
国 際 交 流 セ ン タ ー 主 催

ONLINE
留学説明会

2 0 2 0年 1 1月 1 3日（金）

1 2 : 1 0 - 1 2 : 5 0

～タスマニア大学(オーストラリア)

に留学中の先輩に気になることを
ZOOMで聞いてみよう！～



TODAY’S MENU

12:10- 吉松国際交流センター長（副学長）より

12:15- 春期Online留学プログラム /2021年度プログラムについて

12:20- 中長期交換留学プログラムについて

12:30- ～タスマニア大学から～ 交換留学体験

①平賀有里奈さん：人文学部4年

留学期間：2020年2月～12月（大学寮内でオンライン受講）

留学先：オーストラリア・タスマニア大学

12:40 - Q & A 



春期ONLINE留学プログラム





2020年度 春期ONLINE留学プログラム

短期留学プログラム（Online）

http://www.mie-u.ac.jp/international/news/cat-info/post-221.html

1/20~2/9（複数プログラム）

9:00~11:30
3単位付与（学部確認）

12/1~2/26の間で複数プログラム

9:00~11:30
修了書発行

2/1~5/7の間複数プログラム

Integrated Skills, American culture

Professional Communication
日本時間：21:00~ or 22:00~



CIEE ONLINE留学

https://www.cieej.or.jp/edu/index.html

申込み締切：12月15日まで



https://www.cieej.or.jp/edu/msu/event/



三重大学主催の短期留学プログラム（2021年度）
***英語レベル不問
＜夏の語学研修＆国際交流プログラム＞ －4月初旬までに決定

Ａ．マレーシア3週間

①トレンガヌ大学サマースクール（企画：生物資源）

②タチ大学夏期研修（企画：工学部）

Ｂ．カナダ3週間

ブリティッシュ・コロンビア大学(UBC)語学研修（企画：国際）費用：約45万（保険以外）

＜春の語学研修＆Field Study & Internship＞ －10月下旬までに決定

A. マレーシア3週間

タチ大学春期研修（企画：工学部）

B.  アメリカ （企画：国際）

①ポートランド州立大学英語学校America Plus Field Study

期間：2月中旬～ 3月初旬＊3週間 滞在：ホストファミリー 費用：約55万（保険以外）

②NY英語学校（ビジネス英語）&インターンシップ

期間： 2月～3月の間 滞在：ホストファミリー 費用：約55万（保険以外）



皆さんからの質問：
留学する時期・語学力・費用

短期・中長期交換留学プログラムについて

（元田佳江：国際交流チーム）

International Relations Office

Academic Affairs and Information Department
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１）交換留学とは何か

交換留学とは、三重大学が学生交流協定を結んでいる大学に１年以内の期間で、
交換留学生として派遣される留学を指します。

協定大学の入学料と授業料は
原則として免除されます

派遣期間中は三重大学に授業料
を支払う必要がありますが、免除さ
れた場合は相手大学に支払う必
要はありません。

三重大学の単位も取得できます

相手大学で取得した単位は本学
の認定により三重大学の単位に互
換される場合があります。

留年することなく卒業/修了する
ことが可能です

派遣期間中も三重大学の在籍期
間として認められるため、所定の単
位を取ることができれば留年せず卒
業/修了することが可能です。

交換留学生として選ばれるためには、三重大学学内選考を通過する必要があります。つまり、受入大学での審査は
基本的にはありません。ただし、派遣先大学によっては、専門的な授業を受けるための語学能力などについては、一定
の条件が定められている場合もありますので、十分留意してください。また、交換留学生には、奨学金の申請資格付
与など様々な経済的なメリットもあります。

１．交換留学とは

3大メリット
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～交換留学に必ず必要な3条件～

交換留学を思い立っても、すぐに、実現するほど簡単なものではありません。いくつかの条件と資格を満たして
いることが要求されます。

学力及び学歴

原則、三重大学の正規生として留学開
始時点で１年以上在籍していることが
応募条件となります。
その他交換留学先の大学で要求されて
いる学力及び学歴等の条件は、十分満
たしているか。国は異なっても、受入可能
な学生の判断基準は、どこの大学にも存
在します。各大学のホームページまたは、
国際交流チーム等で確認しましょう。

