじゅく）

◎講師◎ 尾西康充
（理事・副学長）
◎開催日◎ 2020年3月3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30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
◎申込期限◎ 2020年3月2日
（月）
HP
◎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
HP：http://www.opri.mie-u.ac.jp/
※詳細はHPまたはQRコードからご確認いただけます。
※日程・講演者は事情により変更する場合がありますので
ご了承ください。

催し物
●卒展２０２０
三重大学教育学部美術教育コース 卒業修了展

HP

◎講師◎ 高村光幸
（医学部附属病院漢方外来・助教）
◎開催日◎ 2020年1月25日
（土）

■第６回 法隆寺五重塔とパルテノン神殿はなぜ地震で倒れないか？

HP

◎開催日◎ ２０２０年２月１２日
（水）
〜１６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
Twitter
◎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/
Twitter：https://twitter.com/miesotsuten
Instagram：https://www.instagram.com/miesotsuten
※詳細はwebサイトまたはQRコードからご確認いただけます。

●第9回 ＭＡＥ展
三重大学教育学部美術教育コースによる展覧会

■第５回 漢方・東洋医学の知恵を、上手に生かした健康ライフ

◎講師◎ 花里利一
（工学研究科・教授）
◎開催日◎ 2020年3月21日
（土）

令和元年度 学位記授与式
◎日時◎ 令和2年3月25日
（水）
◎会場◎ 三重大学講堂
（三翠ホール）

令和2年度 入学式
◎日時◎ 令和2年4月8日
（水）
◎会場◎ 三重大学講堂
（三翠ホール）

●第２９回三重大サイエンスカフェ

◎講師◎ 﨑川由美子
（前志摩市歴史民俗資料館・館長）
◎開催日◎ 2020年1月12日
（日）

◎時 間◎ 13：30〜15：00
◎会場◎ 津リージョンプラザ１階視聴覚室
◎受講料◎ 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/
※詳細はHPまたはQRコードからご確認いただけます。

◎開催日◎ 2020年2月12日
（水）
14：00〜
（受付13：30〜）
◎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
◎申込期間◎ 2020年2月5日
（水）
迄
HP
◎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/
※詳細はHPまたはQRコードからご確認いただけます。

お知らせ

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

三重大学医学部附属病院看護部

☎059-231-5183 又は ☎059-231-5184

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。

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）森林流域保全学、木質材料学、森林微生物機能学、
森林利用システム学、森林化学、森林生態学実習
（後期コース）森林育成学、森林情報学、生物地球化学、
森林・緑環境計画学、植物栄養学、森林流域保全学実験
（１年コース）森林流域保全学、木質材料学、森林微生物機能学、
森林利用システム学、森林化学、森林育成学、
森林情報学、生物地球化学、森林・緑環境計画学、
植物栄養学、森林生態学実習、森林流域保全学実験
● 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

Information

お知らせ

お知らせ

Information

皆様のご登録を心からお待ちしています。
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 Instagram
を始めました

HP

◎開催日◎ ２０２０年２月２８日
（金）
〜３月１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）
Twitter
◎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9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/MAE̲70KI
Instagram：https://www.instagram.com/maeten70/
※詳細はwebサイトまたはQRコードからご確認いただけます。

●ロゴタイプ・シンボルマーク
●会社案内等各種パンフレット ●キャラクター
●ポスター、DM、
チラシ等の企画・制作

有限会社 アートピア

三重県津市一身田平野182-60 〒514-0111
HP
TEL059-232-3559 FAX059-232-0506
E-mail : artopia@ztv.ne.jp URL : https://www.artopia-new.com/
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