
集合時間 12:50
集合場所 総合研究棟Ⅱ　1F　玄関ホール
実施場所 総合研究棟Ⅱ　1F　第4会議室

持参するもの 筆記用具，ノート，英和辞書（電子辞書可)
服装 指定なし

集合時間 12:50

集合場所 人文学部棟正面入口前

実施場所 人文学部棟　１階　第2講義室

持参するもの 筆記用具，ノート

服装 指定なし

集合時間 10:00
集合場所 教育学部２号館２F   201室
実施場所 教育学部美術棟３F 絵画室

持参するもの 筆記用具，ノート，ハサミ
服装 汚れても良い動きやすい服装

集合時間 9:15
集合場所 総合研究棟Ⅱ1F　第4会議室
実施場所 総合研究棟Ⅱ1F　第4会議室

持参するもの 筆記用具，ノート
服装 指定なし

集合時間 午前の部9:15　　午後の部13：15

集合場所
三重大学医学部附属病院 外来棟5階スキルズラボ（三重
大学医学部附属病院、正面玄関より入り、病院外来棟エ
レベーターで５階で降りる。）

実施場所 三重大学医学部附属病院 外来棟5階スキルズラボ

持参するもの 筆記用具，QRコード読み取りアプリを入れたスマホ

服装
内容に体を動かすを含む場合があります。極端に短いス
カートなどはご遠慮ください。

集合時間 12:50

集合場所 三重大学医学部附属病院正面玄関

実施場所 病棟3階　輸血細胞治療部

持参するもの 筆記用具，ノート

服装 指定なし

集合時間 9:30

集合場所 三重大学正門前

実施場所 地域イノベーション研究拠点D棟2階若手研究者スペース

持参するもの 筆記用具，ノート，USB，画像が確認できるﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

服装 指定なし

集合時間 12:50
集合場所 新医学棟（看護学科棟）　3階グループ学習室
実施場所 新医学棟　3階グループ学習室，5階母子看護実習室

持参するもの 筆記用具，ノート，上履き
服装 指定なし
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25名

人文学部 8月19日(月）
13：00～15：30

[半日型]
「働き方改革」
を考える

　4月から法にもとづく「働き方改革」が実施され
ています。これまでの働き方はどう悪かったのか
（背景）、どう変えようとしているのか（現
状）、現在の改革の在り方は本当に働く人みんな
のためになりそうなのか、もっとよい方法はある
のか（展望）、みなさんと考えたいと思います。

藤本　真理 20名

人文学部 8月2日(金）
13：00～15：30

[半日型]
史料から見るア
メリカ社会

　現代の社会は「今」だけを見ていても理解でき
ないこともあります。この授業では、アメリカ社
会の特性や問題を、史資料を読み「過去」と
「今」を往き来することを通して探り、日本を含
めた他の社会との比較もおこない、理解を深めて
いきます。

森脇　由美子

20名

教育学部 7月26日（金）
9：30～12：00

[半日型]
教職への道

　教員OBより教職の楽しさ，すばらしさを実体験
より話します。児童/生徒とふれあう中で体験した
こと，学校でのエピソードを楽しく語ります。教
員はやりがいのあるすばらしい仕事です。

内田 実
岡野 昇
金子 滋朗

48名

教育学部 7月24日(水)
10:00～16:00

[一日型]

造形の楽しみ
（イメージの造
形）

①イメージによる造形：紙切りで昆虫を作る。
②素材による造形：針金とマニキュア（アクリル
色材）による造形。

岡田　博明
山田　康彦
関　　俊一
奥田　真澄

それぞれ
20名

計
100名

15分前に集合場所にお見えでない場合など
に、連絡を入れさせていただくことがありま
すので、申し込みの際に携帯電話、メールア
ドレスをおしらせください。（本セミナーの
連絡以外には使用しません）連絡をご希望で
ない場合、申し込み時に連絡先の提出は不要
です。
参加申し込み時に日付と午前午後の部の希望
を添えて提出すること。

