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新型コロナウイルス対応について 

 

三重大学では，試験の実施にあたっては，新型コロナウイルス感染症拡大防止に努め，感染対

策を十分に講じた上で試験を行います。 

また，新型コロナウイルスの感染状況によっては，学生募集要項に記載のある出願要件，出願

期間，試験日及び入学試験の実施方法等を異なる内容に変更する可能性があります。 

変更がある場合は，下記本学ウェブサイト「入試情報」にて掲載します。 

なお，三重大学工学部では「私費外国人留学生特別選抜」の志願者が，新型コロナウイルス感

染症等に罹患したことにより受験できなかった場合の追試験は行いません。 

 また，その他の理由により受験できなかった場合も同様とします。 

 

URL   https://www.mie-u.ac.jp/exam/index.html 
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三重大学工学部では，私費外国人留学生に対して大学入学共通テスト及び本学の行う個別

学力検査を免除し，本要項に基づき特別選抜を実施します。 

 
 
 
 
1．コース及び募集人員  
 
 
 

対象コース 募集人員 

機械工学コース 若干名 

電気電子工学コース 若干名 

応用化学コース 若干名 

建築学コース 若干名 

情報工学コース 若干名 

 
 
 
2．出 願 資 格  
 
 
 日本の国籍を有しない者で，次の(１)，(２)を満たし，令和５年（２０２３年）３月３１日までに

１８歳に達する者とします。  

 

 (１) 次のいずれかに該当する者 

  ① 外国において学校教育における１２年の課程を令和５年（２０２３年）３月３１日までに卒業 

（修了）した者及び卒業（修了）見込みの者，又はこれに準ずる者で文部科学大臣の指定した者  

  ② 外国においてスイス民法典に基づく財団法人である国際バカロレア事務局が授与する国際バ

カロレア資格，ドイツ連邦共和国の各州において大学入学資格として認められているアビトゥア

資格及びフランス共和国において大学入学資格として認められているバカロレア資格を取得し

た者 

 

 (２) 独立行政法人日本学生支援機構が実施する「日本留学試験」（２０２１年度又は２０２２年度 

実施）の｢日本語｣，｢理科｣(物理と化学)，｢数学｣(コース２)を受験し，｢日本語｣の得点が２００ 

点以上かつ「理科｣(２科目)・｢数学｣の合計得点が２４０点以上の者 

 

「注」 日本留学試験の出題言語は日本語又は英語とします。 

     ただし，「日本語」の科目は日本語による出題のみです。 
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3．出 願 手 続  

 
(1) 出願方法 
 
 

＜注意＞ 
 

1. インターネット出願は，インターネットでの入力及び入学検定料の支払を行っただけでは出願手続き
完了にはなりません。出願期間内に必要な出願書類等が到着するように，書留速達で郵送する必要が
あります。 

2. インターネット出願サイトでの志願者情報登録後，48 時間以内に入学検定料を支払う必要がありま
す。（ただし，出願期間 終日の 17 時までとなります。） 

3. 上記１及び２を考慮し，余裕を持ってインターネット出願を行ってください。 

 

  

 

インターネット出願の流れ 

Step1 

インターネット出願登録 

パソコン・スマートフォン等で本学ウェブサイトから「インターネット出願

サイト」にアクセスし，必要情報を入力，登録してください。 

 

 

Step2 

入学検定料（17,000 円）の

支払い 

インターネット出願サイトの指示に従って，検定料をお支払いください。 

 

 

Step3 

出願確認票等の印刷，必要

書類等の郵送 

インターネット出願サイトから出願確認票等を印刷し，その他必要書類等と

ともに本学に送付してください。 

 

(2) 出願期間等 

 

期間 

出願システム 

入力期間 

入学検定料 

の支払い 

出願期間 

（提出が必要な出願書類等の郵送） 

令和 4年 

12 月 1 日(木) 

～ 

12 月 19 日(月) 

17 時まで 

システム入力後 48 時間以内 

※ただし， 

12 月 19 日(月) 

17 時まで 

令和 4年 

12 月 14 日(水) 

～ 

12 月 19 日(月) 

