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★ 共通教育３号館                                         
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2 階〈1201 教室〉 環境 ISO 学生委員会 

                              「手作り体験工房 ISO 工房〜貝殻アクセサリー&マイハシ〜」 
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２階〈大集会室〉 三重大学合唱団                          「Autumn Concert」 
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★ 三翠ホール                                             

〈 小ホ ー ル 〉  アン サ ン ブルサ ークル 「 ぶる さ ぁ 。」         「題名 の つ けよ うの な い 音楽 会 vo l . 9 」 
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★ 第一体育館                                               
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★ 環境情報科学館                                            

1 階 学生フォーミュラチーム                        「学生フォーミュラの活動概要及び展示」 

 

   3 階〈PBL 演習室 3,4〉 English Lounge                 「E-lounge(special English Program2017)」 

     〈PBL 演習室 5,6〉 三重大学放送局         「Tales of the world〜本を読もう！遊ぼう！〜」 

 

★ 環境情報科学前広場                                       

防衛省 自衛隊 三重地方協力本部（３日）   

                                          「「三重大学学園祭」での防衛対策啓発活動について」 



三重県中日新聞販売会 事業委員会（４日） 

                                               「新聞に触れてみよう！新聞記事クイズラリー」 

 

・人文学部棟 

参加団体 

1 階 

＜第二講義室＞ エレクトーンサークル２３-Two・Three- 「エレクトーンコンサート」 

2 階 

＜IT 教室＞ みえシネマアーカイブ 「映画上映」 

＜人文棟駐車場＞ 電気自動車研究会 「電気自動車試乗会」 

 

団体・企画紹介 

＊エレクトーンサークル２３-Two・Three- 「エレクトーンコンサート」 

3 日（金）9:00〜19:00，4 日（土）9:00〜19:00 

エレクトーンのコンサートを行います！ エレクトーンによる様々なジャンルの演奏に加え、 劇も行いますので

ぜひ聞きに来てください！ 

 

 

 

 

 

 



＊みえシネマアーカイブ 「映画上映」 

両日とも三回上映 11:00〜 , 13:00〜 , 15:00〜 

みえシネマアーカイブの今年の映画は、コメディ映画と昨年までのリバイバル上映です！座って見ることがで

きるので、休憩がてらでもいいので、ぜひ立ち寄ってください！お待ちしてます！当日は映画泥棒のコスプレ

もしますよー！ 

 

 

 

 

 

 

 

＊電気自動車研究会 「電気自動車試乗会」 

3 日（金）9:00〜17:00，4 日（土）9:00〜17:00 

「単３乾電池４０本」のみを動力源とする電気自動車を実演・展示しています。これは、有名な鈴鹿サ

ーキットの「国際レーシングコース」を合計３周するタイムを競う「Ene-1 GPSUZUKA」に出場した車体で

す。全て私達で製作した車体をぜひ御覧ください。詳しい内容は WEB サイト（URL に「miehcle.com」

とご入力ください）に掲載しております。 

WEB サイト（http://miehcle.com/） 

QR コードより 

 

 

http://miehcle.com/


 

 

 

 

 

 

 

電気自動車研究会では、電気自動車の車体製作、台湾の大学との国際交流、広報活動や予算調

達を中心としたマネジメントの３つに活動をしております。学生がものづくりに関するあらゆることに挑戦し、

１台の電気自動車を製作しております。 

 

・人文学部棟西側 

参加団体 

三重県環境生活部 くらし・交通安全課 交通安全課 「飲酒運転０（ゼロ）をめざすリレーイベン

ト」 

 

団体・企画紹介 

＊三重県環境生活部 くらし・交通安全課 交通安全課 「飲酒運転０（ゼロ）をめざすリレーイベ

ント」 

4 日（金）10:00〜16:00 

三重県では、平成 25 年 6 月に三重県飲酒運転０（ゼロ）をめざす条例を制定し、飲酒運転の根絶

をめざしています。「飲酒運転をしない、させない、許さない」という規範意識の定着に向け、大学生等に



対する飲酒運転０（ゼロ）をめざすリレーイベントを展開します。  

当日は、飲酒ゴーグル体験ゲームや飲酒運転０メッセージの募集コーナーなどがあります。また、飲酒運転

０をめざせ隊のキャラクター（ストッピー、みまも）が応援に来ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・生物資源学部棟 

参加団体 

1 階  

＜第一・第二実験室＞ ラインブレイク「ラインブレイク水族館」 

＜125 教室＞  



三重大学 ウミガメ・スナメリ調査保全サークル かめっぷり 「かめっぷり活動報告」 

2 階 

＜216 教室＞ 魁 「食生活改善活動」     

＜217 教室＞   

標本製作サークル Bio record 「【自称】三重大学博物館 生物分室【公式になりたい】」 

 

