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　2011 年度の入試について詳しい情報を得るには

どうしたら良いですか。

ANSWER

　詳細は三重大学ホームページの「入試情報」欄

（http://www.mie-u.ac.jp/exam）に掲載される

情報をご覧ください。また冊子『人文学部案内』に

も入試情報を掲載しています。2011年度入試の

教科・科目は下記アドレスでご覧ください。

　センター試験で英語のリスニングテストが課され

ていますが、人文学部の入試での比重を教えてくだ

さい。

ANSWER

　筆記試験（200点満点）とリスニングテスト（50

点満点）の合計得点を外国語の配点（100点又は

200点）に換算します。

　文化学科を希望していますが、入試の際に重視さ

れる科目はあるのでしょうか。

ANSWER

　文化学科として特に重視している科目はありませ

んが、人文学部の個別学力検査の入試科目には国語

と英語を課しています。

　後期日程で課されている小論文について教えてく

ださい。

ANSWER

　文化学科の後期日程では、課題文をもとに、読解

力・文章表現力と論理的思考力をはかる問題を出

しています。解答字数は合わせて1000～ 1200

字程度です。また、法律経済学科の後期日程では、

現代の社会に関わる課題について論述してもらいま

す。資料や文献を与えることもあります。字数は

1000字～1400字程度です。過去問は、学務部

入試チーム（総合研究棟 II の 1階）で閲覧が可能

です。

　法律経済学科の推薦試験について教えてくださ

い。

ANSWER

　法律経済学科では 2010 年度から推薦入試を

行っています。募集人数は推薦A・Bがそれぞれ5

名、推薦 Cが 10名です。推薦 A・Bの選抜方法

は調査書、推薦書、志願理由書、課題作文及び面接で、

試験は11月に行われます。また、センター試験を

利用する推薦Cの試験は2月に行われ、第1次選

考ではセンター入試の成績、第2次選考では調査

書、推薦書、志願理由書及び面接に基づいて選抜が

行われます。

 推薦入試の詳細については、三重大学ホームペー

ジの「入試情報」欄 (http://www.mie-u.ac.jp/

exam) に掲載される情報をご覧ください。

　文化学科・法律経済学科へはどのように振り分け

られるのですか、試験があるのですか。他方の学科

を併願することができますか。

ANSWER

　文化学科か法律経済学科のいずれか希望する学科

を1つ選択して受験するようになっています。学

科をまたがって第1志望、第2志望という併願受

験をすることはできません。

　定時制高校なので社会人特別選抜を受けたいので

すが、外国語の学力はどの程度必要ですか。

ANSWER

　当該年度末までに満23歳に達し、社会人経験を

5年以上有する人で、高等学校卒業者、高等学校卒

業程度認定試験（大学入学資格検定を含む）合格者

などの一定の要件を満たした人は、社会人特別選抜

試験を受けることができます。

　選抜は、「小論文」「英語などの外国語」「面接」

と出願書類の総合評価によって行います。なお、「外

国語」は、英語、ドイツ語、フランス語、中国語の

うちから1科目を選択できます。外国語は卒業の

ために必要な必修科目として入学後にも必要となり

ますので、充分準備をしてください。Faculty of Humanities,Law and Economics
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　男女の割合を教えてください。