語学力

交換留学先の大学で要求されている語
学力の条件は、十分満たしているか。語
学の向上だけでなく、専門的な知識を海
外で身に付けるためには、交換留学前の
語学能力の向上は必須条件です。

※希望する大学については、最新の情
報を事前に必ず国際交流チームへお問

い合わせください。

経済力

交換留学先の大学で学業に専念するた
めの経済的な条件は、十分満たしてい
るか。主な必要経費として、往復旅費、
海外旅行保険費用、その他学校関係
の諸経費、部屋代、食費、本・文房具

代、
医療費その他の雑費があります。＊

※p.15「三重大学国際交流特別奨学
金」も併せてご覧ください。

＊派遣先の国によっても違いますが、月額８万円程度が必要経費の目安です。
また一部の大学では、附属の語学学校に事前に通う場合、授業料などが別途必要になります。

２．交換留学を思い立ったら

１）交換留学プログラムの流れ

交換留学に必ず必要な3条件
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３．交換留学への応募

1）応募から学内選抜・派遣決定まで

①交換留学生願書（写真貼付）
②成績通知書（写し）もしくは成績証明書
③語学能力を示す書類（写し）
（TOEIC,TOEFL,IELTS等のスコア表）
④三重大学国際交流特別奨学金申請書
（希望者のみ）

当面の間は郵送またはメール添付で提出を受け付けます

【応募資格】

～募集要項～

【応募締切】

【出願書類】＊

①三重大学の正規生（学部・大学院）とし
て留学開始時点で１年以上在籍していること
②留学期間が1学期以上で概ね1年間以内
であること
③協定校が要求する語学能力を満たすもの

左表の募集期間中

＊①、④は国際交流センターホームページからダウンロードしてください。http://www.mie-
u.ac.jp/international/studyabroad/overseasstudy/exchange-program.html

留学開始時期 2020年10月以降 2021年1月以降 2021年6月以降

協定校への
出願締め切り

2020年8月以降 2020年12月以降 2021年3月以降

合否発表日 2020年7月10日（金） 2020年11月6日（金） 2021年2月12日（金）

面接選考日時
2020年6月25日（木）

17:30～
2020年10月22日（木）

17:30～
2021年1月28日（木）

17:30～

会場：
総合研究棟Ⅱ・２階
第２会議室

書類締切日時
2020年6月3日（水）

16：00まで
2020年10月7日（水）

16：00まで
2021年1月13日（水）

16：00まで

書類受付先：
総合研究棟Ⅱ・２階
国際交流チーム

募集開始日 2020年1月9日（木） 2020年6月4日（木） 2020年10月8日（木）
願書配布場所：
総合研究棟Ⅱ・２階
国際交流ラウンジ

交換留学（派遣）　年間スケジュール予定表（2020年度）

日程等

6月募集 10月募集 1月募集 会場等
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所属学部の教授会に諮り
正式に決定

３．交換留学への応募

交換留学先大学と相談
しながら、留学手続き

を進める

学内選考合格

※2 ①留学願（指定様式）
②協定校からの入学許可書（写し）
③パスポート（写し）

交換留学先大学から
入学許可証をもらう 国際交流チームへ

「留学願」等一式※2を
提出

出発

1）応募から学内選抜・派遣決定まで

正式決定
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４．留学に必要な語学検定試験の案内

１）英語能力テストについて

英語圏の国に留学する場合、多くの大学で入学資格として認められている語学能力の指標がTOEFLやIELTSです。
交換留学を希望する場合も、これらの語学試験をあらかじめ受験している必要があります。