【17 時必着】 

 

※ただし，上記期間後に到着した場合でも

12 月 19 日（月）までの発信局消印がある

「書留速達」に限り受理します。 
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注意事項 

 前記期間中に，インターネット出願登録と入学検定料の支払いを済ませ，なおかつ必要書類が本学に

到着していなければなりません。 

書留速達以外で郵送した場合，事故があっても本学ではその責任を負いません。 

(3) インターネット出願のために準備するもの

パソコン・スマートフォン

等の動作環境 

インターネットに接続されたパソコン・スマートフォン等から出願登

録を行います。自宅にパソコン等がない場合は，学校，図書館，知人等

のパソコン等から出願してください。 

印刷環境（カラー推奨） 

郵送が必要な書類を A4 用紙で印刷します。自宅にプリンタがない場合

は，学校，図書館，知人，コンビニエンスストア等のプリンタから印刷

してください。 

カラー印刷ができない場合は，モノクロ印刷でも構いません。

メールの設定

出願登録時にお知らせメールを送信します。メール受信設定でドメイ

ン設定を行っている場合は，メールが届かないことがあります。

@sak-sak.net.jp を受信可能なドメインとして設定してください。 

提出が必要な出願書類等 
5 ページ参照の上，提出期限内に間に合うようあらかじめご用意くださ

い。 

封筒 
必要書類等郵送のために，市販の角形２号封筒（24cm×33.2cm）

をご用意ください。 

(4) 出願手続の手順

本学ウェブサイトから「インターネット出願サイト」にアクセスしてください。

本学ウェブサイト  URL: https://www.mie-u.ac.jp/exam/

Step1 インターネット出願登録 

 インターネット出願サイトの「利用案内」，「出願手順」，「Q&A」等を必ず確認してください。

 画面に従って，出願登録を行ってください。

 確認画面で登録内容に間違いがないか，確認してください。

※出願登録完了後の登録内容の変更はできませんので，登録した内容を十分に確認してください。

Step2 入学検定料の支払い 

 次のいずれかの方法で支払い手続を行ってください。上記(2)出願期間等に記載された支払い期限まで

にお支払いください。検定料の支払いにかかる手数料は志願者負担です。 

A) クレジットカード・ネットバンキング

画面に従って，支払い手続きを行ってください。

B) 指定のコンビニエンスストア及び pay-easy（ペイジー）取扱い金融機関 ATM

 支払い方法を選択し，表示される番号（出願受付番号とは別の番号）をメモするか，画面を印刷

してください。

 メモした番号等を使用し，コンビニエンスストア，金融機関で支払い手続きを行ってください。 
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Step3 出願確認票等の印刷 