医学科 7月29日(月)
13：00～15：30

[半日型]

輸血および細
胞・移植・免疫
療法の進歩

　輸血の血液型検査の実習を各自行い、輸血に関
する理解を深めてもらう。
次に、近年進歩が著しい造血幹細胞療法、再生医
療、免疫療法や、
白血病などの血液疾患に対する最新分子標的療法
の現状について講義をし、　　今、どのように医
療が変わろうとしているか理解を深めてもらう。

大石　晃嗣 10-13名

血液型とその検査方法、ヒト白血球型抗原
(HLA)について事前に勉強をしておいて下さ
い。

医学科

7月24日（水）
午前

7月24日（水）
午後

7月31日（水）
午前

8月7日（水）
午前

8月7日（水）
午後

午前の部
9：30～12：00

午後の部
13：30～16：00

[半日型]

「シミュレー
ションを用いた
体験型医学医療
教育ー生理、解
剖から、最新外
科手術まで」

　バーチャルシミュレーターを用いた高度技能ト
レーニング(腹腔鏡手術、内視鏡、他)をはじめと
するシナリオに基づくチームベースのシミュレー
ション教育

櫻井　洋至

10名

初日は簡単な説明と2人ペアによる実際の実
験。
2日目（土日を挟む）は顕微鏡観察で結果を
見ます。

看護学科 8月8日（木）
13：00～15：30

[半日型]

小児看護を学ぶ
第一歩　～子ど
もの看護技術を
体験してみよ
う！～

　小児看護を学ぶ第一歩として、子どもの特徴や
小児看護の特徴を学びます。さらに、「子どもの
安全」、「子どもの身体の観察」に焦点をあて、
チャイルドビジョンの体験、バイタルサイン測
定、身体計測の技術の演習を行います。

仁尾 かおり
村端 真由美
大北 真弓

30名

医学科
8月2日（金）

及び
8月5日（月）

9：30～12：00
[変則的１日型]

［抗がん剤開
発］ゼブラ
フィッシュを用
いた血管新生阻
害薬の探索研究

　抗がん剤の１つに血管新生阻害薬があります。
血管特異的に蛍光タンパク質を発現させ、「見え
る」ようにしたゼブラフィッシュの稚魚に様々な
化合物を投与し、蛍光顕微鏡で観察して、血管新
生を阻害するものを探します。

