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Campus
Life!

三重大学
人文学部に
入学して
よかったこと

美しい環境と
豊かな交流が
人を育てるキャンパス
学生はそれぞれのライフスタイルに合わせ
キャンパスライフを楽しんでいます。
三重大学人文学部では、
学生が暮らしやすい環境が整っています。

安心の学生寮
本学には、3つの学生寮があり快適な学生生活を過ごせます。

経済的なサポートによって学生生活を応援

近鉄 通学定期券（目安）

2022年3月現在

2022年3月現在

名古屋駅 江戸橋駅
●1ヶ月 5,910円 ●3ヶ月 16,850円 ●6ヶ月 31,920円

宇治山田駅 江戸橋駅
●1ヶ月 5,430円 ●3ヶ月 15,480円 ●6ヶ月 29,330円

最寄駅から徒歩で登校できる
本学は、最寄りの近鉄江戸橋駅から
徒歩で約15分とアクセスも便利

始業時刻

８：50から

奨学金の種類

第一種奨学金

第二種奨学金

備　　考
貸与金額（月額）

自宅通学 自宅外通学
45,000円 40,000円・51,000円

20,000円・30,000円

20,000～120,000円
（10,000円単位）の中から選択

無利息の奨学金

学部・大学院在学生数 日本学生支援機構 地方公共団体 民間育英団体
人文学部 396 0 3

人文社会科学研究科
1,143

31 2 0 0

卒業後年3％を
上限とする利息

男　子　寮

女　子　寮

国際女子寮

8,000円

7,100円

5,900円

大学まで徒歩15分

大学まで徒歩3分

キャンパス内

1人

1人

1人

14㎡

9㎡

13㎡

109人

60人

75人
日本人50人
外国人25人

※光熱費、上下水道費含まず

名　称 収容人員数 1部屋
当たり 面　積 寄宿料

（月額） 備　考

先輩に
聞いた

上記の詳しい説明、その他最新情報などを
三重大学人文学部のWEBサイトでご覧いただけます。

高等教育の修学支援制度
三重大学は、国が実施する「高等教育の修学支援制度」の対象機関に認定されて
います。
高校で予約申請または大学入学後に申請していただき、採用になった場合、入学
料減免、授業料減免、給付奨学金が受けられます。
※支援金額は、収入に関する基準に基づく区分ごとに定まっています。どの区分に認定される
かは、申請時に提出していただくマイナンバーを用いて、日本学生支援機構にて決定されます。

奨学金制度
経済的理由により修学が困難で、学業成績及び人物ともに優れた学生に対し、日
本学生支援機構が奨学金を貸与する制度があります。

第Ⅰ区分

第Ⅱ区分

第Ⅲ区分

全額免除

2/3免除

1/3免除

【支援金額（生活保護世帯及び児童養護施設等から通学する者の奨学金月額はカッコ内の金額）】

給付奨学金（月額）収入に関する
基準に基づく区分

入学料・授業料
減免額 自宅通学 自宅外通学

29,200円

19,500円

9,800円

66,700円

44,500円

22,300円

（33,300円）

（22,200円）

（11,100円）

私は現在、中学校の社会科教諭として教壇に立っています。人文学部
で教職課程を履修する最大のメリットは教員となるために不可欠な
教育学を学びながら、自らの専門分野の研究も進められることだと考
えます。私自身も学生時代は学部内で同じ志を持つ友人と切磋琢磨
しながら高め合い、現在は互いに同じ職に就いています。
特に中学校・高校では学生時代に研究した専門分野を授業でも活か
せるので、生徒は学習課題についてより深く学ぶことができます。私
は自らの教養も活かしながら、日々子どもたちと関わる仕事にとても
やりがいを感じているので、人文学部に入学してよかったと心から思
えます。

文化学科　M.M．さん

教　職

私は三年次冬季より一年間、交換留学生としてフランスのリール
第三大学に留学しました。フランスでは、授業を通して一年次より
学習してきたフランス語を、実践的なレベルへ高めると共に、フラ
ンスの社会や文化に肌で触れることで、フランス社会学ゼミ生とし
て多くの学びを得ることができました。
帰国し、就職活動を終
えてみて私が強く感じ
たのは「自分が外国人
になってみる」という経
験は、国際化が進む社
会を生きていく上で、大
きな力になるというこ
とです。
貴重な大学生活、国際
交流に興味がある人は、
ぜひ留学に挑戦してみ
てください。

私は学生寮で暮らし始めて４年目になります。いつも深夜まで遊ん
だり、トレーニング室で体を鍛えたり、共に自炊をしてご飯を食べ
たりと、充実した毎日を送っています。冬には皆で鍋パーティーを
するのが一番の楽しみです。寮費がとても安い点も魅力です。
私はバスケが大好きで、部活・サークル両方に所属しています。
自分と趣味が合う人たち
と人間関係を広げること
ができることが大学生活
の魅力だと感じます。
バスケ以外にもBBQや
スノボ、ショッピング、飲み
会などして毎日を楽しんで
います。

文化学科　Ｙ．Ｋ．さん

法律経済学科　Ｔ.Ｋ.さん

私は、「邦楽部」という和楽器を演奏する部活に所属しています。
部活動は、ただ楽しいだけのものではありません。

まず、組織の一員として動く意味
を学べます。演奏会といったイ
ベント運営は難しいものでした
が、その中で自信が成長し、全員
で協力し成し遂げたことに達成
感を得られました。次に、人間関
係が広がります。仲間ができ、演
奏実施に協力いただいた企業・
団体、演奏を聴いてもらえた地
元の方々に喜んでもらえ、結果
的に地域貢献ができたと実感し
ています。
何かに打ち込めるものが増える
と、大学生活がより充実しますよ。

法律経済学科　M.S.さん

部　活

留　学

学　寮
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