ANSWER

　2010年 4月現在、文化学科では男子112名、

女子 356 名、法律経済学科では男子 435 名、

女子 346 名です。

　「シラバス」を見ることができますか。

（※「シラバス」とは各教員がその年に行なう講義

の概要のことです。）

ANSWER

　冊子としての「シラバス」は図書館および人文学

部の学務担当で閲覧可能です。また大学のホーム

ページでも見ることができます。

　時間割と単位について説明してください。

ANSWER

　1つの授業時間は90分です。授業は1コマ、2

コマと数えます。月曜から金曜まで1日 5コマ開

講されています。この5コマを1・2限（8：50

～ 10：20）、3・4限（10：30～ 12：00）、5・

6 限（13：00 ～ 14：30）、7・8 限（14：40

～ 16：10）、9・10 限（16：20 ～ 17：50）

と区分しています。

　1年を前期と後期の2学期に分け、各学期とも

授業期間は試験も含めて15週間です。授業を受け、

試験等に合格すれば「単位」が与えられます。

　人文学部を卒業するためには、128単位を取得

しなければなりません。

　授業の取り方について教えてください。

ANSWER

　大学では決められた単位を取得するために、自分

の目的にあった授業を選択し、自分で時間割を組ん

でいくので、同じ学年の学生でも、それぞれ授業の

取り方が違います。

　ただし、学部や学科においてこれだけは所属の学

生に受講してもらいたいという授業があり（「必修

科目」と言います）、これらは必ず履修し単位を取

得しなければなりません。また2年生で履修して

おいたほうが良い授業、3年生からしか履修できな

い授業等がありますので、まったく自由に取れるわ

けではありません。

　「専門」とは何ですか。

ANSWER

　大学の授業には共通教育科目と専門教育科目があ

ります。共通教育科目は幅広い教養を身につけるた

めの授業で、その多くは1年生および2年生のと

きに受講します。

　2年生になってからは、特に学びたい学問分野に

焦点を絞りながら勉強を進めていきます。このとき

に受講するのが専門教育科目です。

　「ゼミ」とは何ですか。

ANSWER

　授業は形式上、講義と演習に分けられます。

　講義は主として教員が説明し、学生がそれを聞い

て理解するという形式の授業で、教室が大きく、受

講生が多いという特徴があります。これに対して演

習は、教員と少人数の学生が討論・発表などを通じ

て理解を深めていく形式の授業です。

　ゼミとは主として法律経済学科で使われている言

葉で、3年生から本格的に始まる専門演習を指しま

す。法律経済学科の学生は、2年生の前期に各自の

志望に沿った特定のゼミに配属され、ゼミの指導教

員の下で専門を深めていきます。

　文化学科においても慣習的に、指導教員から3

年生以上の学生がその教員から研究指導を受けると

きにゼミという言い方をすることがあります。

　クラスのようなものはありますか。

ANSWER

　高校までのようなクラスはありませんが、それに

類するものは次の2つです。共通教育の「英語1」

の授業は習熟度別になっていますが、クラスとして

1年間継続します。また、専門教育では、1年生の

前期に履修する文化学科および法律経済学科スター

トアップセミナーにおいて、クラスを編成して授業

が行われます。

　宿題はありますか。

ANSWER

　授業によって異なります。また宿題という形でなく

ても、自発的な予習・復習が必要な授業は多いです。

　自分の専門分野はいつ決定するのですか。

ANSWER

　文化学科では2年生の前期末に自分の属する専

修・地域を選択し、3年生からは特定の指導教員（2

年生後期末に決定）について専門を深めていきます。

　法律経済学科でも、2年生の前期末に3年生か

ら開講される必修科目「専門演習」( ゼミ ) の所属

を選択し、その「専門演習」( ゼミ ) に基づいて専

門分野が決定します。各学生に対する指導を行き届

いたものにする目的で、1つのゼミには各学年で平

均して8人が配属されます。

　学生と教員の距離は近いのですか。

ANSWER

　大教室で行われる講義では、学生が教員と直接話

す機会は少なく、距離が近いとは言えないのですが、

少人数の授業や演習では学生と教員の距離は非常に

近くなります。また、それぞれの教員はオフィス・

アワー（教員が研究室に在室して学生からの質問を

受け付ける時間帯）を設けていますので、その時間

を活用してください。

　1 人の教員は何人の学生の指導教員となるのです

か。

ANSWER

　分野や教員によって異なりますが、専門教育では

1人の教員のもとで1人から10人程度の学生が

学んでいます。1学年270人程の学生に対して専

任教員80人あまりですから、たいへん恵まれた指

導体制です。

　教員の専門分野以外のことは勉強できませんか。

ANSWER

　教員個人は非常に専門的なテーマを研究していま

すが、授業では自分の専門分野にとどまらず、その

周辺分野にも視野を広げて教えます。その周辺分野

を卒論のテーマにしたい学生がいた場合、教員は自

分の専門から大きく逸脱していない限り、指導し、

協力します。詳細はホームページの教員（スタッフ）

紹介ページをご覧ください。

　他学科の授業科目は受講できますか。

ANSWER

相互履修が許可された科目に関して一定単位数まで

可能です。

　他学部の授業科目も受講できますか。

ANSWER

　他学部の専門教育科目の履修は、人文学部長を経

て、当該学部長の許可を得ることによって認められ

ます。この場合、一定単位数まで卒業に必要な単位

として認められます。ただし、当然のことながら当

該学部の学生に受講の優先権がありますから、受講

者数が多い等の理由で履修が認められない場合もあ

ります。

　文化学科と法律経済学科間の転学科はできます

か。

ANSWER

　転学科については、選考のうえ、教授会の議決を

経て、許可される場合があります。しかし転学科は

決して簡単に行えることではありません。志望学科

の選択については、受験までに慎重に考えて決定し

てください。

　転学部はできるでしょうか。

ANSWER

　希望する学部に欠員がある場合に限り、選考のう

え、教授会の議決を経て、許可される場合がありま

す。しかし、種々の制限がありますから、慎重に考

えた上で志願学部を選択してください。

　フィールドワークとはどういうものですか。

ANSWER

　現地に入って聞き取り調査、アンケート調査、資

料収集などを行うことです。また、人々の行動や建

物、自然などを観察することもフィールドワークに

含まれます。歴史学、考古学、文化人類学、社会学、

地誌学、経済学、政治学等、さまざまな領域でフィー

ルドワークが重要な作業となっています。

　パソコンは入学時に使いこなせなければならない

のですか。入学後にパソコンは必要ですか。

ANSWER

　入学時にパソコンを使いこなせる必要はありませ

ん。人文学部においては、ワープロソフトや表計算

ソフトの使い方、インターネットを使った情報検索

の方法等を半年間かけて学ぶ「情報科学基礎」を開

講しています。この授業は、パソコンを設置した教

室で行われるので、個人で購入しなければならない

というものではありません。しかし、大学や社会に

おいてパソコンを必要とする機会は増えてくるで

Q01

Q02

Q03

Q04

Q05

Q06

Q07

Q08

Q09

Q10

Q11

Q12

Q13

Q14

Q15

Q16

Q17

Q18

ゼミ風景

02 03

人文学部について　Q01～Q34

2CHAPTER

http://www.human.mie-u.ac.jp/gakubu/staff/
index.html

https://portal.mie-u.ac.jp/syllabus/



人文学部 そこが知りたい 2011

的英語能力の世界的な評価基準であり、日本でも多

くの企業が採用・昇進の際に参考としていると同時

に、大学等の教育機関で広く活用されています。

　このTOEIC を必修の英語カリキュラムに組み入

れることにより、学生が国際社会で通用する実践的

英語コミュニケーション能力を身につけることを目

指しています。また、「英語1 TOEIC」という科目

においては、TOEIC を成績評価の基準とすること

で、客観的かつ明確な評価を行っています。

　英語のカリキュラムで改革された点は、TOEIC

の授業が導入されたこと以外にもあるのですか。

ANSWER

　はい。単に TOEIC の授業が増えただけではあ

りません。三重大学では、入学者全員が 4月に

TOEIC を受験し、その得点によって、前述の「英

語 1TOEIC」を含む全ての英語の科目において、

習熟度別のクラス編成を行っています。これによっ

て、個々の学生のレベルに応じたきめの細かい教育

が可能になりました。また、入学時において既に一

定の英語能力（TOEIC 600点以上）のある学生は、

必修の英語単位が全て免除され、1年生のときから

より高度な授業を受講する機会が与えられます。さ

らに、全学的な英語自習システムが導入されていま

すので、学内にあるパソコンからのアクセスにより、

いつでも自分の学力に応じた学習ができます。

　人文学部の専門教育でも英語を学ぶことができる

のでしょうか。

ANSWER

　はい。人文学部の専門科目としても、英会話や英

作文の授業が開講されています。これらの科目は、

専任の外国人教師及び非常勤外国人講師が担当して

います。英語学習を希望する学生には、英語コミュ

ニケーション能力をさらに伸ばす機会が、卒業時ま

で充分に確保されています。

　英語以外の外国語はどうなっていますか。

ANSWER

　標準的な履修方法では、中国語、ドイツ語、フ

ランス語を共通教育で2年間学ぶことができます。

朝鮮語、ロシア語、スペイン語、ポルトガル語は1

年間学ぶことができます。

　中国語では、1年生の文法と講読の授業において、

それぞれ共通テキストを使用し、前期・後期の期末

試験で統一テストを実施しています。学習の到達目

標として「中国語検定試験」を単位認定の一部に導

入し、1年間の学習で「中国語検定試験」の4級

の取得を、2年間の学習で3級の取得をめざします。

この検定試験は、企業・官公庁で人材教育の基準と

して活用されている信頼性の高いもので、検定試験

についての説明会も随時開催しています。

　ドイツ語では、文法をきっちり学んで読むことに

重点を置く総合コースと、ネイティブ・スピーカー

による練習を重視した会話コースを置いています。

エアランゲン・ニュルンベルク大学において実施さ

れる春季語学研修に参加して所定の成績を修める

と、正規の単位として認められます。

　フランス語の人文学部のクラスでは、文法の授業

では日本人が基礎を説明し、講読の授業ではフラン

ス人が自然なフランス語で応用練習をする、という

体制を取っています。日本の大学で長く学んだフラ

ンス人教員、フランスの大学で長く学んだ日本人教

員が授業外での相談にも応じています。

　ドイツ語とフランス語は検定試験を導入していま

せんが、目標とする実力は、1年間の学習で、「ド

イツ語技能検定試験」4級合格程度、「実用フラン

ス語技能検定試験」4級合格程度、2年間の学習で、

それぞれの検定試験の3級合格程度です。

　なお、英語同様、中国語、ドイツ語、フランス語

も学部の専門科目でも学べますから、さらに高いレ

ベルを目指すこともできます。

　