A4 サイズの白の用紙で，「出願確認票」印刷（カラー推奨）してください。 

 出願書類等を送付するための封筒に貼付する「封筒貼付用宛名ラベル」を印刷してください。 

Step4 必要書類等の郵送 

必要書類等（5 ページ(7)提出が必要な出願書類等参照）を書留速達により郵送してください。 

(5) 入学検定料の支払い方法（令和4年1 0 月 2 1 日変更）

支払い方法は，クレジットカード，ネットバンキング，コンビニエンスストア，銀行 ATM（ペイジー）

が利用可能です。それぞれ手続当注意事項を確認の上，支払い方法を選択してください。詳しい支払い方

法については，出願情報登録後の「お支払い方法選択」で選択した支払い方法の画面で確認してください。 

検定料の支払いにかかる手数料は志願者負担です。 

支払方法 取扱機関等 備 考 

クレジットカード
VISA，MASTER，AMERICAN EXPRESS，JCB，

Diners Club 
支払い方法は一括のみです。 

ネットバンキング
楽天銀行，au じぶん銀行， 

 Pay-easy 対応ネットバンキング 

事前に金融機関にて口座の開

設，申し込みが必要です。 

コンビニエンスストア

セブンイレブン，ローソン，ミニストッ

プ，ファミリーマート，デイリーヤマザ

キ・デイリーストア，セイコーマート

支払い方法は現金のみです。 

銀行ＡＴＭ（ペイジー） 
ゆうちょ銀行，みずほ銀行，三菱ＵＦＪ

銀行，三井住友銀行，りそな銀行 他 

取扱い金融機関の pay-easy マ

ークの付いたＡＴＭで支払う

ことができます。 

【インターネット出願に関わる注意事項】 

 「出願受付番号」は，受験番号ではありません。

 インターネット出願登録完了後は，登録内容の修正・変更は一切できませんので，誤入力のないよう

注意してください。検定料支払い前に誤入力等に気がついた場合は，検定料を支払わずにもう一度新

たに 初からやり直してください。

 インターネット出願登録完了後，支払い期限までに検定料の支払手続きが行われなかった場合，出願

受付は完了しません。

(6) 入学検定料の返還について

入学検定料を払い込んだ後は，次の場合を除き，いかなる理由があっても払込済の入学検定料は返

還しません。  

A) 入学検定料を払い込んだが三重大学に出願しなかった又は出願書類が受理されなかった場合

B) 入学検定料を誤って二重に払い込んだ場合
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 ＜返還請求の方法＞  

三重大学ホームページ入試情報(https://www.mie-u.ac.jp/exam/folder/index.html)に掲載され

ています「入学検定料の返還について」にしたがって，返還手続きを速やかに行ってください。返還

には，「出願受付番号」が必要になりますので，「出願確認票（本人控え）」等を大切に保管してくだ

さい。 

また，出願書類受付後に日本留学試験の点数不足等による出願無資格者であることが判明した志願

者に対しては，入学検定料（17,000 円）を返還します。 

 なお，該当者に対しては，出願無資格者である旨を通知するとともに，入学検定料の返還手続きについ

てお知らせします。 

(7) 提出が必要な出願書類等

書類等 摘 要 

出願確認票 
インターネット出願サイトの出願登録完了画面から出願確認票を印刷して

ください。 

日本留学試験受験票写 
令和３年度（２０２１年度）又は令和４年度（２０２２年度）日本留学試

験受験票の写  

卒業（修了）証明書 

及び成績証明書 

（日本語訳付き） 

終出身学校等が作成したものの写 

・国際バカロレア資格を取得した者は，その資格証書の写及び 終試験６

科目の成績証明書 

・アビトゥア資格を取得した者は，一般的大学入学資格証明書の写

・バカロレア資格を取得した者は，その資格証明書の写及びバカロレア資

格試験成績証明書 

国籍・在留資格を 

証明できる書類  

パスポートの写又は住民票若しくは住民票記載事項証明書 

※ 短期滞在で入国している者は，パスポートの上陸許可証シールのペー

ジの写 

※ 住民票，住民票記載事項証明書は，マイナンバーの記載がないものを

提出してください。 

履歴確認票 本学部所定の用紙 

志願理由書 本学部所定の用紙 

健康診断書 

出願期間中に外国に居住している者で，受験するために新たに渡日する者

は健康診断書（本学様式）を提出してください。 

健康診断書は,出願期間の初日の時点から起算して６か月以内に海外の医

療機関において公式に作成されたものとします。 

健康診断書の様式（所定の用紙）は本学ウェブページの入試情報

（https://www.mie-u.ac.jp/exam/)よりダウンロードしてください。 

「注」出願書類のうち，外国の学校又は機関が作成する書類については，日本語訳を添付してください。 
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注意事項（令和4年1 0 月 2 1 日変更） 

