
本の紹介

単著／尾西 康充（人文学部・教授）
定価／2,600円（税抜）
発行／株式会社大月書店
頁数／311ページ
ISBN／978-4-272-61239-0

『沖縄　記憶と告発の文学
目取真俊の描く支配と暴力』
基地問題の最前線に身を置き続
ける芥川賞作家・目取真俊は、沖
縄の地域共同体に内在する権力・
差別・暴力を鋭く描きだしてきた。そ
の作品群と向き合いながら「本土」
と沖縄の関係を問い直そうとする
批評集。

単著／木村 妙子（生物資源学研究科・教授）
定価／1,500円（税抜）
発行／株式会社仮説社
頁数／44ページ
ISBN／978-4-7735-0301-2

『このあな なんじゃ』
干潟を歩くと見つかるいろ～んな「あな」。そ
の「あな」には、わたしたちが想像もつかない
ような生き物が棲んでいる…!?
しかけを開きながら、次 と々訪れる〈未知との
遭遇〉を楽しむ絵本。巻末には登場した生き
物図鑑のほか、干潟に関するやさしい解説
も収録。

単著／藤田 達生（教育学部・教授）
定価／1,300円（税抜）
発行／株式会社小学館
頁数／319ページ
ISBN／978-4-09-388732-8

『明智光秀伝』
本書は、明智光秀と羽柴秀吉との
派閥抗争という視点から本能寺の
変に至る政治過程を追究したもの
である。これまで事件史や人物論と
してしか論じてこなかった本能寺の
変を、織田政権論として構築するこ
とに努めた。

単著／廣岡 義隆（名誉教授）
定価／17,000円（税抜）
発行／有限会社和泉書院
頁数／836ページ
ISBN／978-4-7576-0940-2

単著／廣岡 義隆（名誉教授）
定価／1,100円（税抜）
発行／株式会社塙書房
頁数／168ページ
ISBN／978-4-8273-4086-0

『萬葉形成通論』
やっと『萬葉集』に関する本をまと
めることが出来た。三重大学に赴
任して以降の『萬葉集』に関する
論考を一冊にまとめたもので、総括
であるが、『萬葉集』の学界への提
言としての書でもある。別に今一
冊、『萬葉風土歌枕考説』を考えて
いる。

単著／近藤 英司（医学系研究科・准教授）
定価／14,000円（税抜）
発行／株式会社メディカ出版
頁数／144ページ
ISBN／978-4-8404-7231-9

『子宮全摘出 ロボット手術のキホン
補助アームを究めるda Vinci手術』
婦人科腫瘍のエキスパートである著者
が、ロボット手術の魅力と実際の手技の
基本とコツをきれいな画像・動画を用い
て解説。子宮体癌に対する準広汎子
宮全摘術を均てん化された安全に行え
る基本の術式について、さらに骨盤リン
パ節郭清についても惜しみなくみせる。

『萬葉のえにし』
桑名市に事務局を置く短歌誌『金
雀枝』（えにしだ）にかつて連載した
『萬葉集』に関する小文を再編集
して一冊にした新書で、５冊目の新
書になる。『萬葉集』の中に隠れる
面白さと楽しさと真相が伝われば良
いのだが。

単著／水津 幸恵（教育学部・講師）
定価／5,000円（税抜）
発行／株式会社ミネルヴァ書房
頁数／208ページ
ISBN／978-4-623-08785-3

『保育の場における　
子どもの対人葛藤』
子どもの対人葛藤を保育の場での実際の
エピソードから考察した書。日本の幼児教育
の父といわれる倉橋惣三の保育思想と教
育哲学者ネル・ノディングズのケアリング論
を視点として、他者とぶつかり合うことの保
育実践的意味を探る。