外国語会話に興味があります。関連する授業をいく

つでもとれるでしょうか。

ANSWER

　無制限に「いくつでも」受講できるわけではあ

りません。会話という授業の性質上、多くのクラ

スで人数制限が行なわれています。また、外国語

以外の必修の授業と重なって会話の授業がとれな

い場合もあるでしょう。それでも、時間割の工夫

次第で、相当程度会話にウェイトを置くことが可

能だと思います。

　外国語の講義を受ければ、会話ができるようにな

りますか。

ANSWER

　会話と名のついていない語学・文学の授業では、

言葉の仕組みや言語芸術を研究する方法を学ぶの

で、必ずしも会話とは結びつきません。しかし外国

語の文献を読むことによって、その言葉の性質を知

り、単語力がつきますので、会話を学ぶ際の助けに

はなります。会話ができるようになるには、会話の

授業に出るのはもちろん、外国人教師と話す機会を

積極的につくってください。

　保健体育の授業はどんなものですか。

ANSWER

　実技と講義の両方があります。実技はクラスが作

られ時間割が配分されます。高校の体育の授業と同

様のもので、サッカー・バレー・ソフト・卓球・バ

ドミントンなどです。講義は「スポーツ健康学実習」

しょうから、入学後に状況を見てパソコンの購入を

検討した方が良いかもしれません。

　大学のパソコンは授業以外に自由に使用すること

ができますか。また自分のパソコンを持ち込むこと

はできますか。

ANSWER

　人文学部棟2階のIT 講義室のノートパソコンは、

授業以外の定められた時間にパソコンを使った英語

の自習や授業の課題等を行えるよう、人文学部の学

生用に開放されています。また1階の学生自習室、

2階の学生共用スペース等は、学生用に常時開放さ

れています。また、学内では、総合情報処理センター、

共通教育の学生コンピューター室、附属図書館でも

備え付けのパソコンを利用することができます。パ

ソコンの持ち込みについては、学内には無線 LAN

の環境が整備されていますので、自分のノートパソ

コンを持ち込んで利用することが可能です。

　パソコンの資格はとれるのですか。

ANSWER

　人文学部の科目を履修するだけではパソコンの資

格を取ることはできませんが、パソコンやインター

ネットに関する基礎的な知識や技能は習得すること

ができます。人文学部では、文化学科では1年次

を対象とした「情報科学基礎」という科目が、法律

経済学科では全学年を対象とした「情報化科学基礎

I（基礎）」と「情報科学基礎 II（応用）」という科目

が開講されています。「情報科学基礎」及び「情報

科学基礎 I（基礎）」では、ワープロや表計算ソフト、

インターネット等の基礎的な知識や技能が、また「情

報科学基礎 II（応用）」では、表計算ソフトの応用

的な技能やプレゼンテーションソフトの活用方法等

を習得することができます。

　福祉関係を学ぶことはできますか。また卒業論文

のテーマに選んでもいいのですか。

ANSWER

　学べます。社会福祉の講義を開講していますし、

社会福祉について学ぶことができるゼミがありま

す。介護保険の問題について勉強している学生もい

ます。もちろん卒業論文のテーマに福祉関係のテー

マを選ぶこともできます。

　共通教育ではどのような授業科目があるのでしょ

うか。単位数はどれだけでしょうか。

ANSWER

　大きく分けると、「統合教育科目」「外国語教育科

目」「保健体育教育科目」「基礎教育科目」の4つ

があります。

　統合教育科目は、人文（哲学、歴史学等）・社会

（法律学、経済学等）・自然（物理学、化学等）の分

野を含んでおり、授業形式としては通常の講義の他

に、少人数のセミナーや多数の教員が交替で担当す

る総合科目もあります。基礎教育科目として人文学

部生は「情報科学基礎」（Q18 の ANSWER 参照）

を受けます（法律経済学科は自由選択）。以上4つ

の分野それぞれについて、必要単位数をそろえなけ

ればなりません。人文学部生は、最低計44 単位

を取得することになっています。

　共通教育は 4年間を通して学ぶのでしょうか。

ANSWER

　共通教育については、卒業するまでの4年間で

単位をそろえればよいことになっています。しかし

たいていは、1年生と2年生の段階で共通教育分

の履修をするのが普通です。そうしないと、専門の

授業や卒業論文で忙しくなるので、たいへんになり

ます。

　共通教育の外国語科目には、どのようなものがあ

りますか。

ANSWER

　共通教育の外国語科目は、既習外国語と未習外国

語とに区別されています。既習外国語とは通常の場

合は英語のことをいいます。未習外国語とは既習外

国語以外の外国語を指し、三重大学では2010年

度現在、ドイツ語、フランス語、中国語、朝鮮語、

ロシア語、スペイン語、ポルトガル語が開講されて

います。

　共通教育では、TOEIC 導入を柱とした全国でも

先駆的な英語カリキュラムが始まっているそうです

が。

ANSWER

　三重大学共通教育では、2005年度より英語カ

リキュラムを改革し、新たに TOEIC を導入しまし

た。TOEIC（トーイック）とは、Test of English 

for International Communication の略で、実践
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関心に沿って所属するクラスを選択し、少人数（平

均約12名）のアットホームな雰囲気の中で、上記

のさまざまな能力を身につけます。クラスの親睦を

兼ねた合宿研修もあり、担任の教員に大学での研究

の仕方について突っ込んだ質問をするには絶好の機

会でしょう。学期の終わりには、成果を確認する発

表会を行います。

　文化学科の場合、歴史や地誌研究等の限られた研

究をすることになるのでしょうか。それとも好きな

（自由な）テーマを研究できるのでしょうか。

ANSWER

　所属する専修・地域の枠を離れることはできませ

んが、特定の分野に収まらない斬新なテーマを見つ

けることはむしろ歓迎します。ただ、既存の分野、

方法を打ち破るのがいかにたいへんかも経験するこ

とになるでしょう。

　ある専修・地域に所属しながら、他の専修・地域

の科目も履修できますか。

ANSWER

　できます。卒業に必要な「専門教育科目」のうち、

オリエンテーションセミナー」と「学科選択必修科

目」、さらに学生が選んだ1つの「地域」から選択

して履修しなければならない「「地域」必修科目」（環

境文化専修の場合は、「環境文化科目」と「「地域」

必修科目」）、「卒業研究」は必修ですが、それ以外

に関しては、他の専修・地域の科目から自由に履修

することができます。単位数でいいますと、取得す

べき単位数全体が84になりますが、そのうち50

単位は所属する専修・地域にかかわりなく履修でき

ます。また逆に、必修単位数を越えて取得した「「地

域」必修科目」の単位は、「自由選択」に繰り入れ

ることが可能ですので、自分が所属する専修・地域

に集中して多くの卒業単位をとることも可能です。

　文化学科に所属しながら、法律経済学科の科目を

履修できますか。

ANSWER

　除外科目を除いて、制限単位の範囲内で履修でき

ます。

　他大学の大学院へ進学する場合、人文学部文化学

科で学んだ者は、文学部で学んだ者より不利になる

ということはないでしょうか。

ANSWER

　学問分野によっては有利・不利がありえます。し

かし、指導教員に相談して準備をすすめ他大学の大

学院へ進学していった先輩がたくさんいます。早目

の準備が大切です。

　歴史の研究をする場合、古代から現代までなのか、

それとも一時代の一つの事柄について深く勉強する

ことになるのでしょうか。

ANSWER

　基本的には後者のように考えてください。ただ、

テーマを設定していくつかの時代を通して勉強する

ことも、ある程度は可能です。

　特に日本史を専攻したいと思っています。日本史

学の中でも、特に中世（鎌倉 . 安土桃山）を専攻し

たいと思っていますが、その方面で詳しい勉強はで

きるのでしょうか。

ANSWER

　できます。日本中世史が専門の先生がいます。

　歴史に非常に興味があるのですが、世界の全般の

歴史を学ぶことは可能ですか。

ANSWER

　本拠地を4地域のどこかにおく必要があります

が、その上で他の地域の歴史を学ぶことができます。

こうした学際性が文化学科のよいところです。ただ

現実には言語の壁がありますから、困難な面をとも

なうことも事実です。

　地域・国ごとの埋葬の習慣やそれにともなう宗教

の違いを学びたいと思っているのですが、可能です

か。

ANSWER

　可能です。地域の文化を研究している教員はいま

す。特に埋葬や宗教が専門の教員や宗教学の専門家

はいませんが、墓地景観の研究をしている教員はい

ます。

　日本研究は日本史 Bを取ってないと、理解でき

ませんか。縄文時代は研究できませんか。

ANSWER

　日本研究は高校時代に日本史を取っていたほうが

わかりやすいことは事実ですが、大学に入学してか

らの努力でいくらでもカバーすることはできます。

という科目が前後期にそれぞれ（1コマ）あります。

　フェミニズムについて研究したいのですが、文化

学科と法律経済学科とどちらがいいでしょうか。

ANSWER

　どちらの学科でも研究可能です。文化学科では社

会学や科学史の教員、法律経済学科では政治学の教

員が、フェミニミズム研究をしています。

　マスコミやメディアに興味があるのですが、どち

らの学科がよいでしょうか。

ANSWER

　文化的・社会的現象として捉えたいのであれば、

文化学科で、また政治的・経済的側面との関わりで

追究したいのであれば、法律経済学科で学ぶのがよ

いでしょう。

　現代の社会について学びたいのですが、どちらの

学科がよいでしょうか。

ANSWER

　人文学部ホームぺージの各学科のカリキュラム

と教員紹介を見てください。どちらの学科に行けば

どういう教員からどういう指導がうけられるか、あ

る程度のイメージはつかめるのではないかと思いま

す。また開設科目表もホームぺージに掲載されてい

ます。

Q32

Q33

Q34

　アジア・オセアニア研究はアジアのことを主に勉

強するのですか。

ANSWER

　オセアニアの研究をしている教員もいますのでア

ジアだけではありません。

　環境文化専修では、どのようなことが勉強できる

のですか。

ANSWER

　環境文化専修では、環境論、生命倫理、科学史・

科学論、社会心理学、平和学、図書館学などを専門

的に学ぶことができます。

　各専修・地域には定員があるのでしょうか。また

希望する専修・地域に行けますか。

ANSWER

　定員はいちおうありますが、年によって異なりま

す。決定に際しては学生の希望を最優先にしますが、

年によっては若干名が調整の結果、第2希望にな

ることがあります。

　文化学科では、1年生のときにどのような専門教

育科目を受講できますか。

ANSWER

　文化学科の専門科目としては、必修科目の「文化

学科スタートアップセミナー」と「選択必修科目」（た

とえば比較文化論、比較思想等）、英語会話、ドイ

ツ語会話、その他若干の科目を受けることができま

す。

　文化学科スタートアップセミナーとはどういうも

のですか。

ANSWER

　文化学科スタートアップセミナーは、全員が履修

する必修科目の1つであり、1年生の前期に開講

されます。その目的は大学、とりわけ人文学部で研

究をする上での基礎となる「文献を読み込む、問題

を発見する、情報を収集する、調査をする、深く考

える、議論をする、意見を明確に発表する、報告する」

などの能力を養成することにあり、大学での情報検

索の基本を学ぶための図書館ツアーも実施します。

8クラスが開講され、それぞれ1名の教員が担当

して各クラスのテーマを設定します。学生は各自の
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日本史のそれぞれの時代について専門の教員が皆そ