① 出願書類の様式は，本学ウェブサイトの入試情報

（https://www.mie-u.ac.jp/exam/）よりダウンロードしてください。 

（学生募集要項とともに，添付書類に掲載しています。） 

② 出願書類に虚偽の記入をした者に対しては，入学後でも入学を取り消すことがあります。

③ 出願書類に記入もれ等不備がある場合には，受理できませんので注意してください。

④ 出願書類の記載にあたり，指定がない場合に限り，パソコン等により印字も可とします。

⑤ いったん受理した書類は，いかなる理由があっても返還しません。

⑥ 入学検定料を払い込んだ後，出願書類を提出しなかった場合，出願書類が受理されなかった場合及び

入学検定料を誤って二重に払い込んだ場合を除き，いかなる理由があっても払込済の入学検定料は返還

しません。 

⑦ 三重大学では，「外国為替及び外国貿易法」に基づき，「国立大学法人三重大学安全保障輸出管理規

程」を定め，外国人留学生の受入れに際して厳格な審査を実施しています。規制事項に該当する場合

は，希望する教育が受けられない場合や研究ができない場合があります。 

【参考】安全保障輸出管理（三重大学） 

https://www.crc.mie-u.ac.jp/rm/export/ 

Security Export Control Handbook（経済産業省） 

https://www.meti.go.jp/policy/anpo/seminer/shiryo/handbook_e.pdf 

(8) 提出が必要な書類等の提出先及び提出方法

① 提出封筒の準備

（ア）必ず，角形２号封筒（横 24cm×縦 33.2cm で A4 サイズの書類を折らずに入れることがで

きる封筒）を使用してください。長形３号封筒（横 12cm×縦 23.5cm）等は使用できません。 

（イ）出願登録完了画面から，「出願確認票」とともに出力される「封筒貼付用ラベル」を印刷

し，アの封筒 

の表（宛名）面に貼付してください。 

② 提出が必要な出願書類等の封入

5 ページ(7)提出が必要な出願書類等を確認し，封入してください。

③ 書留速達郵便で送付

2 ページの(2)出願期間等の「出願期間（提出が必要な出願書類等の郵送）」の期間内に必ず到着

するよう，下記の住所まで郵送してください。

提出先・お問い合わせ先 

〒514-8507 三重県津市栗真町屋町 1577 

三重大学学務部入試チーム   

電話: 059-231-9063   

平日 9:00～17:00/土日祝・年末年始除く 

メール： nyusiteam@ab.mie-u.ac.jp
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（9)受験票について 

  インターネット出願により登録した内容と，本学に届いた出願書類の内容が確認されると，本学からメールが

届き，受験票の印刷が可能になります。再度インターネット出願サイトにアクセスし，受験票を白色の A4 用紙で

印刷し，内容を熟読の上，試験当日必ず持参してください。本学からの受験票の交付（郵送）はありません。 

 受験票を印刷したら，受験者氏名等が出願した内容と相違ないか確認して下さい。万一，記載内容に誤りが

ある，または出願手続をしたが選抜期日 1 週間前となっても受験票が印刷できない場合には，上記まで連絡し

てください。 

 

4．選 抜 方 法   

 
入学者の選抜は，出願書類及び口頭試問の結果を総合して行います。なお，口頭試問は日本語により行

います。 

 

5．入 試 情 報   

 

 採点・評価基準  

 出願書類：日本留学試験成績，学業成績及び就学状況を評価します。  

 口頭試問：志願理由，日本語・英語を含む基礎学力，学習意欲を評価します。 

 各コースの専門分野に関する関心度を評価します。 

 

6．口頭試問の日時と場所   

 

（1）日時 

令和５年（２０２３年）１月２３日（月）１３時から 

 

（2）場所 

   受験票の「試験場案内図」に記載の集合場所へ指定の時間までにお集まりください。 

 

（3)受験上の注意事項 

     ① 本学の受験票，日本留学試験の受験票及び筆記具を必ず持参してください。 

     ② 不測の事態の発生により，当初の予定どおり試験が実施できなくなった場合は，本学ウェブ 

ページ「入試情報」(https://www.mie-u.ac.jp/exam/)にてお知らせします。 

③ その他 ，掲示事項等に注意してください。 
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7．合格者の発表  

 

合格者には，合格通知書を郵送します。なお合格発表後，本学ウェブページ 

(https://www.mie-u.ac.jp/exam/)にも「合格者受験番号一覧表」を掲載します。 

掲載期間は「令和５年２月１４日（火）１０時頃～２月２０日（月）１７時」です。 

また，電話による合否の照会には一切応じられません。 

 

 

8．入 学 手 続   

 
（1）手続期間 

 

令和５年（２０２３年）２月１５日（水）～２月２０日（月） 

 

