
協定校留学近況報告書 

 

記 入 日 2014年 1月 7日 

留 学 先 大 学 ヨーク大学 

留 学 先 での所 属 学 部 等 

特定の学部･研究科等に所属している（以下に学部等名を記入） 

※学部等名（日本語）：     ，（現地言語での名称）：      

特定の学部等に所属せず様々な学部等の授業を履修している。 

その他：      

留 学 期 間 2013年9月－2014年5月 

明 治 大 学 で の 所 属 商学部商学科     専攻 /      研究科     専攻 

学年（出発時本学での学年） 学部3年生／研究科 博士前期課程 博士後期課程     年生 

Ｉ. 出発前にどのように情報を集め、準備をしましたか。しておいて良かったこと，準備不足だったこと，ぜひ次の学

生に準備としてアドバイスしたいことを記述してください。 

主に向こうの大学のホームページを利用して、授業や寮についての情報を集めていた。また、過去にヨーク大学へ留学したことのある先

輩からも色々教えて頂いた。 

授業では、想像していたものと現実のギャップが必ずあるので、候補は多めに挙げておいた方がよいと思う。 

Ⅱ-1．留学のための渡航前手続き（留学ビザ） ※詳細に記入して下さい 

ビザの種類：学生ビザ 申請先：カナダ大使館 
ビザ取得所要日数：約２週間 

（申請してから何日／週間要したか） 
ビザ取得費用：１００ドル程度 

ビザ取得のためにどのような書類の提出が求められましたか？また，どのように手配しましたか？ 

銀行口座残高証明書、証明写真、大学の入学許可書。 

具体的な申し込み手順を教えて下さい。 

オンライン申請 

ビザ取得の際に，留学先国大使館で面接のあった方は，どのような質問を受けましたか？ 

オンライン申請のため、面談なし。 

ビザ取得に関して困った点・注意点 

なし。 



Ⅱ-2．留学のための渡航前手続き（その他の事前準備について） 

その他済ませておくべき準備があればお書き下さい（現地での現金調達準備，携帯電話購入，荷物運送など） 

現地で使えるクレジットカードを準備した。また、日本で使っている携帯は解約せず、一番安いプランに切り替え、現地でレンタル。 

 