ろっているわけではありませんが、専門の教員がい

ない時代でも日本史の研究方法の指導を受けて、自

分で研究することはできます。縄文時代は考古学の

教員がいますので研究できます。

　日本研究以外の地域を希望する場合、高校で世界

史を取るほうがよいのですか。

ANSWER

　Q14 とも関連しますが、高校時代にすでに大学

で学びたい分野に関して明確な希望があれば、そ

れに応じた科目を取っておくのが良いです。ただ、

大学に入学した後に、自分が何を勉強したいのか

わかってくるということもあります。その際、高

校時代に履修した科目とずれが生じるのはやむを

えないことです。それからどう努力するかにかかっ

ています。

　中国のことが好きなので、中国思想にはすごく興

味があるのですが、高校の倫理の授業ではあまり触

れない分野の思想（陰陽家のことなど）は学べるの

でしょうか。また、中国語を履修する場合、これら

の史料を原文で読むということは可能になるので

しょうか。

ANSWER

　大学と高校の違いは量的というより質的なもので

す。大学の授業では必ずしも、高校で習わなかった

ことが聞けるとは限りません。教員の専門に近い分

野に偏ることもあります。

　ただ、大学には文献が豊富にあり、教員はそれを

適切に指導しますので、これによって学生は自分が

知りたい世界に自由に入っていくことができます。

「授業で習う」というより、「自分で学ぶ」と考えた

ほうがいいでしょう。その手助けをするのが教員で

す。好きな分野をおおいに学んでください。

　中国の語学文学だけでなく、中国の歴史や思想の

授業（とくに演習）では、原文で書かれた史料を読

みます。

　2 年生の終りに指導教員を決めるそうですが、自

分の所属する専修・地域の教員の研究に自分のした

い研究がない場合はどうすればいいのでしょうか。

ANSWER

　人文学部には80名あまりの教員がいて、そのう

ち文化学科には約50名の教員がいます。世の中の

森羅万象を解明するには微々たる数のスタッフです

が、どこの大学も似たような状況です。たとえば、

スウェーデンと関わりのある教員がいれば、フィン

ランドの研究にある程度対応できると思いますし、

イギリスの専門家がいれば、アイルランド問題にも

対応できるでしょう。また逆に、学生の本来の興味

とはややずれているが、それに隣接する分野で人文

学部の教員が活躍しているならば、学生の方からそ

の教員の分野へ関心を寄せてみることによって新し

い展望が開けることもあるかと思います。

　古典を詳しく勉強したいのですが、文化学科に入

れば可能でしょうか。

ANSWER

　古典といっても日本の古典か中国の古典か、文学

上の古典か哲学・思想の古典かなどで違いがありま

す。もちろんこれらは文化学科の領域であり、可能

です。Q17 の ANSWER でも述べたとおり、学生

がやりたいと思う対象の研究者がいない場合、それ

に近い分野の教員が対応することになります。

　英語を専門的に学ぶことはできますか。

ANSWER

　人文学部には英語学・イギリス文学・アメリカ文

学を専門とする教員がネイティヴ・スピーカーを含

め多数いて、様々な講義・演習が用意されています

ので、専門的に学ぶことができます。

　文学部と比べて、人文学部文化学科のメリット・

デメリットがあるとすれば何ですか。

ANSWER

　三重大学人文学部では講座という分野の厚い壁に

はばまれることなく、学際的に広く学び研究するこ

とができます。これによって幅広い教養を身につけ

ることが出来るというメリットがあります。現実の

就職においては、当人が就職試験等で努力すること

が必要ですが、人文学部文化学科は幅広い教養が要

求されるマスコミや情報産業、また公務員等に向い

ています。

　一方、その道の専門家になろうという人にとって、

狭く深く研究するカリキュラムが用意されていない

という点においては、多少のデメリットがあります。

その点、文学部にあっては、研究者・専門家になる

上ではメリットがあると言えるでしょう。しかし人

文学部文化学科においても、専門的な指導を充分に

行なっており、文学部にひけをとることはありませ

ん。本学部・大学院卒業後あるいは、他大学の大学

院に進み大学の教員になっている先輩が何人もいま

す。そういう人にとっても、文化学科で学んだこと

がマイナスにはなっていません。

　人文学部の文化学科と私立などの国際文化学部

（あるいは学科）とはどう違うのですか。

ANSWER

　文化学科は人文系の学問全般を対象としています

が、私立の国際文化と名乗る学部や学科は、それぞ

れの学部や学科ごとに違いはありますが、人文系科

目に加えて国際○○と名のつく科目（国際関係論、

国際経済、国際法、国際協力など）の履修が可能な

ものと思われます。人文学部文化学科においても国

際的な視野に立った科目は複数存在しますし、法律

経済学科の国際関係の科目を履修することも可能で

す。したがって人文学部文化学科で私立の国際文化

学部（あるいは学科）と同様の学問を学ぶことは可

能です。

　文化人類学などフィールドワークに興味があるの

ですが、どんなことが学べるのですか。

ANSWER

　文化学科には文化人類学をはじめ、地理学、考古

学、社会学などフィールドワークに関わりを持つ分

野を専攻する教員が何人もおり、様々な地域やテー

マを研究しています。学生をも交えた現地調査を

行っている先生もいます。

　発掘調査のような、現地へ行っての体験調査は、

どのくらいの頻度で行われているのですか。

ANSWER

　長期休暇ごとに行われるのが主ですが、それ以外

の時期にも実施され、頻度は高いです。

　地域文化専修で、言語文化専修の内容は学べますか。

ANSWER

　必修科目の多くが両専修の間で重なっていますの

で、充分可能です。

　ヨーロッパの言語や文化を学んでツアー・コンダ

クターになりたいのですが、可能でしょうか。

ANSWER

　授業で言語・文化を学ぶとともに、交換留学制度

などを利用して外国の雰囲気に慣れておくことをお

薦めします。

　どのようにしたら発展途上国が先進国に近づける

かということについて、文化・環境の面から勉強し

たいと思っていますが、この場合は文化学科に進む

方がよいでしょうか。

ANSWER

　文化学科で自分の学びたい地域を選択するととも

に、環境文化専修に所属するのがよいかと思います

が、発展途上国の経済的格差などに興味がある場合、

法律経済学科に進んで経済学の先生のもとで学ぶこ

とも可能です。

　文化財に興味があるのですが、とくにヨーロッパ

の文化財と歴史の関係のようなことは学べるので

しょうか。

ANSWER

　文化財そのものを専門としている先生はいません

が、ヨーロッパの文化・歴史を学ぶことを通じて、

文化財という研究対象にアプローチすることは可能

です。

　オーストラリアの文化について学びたいのです

が。

ANSWER

　少なくとも先住民に関しては、文化人類学の教員

のもとで学ぶことが可能です。
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　法律経済学科の必修科目について授業科目を知り

たいのですが。

ANSWER

　法律経済学科を卒業するための最低取得総単位数

は128単位です。そのうち主として1、2年生で

取得する共通教育科目44単位のうち必修科目は、
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　サークル活動はどんなことをするのですか。活動