① 入学手続の詳細については，「入学手続要項」により通知します。 

② 入学手続き関係書類の提出については，原則郵送（書留速達）とし，２月２０日（月）１７時までに本

学必着とします。上記期間内に入学手続を完了しなかった者は，入学辞退者として取扱います。以後，本

学への入学手続はできなくなりますので注意してください。 

 

（2）入学手続に必要なもの 

① 入学料： 282,000 円（※） 

② 入学手続に必要な提出書類については，入学手続期間前に郵送で通知します。 

③ 令和５年度三重大学工学部私費外国人留学生特別選抜受験票 

「注」ア. 納入した入学料は，いかなる理由があっても返還しません。 

 イ. 在学中に授業料の改定を行った場合には，改定した新授業料が適用されます。 

     授業料： 前期分 267,900 円（年額 535,800 円） 

 ウ. 入学料及び授業料の納入方法については，合格者に対して送付する入学手続き要項でお知らせ 

いたします。 

エ. 入学料及び授業料の免除，徴収猶予を希望する者は，入学料，授業料を納入する前に申し出て 

ください。(詳細は入学手続要項を参照してください) 

※ 海外からの送金を予定している方に関しましては，合格発表時に送金先を本学ウェブページ 

「入試情報」(https://www.mie-u.ac.jp/exam/)に同時掲載しますのでそちらに入学料を振り込ん 

だ上で送金証明書の PDF を工学部学務担当までメールにて送付してください。 

（EMS の配達状況等により，入学手続き要項の到着が遅れる場合や入学手続期間に間に合わない場

合があります。その場合，２月２０日（月）までに入金されている事が確認できれば，特例として入

学手続き関係書類の消印が２月２０日（月）を過ぎていても受理します。） 

工学部学務担当アドレス：eng-gakumu@eng.mie-u.ac.jp 
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9．障害のある入学志願者との事前相談について  
 

  障害のある者に対しては，受験及び修学上の配慮が必要となる場合がありますので，出願に先立ち，

必ず次により相談してください。 

  なお，相談の内容によっては，対応に時間を要することもありますので，できるだけ早い時期に相談

してください。 

  また，相談の時期後に本学を志願することとなった場合及び不慮の事故等により障害を有することと

なった場合は，その時点で速やかに相談してください。 

  事前相談は障害等のある志願者に本学の現状をあらかじめ知っていただき，受験及び修学に関してよ

り良い方法やあり方を模索するためのもので，障害のある方の受験や修学を制限するものではありませ

ん。 

 

(1) 申請書様式 

 「出願前相談申請書」：申請書の様式は，本学ウェブサイトの入試情報（https://www.mie-u.ac.jp/exam/） 

よりダウンロードしてください。 

  参考として「医師の診断書（原本）」，「障害者手帳（写）」等を提出してください。 

 

(2) 申請先 

三重大学学務部入試チーム 

〒５１４－８５０７ 三重県津市栗真町屋町１５７７  ＴＥＬ：０５９－２３１－９０６３ 

                              ＦＡＸ：０５９－２３１－５３８２ 
(3) 申請方法 

  電話又は FAX などによりあらかじめ学務部入試チームに連絡した上で，出願前相談申請書を郵送など

の方法により提出してください。 

 

申請の時期 

出願開始２週間前まで（土・日・祝日を除く） 
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 事前相談の対象となる者【参考】 