『新版 水環境調査の基礎』

共著／谷口 智雅（人文学部・特任教授）
定価／2,800円（税抜）
発行／古今書院
頁数／150ページ
ISBN／978-4-7722-4210-3

『菌根の世界
菌と植物のきってもきれない
関係』
共著／松田 陽介（生物資源学研究科・教授）
定価／2,400円（税抜）
発行／築地書館株式会社
頁数／243ページ
ISBN／978-4-8067-1606-8

『森林計画学入門』

共著／松村 直人（生物資源学研究科・教授）
定価／3,400円（税抜）
発行／株式会社朝倉書店
頁数／196ページ
ISBN／978-4-254-47055-0

『変革社会に対応する
新しい都市計画像』

共著／浅野 聡（工学研究科・教授）
定価／2,500円（税抜）
発行／中日出版株式会社
頁数／191ページ
ISBN／978-4-908454-36-3

『動的語用論の
構築へ向けて 
第1巻』
共著／吉田 悦子（人文学部・教授）
定価／3,600円（税抜）
発行／株式会社開拓社
頁数／256ページ
ISBN／978-4-7589-1375-1

『動的語用論の
構築へ向けて 
第2巻』
共著／吉田 悦子（人文学部・教授）
定価／3,800円（税抜）
発行／株式会社開拓社
頁数／276ページ
ISBN／978-4-7589-1376-8

『英語のエッセンス』

共著／吉田 悦子（人文学部・教授）
定価／1,800円（税抜）
発行／大阪教育図書株式会社
頁数／197ページ
ISBN／978-4-271-21063-4

『海岸動物の生態学入門
ベントスの多様性に学ぶ』

共著／木村 妙子（生物資源学研究科・教授）
定価／1,800円（税抜）
発行／海文堂出版株式会社
頁数／246ページ
ISBN／978-4-303-80051-2

『忍者学講義』

編著／山田 雄司（人文学部・教授）
定価／1,600円（税抜）
発行／中央公論新社
頁数／237ページ
ISBN／978-4-12-005266-8

『TOKYO 
忍者ロードマップ』

監修／山田 雄司（人文学部・教授）
定価／1,500円（税抜）
発行／子どもの未来社
頁数／37ページ
ISBN／978-4-86412-163-7

■瑞宝中綬章（教育研究功労）
三重大学名誉教授（元学長補佐、元工学部・教授）
富岡 秀雄

■瑞宝中綬章（教育研究功労）
三重大学名誉教授（元教育学部・教授）
藤田 光廣

「瑞宝章」は

公共的な業務に長年従事して

功労を積み重ねた人に

贈られるんだよ

令和2年 春の叙勲受章者

■瑞宝中綬章（教育研究功労）
三重大学名誉教授（元人文学部・教授）
宮本 忠

■瑞宝中綬章（教育研究功労）
三重大学名誉教授（元教育学部附属小学校長、元教育学部・教授）
黒川 都史子

令和2年 秋の叙勲受章者

環境報告書2019が
『環境コミュニケーション大賞

（環境配慮促進法特定事業者賞）』
を受賞

■2020年2月19日
三重大学が公表した環境報告書
2019が、環境省、一般財団法人地
球・人間環境フォーラムが主催する
「第23回環境コミュニケーション大
賞」において『環境配慮促進法特定
事業者賞』を受賞しました。環境コミュ
ニケーション大賞は、優れた環境報告
書やテレビCM等を顕彰することによ
り事業者の環境経営及び環境コミュ
ニケーションへの取組等を促進するとともに、環境情報開示の質の向上を図ることを目的と
する表彰制度です。本学の環境報告書は、同賞を7年連続で（全11回）受賞しております。

MIEUポイントが
『エコマークアワード2019（優秀賞）』

を受賞
■2020年1月16日
三重大学の学生・教職員による
MIEUポイント活動が、「エコマークア
ワード2019」において大学として初
めて『優秀賞』を受賞しました。エコマ
ークアワードは、公益財団法人日本
環境協会が2010年度に創設した
表彰制度であり、環境配慮商品の
普及に関する優れた事例を広く公表
するとともに、エコマーク商品のより
一層の普及拡大を通じて持続可能な社会の実現に寄与することを目的としています。 
三重大学では、平成23年度から学生と教職員による自主的環境活動の取り組みを
「MIEUポイント（活動内容をポイント化して獲得したポイントを環境配慮製品等に交換する
制度）」によって評価し、環境活動の実践と環境配慮製品の普及啓発を行っております。

