
Mie University 

Online Exchange Program (April 2022) 
 

We will be running the ONLINE exchange program for students of partner universities in 

April 2022. 

 

◆This time, only the Center for International Education and Research(CIER) will be accepting 

students. Basically, students choose one course between the bellow two for one semester. In 

addition, they may take another few courses of CIER as well. 

 〇Course for beginners 

Communication in Japanese A Tue. 14：40～16：10（Japan Standard Time） 16 classes 

 

 〇Course for upper intermediate 
   Level：N2 or N3 of Japanese-Language Proficiency Test 

Intermediate Ⅱ Reading A Tue. 14：40～16：10（Japan Standard Time） 16 classes 

 

◆You will be asked to choose your preferred course on the application form, but you will be 

given a test to determine your Japanese level before classes begin. Please note that the course 

may be changed based on the results of the test. 

 

◆Students are required to attend all classes unless there is a compelling reason not to. 

 

◆Although these courses will be conducted as regular class at Mie University, students can get a 

academic transcript, which can be used as credits at home university. 

 

◆We can accept only １ student from each university for this online program. 

 

◆Students who participate in this program will be counted as an exchange. 

 

◆The following application documents are required to be submitted by the person in charge of 

partner university during the registration period. 

   

□Nomination list 

  □Application Form for Admission of online exchange student in April 2022 

   □Certificate of Enrollment 

□Recommendation by head of your department or by a person above the position of the 

head of your department (must be written ”To President of Mie University”)   

□Copy of Japanese-Language Proficiency Test Certificate of Result and Scores(if you have 

ever taken the test) 

 

Registration Period:  

November 5（Fri）, 2021 ― November 26（Fri）, 2021 



三重大学  

学術協定校特別聴講学生 

募集について (2022 前期)（オンラインコース） 

 

三重大学では 2022 年４月期に協定校向けの半期のオンラインコースを２科目開講する予定です。 

◆今回は国際交流センターのみの受入となります。２つのオンライン授業のうち一つを選択できます。

また、国際交流センターの別の科目を受講できる可能性もあります。 

 〇初級者向けコース 

日本語コミュニケーション A 火曜日 14：40～16：10（日本時間） 16 回 

 

〇中・上級者向けコース 

   レベル：日本語能力試験 N2・N3程度 

中級Ⅱ 読解 A 火曜日 14：40～16：10（日本時間） 16 回 

◆願書で希望のコースを選択いただきますが、授業開始前に日本語レベル判定試験を行います。その

結果でコースが変更となる可能性もありますので、予めご了承ください。 

◆受講者はやむを得ない理由を除いて、原則全回の授業に出席することが求められます。 

◆いずれの授業も三重大学の正規の授業です。成績証明書を発行しますので、派遣元大学で単位とし

て読み替えていただくことが可能です。 

◆このオンラインコースは各協定校から 1 名のみ応募が可能です。 

◆お申し込みの人数は、協定校間の交流の１枠として数えますので、渡日する留学とオンラインコースに

申し込み枠数をご確認のうえ、申請いただきますようお願いいたします。 

◆協定校のご担当者は次の出願書類をとりまとめ、申込期間内にご提出ください。 

 

          □ノミネーションリスト 

          □2022 年度 4 月期オンライン学術協定校特別聴講学生入学願書 

          □在籍証明書 

          □学長宛の推薦書（学科長以上からの推薦） 

          □日本語能力試験の成績証明書の写し（受験経験がある場合のみ） 

 

申込期間： 

 2021 年 11 月 5 日（金）～2021 年 11 月 26 日（金） 

 