団体・企画紹介 

＊ラインブレイク「ラインブレイク水族館」 

3 日（金）9:00〜17:00，4 日（土）9:00〜17:00 

釣りサークルラインブレイクでは学祭での水族館のために、

色々な場所に遠征して釣りや網を使って魚を採集します。サ

ークル員が集めた様々な魚を是非見に来てください。 

 

 

 

 

 

＊ウミガメ・スナメリ調査保全サークル かめっぷり 「かめっぷり活動報告」 

3 日（金）9:00〜19:00，4 日（土）9:00〜19:00 



皆さんは三重県にもウミガメが産卵することを知っていました

か？ 砂浜でウミガメやスナメリが流れ着いているのを見かけ

たことがありますか？ 

私達「三重大学 ウミガメ・スナメリ 調査保全サークル『かめ

っぷり』」は三重大学付近の砂浜に産卵するウミガメや伊勢湾に生息する鯨類のスナメリについての調査・ 

研究を行っています。 

今や私たちのサークルはウミガメ・スナメリを追い続けて 18 年に もなりました。そんな私たちの調査・研究の

成果を、今では貴重な ウミガメのはく製や液浸標本とともに生物資源棟で展示しています 。入場はもち

ろん無料。質問などあればサークル員に尋ねてくださ い。 

少しでも興味のある方はぜひ気軽に立ち寄ってみてください。 

 

＊魁 「食生活改善活動」 

3 日（金）9:00〜19:00，4 日（土）9:00〜19:00 

私たち魁は、食生活改善活動を行います。 

私たちが普段食べているものは、一体どこで、どのよう

に作られて いるのか？ 

そして、それを知った上で、 私たちは食にどう向き合っ

ていけばよいのか？ 



そのような疑問にお答えいたします！ 

是非一緒に「食」について勉強しましょう！！ 

 

＊Bio record 「【自称】三重大学博物館 生物分室【公式になりたい】」 

3 日（金）9:00〜18:00，4 日（土）9:00〜18:00 

標本作製サークル Bio Record は三重県内に生息

している生物を収集し，後世に残すため標本を作

製しているサークルです。 

今回は私たちが普段のサークル活動で作製した生

物標本を展示します。 

鳥や昆虫，植物など様々な生物について実物を見て学ぶことのできる展示となりますので，是非ご来場

ください！ 

 

 

・医学部看護学利棟１F エントランス 

参加団体 

児玉研究室「リア充が爆発する作品展とか写真展」 

団体・企画紹介 

＊児玉研究室「リア充が爆発する作品展とか写真展」 



医学部看護棟 1F エントランスで写真や作品の展示

をしています。 

癒しの画像を見ることは疲労回復の効果もあるそうで

す。気軽にご参加ください。 

 

 

 

 

 

・共通教育 2 号館 

参加団体 

1 階 

＜181 教室＞ 計算研究会 「明日から自慢できる IT!」 

＜183 教室＞ 三重大学ギタークラブ 「カフェサークル Le Lien とのコラボ」  

2 階 

＜281 教室＞ 落語研究会 「三重大学落語研究会 学祭公演「学祭寄席 ２０１７」」 

団体・企画紹介 

＊計算研究会 「明日から自慢できる IT!」 

3 日（金）9:00〜17:00 4 日（土）9:00〜17:00 

情報科学になじみのない方を対象に人工知能,仮想通貨,IoT などの技術について説明します。 



 

＊三重大学ギタークラブ 「カフェサークル Le Lien とのコラボ」 

3 日（金）11:00〜，13:00〜，4 日（土）11:00〜，13:00〜，15:00〜 

こんにちは♪ギタークラブです。ギタークラブはカフェサーク

ル「Le Lien」さんのブースをお借りしてクラシックギターで

のミニ演奏会を行います。懐かしの名曲・松任谷由実

の「卒業写真」をはじめ、ZONE の「secret base 〜君

がくれたもの〜」や葉加瀬太郎の「Wild Stallions」な

どの楽曲を演奏します。コーヒーを一杯飲みながら、クラシックギターの音色に癒されてみませんか？ぜひ足

を運んでみてください。部   員一同、皆さんにお会いするのを楽しみにしています！ 

 

＊落語研究会 「三重大学落語研究会 学祭公演「学祭寄席 ２０１７」」 

4 日（土）開場 14:40，開演 15:00，公演時間は 1 時間程度 

落語研究会はお笑いライブを行います。 今年も落語とコントを披露します。気軽に観に来てください。 

 