三重大学の

教員が執筆

している本の

一部です
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受 賞 者 受賞名（受賞日）

医学部附属病院
上田 有紀人　言語聴覚士

第43回 日本高次脳機能障害学会学術総会　
優秀ポスター賞
（2019.11.29）

工学研究科
元垣内 敦司　准教授

公益財団法人浜松電子工学奨励会　
第33回 高柳研究奨励賞
（2019.12.21）

学生総合支援センター
風間 惇希　講師

日本青年心理学会　第9回 学会賞
（2019.12.21）

生物資源学研究科
増田 裕一　准教授

日本農芸化学会　2020年度農芸化学奨励賞
（2020.3.25）

工学研究科
浅野 聡　教授

2020年日本建築学会学会賞（業績）
（2020.4.15）

生物資源学研究科
國武 絵美　助教

日本農芸化学会
2020年度農芸化学若手女性研究者賞
（2020.3.25）

医学部附属病院
金丸 英樹　医員

スパズム・シンポジウム　
第11回優秀論文賞（2019年度）　臨床研究部門
（2020.8.24）

地域イノベーション学研究科
三宅 秀人　教授

応用物理学会　フェロー表彰
（2020.9.8）

工学研究科
高木 優斗　技術員　

日本鋳造工学会東海支部　2019年度　岩田奨励賞
（2020.10.23）

医学部附属病院
松田 佳奈　言語聴覚士

第38回日本神経治療学会　優秀演題賞
（2020.10.29）

生物資源学研究科・
地域拠点サテライト　
岡辺 拓巳　准教授　

一般財団法人大成学術財団
2020年度大成学術財団選奨　銅賞
（2020.11.5）

教育学部
大野 恵理　准教授

JALT（The Japan Association for Language
Teaching）全国語学教育学会 第46回年次国際大会
Poster Design Award（ポスター部門） 第3位
（2020.11.23）

教職員表彰

生物資源学部 4年　井上 雄介
（増田 裕一　准教授）

静岡市「松原研究アワード」　
大賞
（2020.3.22）
生物資源学研究科（博士前期課程）2年　山口 郷彬
（松田 陽介　教授）

日本農芸化学会 中部支部　
奨励賞（企業奨励賞）
（2020.9.26）
生物資源学研究科（博士前期課程）2年　谷口 瑞季
（岡﨑 文美　准教授）

日本生化学会 中部支部　
支部長賞
（2020.3.25）

第60回 日本先天異常学会学術集会
ポスター賞
（2020.7.11）
医学系研究科（修士課程）2年　安達 優華
（西村 有平　教授）

日本生化学会 中部支部　
支部長賞
（2020.3.25）
生物資源学研究科（博士前期課程）2年　Dien Arista ANGGOROWATI
（岡﨑 文美　准教授）

工学研究科（博士前期課程）2年　中村 俊哉
（矢代 大祐　助教）

SAMCON2020
Outstanding Paper Award
（2020.5.7）

生物工学若手研究者の集い　
第二回オンラインセミナー　優秀発表賞
（2020.8.22）
工学研究科（博士後期課程）3年　磯﨑 勇志
（冨田 昌弘　特任教授）

日本混相流学会 
ベストプレゼンテーションアワード
（2020.8.23）
工学研究科（博士前期課程）1年　寺尾 優馬
（辻本 公一　教授）

電気学会産業応用部門　2019年部門
優秀論文発表賞
（2020.9.1）
工学研究科（博士前期課程）2年　牧村 愛萌
（小山 昌人　助教）

学生表彰 ※（　）内は指導教員
学年は受賞当時

日本水産増殖学会　第18回大会・令和元年度 
日本水産学会近畿支部例会合同大会　
優秀ポスター賞　（2019.11.23）
生物資源学研究科（博士前期課程）2年　高山 久弥
（河村 功一　教授）