島田　康人
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集合時間 9:30

集合場所 新医学棟（看護学科棟）　3階グループ学習室

実施場所 新医学棟　3階グループ学習室，5階母子看護実習室

持参するもの 筆記用具，タオル，飲み物，上履き

服装 動きやすい服装

集合時間 9:50
集合場所 工学部建築棟1階ロビー　正面から見て左の入り口
実施場所 会議室，無響室，講堂大ホール

持参するもの 筆記用具，ノート，カメラ，タオル，飲み物
服装 動きやすい服装

集合時間 12:50

集合場所
地域イノベーション研究開発拠点Ｄ棟３Ｆ　地域イノベーション
ホール

実施場所
地域イノベーション研究開発拠点Ｄ棟３Ｆ　地域イノベーション
ホール

持参するもの 特になし

服装 汚れても良い服装

集合時間 9:40
集合場所 生物資源学部校舎１階ピロティ
実施場所 遺伝子実験施設のセミナー室

持参するもの 筆記用具，ノート
服装 汚れてもよい服装

集合時間 13:20
集合場所 三重大学生物資源学部　駐輪場　階段付近
実施場所 三重大学生物資源学部　２階２０３物理学実験室

持参するもの 筆記用具，ノート
服装 汚れてもいい服装、動きやすい足回り

集合時間 14:40

集合場所
アクティブラーニングスタジオ（地域イノベーション研
究開発拠点C棟3F）

実施場所
アクティブラーニングスタジオ（地域イノベーション研
究開発拠点C棟3F）

持参するもの 筆記用具，ワークシート
服装 指定なし

集合時間 13:00

集合場所 環境・情報科学館3階のティーチング・コモンズ

実施場所 環境・情報科学館3階のティーチング・コモンズ

持参するもの 筆記用具，飲み物，ノートPC（なくても問題なし）

服装 指定なし

30名

工学部 8月26日(月)
10：00～16：00

[一日型]
音と建築（建築
音響学入門）

　室内の音の反射や響きは会話を妨害したり、音
楽の美しさを引き立てたりする効果があり、部屋
の用途に応じて適切にデザインする必要がありま
す。建築と音・響きの関係を座学によって理解
し、響きの効果を体験するとともに、実際にホー
ルで響き（残響時間）を測定します。

寺島 貴根 10名

看護学科 8月8日（木）
9:30～12:00
[半日型]

母性看護にふれ
てみよう、体験
してみよう！
　～妊婦さんの
看護と赤ちゃん
のおふろの入れ
方～

　母性看護にふれる体験として、妊婦さんや生ま
れたばかりの赤ちゃんの特徴を学びます。さら
に、体験ジャケット着用による妊婦さんの体験や
模型を使って赤ちゃんの抱っこやお風呂に入れる
看護技術を体験します。

新小田 春美
大林 陽子
近藤 桃子
加藤　千洋

20名

生物資源学部 8月2日（金）
10：00～12：30

[半日型]

大腸菌からプラ
スミドDNAを分
離する

　遺伝子組換えに使用するベクターDNAとしてのプ
ラスミドDNAを、大腸菌の菌体から精製し、アガ
ロースゲル電気泳動でDNAを確認する実験。分子生
物学的実験の基本を体験する。

苅田　修一 15名
実験をしますので、もし、白衣（作業着）等
がありましたら、持参ください。

総合情報処理
センター

7月23日（火）
13:00～17:00

[一日型]
パソコンを分解
してみよう！

　ドライバーを片手にパソコンの中の部品を一つ
ずつ取り外してバラバラにしてみましょう。バラ
バラすると、見たことがない部品がたくさん出て
来ます。見たことがなくても、全ての部品にはそ
れぞれの役割があります。その一つ一つの役割を
理解すれば、パソコンが動く仕組みをよりよく理
解できるようになるはずです。此方は総合情報処
理センター共催の授業です。

白井　伸宙

16名

受講日までに，可能であれば，県立図書館，
近所の市立図書館，学校にある図書館など，
どこかの図書館を一度でも訪問しておくとい
いと思います。これによって，本科目の学習
内容を理解しやすくなると思います。です
が，訪問できない場合であっても，授業中に
説明をしますので，心配なく受講することが
できます。

地域人材
開発機構

7月25日（木）
及び8月1日

（木）両日参
加必須

両日
13:00～17:00

[二日型]

課題探究や問題
解決のための図
書館の効果的な
利用法

　図書館は，図書を含む多様な情報を提供するこ
とで，人々の学習活動や日常生活を支援します。
この授業では，大学の学習で重要になる課題探究
や問題解決のために，効果的に図書館を活用する
方法について実習しながら理解を深めます。

長澤 多代

15名

地域人材
開発機構

7月24日（水）
14：40～17：10

[半日型]

見つけよう、自
分に合った学問
分野～2030
SDGs探究MAPを
使って～（仮）

　2030年の世界、社会がどうなっているか、その
とき、みなさんは社会でどんな活躍をしているか
を想像しながら大学で学びたいことを見つけてい
くセミナーです。
当日は高校生のみなさんを応援したいという三重
大生や社会人の方のメッセージも紹介予定です。

宮下　伊吉 16名
案内書類に同封の事前ワークシートを記入し
た上で持参ください。

生物資源学部 8月8日（木）
13：30～16：00

[一日型]

センサーを使っ
て土壌環境を計
測してみよう！

　土壌水分量や地温を測定するセンサーで土壌環
境を計測します。また、実験室内で模擬実験を行
い、土壌水分量の違いが地温の日変化にどのよう
に影響を与えるのか観察します。

坂井　勝