TOEFL

受験会場：全国各地、東海では静岡、愛知、三重

受験料 ：

TOEFLテスト（Test of English as a Foreign Language）は、1964年に英語を母国語としな
い人々の英語コミュニケーション能力を測るテストとして、米国非営利教育団体である
Educational Testing Service(ETS)により開発されました。大学のキャンパスや教室といった
実生活でのコミュニケーションに必要な、「読む」「聞く」「話す」「書く」の4つの技能
を総合的に測定します。
※参照ＵＲＬ： http://www.ets.org/toefl

受験日の7日前まで ：235USドル

受験日の４日前まで（オンライン）
受験日の前営業日17時まで（電話）：275USドル

申込済みのテスト日やテスト会場の変更 ：60USドル

※ 会場は随時追加・変更があります。全会場で全日程のテストが実施されるとは限りません。
参考：TOEFLテスト日本事務局

http://www.cieej.or.jp/toefl/toefl/testfee.html
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４．留学に必要な語学検定試験の案内

１）英語能力テストについて

英語圏の国に留学する場合、多くの大学で入学資格として認められている語学能力の指標がTOEFLやIELTSです。
交換留学を希望する場合も、これらの語学試験をあらかじめ受験している必要があります。

IELTS

受験会場：東京、横浜、札幌、仙台、埼玉、大阪、名古屋、神戸、京都、

広島、岡山、福岡、金沢、松本、高知 他

受験料 ：

International English Language Testing System（IELTS：アイエルツ）とは、海外留学や研修
のために英語力を証明する必要のある方に最適なテストです。アイエルツ（IELTS）は、英
国、オーストラリア、カナダ、ニュージーランドのほとんどの高等教育機関で認められてい
ます。米国でも TOEFL に代わる試験として、入学審査の際に採用する教育機関が増えていま
す。
※参照ＵＲＬ：http://www.britishcouncil.org/jp/japan-exams-ielts.htm

25,380円（消費税8％込み）

※ スピーキングテストは、東京・大阪では
通常筆記テストの翌日に実施されますが、1dayと書かれた東京・大阪の会場では筆記テスト
と同日に実施されます。東京・大阪以外の試験会場では全て同日に実施されます。
なお、スピーキングテストの時間・日程は指定できません。

参考：公益財団法人 日本英語検定協会
http://www.eiken.or.jp/ielts/schedule/
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TOEFL iBT IELTS (アカデミック)

受験料 235ドル 25380円

試験時間 3時間 2時間45分

スコア 各セクション30点満点の計120点満点 各セクション9.0満点の平均(0.5刻み)

セクション ４セクション(R,L,S,W)

受験形式 PC PC or 紙

リスニング

41-57分【講義】問題数：3または4題 設問数：各6問
【会話】問題数：2または3題 設問数：各5問

・講義と会話の2種類で構成
・幅広い分野の教養科目を題材とした講義（3-5分）
・教授と学生、大学職員と学生、学生同士などの会話（約3分）

４つのパートに分かれています。
パート 1: 日常生活における2人の人物による会話 (宿泊施設の予約など）
パート 2: 日常生活におけるモノローグ
パート 3: 教育や研修現場での最大4人の会話
パート 4: 学術的なテーマに関するモノローグ (例 大学の講義)

リーディング

54-72分 問題数：3または4パッセージ 設問数：各10問
・アカデミックな長文読解問題（1パッセージ約700語）
・自然科学、社会科学、芸術など幅広い分野の教養科目を題材に出題

3つのセクションに分かれており、各セクションには長文が一つ含まれています。

リーディングテストの文章はすべて実際に使用されている書籍、雑誌、新聞からの抜
粋。 テーマは、専門家向けではなく、専門知識を有しない一般向けの内容。リー
ディングテストの文章は、説明的で事実を述べるものから、推論的で分析を要するも
のまで様々

スピーキング

17分 ・マイクを通して回答音声を録音
【Independent task】 1問
身近なトピックについて意見を述べる 準備15秒 解答45秒
【Integrated tasks】 3問
読んだり聞いたりした内容を要約して話す
（1）Read＋Listen→Speak 2問 準備30秒 解答60秒
（2）Listen→Speak 1問 準備20秒 解答60秒