する時間帯はいつですか。

ANSWER

　三重大学には、普通の大学にあるサークルはだい

たいあります。また新たに作ることも可能です。こ

れらのサークルは、それぞれ自主的な計画で目標に

向けて活動しています。活動する時間帯は、授業の

あるときは、昼休みと授業終了後午後9時まで認

められています。

　三重大学ホームページの「学生生活」「サークル・

課外活動」のところに「クラブサークル紹介」（体

育系・文化系）があります。ご覧ください。

　各サークルは主にどこで活動しているのですか。

他大学との交流はありますか。

ANSWER

　主に学内のそれぞれの練習場です。津市近辺の学

外で活動するサークルもあります。三重短期大学、

皇学館大学、四日市大学などの三重県内の大学や、

その他県外の大学と交流があります。

　複数のサークル、クラブに所属することは可能で

すか。

ANSWER

　サークルやクラブにより異なりますが、複数の体

育系に所属するのでなければかけもちは可能です。

外国語10単位を始めとする28単位です。また、

主として3～ 4年生で取得する専門教育科目84

単位中の必修科目は、学科必修科目14単位、コー

ス必修38単位の計52単位です。必修科目単位以

外は、選択科目で取得単位数を満たす必要がありま

す。具体的な科目名と内容などについては、人文学

部ホームページを参照してください。

　法律経済学科スタートアップセミナーとはどうい

うものですか。

ANSWER

　文化学科同様に、法律経済学科スタートアップセ

ミナーは、1年生前期クラス指定の必修科目として

開講しています。

　この科目は、大学において法律・政治・経済・経

営分野の学問を学ぶ際の基本的な技術、特に、報告

原稿を作成しそれをもとに口頭で報告を行う、特定

の課題についてレポートをまとめる、などといった

技術の習得を目指しています。

　1クラス17～18名程度の編成で、学生は、法

律経済学科所属教員が作成した報告テーマ集（全

50テーマ以上）の中から、自らテーマを選択し、

同時に提示される参考文献および独自に収集した資

料を用いて報告を行います。またレポートはクラス

統一課題が1つ、各自が報告テーマとして選択し

た課題について1つ、計2つを書きます。

　法律経済学科の専門の授業科目はいつから受ける

のですか。

ANSWER

　専門の授業科目の一部は1年生の時から履修が

可能ですが、2年生になるとほとんどの科目が履修

可能となります。なお、3年生以降の指定科目もあ

ります。卒業研究（卒論作成）については、4年生

の決められた期日（毎年1月 20 日前後）までに

論文を提出し、審査の上、学位を取得することにな

ります。

　法律、政治、経済、経営の各分野をどのように学

ぶのですか。

ANSWER

　法律経済学科は、法律、政治、経済、経営の 4

分野からなりたっていますが、法律と政治を合わせ

た「法政コース」と、経済と経営を合わせた「現代

経済コース」に分類されています。学生がどの「専

門演習」（ゼミ）を選択するかによって、その所属

するコースが決まります。ゼミは、2年生前期の終

了時に各自の希望に応じて決定されます。

　法律経済学科のゼミではどのような勉強をするの

ですか。

ANSWER

　ゼミによって異なりますが、フィールドワークを

行うゼミもあれば、文献研究が中心のゼミもありま

す。また、長期休暇を利用して他大学と合同で合宿

を行うゼミや、ディベート大会へ参加するゼミもあ

ります。ゼミは、少人数で行われ、活発な議論が展

開されるため、各自の専門分野に関する知識を深め

るだけでなく、討論する力も身につきます。また、

ゼミでの勉強は、卒論作成につながる重要なもので

す。学生は、所属したゼミの教員から卒論作成の指

導を受け、4年生になって卒業論文を完成させます。

　法律経済学科に入学するためには高等学校で政経

を勉強していなければならないのでしょうか。

ANSWER

　もちろん高校時代に政経を勉強していることは望

ましいことだと思います。しかし、仮に政経を履

修していなかったとしても、入学してから新聞や本

をよく読めば、政経を学んでいなかったことのハン

ディキャップは充分克服可能です。

　法学部と人文学部法律経済学科の違いはどのよう

なところですか。

ANSWER

　法学部は基本的には法学および政治学を専門とす

る学部です（なお、政治学については、政治経済学

部のように法学部とは別の学部となっている大学も

あります）。それに対して、三重大学人文学部法律

経済学科は、法学、政治学、経済学、経営学を総合

的に扱う学際性に富んだ学科となっています。

　法律経済学科で経済学・経営学を勉強したいので

すが、他大学の経済学部との違いはありますか。

ANSWER

　これはQ07と関連する質問です。当学科の 1

つの特長は学際性であり、法律、政治、経済、経営

の各分野全般にわたって勉強しようという学生に対

して、機会を与えています。

　法律経済学科で法律系の演習を選択した場合、経

済系の科目は受講できますか。

ANSWER

　可能です。また経済系の演習を選択した場合でも、

法律系の科目を受講することも同様に可能です。そ

れが当学科のメリットの一つです。

　警察官になるには法律を学んだほうが有利なので

すか。

ANSWER

　学ばなければならないことはないですが、学んだ

方が有利です。法律経済学科では、警察官やその他

の公務員になるための採用試験に関係する各法律科

目や経済学科目を数多く開講しています。

　経済学に数学は必要ですか。

ANSWER

　経済史や経済の現状分析を行う授業など、数学の

知識を直接必要としないものもあります。ただし、

経済現象を論理的に捉えるには数学の知識は非常に

役立ちます。経済学に必要な数学の知識や考え方

は、経済学関連の授業の中でも丁寧に紹介されます

ので、高校で数学が不得意だった方も心配はいりま

せん。

　司法試験を目指そうと考えているのですが、法律

経済学科に入学すれば可能ですか。

ANSWER

司法試験を受験するためには、大学を卒業した後に、

法科大学院に進学することが必要です。法科大学院

には、法律知識の修得度合いに応じて、既修者コー

ス (2年 ) と未修者コース (3年 ) がありますが、両

コースとも本学科卒業生が進学しており、法科大学

院を経て司法試験に合格した卒業生もいます。なお、

法科大学院への進学を希望する学生にも対応できる

ように、法律経済学科では法律科目を中心に学ぶこ

とのできるカリキュラムを設定しています。

　社会保障・社会保険について学べますか。

ANSWER

　可能です。社会保障・社会保険を含む社会政策に

ついての専門科目を担当する教員が法律経済学科に

は在籍しています。

　法律経済学科を希望していますが、法律に関して

興味はあるのですが、経済に関して苦手意識を持っ

ています。そういう人でも入学後やっていけるので

しょうか。

ANSWER

　それぞれの興味対応した授業の取り方ができます

ので、心配することはありません。

　ただし、入学当初は法律系または経済系のゼミを

希望していたものの、法律経済学科の授業を履修し

ていく中で、実際は経済系ないし法律系のゼミを選

択する学生も多くいます。学際的なカリキュラムの

メリットを充分に生かし、社会で起こるさまざまな

問題に対してどのようなアプローチで考察するの

か、自身の視野を広げていただくことを望みます。
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　寮について教えてください。学生寮（男子寮・女子寮）の定員、寄宿料、食堂の有無について知りたいのですが。