・共通教育 190 番教室 

参加団体 

＜190 番教室＞ つくしんぼサークル 「子どもまつり」 

＜190 番教室前＞ Hello FM! 「公開生放送」 



 

団体・企画紹介 

＊つくしんぼサークル 「子どもまつり」 

4 日（土）10:00〜13:00 

子どもまつりとは私たちつくしんぼサークルが毎年大学祭 2 日目に開催しているイベントです。三重大学周

辺の特別支援学校、学級の子どもたちの参加を募っています。子どもさんと学生がペアになって大学祭を

まわってスタンプラリーをしたり、釣りサークル「ラインブレイク」さん協力のもと水族館見学をしたりします。 

＊Hello FM! 「公開生放送」 

3 日（金）9:00〜19:00，4 日（土）9:00〜19:00 

こんにちは、放送イベントサークル Hello FM!です。私た

ちは 190 番教室前にて公開生放送を行なっています。 

メンバーがそれぞれ個性的な話題を用いて放送します。

また、隣のゲオパレス 21 ではフランクフルトを販売します。

フランクフルトを片手にぜひ放送を聴いてください！ 

 

 

・共通教育 3 号館 

参加団体 

1 階 



＜1121 教室＞ 人形劇団つくし 「人形劇公演」 

2 階  

＜1201 教室＞  

環境 ISO 学生委員会 「手作り体験工房 ISO 工房〜貝殻アクセサリー&マイハシ〜」 

＜共通教育 3 号館前＞ アカペラサークル Pioneer 「Pioneer アカペラストリート Live」 

 

団体・企画紹介 

＊人形劇団つくし 「人形劇公演」 

3 日 （ 金 ） 14:00 〜 15:05 ， 4 日 （ 土 ） 10:30 〜 11:45 ，

14:00~15:10(開場はそれぞれ 20 分前から)に人形劇団つくし OB のプロ

やアマチュア劇団による人形劇や腹話術などの公演を行います。無料なの

で興味のある方はぜひ見に来てください。 

 

 

 

 

 

＊環境 ISO 学生委員会 「手作り体験工房 ISO 工房〜貝殻アクセサリー&マイハシ〜」 

3 日（金）9:00〜19:00，4 日（土）9:00〜19:00 



たった 2 本の棒で構成される最もシンプルでかつ万能、日

本の食卓になくてはならない存在……それは箸！ 

手作り体験 ISO 工房では、そんなお箸をヒノキの間伐材

から手作りすることができます！ 

自分だけのお箸を持って、優しいヒノキの香りと共に大学

祭を巡りませんか？ 

そしてお箸だけでなく、三重大学近くの海岸、町屋海岸の貝殻を使ったアクセサリー作りも体験できます。 

町屋海岸の貝殻でアクセサリー？なんて思ったそこのあなた、 

身近な海岸にある貝殻も、ちゃんとアクセサリーになるんです!! 

色々なビーズで貝殻を彩って、オリジナルのアクセサリーを作りませんか？ 

マイ箸作り、アクセサリー作り体験ともに参加費は無料となっています。 

大学祭の思い出に、手作り体験 ISO 工房に足を運んでみてはいかがでしょうか？ 

皆さまのご参加お待ちしております♪ 

 

＊アカペラサークル Pioneer 「Pioneer アカペラストリート Live」 

4 日（土）9:00〜18:00 



私たちアカペラサークル Pioneer は教養教育棟 3 号

館前にてアカペラストリート Live を行います！例えば、

出店で買った豚汁を飲みながら、はたまたクレープを頬

張りながら…そんなアカペラを気軽に聴いて頂ける場を

提供します！是非お越しください！ 

 

 

 

・翠陵会館 

参加団体 

2 階 

＜大集会室＞ 三重大学合唱団 「Autumn Concert」 

3 階 

＜第１集会室 AB＞ MMC 「MMC 部屋」 

 

団体・企画紹介 

＊三重大学合唱団 「Autumn Concert」 

3 日（金）9:00〜17:00 



こんにちは、三重大学合唱団です♪ 

今回の Autumn Concert では、合唱曲からポピュラーソ

ングまで様々な曲を歌います！「にんげんっていいな」や

「あの素晴らしい愛をもう一度」など、楽しめる曲もたくさ

ん歌うのでぜひぜひお気軽に聴きに来てください♪ 

 

 

 