対面式

•パート1: 自己紹介とインタビュー（４～５分）
•パート2: スピーチ（３～４分）
•パート 3: ディスカッション（4～5分）

ライティング

50分 ・タイピングで回答

【Integrated task】 1問 20分
読んで聞いた内容を要約してエッセイ形式で書く（150～225 words）
【Independent task】 1問 30分
設問に対する自分の意見を書く（300 words以上）
テスト時間：約3時間
PCにタイピング

60分 筆記 or PCにタイピング

タスク1: グラフ、表、図を提示され、情報を要約して自分の言葉で説明する
データの選択と比較、プロセスの説明、オブジェクトの説明、または何かが
どのように作用するかを説明する
タスク2: 意見、論点、問題についてエッセイを書く



５．経済手段の確保と見通しについて

～三重大学国際交流特別奨学生制度～

・ 日本学生支援機構 海外留学支援サイト http://ryugaku.jasso.go.jp/
・ 三重県私費海外留学生奨学金 http://www.mief.or.jp/jp/shougakukin.html

【対象学生】 本学学生交流協定校へ1学期以上、
交換留学する学生

【奨学金額】

【奨学生数】

【申請方法】

15万円

年間20名以内

交換留学生の出願時に申し出てください

※その他奨学金情報

15



７．交換留学Q&A

17

質問（Q） 回答（A）

Ｑ１．交換留学先は、どのように決めたらよい
のでしょうか？

Ａ１．交換留学先は、自分で自由に決めることができます。この「留学のすすめ」
の大学間・学部間交流協定校の一覧表に掲載されている大学から、自分の希望
する大学を選んで留学することが可能です。ただし、希望する交換留学先大学に
入学するための語学能力をクリアできているのか、そこで何を学ぶのか、自分の
専攻に即した学習が出来る大学なのか、さまざまな面での検討が必要です。

Ｑ２．交換留学と休学して留学する形態の違
いは何ですか？

Ａ２．交換留学とは、あなた方が、所属する学部に留学願を提出し、教授会等
において認められるもので、最高１年間の範囲内で三重大学に学籍を置いた状態
で外国の大学で勉学に励む履修形態のことを指します。三重大学に学籍がある以
上、その留学期間中も学年は進行していきますので、卒業のために必要な取得
単位数などを考慮して留学計画を組めば、正規の標準年限で卒業することが可
能です。
一方、休学の場合には、指導教員の承認を得た上で、所属する学部に休学

願を提出し、教授会等において認められるもので、こちらの方は、三重大学に授業
料を納める必要はありません。ただし、この場合は留学先の大学で授業料等を納
めなければなりません。また、休学中は、学年は進行しないため、留学期間が卒
業に必要な正規の標準年限内に算入されることはありません。



７．交換留学Q&A
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質問（Q） 回答（A）

Ｑ４．交換留学したいのですが、４年間で卒
業できますか？

Ａ４．三重大学では、他の大学で履修した授業の単位を６０単位まで認めて
います。これは、交換留学の場合にも準用されます。この単位互換制度を最大限
利用すれば、４年間で卒業することは可能です。
しかし、実際には、以下の２つの理由によりどうしても半年から１年は遅れてし

まうこともあります。
１つ目は、交換留学先大学と三重大学との授業日程の違いです。大多数の

国々の大学では５～７月に学期が終了するため、仮に１年間留学した場合、帰
国するのはその時期になってしまい、その年の半期の必修科目を取りこぼしたり、
論文作成に十分な時間が取れず、結果として遅れることがあるからです。
２つ目は、本学で学ぶべき専門科目の内容と交換留学先大学で学ぶことが

できる科目の内容が必ずしも一致しないために、仮に交換留学先大学で単位を
修得してきたとしても、それが本学におけるカリキュラム上の授業科目の単位とし
て認められない場合があるということです。帰国してからの授業の履修に関すること
は、渡航前に指導教員や学部・研究科の学務担当とよく相談しておくことが必要で
す。
また、就職活動など個人的な将来設計に関わる都合で卒業が遅れる場合もあ