区 分 対 象 と な る 者 

① 視覚障害 

・点字による教育を受けている者 

・両眼の矯正視力がおおむね 0.3 未満の者のうち，拡大鏡等の使用によっても通常

の文字，図形等の視覚による認識が不可能又は著しく困難な程度の者 

・視力以外の視機能障害が高度な者のうち，拡大鏡等の使用によっても通常の文字，

図形等の視覚による認識が不可能又は著しく困難な程度の者 

・上記以外で視覚に関する配慮を必要とする者 

② 聴覚障害 
・両耳の平均聴力レベルが 60 デシベル以上の者 

・上記以外で聴覚に関する配慮を必要とする者 

③ 肢体不自由 

・体幹の機能障害により座位を保つことができない者又は困難な者 

・両上肢の機能障害が著しい者 

・上記以外で肢体不自由に関する配慮を必要とする者 

④ 病弱 
・慢性の呼吸器疾患，心臓疾患，腎臓疾患，消化器疾患等の状態が継続して医療又は

生活規制を必要とする程度の者又はこれに準ずる者 

⑤ 発達障害 
・学習障害，注意欠陥多動性障害，自閉症，アスペルガー症候群，広汎性発達障害等

のため配慮を必要とする者 

⑥ その他 ・①～⑤の区分以外の者で配慮を必要とする者 

 

「注」 日常生活においてごく普通に使用されている補聴器，松葉杖，車椅子等を使用して受験する場合

も，試験場設定等において何らかの配慮が必要となる場合がありますので，事前に相談してください。 

 

 (4) 受験上の配慮の例 

 

    ・試験場への乗用車の入構     ・試験室を別室に設定 

    ・車椅子の使用          ・座席を 前列／ 後列／出入口近く等に設定 

    ・補聴器の使用          ・試験室を障害者用トイレ近くに設定 

    ・連絡事項の文書による伝達    ・試験時間の延長 

 

 

 

三重大学の取組み 

      本学では，「三重大学における障害のある学生の支援に関する基本方針」を定 

めており、各学部および学内関連組織と連携を図りながら，学生支援に取り組んで 

います。詳細は以下のウェブページをご参照ください。 

URL: https://www.mie-u.ac.jp/profile/shogai-shien-policy/ 
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10．不正行為の取扱いについて   

(1) 次のことをすると不正行為となります。不正行為を行った場合は，その場で受験の中止と退室を

指示され，それ以後の受験はできなくなります。また，受験したすべての試験の成績を無効としま

す。その他状況によっては警察に被害届を提出する場合があります。 

① インターネット出願登録の際に虚偽の情報を入力したり，出願確認票に本人ではない写真を使用

したり，口頭試問の際に虚偽の回答をすること等。 

② カンニング（カンニングペーパー・参考書等を見ること，他の人から答えを教わることなど）を

すること。 

③ 他の受験者に答えを教えたりカンニングの手助けをしたりすること。 

④ 試験時間中に，携帯電話，スマートフォン，ウェアラブル端末，電子辞書，及びＩＣレコーダー

等の電子機器類を使用すること。 

⑤ 試験時間中に，コンパス，電卓，そろばん，グラフ用紙等の補助具を使用すること。 

(2) 上記⑴以外にも，次のことをすると不正行為となることがあります。監督者等の指示等に従わ

ず，不正行為と認定された場合の取扱いは，上記⑴と同様です。 

① 試験時間中に，携帯電話，スマートフォン，ウェアラブル端末等の電子機器類やコンパス，電卓

等の補助具を監督者等の指示に従わず，身に付けていたり手に持っていたりすること。 

② 試験時間中に携帯電話や時計等の音（着信・アラーム・振動音など）を嗚らすなど，試験の進行

に影響を与えること。 

③ 試験に関することについて，自身や他の受験者を利するような申し出をすること。 

④ 試験場において他の受験者の迷惑となる行為をすること。 

⑤ 試験場において監督者等の指示に従わないこと。 

⑥ その他，試験の公平性を損なうおそれのある行為をすること。 

 

11．渡日前健康診断について  

 

 本学保健管理センターにおいて健康診断書を確認し，結核感染が確認された場合には，入学試験期日の

２週間前までに新たに健康診断書を提出し，「感染のおそれがない」と認められない限り，入学試験を受

験することはできません。 

 

 上記の事由により，受験できなかった者については，入学検定料を返還いたします。 

 

12．その他  

  

本要項について不明な点があれば下記まで問い合わせてください。 

〒514-8507 

津市栗真町屋町 1577 

三重大学学務部入試チーム 

TEL 059-231-5394（直通）
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三重大学位置図 

 

⼯学部の概要については下記を

⾒てください。 

⼯学部ウェブサイト 

(https://www.eng.mie-u.ac.jp) 