農業農村工学会京都支部　
研究奨励賞
（2019.11.27）
生物資源学研究科（博士前期課程）2年　鈴木 萌香
（坂井 勝　講師）

2019年度 日本食品科学工学会
中部支部大会　優秀賞
（2019.12.14）
生物資源学研究科（博士前期課程）2年　西岡 慶彦
（柴田 敏行　准教授）

日本防菌防黴学会 第46回年次大会　
ポスター賞
（2019.12.4）
生物資源学研究科（博士前期課程）2年　吉田 すぎる
（福﨑 智司　教授）

第11回 日本海洋政策学会「学生小論文」
奨励賞
（2019.12.6）
人文学部 3年　横地 一真
（田中 亜紀子　教授）

第43回 日本高次脳機能障害学会学術総会
優秀ポスター賞
（2019.11.29）
医学系研究科（博士課程）3年　松田 佳奈
（冨本 秀和　教授、佐藤 正之　准教授）

令和元年度 電気･電子･情報関係学会　
東海支部連合大会　奨励賞
（2020.1.22）
工学研究科（博士前期課程）2年　伊坂 脩 
（川中 普晴　准教授）

令和元年度 電気･電子･情報関係学会　
東海支部連合大会　IEEE賞
（2020.1.22）
工学研究科（博士前期課程）2年　坂尾 真也
（太田 義勝　特任教授）

令和元年度 刑事政策に関する懸賞論文
佳作
（2020.1.24）
人文学部 3年　横地 一真
（田中 亜紀子　教授）

第32回 優秀板金製品技能フェア
「紙上表彰式」学生作品の部　銀賞
（2020.3.7）
工学部 2年　楠 礼司朗
（尾崎 仁志　助教、中西 栄徳　准教授）

第30回日本循環薬理学会
Young Investigator Award for PhD students
（2020.11.27）
医学系研究科（博士課程）3年　若井 恵里
（西村 有平　教授）

このコンテストは同じ大学の学生で3人1組の
チームを作り、チームでプログラミングと問題

解決の能力を競う大会です。インターネット国内予選（495チーム参加）で、大学別順位
22位となった三重大学が5年連続でアジア地区予選に進出しました。11月17日に開
催されたアジア地区予選では、出場65チーム中30位の成績を収めました。

ICPC（国際大学対抗プログラミ
ングコンテスト）アジア地区予選
横浜大会出場
（2019.11.17）

計算研究会チーム"unlimited nya-n"

2020年度 秋季中部学生
ヨット選手権大会
（2020.9.26-27）

優 勝
2020年度 中部学生
ヨット個人選手権大会
（2020.10.10-11）

優勝・
準優勝

理事（教育担当）表彰は昨年度より新
設された賞で、課外教育活動において
優秀な成績を収めた団体に対し、授与
されます。ヨット部は、今年で創部54年

をむかえ、2019年度は春季と秋季開催の中部学生ヨット選手権大会スナイプクラスで
優勝するなど、輝かしい成績を収め、個人・団体共に全国大会へ出場しました。

理事（教育担当）表彰
（2020.3.4）

ヨット部

練習船勢水丸が海上保安庁長官から
感謝状をいただきました

■2020年9月12日
生物資源学研究科練習船勢水丸
が、長年にわたり海洋に関する多く
の資料を提供し、海洋情報業務に貢
献したことによる功績を称え、海上保
安庁長官より感謝状をいただきまし
た。