ります。



７．交換留学Q&A
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質問（Q） 回答（A）

Ｑ５．単位の互換はどうなりますか？ Ａ５．単位の互換制度を利用する場合は、まず、交換留学中に履修した科目
名、時間数、成績を交換留学先大学から、正式な成績証明書として交付しても
らいます。成績証明書とともに科目内容に関して記載されたシラバスや提出したレ
ポートなどの資料も必要になります。それらに基づいて、三重大学の所属学部の
教授会が、三重大学で本人が適用されているカリキュラムのどの授業科目の単位
数分の学修効果に相当するかを判断し、互換を認めるという形が一般的ですが、
学部によって事情が異なるので、個別に各学部の学務担当に確認をとってくださ
い。
なお、交換留学する前に交換留学先大学のシラバスを入手し、どの科目を履

修するのか、その科目が三重大学のどの科目に相当するのかを、指導教員や学部
の学務担当と事前に相談してから行ったほうが、互換がスムーズに行くでしょう。また、
帰国後に途中から履修ができる科目について確認しておくことが必要です。渡航中
も国際交流チーム及び学部の学務担当と定期的に連絡をとっておいた方がよいで
しょう。
単位の互換は、三重大学に授業料を納めて渡航する「交換留学」で修得した

単位だけが適用を受けることができます。休学による渡航の場合は、適用されま
せんので、注意が必要です。





参加のお申込み 【応募締切】11月27日（金）
①右記QRコードを読み取り，応募フォームからお申込みください。

https://forms.gle/kySLhvrfdD5M6NdH8
②後日, メールにてアクセス用のZoom情報を送信いたします。
お問合せ：三重大学国際交流チーム E-mail: kokusai@ab.mie-
u.ac.jp
主催：三重大学国際交流センター

Center for International Education and Research (CIER)

今年、国連は創設75年を迎えています。その中、コロナ禍で世界は大きな打撃を

受け，かねてより自国第一主義を標榜していた国々は単独主義に突き進んでいま
す。そこで. 国連の東京国際連合広報センター所長である根本かおる氏を お招き
し, コロナ後の世界での国連の役割, 我々が進むべき道について, 未来を創る大学

生・高校生の皆さんと一緒にお話を伺います。三重大学が推し進めている「持続可
能な開発目標」（SDGs）を基盤とした教育についても考える機会となるでしょう。

＊本学は「THE大学インパクトランキング」において、昨年はSDG12(つくる責任つ
かう責任)で日本国内で1位,   今年はSDG4（質の高い教育をみんなに）で国内1
位にランクインされました。

「コロナ後の世界で, 国際連合の役割とは？」

国連創設75周年記念 IN 三重大学

未来を創るのは，私たちだ。

Mie University CIER Presents

未来

【日時】 2020年12月3日 (木)
16:20～18:00

【プラットフォーム】 Zoom webinar

【講演】根本 かおる氏
国連広報センター所長

M
ie

U
n

iv

根本かおる氏（国連広報センター所長）
東京大学法学部卒。テレビ朝日を経て、米国コロンビア大学大学院より国際関係論修
士号を取得。1996年から2011年末まで国連難民高等弁務官事務所（UNHCR）にて、ア

ジア、アフリカなどで難民支援活動に従事。ジュネーブ本部では政策立案、民間部門
からの活動資金調達のコーディネートを担当。WFP国連世界食糧計画広報官、国連
UNHCR協会事務局長も歴任。フリー・ジャーナリストを経て2013年8月より現職。2016
年より日本政府が開催する「持続可能な開発目標（SDGs）推進円卓会議」の構成員を
務める。著書に『難民鎖国ニッポンのゆくえ -日本で生きる難民と支える人々の姿を
追って』（ポプラ新書）他。

国際連合×三重大学
× SDGs

Shaping our future together

https://forms.gle/kySLhvrfdD5M6NdH8




留学のチャンスを待つ間 ,  
着々と準備しておきましょう！

Thank you &

Have a nice weekend! 国際交流センター