ANSWER

　現在、三重大学には、男子寮（安濃津寮）、女子寮（清和寮）の2つの寮があります。

それぞれの寮の概要は下記の通りです。

　大学の年間スケジュールについて教えてください。

ANSWER

　入学式、前期授業、英語プレースメントテスト

（TOEIC）、前期定期試験、夏期休業、集中講義、

後期授業、冬期休業、後期定期試験、卒業式（4年

後にはあなた自身の！）となります。大学が主催す

る語学研修は、春期休業中にあります。その他の行

事については、人文学部ホームページの学年暦の

ページを参考にしてください。

　校則のようなものがありますか。

ANSWER

　大学には「学則」、学部には「人文学部規程」が

あります。これは、大学並びに学部の組織や制度を

規定したものであり、所属する学生の履修上の権利

や義務を示すものです。さらにさまざまな細則、申

し合わせなどにより、学生の履修上の規則が決めら

れています。学生はこの規則に従う必要があります。

服装などについての規定はありません。

　図書館は自由に利用できますか。

ANSWER

　三重大学附属図書館の開館時間は次のようになっ

ています。他に休館日があります。

　基本的には貸出冊数は5冊以内、貸出期間は2

週間以内です。館内のコピー機の利用（有料）、情

報機器の利用（目録検索、語学学習等）もできます。

　くわしくは下記の附属図書館ホームページをご覧

ください（休館情報は、「年間カレンダー」に載せ

ています）。

　附属図書館以外にも、人文学部内には、各専門分

野の図書やさまざまな文献、論文等を集めた「資料

室」がいくつかあり、とくに 3、4年生の演習の

準備や卒業論文作成、大学院生の修士論文作成に役

立っています。

　入寮願の書類はいつ提出するのですか。

ANSWER

　入学手続きの際に一緒に手続きをしていますが、

欠員がある場合は随時追加募集を行います。

　入寮の選考基準はどのようなものですか。

ANSWER

　入寮願の書類から経済状況を見て客観的に選考し

ます。

　説明会で「女子寮に入るのは大変だ」と聞きまし

たが、もし実際に入れた場合、どれくらいの期間入

ることができますか。一度入れたら、4年間（卒業

するまで）入ることができるのでしょうか。選考の

基準は何ですか。

ANSWER

　選考は、所得などの家庭の経済状況によります。

成績は関係ありません。入居許可期間は、入居を許

可された日から最短修業年限終了の日までとなって

います。

　下宿代の相場を教えてください。

ANSWER

　1ヶ月のおよその下宿代です。

　大学が下宿・アルバイトの斡旋をしてくれると聞

きましたが。

ANSWER

　下宿については三重大学生活協同組合（以下、「大

学生協」「生協」と略称） が斡旋しています。大学

生協では、大学周辺の民間アパート・マンション等

の家主さんとの話し合いを持ち、常に良い関係を持

つよう努力しています。それでも時にはトラブルの

起きることもあります。トラブルの内容によっては、

家主→生協、生協→家主へと、学生の言い分が充分

伝わるように大学生協が間に入ることもあります。

民間の不動産と比較して手数料は20%引きとなっ

ています。

　アルバイトについても大学生協が斡旋していま

す。言うまでもなく、大学を信頼しての求人なので

その点は安心できると思いますが、逆に、学生の方

でその信頼を裏切ることのないようにしてくださ

い。

　アルバイトはどのようなものがありますか。また

アルバイト料の相場はどの程度ですか。

ANSWER

　アルバイトは家庭教師・事務・調査・販売サービ

ス・労働・軽労働・特殊技術・その他（通訳・翻訳・

製図・イラストレーター等）などさまざまです。標

準的な月額アルバイト料は右記のとおりです。

　大学には食堂がありますか。メニューも教えてほ

しいのですが。

ANSWER

　第1食堂、第2食堂、レストランパセオがあり

ます。詳しくは三重大学生活協同組合のホームペー

ジをご覧ください。 

　三重大学の生協ではどんなサービスが提供されて

いるのでしょうか。

ANSWER

　パソコン・電気製品、文具、食品、各種チケット

等の販売、印刷、資格試験の申し込み受付、旅行手

配代行などさまざまなサービスを提供しています。

　最近、テレビや新聞で大学教員のセクハラに関す

るニュースを見ることがありますが、人文学部では

セクハラを未然に防ぐような対策が取られています

か。

ANSWER

　人文学部では、新入生オリエンテーション行事

に「セクシュアル・ハラスメントについてのガイダ

ンス」を組み込み、学生がセクシュアル・ハラスメ

ントに対する認識を深める機会を設けています。ま

た教員も防止のための講習会を受け、セクシュア

ル・ハラスメントが起らないよう全力で取り組んで

います。さらに、学内には専門のセクハラ相談員も

いますので、何か不安に思ったり、困ることがあっ

たら、いつでも相談することができます。セクハラ

相談員の連絡先は、入学の時に配付される「Stop 

Sexual Harassment」というパンフレットに載っ

ています。全学のセクシュアル・ハラスメント対策
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名　称 男子寮（安濃津寮） 女子寮（清和寮）

所在地 津市栗真中山町166大学まで徒歩15分 津市栗真町屋町字中新畑561大学まで徒歩3分

構　造 鉄筋コンクリート4階 鉄筋コンクリート3階

居　室 個室（14㎡） 個室（9㎡）

収容人数 109名 66名

寄宿料 月額　8,000円 月額　4,300円

食　事 補食室で自炊可能 補食コーナーで自炊可能

6帖 8帖～10帖

下　宿 10,000円～30,000円

アパート 30,000円～ 40,000円～

マンション 35,000円～ 40,000円～

http://www.lib.mie-u.ac.jp/

http://www.mucoop.jp/
通常

月～金曜日 8：45～21：45

土曜・日曜・祝日 9：00～18：30

授業休業期間中 月～金曜日 8：45～17：00

週 1回 週2回 週3回

家
庭
教
師

小1～中2 約18,000円 約25,000円 約34,000円

中3～高2 約19,000円 約29,000円 約39,000円

高3～受験 約21,000円 約32,000円 約44,000円

そ
の
他

時給は最低700円、普通は900円程度です。
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は、以下をご覧ください。

　人文学部では、障害者も学べるように対応をして

いますか。

ANSWER

　人文学部では障害のある方も充分に勉学に打ち込

んでもらえるよう、校舎に障害者用トイレ、スロー

プ、エレベータを設置し、また車椅子で教室に入れ

るように配慮し可能な限りのアクセスを保障するよ

うにしています。入学試験における事前相談につい

ては、指定の期日までに事前に問い合わせをしてく

ださい。

　岐阜から通学できますか。

ANSWER

　名古屋経由で通学している学生は多くいます。名

古屋から江戸橋まで急行で1時間です。名古屋始

発なので座席を確保できることも多く、その1時

間を使って予習をしたり、睡眠をとったりしている

ようです。

　地図で見ると三重大学は国道の近くに位置してい

ますが、人文キャンパスの雰囲気・環境について教

えてください。

ANSWER

　三重大学は国道の近くに位置していますが、人文

学部校舎は国道から離れた海岸に近い場所にあるた

め、騒音などに悩まされることはありません。キャ

ンパスは緑豊かで広々としています。

　人文学部に留学制度はありますか。

ANSWER

　人文学部または三重大学と、外国の大学との間で

合意された学部間または大学間の留学制度がありま

す。人文学部の学生がこれまで留学した大学は、タ

スマニア大学（オーストラリア）、シャルル・ド・ゴー

ル・リール第三大学（フランス）、リヨン政治学院

（リヨン第二大学、フランス）、エアランゲン・ニュ

ルンベルク大学（ドイツ）、江蘇大学（中国）、天津

師範大学（中国）、チェンマイ大学（タイ）、梨花女

子大学校（韓国）、東国大学校（韓国）、ノースカロ

ライナ大学ウイルミントン校（アメリカ）です。原

則として、派遣時において学部の2年次（エアラ

ンゲン・ニュルンベルク大学の場合は3年次）以

上に在籍している者が対象となります。独立行政法

人日本学生支援機構の短期留学推進制度（派遣）に

よる奨学金に申請できますが、採用率は低いのが実

情です。奨学金支給期間は6ヶ月以上12ヶ月以

内です。

　留学の他にも、タスマニア大学（オーストラリア）、

エアランゲン・ニュルンベルク大学（ドイツ）、天

津師範大学（中国）、シアトルパシフィック大学（ア

メリカ）での語学研修の制度があります。

　人文学部から海外へ留学した学生は何名います

か。

ANSWER

　留学制度枠を利用した人文学部の学生数（過去5

年間） については、右記の表の通りです。また、人

文学部の国際交流委員会は他の留学先の情報も提供

しています。なお、協定校以外のところへは休学に

より、私費もしくはいろいろな奨学金制度を利用し

て、留学することが可能です。

Q01

14 15
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留学について　Q01～Q10
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第1食堂

http://www.mie-u.ac.jp/gakumu/gakusoudan02.
html

2005

短期留学推進制度による留学 1名 タスマニア大学 4名

私費による留学 7名

江蘇大学 1名

梨花女子大学校 1名

東国大学校 1名

リヨン政治学院 1名

語学研修

タスマニア大学 7名

エアランゲン・ニュルンベルク大学 3名

天津師範大学 12名

2006

短期留学推進制度による留学 1名 エアランゲン・ニュルンベルク大学 2名

私費による留学 6名

リヨン政治学院 2名

梨花女子大学校 1名

天津師範大学 2名

語学研修

タスマニア大学 12名

エアランゲン・ニュルンベルク大学 2名

天津師範大学 5名

2007

短期留学推進制度による留学 1名 タスマニア大学 1名

私費による留学 3名

リヨン政治学院 1名

梨花女子大学校 1名

ノースカロライナ大学ウイルミントン校 1名

語学研修

タスマニア大学 11名

エアランゲン・ニュルンベルク大学 3名

天津師範大学 6名

2008

短期留学推進制度による留学 1名 江蘇大学 1名

私費による留学 2名
タスマニア大学 1名

エアランゲン・ニュルンベルク大学 1名

語学研修

タスマニア大学 5名

エアランゲン・ニュルンベルク大学 5名

天津師範大学 3名

シアトルパシフィック大学 11名

2009

短期留学推進制度による留学 2名 ノースカロライナ大学ウイルミントン校 1名

私費による留学 2名 タスマニア大学 3名

語学研修

タスマニア大学 4名

エアランゲン・ニュルンベルク大学 3名

天津師範大学 1名

シアトルパシフィック大学 4名
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習 2（1単位）」「英語 1コミュニケーション（2