スマートキャンパス事業が
『デマンドサイドマネジメント表彰
（経済産業省 資源エネルギー

庁長官賞）』を受賞
■2020年7月1日
三重大学のスマートキャンパスで取り
組んだ電力負荷平準化と省エネルギ
ー活動が、一般財団法人ヒートポンプ
･蓄熱センターが主催する「デマンドサ
イドマネジメント表彰」において、最高
位の賞である『経済産業省 資源エネ
ルギー庁長官賞』を受賞しました。
スマートキャンパス事業は、上浜キャンパスにおいて実行された先進的設備運用と制
御、並びに全学をあげた節電活動により大幅な電力負荷平準化と省エネルギーを達成
した取り組みです。表彰では、「社会的に普及促進させていくべき要素を大学という将来
社会を担う人材教育の場を使って実践しており、種々の施設におけるデマンド制御の手
本となることが期待される」といった講評がありました。

クラブ・サークル表彰
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市民開放授業
●令和3年度生物資源学部 特別教育プログラム

※内容に変更等がある場合は、下記HPにてお知らせいたします。
◎プログラム科目◎ 後日、下記HPにてお知らせいたします。
◎開催日◎ 令和3年度の講義期間
◎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項の規定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３年２月８日（月）～２月１９日（金）
　　　　　　　　　　 後期コース：令和３年８月２日（月）～８月１６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
　　　　　 ☎059-231-9631
　　　　　 HP：https://www.bio.mie-u.ac.jp/admission/specific_program/

HP

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
　伊賀サテライト伊賀連携フィールド2020年度後期
　市民講座「忍者・忍術学講座：忍者研究最前線」

◎時間◎ Youtubeチャンネルにて各回午前10時頃配信予定
　　　　 （下記のリンクまたはQRコードより）
◎リンク◎ https://www.youtube.com/channel/UCxJ3j5Biul-FH_jE0CxQhpQ
◎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
　　　　　☎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。

■観光と忍者史跡をどう結ぶか －五右衛門塚を事例として－
◎講師◎ 三橋源一（三重大学地域イノベーション学研究科・院生）
◎開催日◎ 2021年1月9日（土）

■戦国の忍びを考える －永禄五年葛西城忍び乗取作戦－
◎講師◎ 岩田明広（埼玉県立嵐山史跡の博物館・学芸員）
◎開催日◎ 2021年2月20日（土）

■三重大学国際忍者研究センター 全国忍者調査プロジェクト調査報告
◎講師◎ 池ノ谷匡祐（三重大学国際忍者研究センター・研究員）
◎開催日◎ 2021年3月20日（土）

HP

Youtube

●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2020年度「海女学講座Ⅲ」

◎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。

■日本と韓国の海女観光比較
◎講師◎ 劉　亨淑（韓国東義大学校・教授）
◎開催日◎ 2021年1月9日（土）

■海女の生き方に魅了されるアーティストたち
◎講師◎ リンダ・デニス（女子美術大学・准教授）
　　　　 石原真伊（海の博物館・事務局長）
◎開催日◎ 2021年1月23日（土）

■石鏡の古写真を語る －海女関係アーカイブ事業報告を兼ねて
◎講師◎ 大野愛子（石鏡海女・フォトグラファー）
　　　　 塚本　明（三重大学人文学部・教授）
　　　　 吉村真衣（三重大学海女研究センター・助教）　
◎開催日◎ 2021年2月6日（土）

HP

●？「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１階中央保健センター待合ホール
◎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◎ 情報・図書館チーム総務担当／☎059-231-9032
　　　　　 E-mail：lib-kikaku@ab.mie-u.ac.jp
　　　　　 HP：https://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。

■第５回 歩く脳トレ・スクエアステップで「あたま」「からだ」「こころ」をリフレッシュ
◎講師◎ 重松良祐（教育学部・教授）
◎開催日◎ 2021年1月30日（土）