＊MMC 「MMC 部屋」 

3 日（金）9:00〜19:00，4 日（土）9:00〜19:00 

普段の活動では、絵やイラストを描いたりアニメや漫画、ゲームの話をして過ごしています。 

学園祭では、普段の活動の成果として、個々に絵を持ちより展示会を開催していますので、ぜひお立ち寄

りください。 

・三翠ホール 

参加団体 

＜小ホール＞ アンサンブルサークル ぶるさぁ。 「題名のつけようのない音楽会 vol.9」 

＜ホワイエ＞ 写真部 「三重大学写真部 学祭展」 

    美術部 「美術部作品展」 

    三重大学ロボコン部 M3RC 「ロボコン部活動紹介」 



 

団体・企画紹介 

＊アンサンブルサークル ぶるさぁ。 「題名のつけようのない音楽会 vol.9」 

こんにちは♪♪ 

アンサンブルサークル「ぶるさぁ。」です。 

ぶるさぁ。はロックバンドでも吹奏楽でもない、新感覚音楽サークルです。 

バンド楽器、菅楽器、弦楽器、打楽器など様々な楽器が同じ舞台で演奏します！ 

演奏する曲は J-POP、アニソン、ロック、映画音楽など、とても幅広いです。 

そして今年も三翠ホール内小ホールで学祭両日とも演奏します！ 

開場時間は 13 時半、開演時間は 14 時です。 

また、1 日目にはメインステージでも出演します。 

ぶるさぁ。でしかできない編成で音楽をお届けします。 

ぜひ、足をお運びください(^ ^) 

 

＊写真部 「三重大学写真部 学祭展」 



3 日（金）9:00〜18:00，4 日（土）9:00〜18:00 

個性豊かな部員によるカラーやモノクロなど多種多様な

写真を多数 展示予定。 

また、今話題の「写ルンです」 にも部員有志でチャレン

ジしています。 

写真部としては今年度最大規模の写真展です。 

この機会に是非ご高覧ください。 

 

 

＊美術部 「美術部作品展」 

3 日（金）9:00〜19:00，4 日（土）9:00〜19:00 

美術部は月曜日と金曜日に集まってみんなでのんびり絵を描いています。色々な絵を展示するので、ぜひ

お気に入りの一枚を見つけて下さい。 

＊三重大学ロボコン部 M3RC 「ロボコン部活動紹介」 

3 日（金）9:00〜17:00，4 日（土）9:00〜17:00 



三重大学ロボコン部 M³RC(エムキューブアールシー)は、

毎年６月に開催される。NHK 学生ロボコンに向けて

日夜ロボットの開発に励んでいます。今年の学祭では、

大会で全国ベスト８になったロボットの展示に加え、夏

休みの部内大会で活躍したロボットの操作体験ができ

るようになっております。小さなお子様でも楽しめるようになっておりますので是非お越しください。 

 

・第一体育館 

参加団体 

ジャグリアーノ！ 「ジャグリアーノ！のジャグリング体験コーナー」 

ねこサークル 「ねこサークル活動紹介」 

きゅうめい部 「あなたの目の前の命を救うために」 

国連研究会 「SDGs って何？」 

 

団体・企画紹介 

＊ジャグリアーノ！ 「ジャグリアーノ！のジャグリング体験コーナー」 

3 日（金）9:00〜17:00，4 日（土）9:00〜16:00 

ジャグリングサークル「ジャグリアーノ！」ではジャグリングの練習に加え、1 年に 20 回以上のステージやジャ



グリング体験を行なっております。今回の学祭では第一体育館にてジャグリング体験会、計 5 回のステージ

とグラウンドでバルーンアートの販売を行なっています！ぜひお立ち寄り下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊ねこサークル 「ねこサークル活動紹介」 

3 日（金）9:00〜17:00，4 日（土）9:00〜17:00 

ねこサークルは三重大学構内に住んでいる野良猫の世話、

避妊去勢手術を受けさせることを中心とした活動を行って

います。学術企画ではその詳しい活動内容や地域猫活動

という私達が則っている理念について掲示していますので是

非興味のある方は見に来て下さい。 

 

 

＊きゅうめい部 「あなたの目の前の命を救うために」 

3 日（金）9:00〜17:00 

あなたの目の前の大切な命を守る為に、できることを学んでみませんか？ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊国連研究会 「SDGs って何？」 