単位）」「情報科学基礎（2単位）」（日本国憲法以

外は卒業に必要な単位となっています）「教職に関

する科目」〔本学部では、中学校教諭1種免許状は

31単位（教育実習4週間を含む）、高等学校教諭

1種免許状は27単位（教育実習2週間を含む）〕、

および「教科に関する科目」〔本学部では中学校教

諭1種免許状は28単位、高等学校教諭1種免許

状は 36単位〕が必要です。さらに中学校教諭 1

種免許状では「介護等体験」も必要です。「教職に

関する科目」のすべてと、「教科に関する科目」の

一部は卒業に必要な単位として認められませんので

負担は大きくなります。

　人文学部での教育実習は中学校・高等学校に行く

ことになりますか。

ANSWER

　そうです。教育実習は各自の出身校に依頼して行

います。3年生の最初に実習希望者は出身校へ内諾

依頼に行き、まず内諾を得ます。4年生のはじめに

教育実習生へのガイダンス、事前指導がなされて、

その後実習におもむくことになります。なお、実習

参加のためには、卒業できる見通しの単位取得状況

であること、教員免許状が取得できる見通しの単位

取得状況であること等の基準を満たしている必要が

あります。現在実習期間は中学校教諭1種免許状

の場合は4週間、高等学校教諭1種免許状の場合

は2週間となっています。なお、「介護等の体験」

は3年生のときに行うことになります。

　国語と社会、両方の教員免許をとることはできま

すか。

ANSWER

　4年間の在籍で2つの取得はきわめて困難です。

教員としての基礎知識になる部分は共通して使えま

すが、教科に対応する科目として求められるものが

非常に多いので、2つの免許をとることは並大抵の

ことではありません。教科に対応する科目のいくつ

かは「卒業に必要な自由選択科目」としても計算さ

れるので、入学時点から計画的に履修することが必

要でしょう。

　図書館司書・学校図書館司書教諭の資格について

詳しく説明してください。

ANSWER

　図書館司書資格は図書館法に規定している図書館

において専門的な職務に従事するための資格であ

り、学校図書館司書教諭資格は教員免許状取得者が

学校図書館において専門的な職務に従事するための

資格です。

　図書館司書の資格を取るために必要な授業（講座）

がよくわからないので教えてください。また、図書

館司書と学校図書館司書教諭では必修授業に違いは

あるのでしょうか。

ANSWER

　図書館司書資格を取得するには省令に定める必修

12科目と選択2科目以上を履修する必要がありま

す。2008年度以降の本学部での該当科目は以下

のとおりです。「生涯学習概論」「図書館情報学概論

A～B」「図書館経営論」「図書館サービス論」「文

献調査法A～B」「専門資料論」「資料組織法A～B」

「資料組織演習A～B」「児童サービス論」「学術情

報論A～B」「図書及び図書館史」「コミュニケーショ

ン論A～ B」「学術情報論演習A～ F」。省令で定

める条件を満たすためには2年間にわたって計画

的に履修する必要があります。

　学校図書館司書教諭資格を取得するには、教員免

許を取得するための科目等を履修し（見込みを含

む）、それに加えて学校図書館司書教諭講習科目5

科目を取得する必要があります。そのために本学部

では以下の科目を開講しています。「学校経営と学

校図書館」「学校図書館メディアの構成」「学習指導

と学校図書館」「読書と豊かな人間性」「情報メディ

アの活用」。

　カリキュラム上、図書館司書資格と学芸員資格を

2つとも取得することは可能ですか。

ANSWER

　可能ですが、かなりたいへんです。両方に重複す

る科目はほとんどありません。

　人文学部の中学教諭 1種免許と教育学部の中学

教諭 1種免許には違いがありますか。

ANSWER

　履修内容が違いますが、法律で決められているの

で特に違いはありません。

　学芸員の資格を取り、実際勤める場合どこの博物

館がいいですか。

ANSWER

　研究したものと関係ある所がよいでしょう。下の

Q09 も参照して下さい。

　学芸員の資格を取得して資格を生かした職につい

た人はいますか。また、ほかの就職活動にも有利に

なるのでしょうか。

ANSWER

　資格取得者は例年30名前後ですが、採用枠が非

常に少ないために、博物館等に採用された者はごく

わずかです。また、就職に有利か否かは職種によっ

て異なりますので一概に言えません。公務員として

　留学しているあいだの身分はどうなりますか。

ANSWER

　留学をする場合には、学部に在籍しての留学と、

学部を休学しての留学の 2つの方法があります。

協定校に留学する場合は、学部に在籍しての留学と

なり、留学期間は在学期間に算入され、限度はあり

ますが取得単位の互換ができます。「短期留学推進

制度」による奨学金に応募できるのは、この場合の

留学にあたります。

　協定校以外に留学する場合は、学部を休学して留

学することになり、この休学期間は在学期間に算入

されず、取得単位の互換もできません。

　短期の留学はできますか。

ANSWER

　カリキュラムがほとんど半年完結になっています

ので、単位の認定上は半年でも可能です。ただし実

際にはほとんどの学生が1年間留学しています。

　協定を結んでいる大学へ、留学した場合、1年間

でどれくらい費用がかかりますか。

ANSWER

　日本で生活するよりは安く生活できることが多い

です。Q01の ANSWER であげた実績のある10

校のうち、シャルル・ド・ゴール・リール第三大学

を除いた9大学の入学料と授業料は全額または一

部が免除されます。

　大学内の選考はどのようなものですか。何人く

らいの人が受けますか。

ANSWER

　選考は語学と面接試験があり、全学から各大学

2.5名程度が受けています。しかし派遣先や派遣時

期によって詳細が異なるので、留学説明会や掲示物

での情報に留意してください。

　語学研修への参加資格はありますか、また経費

負担額はどのくらいですか。

ANSWER

　参加資格は本学学生であるということです。経費

についてはタスマニア大学、エアランゲン・ニュル

ンベルク大学の場合、約 1ヶ月で、それぞれ 40

万円、30万円程度（旅費・滞在費含む）となります。

また、天津師範大学の場合、約半月で15 万円（旅

費・滞在費含む）となっています。

　「短期留学推進制度」（独立行政法人日本学生支援

機構からの奨学金を受けての派遣留学）で留学しよ

うとすると資格や定員枠はありますか。

ANSWER

　短期留学推進制度での留学については、大学内で

の選考試験を受けて短期留学推進制度に申請し、採

用されなければ奨学金を受けることはできません。

奨学金の採用枠については年度および地域によって

異なりますが、人文学部では例年1、2名となって

います。

　留学のメリットは何ですか。

ANSWER

　グローバル化する今の時代において海外生活の経

験を持つメリットは言うまでもありません。また、

言葉や習慣の異なる環境で、みずから物事を解決し

なければならない場面も多く、留学した学生の多く

は、留学前よりも自立し、自分の意見や考え方を持

てるようになるようです。

　人文学部には、何人の外国人留学生がいますか。

ANSWER

　現在、約40人の外国人留学生がいます。中国、

韓国、ドイツ、フランス、オーストラリア等からの

留学生です。

Q08

Q09

Q10

　教員免許状を取得するのにどのような科目をとれ

ばよいのですか。また、単位数はどれだけでしょう

か。負担が大きいでしょうか。

ANSWER

　教員免許状取得には「日本国憲法（2単位）」「ス

ポーツ健康学実習1（1単位）」「スポーツ健康学実
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就職し、その後に資格を持っているからということ