■第６回 花と昆虫の深くて長い歴史 －なぜいろいろな花があるのか－
◎講師◎ 塚田森生（生物資源学研究科・准教授）
◎開催日◎ 2021年3月13日（土）

※？「発見塾」は全６回。第１～４回は終了しました。

HP

催し物
●卒展２０２１
　三重大学教育学部美術教育コース 卒業修了展

◎開催日◎ ２０２１年２月１１日（木）～１３日（土）
　　　　　※１～２時間毎に各時間帯で制限あり、
　　　　　　予約制での入館となります。
◎会場◎ 三重県立美術館１階 県民ギャラリー
◎入場料◎ 無料（要申込）※予約制
◎対象者◎ 市民一般
◎申込み・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

※申込み・詳細については決定次第Twitterもしくは
Instagram等でお知らせとなります。各QRコードからも
ご確認いただけます。

HP

Twitter

Instagram

●教育学部「定期観望会」（オンライン）
◎講師◎ 伊藤信成（教育学部・教授）
◎会場◎ オンライン（教育学部屋上から中継）
　　　　 ※天文研究室Twitterでご確認ください。
◎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◎ 伊藤信成／☎059-231-9240
　　　　　 E-mail：nitoh@edu.mie-u.ac.jp
　　　　　 Twitter：https://twitter.com/AstroMieUni

※新型コロナウイルス感染症の状況により、対面式での開催も
視野に入れております。また、雨天時中止等、詳細はTwitterま
たはQRコードからご確認いただけます。

■令月を見よう
◎開催日◎ 2021年2月23日（火）18：00～20：00

■太陽と三日月を見よう
◎開催日◎ 2021年4月17日（土）17：30～19：30

■皆既月食を見よう
◎開催日◎ 2021年5月26日（水）18：30～20：30

■七夕観望会＆講演会
◎開催日◎ 2021年7月7日（水）18：00～20：00

Twitter

附属施設から
附属農場
●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9:30～11:00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三重大学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ください。
なお、販売する生産品や直販会開催日についての詳細は、
農場担当（☎059-230-1143、E-mail：f-nojo@bio.mie-u.ac.jp）
までお問い合わせください。
また、このURL（https://www.bio.mie-u.ac.jp/cate/happenings/）
から販売予定品等を確認できます。

（※天候等の状況により、開催予定日・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。）

HP

開催予定日

令和3年1月20日

令和3年2月17日

令和3年3月17日

令和3年4月21日

令和3年5月19日

令和3年6月16日

販売予定品

●第19回三重大学発産学官連携セミナーin伊賀
－ ポストコロナ・新たな時代へ －

◎開催日◎ 2021年2月19日（金）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・要申込　◎参加対象者◎ 市民一般
◎申込方法◎ FAXまたはE-mail
◎申込期限◎ 2021年2月12日（金）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：https://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。

HP

お知らせ
令和2年度 学位記授与式

くるみん認定

◎日時◎ 令和3年3月25日（木）（予定）
　　　　　　　　　 26日（金）（予定）
◎会場◎ 三重大学講堂（三翠ホール）

三重大学は、令和2年5月12日付けで厚生労働大臣から次世代育成支援対策
推進法に基づく「基準適合一般事業主」（子育てサポート企業）としての認定「くる
みん認定」を受けました。

令和3年度 入学式
◎日時◎ 令和3年4月8日（木）（予定）
◎会場◎ 三重大学講堂（三翠ホール）

※今後の新型コロナウイルスの感染拡大の状況によっては、開催の有無・規模等
を変更する可能性があります。詳細は、大学ホームページでお知らせいたします。

このマークが

認定を受けた

証なんだね

米、苺、文旦、なばな、さつまいも、ジャム、みそ　etc.

米、苺、ミニトマト、なばな、ジャム、みそ　etc.

苺、トマト、キャベツ、ブロッコリー、ジャム、みそ　etc.

夏野菜苗、苺、トマト、ジャム、みそ　etc.

夏野菜苗、苺、トマト、玉ねぎ、ジャム、みそ　etc.

じゃがいも、玉ねぎ、ジャム、みそ　etc.
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