3 日（金）9:00〜17:00，4 日（土）9:00〜16:00 

どうも、皆さんこんにちは。国連研究会です。 だいそれた名前でやっていますが、 実はサークルではなくただ

三重大学生の中で S DGs について展示してみたいと、 せっかく大学生なので学祭で何かやってみたいと

思って、それぞれの何かしらの動機で集まった学生で構成されています。すなわち団体名はその場で必要

だったからそれっぽいものということで国連研究会にしました。SDGs を取り上げようと思った動機はメンバー

の一人がある SDGs の展示にふらっと、何をやってるだろうと立ち寄って「 こんな取り決めがあるのか」 と

三重大学の学生にも知って欲しい国際的な目標だなって思ったのが始まりです。大きく分けて 17 個の目

標がある SDGs（持続可能な開発目標）ですが、 今回取り上げる目標は「目標 5．ジェンダー平等を

達成し、すべての女性及び女児の能力強化を行う」、「目標 10．各国内及び各国間の不平等を是正

する」、「目標 12． 持続可能な生産消費形態を確保する」の３つになります。 それぞれの細かな目標

（ターゲット）とせっかくなのでそれに向かって行動を起こしている企 業、団体、人物をインターネットを利

用して調べて紹介する予定です。また個々のスケジュールの事情により学祭当日までに完成しない項目が



出るかもしれないのでご了承ください。 

（目標５、１０、１２の題文については https://www.unicef.or.jp/sdgs/target.html より引用） 

・環境情報科学館 

参加団体 

1 階 

学生フォーミュラチーム 「学生フォーミュラチームの活動概要及び展示」 

３階 

＜PBL 演習室 3・4＞ 三重大学放送局 「Tales of the world〜本を読もう！遊ぼう！〜」 

＜PBL 演習室 5・6＞  English Lounge 「E-Lounge（Special English Program 2017）」 

＜前広場＞ 

防衛省 自衛隊 三重地方協力本部 「「三重大学学園祭」での防災対策啓発活動について」 

三重県中日新聞販売店会 事業委員会 「新聞に触れてみよう！新聞記事クイズラリー」 

 

団体・企画紹介 

＊学生フォーミュラチーム 「学生フォーミュラチームの活動概要及び展示」 

3 日（金）9:00〜19:00，4 日（土）9:00〜19:00 



学生フォーミュラとは，学生自ら構想・設計・製作した

フォーミュラ型マシンにより，ものづくりの総合力(走行性

能・車両マーケティングや企画・設計・製作・コスト )を

競い合う競技です．私達三重大学学生フォーミュラチ

ーム(Tracers)は三重大学の正規プロジェクトとして今

年度発足致しました．発足したばかりでマシンは完成していませんが，学園祭ではトヨタ名古屋自動車

大学校様御協力のもと実際のレースを走ったマシンを展示しています．是非実際の大会を走り抜いた迫

力あるマシンを間近でご覧になってください． 

また，発足したばかりで部員が少ないため部員をまだまだ募集しています．理系だけでなく，文系の方が

活躍するフィールド(プレゼン・経営・渉外 etc…)もたくさんあります．現状クルマに詳しい人が多いというわ

けでもないので，少しでも興味を持った方は是非一度見学しにきてください！ 

 

＊三重大学放送局 「Tales of the world〜本を読もう！遊ぼう！〜」 

3 日（金）9:00〜19:00，4 日（土）9:00〜19:00 

 



普段は子供達への絵本の読み聞かせを中心に、他サーク

ルの定期演奏会の司会や、年に一度の大学放送コンテス

トへラジドラの収録作成を行っています。レクリエーションも

行うので是非お越し下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊English Lounge 「E-Lounge（Special English Program 2017）」 

3 日（金）10:00〜17:00，4 日（土）10:00〜15：00 

English Lounge は、教養教育機構の「英語

特別プログラム」参加者の一年生を対象に同プ

ログラムの修了生が主体となって英語を話す機

会の場として運営しています。 



普段のラウンジでの活動内容をパネルにて発表

します。興味のある人は是非見に来て下さい！ 

 

 

＊防衛省 自衛隊 三重地方協力本部 「「三重大学学園祭」での防災対策啓発活動について」 

3 日（金） 

警察・消防・自衛隊の公安団体による防災災害啓発ブースを出展しております。災害時に役立つ知識や

救助装備を体験しよう！ 

 

＊三重県中日新聞販売店会 事業委員会 「新聞に触れてみよう！新聞記事クイズラリー」 

4 日（土） 

皆様こんにちは。私たちは三重県にある中日新聞販売

店約 180 店で組織する「三重県中日会」と申します。

日々、皆様のお宅に中日新聞をお届けさせていただいて

おります。 

今回のテーマは「新聞に触れてみよう！新聞記事クイズラリー」です。記事を読めば答えが分かる簡単なク

イズで、正解者の中から抽選でクオカード 1000 円分が当たります！奮ってご参加ください。また、同ブース

では「射的コーナー」も設置。ワイワイガヤガヤ楽しんでください。是非、足を運んでくださいね。お待ちしており

ます。 