で、自治体の博物館に勤務することになり、資格が

生かされる場合があります。資格取得のためには相

当数の単位の取得が必要ですので、自分の進路をよ

く考えて資格取得に臨んで下さい。

　文化学科の講義で「社会福祉論」が受講できると

いうことを調べたのですが、社会福祉主事任用資格

がとれるのでしょうか。

ANSWER

　社会福祉主事は、福祉事務所などで生活保護法、

児童福祉法などで定める援護、育成または更正に関

する事務を行う職員です。任用されるためには、「大

学等において、厚生労働大臣の指定する社会福祉に

関する科目を修めて卒業した者」であることが必要

です。「社会福祉論」のほかに、法学・経済学・社

会学・経済政策などが指定された科目となっており、

これらの中から「3科目以上」とされているので、

人文学部で勉強しても充分に履修できます。資格の

証明は、卒業証明書あるいは成績証明書で行なわれ

ますので、単位を取得していれば対応できます。

　社労士をめざしている人はいますか。そのための

講座を開いていますか。

ANSWER

　開設していますが、基本的には関連分野の科目を

履修しながら自学自習というかたちでがんばってい

くことになります。

ツアーズ、物流関係としては、ヤマト運輸、日本通

運、名鉄運輸、販売関係としては、イオン、近鉄百

貨店など、そのほかでは、NTT、JR東海、鹿島建

設、中外製薬、シャープ、JAグループなど、多種

多様な企業に就職しています。

　なお、男子学生も、女子学生同様、特定の業種に

偏ることなく県内外の多様な企業への就職を決めて

います。

　マスコミ関係に就職した人はいますか。

ANSWER

　両学科とも若干名います。かなり厳しいところが

ありますが、それでも過去には、NHK、ZTV、四

日市ケーブルテレビ、松阪ケーブルテレビ、RCC

中国放送などの放送局、また、読売新聞社、中日新

聞社、伊勢新聞社などの新聞社に就職しています。

　アナウンサーやレポーターになった人はいます

か。また、アナウンサーになるには言語をいっぱい

学んだ方がいいのですか。

ANSWER

　少数ではありますが、現在、アナウンサーやレポー

ターとして活躍している卒業生がいます。アナウン

サーになるには、語学の知識はもちろんですが、あ

わせて一般常識や時事問題に関する知識も要求され

ると思われます。

　公務員は、どのようなところに就職していますか。

ANSWER

　三重県、岐阜県などの都道府県庁、さらに津市、

鈴鹿市、松阪市や名古屋市、一宮市などの東海地方

の市役所には、例年多くの学生が就職しています。

そのほかにも、財務省北陸財務局、厚生労働省静岡

労働局、名古屋国税局、津地方法務局、大阪税関、

三重県警をはじめとする近隣県警などに就職してい

ます。

　三重大学を卒業して国際公務員になる人はいます

か。とくにユニセフなどで働く人はいますか。

ANSWER

　文系の人が国際公務員試験を受験するためには大

学院修士課程を修了することが必要になります。法

律経済学科で国際関係論や国際法や国際組織法のゼ

ミに所属して、指導教員と相談してふさわしい大学

院に進学することによって受験は可能になります。

　弁護士、公認会計士になる人はいるのですか。

ANSWER

　少数ですがいます。本学卒業生の中から、法

科大学院を経て司法試験に合格した人もいます

（CHAPTER4 Q&A12 を参照）。そのほかにも、

各種の資格取得、検定試験合格をめざし多数の学生

が勉強しています。

　公務員への就職対策用の講義が開かれています

か。

ANSWER

　公務員試験に役立つ授業はたくさんありますが、

正規のカリキュラムとしては、公務員への就職対策

用の授業はありません。このような就職対策の勉強

は、受験する学生が自主的に行っています。学生同

士が自主的に勉強会を開いている場合もありますの

で、それに参加することも考えられます。また、3

年生になると必修科目としてゼミ演習があり、同

じ目標を持ったゼミの仲間同士が切磋琢磨してがん

ばっているゼミもあります。

　なお、生協の公務員試験対策講座が、現在は人文

学部の校舎を利用して、休暇中は集中的に、学期中

は毎週1、2回程度夜間に開講されています。公務

員を希望する多くの学生が参加しています。

　中学校、高校の教員にはどれくらいの人数の学

生がなっていますか。

ANSWER

　採用枠が少ないこともあり、公立、私立をあわせ

て例年教員に正規採用されるのは数名程度です。

　図書館司書は資格を取った人の約何パーセントぐ

らいが就職したのか教えてください。

ANSWER

　パーセントではわかりませんが、学芸員同様、採

用枠は多くありません。また、最近では、採用枠が

少ないために、行政職として市町村役場等へ就職し、

その後図書館司書職に就く学生もいます。

　人文学部ではどのような就職支援を行っているの

ですか。

ANSWER

　職業の選択をする場合は、教員が学生の興味を聞

きながらアドバイスを行います。また、インターン

シップ制度を使って、実際に役所や企業で働きなが

ら仕事の適性を考えることも可能です。その他、ガ

イドブックの配布や説明会、研修会の開催など、さ

まざまなキャリア支援を行っています。大学全体で

は、就職支援チームを組織して、さまざまな就職情

報を閲覧できるシステムを整備しています。さらに

キャリアカウンセラー（就職・進路相談員）も常駐

しています。

　就職した卒業生の方から話を聞く機会は設けられ

ていますか。

ANSWER

　就職を希望した学生のうちの就職率は何%です

か。

ANSWER

　2010年 3月の卒業生について、下表のような

結果が出ています。（ ）内は女子のみの数値です。

　人文学部で学んだ知識を生かすことのできる就職

先としてどのような職種がありますか。

ANSWER

　大学で学んだ専門知識がそのまま生かされる就職

先は、狭く考えると教職や図書館司書、学芸員、大

学、研究所における専門的な研究職、公認会計士、

税理士、弁護士等法曹界などがありますが、多くの

学生はさまざまな民間企業に就職しています。文化

学科では各地域の言語や文化を中心に、法律経済学

科では法律、政治、経済、経営に関する専門的な基

礎知識や考え方を修得していきます。最近の製造業

やサービス業など多くの民間企業の活動は、国際化、

情報化されてきています。さまざまな局面で皆さん

が学んだことは生かされる可能性がありますが、よ

り重要なのは問題解決能力です。世の中には「正解

のない」問題や疑問がたくさんあります。これらに

ついてどう考え、どう答えを探っていくか、それぞ

れの専門分野の基礎知識を学ぶことによって身につ

けることのできる問題解決能力こそ、将来役に立つ

はずです。

　人文学部卒業者は就職で有利な点がありますか。

ANSWER

　これまで卒業生が全国各地に就職しており、実績

を上げているので全国的な優良企業からの求人が多

いこと、また地元（東海地区）の国立大学法人であ

ることから、地元企業からの求人も非常に多い、と

いう点でしょう。

　県外からきた学生の就職状況はどのようになって

いますか。

ANSWER

　就職先は、特に県内・県外を問わず概ね本人の選

択によります。県内出身者も他府県で就職する件数

が増加していますが、全体としては特に東海地区で

の就職が多いといえます。

　女子学生の就職先（民間）を具体的に教えてくだ

さい。

ANSWER

　最近の女子学生の就職先（民間）の例を挙げると、

次のような企業があります。金融・保険関係として

は、百五銀行、三重銀行、名古屋銀行、東京海上日動、

損害保険ジャパン、日本生命など、旅行関係として

は、日本航空インターナショナル、JTBワールド
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2009年度 人文学部 就職状況（2010年 5月1日現在）

就職希望者 就職者 就職率

文化学科 87（73）人 82（69）人 94.3（94.5）％

法律経済学科 153（90）人 141（83）人 92.2（92.2）％



そこが知りたい 2011

　文系の大学院進学におけるメリット、デメリット

は何ですか。

ANSWER

　大学院では、自分の研究テーマについて深く学ぶ

ことができます。指導教員について少人数のゼミで

学ぶことができます。次のA02にあるように、教

職の専修免許も取得できます。デメリットはとくに

ありません。

　大学院ではどのような学位や資格がとれるのです

か。

ANSWER

　地域文化論専攻においては「修士（人文科学）」、

社会科学専攻においては「修士（社会科学）」の学

位が取れます。また、学部で中学校または高等学校

の1種免許状を得た人は、教育職員免許状取得の

ための教科に関する科目を必要単位以上取得するこ

とで、中学校、高等学校の 教諭専修免許を取得す

ることが出来ます。地域文化論専攻では中学校教諭

専修免許状（国語、社会、英語）、高等学校教諭専修

免許状（国語、地理歴史、公民、英語）、社会科学

専攻では中学校教諭専修免許状（社会）、高等学校

教諭専修免許状（公民） が取得できます。大学や短

大で研究職に就くにはさらに博士課程に進学する必

要があるでしょう。また、社会科学専攻においては、

法律学または財政学に属する科目に関する研究によ

り学位（修士）を授与された場合には、税理士試験

の受験科目の一部が免除になる場合があります。

　毎年行われる就職ガイダンス等で、卒業生や就職

が決まった先輩に体験談を聞いたり、質問をしたり

する機会があります。

　この他、就職状況・就職活動の流れ、先輩の体験

記などは人文学部ホームページの「就職手引き」コー

ナーや「リクルート体験記」のコーナーなどに詳し

く掲載されていますのでこちらも参照して下さい。

Faculty of Humanities,Law and Economics

〒514-8507 三重県津市栗真町屋町1577

三重大学人文学部チーム　学務担当

TEL：059-231-9197 

E-mai l：h um -ga k umu@ab .m i e - u . a c . j p

ホームページは以下の通りです。

http:/ /www.human.mie-u.ac.jp

　三重大学人文学部ホームページには、入試・オープンキャンパス

などに関する最新情報を掲載しております。ぜひご覧ください。

　また、より詳しい情報を提供するために、要望があれば進学説明会に

出向いております。関心のある方は下記にご連絡ください。

著作・編集：三重大学人文学部広報・地域連携委員会

制作

株式会社　コミュニケーションサービス

人 文 学 部 広 報 ・地 域 連 携 委 員 会 よ り

　大学院への進学状況を教えてください。

ANSWER

　最近の大学院への進学者数は次のとおりです。

Q01

Q02

Q03

文化学科 法律経済学科（旧社会科学科）

三重大学
人文社会科学研究科 他大学大学院 合計 三重大学

人文社会科学研究科 他大学大学院 合計

2001年度 7 4 11 3 6 9

2002年度 6 8 14 3 3 6

2003年度 2 2 4 7 4 11

2004年度 6 2 8 2 6 8

2005年度 4 6 10 5 1 6

2006年度 7 7 14 5 4 9

2007年度 1 3 4 5 7 12

2008年度 7 2 9 3 5 8

2009年度 7 3 10 3 7 10

2010年度 5 7 12 2 5 7
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http://www.human.mie-u.ac.jp/shinro/tebiki/
index.html
http://www.human.mie-u.ac.jp/shinro/taikenki/
index.html
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