Ⅲ．現地到着後のながれ 

1.到着時の様子 

利用航空会社 シンガポール航空、エアカナダ 

航空券手配方法 
エクスペディア 

※利用した旅行社・旅行サイト，格安航空券情報等があれば記入して下さい。 

大学最寄空港名 ピアソン国際空港 現地到着時刻 ２３：３０ 

ｷｬﾝﾊﾟｽへの移動手段 

大学手配の

出迎え 

知人の出迎え 公共交通機関 

 （ バス 電車）      

タクシー  その他                      

移動の所要時間 約２時間 

空港からｷｬﾝﾊﾟｽへの移動の際の注意点，タクシー・公共交通機関で移動する際の行き方，料金等 

空港から出ているシャトルバスにのり、地下鉄を使えば$３でキャンパスまで行ける。 

大学到着日 ９月２日２時頃 

2.住居について 

到着後すぐに住居 

入居できましたか？ 

はい 

いいえ 

いいえを選んだ方：     月     日から入居可能だった。 

住居のタイプ 寮       アパート        その他（     ） 

部屋の種類 一人部屋  二人部屋       その他（     ） 

ルームメイト 日本人学生 他国からの留学生 その他（     ） 

住居を探した方法 大学の斡旋 自分で探した    その他（     ） 

住居の申込み手順 大学へ、部屋のタイプなどの希望を添えた書類を提出する。 

住居は渡航前に，また渡航後すぐに見つかりましたか？トラブルはありましたか？ 

メールでのやり取りで、向こうの返答がかなり遅かったのにかなり苦労した。 

3.留学先でのオリエンテーションについて 

ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝの有無 あった  なかった 

日程 ９月５日 

参加必須ですか？ 必須   任意参加 

参加費用は？ 無料   有料（金額：     ） 

内容と様子は？ 留学生に対して、大学の行事に関する情報提供や、留学生活を充実させるためのいくつかのイベントを紹介

していた。 

留学生用 

特別ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ 

あった  なかった 

授業開始日 ９月９日から   



Ⅳ. その他、渡航してから必要な手続きについて 

1．現地で滞在許可等の申請の必要はありますか？いつ、どこで、方法は？日数、料金は？トラブルは？ 

すべて渡航前に手続きは済んでいたので、特に申請の必要はなかった。 

2．その他現地でした手続きは？（健康診断、予防接種等）いつ、どこで、方法、日数、料金は？トラブルは？ 

なし。 

3．現地で銀行口座を開設しましたか？手続方法、必要書類、日数、料金は？トラブルは？ 

学生用として、キャンパス内に銀行窓口があり、そこで開設した。その場ですぐに無料で開設できた。 

4．現地で携帯電話を購入しましたか？手続方法、必要書類、日数、料金は？トラブルは？ 

自分はレンタルした。最初にデポジットとして＄100支払い、その後は＄３５/月 だった。 

Ｖ. 履修科目と授業について 

1.履修登録はいつどのような形で行いましたか？ 

出発前に（８月１日頃） 

オンラインで登録 志願書類に記入して登録 できなかった その他（     ） 

到着後に（     月     日頃） 

オンラインで登録 国際オフィス等の仲介  できなかった その他（     ） 

登録時に留学生として優先されることは あった        なかった 

優先が「あった」方はどのように優先されましたか？ 

      

優先が「なかった」方はどのように登録しましたか？  

自分の取りたい授業を偶然一発でとれたので、教授に頼み込む必要もなかった。 

出発前に授業を登録した方は，現地で変更・追加できましたか？また希望通りの授業が取れましたか？ 

授業が始まってから最初の一ヶ月以内であれば、変更・追加出来るので、授業の様子を見つつ修正できたのはよかった。 
  



Ⅵ. 一週間のスケジュール 授業時間、課外活動、勉強時間等、毎日の生活について記入してください。 

 月 火 水 木 金 土 日 

7:00 
                  起床                   

8:00 
起床 起床 起床 授業チュートリアル

（少人数制） 

                  

9:00 
            授業の予習 授業終了       起床 起床 

10:00 
友達とキャンパス

内のジムで筋トレ 

            オフィスアワー 

分からない箇所を

TAに質問しに行く 

起床 ロンダリーで 

洗濯 

      

11:00 
                                          

12:00 
昼飯 昼食 昼食 昼食 昼食 昼食 昼食 

13:00 
                        来週の授業

の予習 

      友達とダウン 

タウンで買い物 

14:00 
図書館で予習 バトミントンクラブの

練習に参加 

授業の予習 講義開始       キャンパス近く

のウォルマート

で食料調達 

      

15:00 
友達とキャンパス

内のカフェで 

休憩 

                  バトミントン 

クラブの練習

に参加 

            

16:00 
            講義開始 講義終了                   

17:00 
      夕飯       学生団体の定期 

ミーティングに参加 

      友達とジムで 

筋トレ 

      

18:00 
夕飯                   夕食             

19:00 
講義開始 寮のコモンルームで

ハウスメイトと一緒に

くつろぐ 

講義終了 

次の講義へ 

夕食       夕食       

20:00 
                  ハウスメイトとキャン

パス内のパブへ飲み

にいく 

読書や映画

鑑賞 

      ダウンタウンから

帰宅 

21:00 
      部屋で授業の予習・

復習 

                  パブへ飲みに 

いく 

夕食 

22:00 
講義終了       講義終了                   明日の授業に

備えて予習 

23:00 
      友達と寮にある 

ビリヤードや卓球を 

して、勉強のストレス

を発散 

夕飯                         

24:00 
読書・就寝 読書・就寝 読書・就寝 就寝 読書・就寝 就寝 読書・就寝 

Ⅶ. 現在までの感想  

留学先大学、プログラムについて、授業、宿舎、生活全般についてなど、自由に書いてください。 

カナダのトロントにあるヨーク大学は、世界１５５カ国以上からの留学生が集まる国際色豊かな大学で、その人種の多様性で

は世界トップクラスであると思います。寮はキッチンなし、シングルルームの、昔からある学生寮で生活しています。バスルー

ムは共用。寮にはコモンルームがあり、暇な時はそこへ行けば誰かしらいるので、友達は比較的出来やすいです。共有する

時間が長いハウスメイトとは親密な友好関係が構築できるのも、学生寮の良いところだと思います。キッチンがないのでキャ

ンパス内での外食になりますが、キャンパス内にはトロントらしく様々な国のレストランがあるので飽きることはありません。その

他、キャンパス内には学生運営のパブがいくつかあり、週末は友達と飲みに行っています。授業については、とにかく宿題の

分量が日本とは比にならないくらい多いです。内容はオーソドックスなものが多いですが、英語が一つのネックとなるので毎

週の予習を怠ると軽く振り落とされます。学生の本分を本当の意味で痛感している気がします。 

留学先大学を目指す学生に向けてのアドバイスをお願いします。 

留学は想像以上に楽しく、辛く、驚きに満ちた体験を与えてくれるものだと思います。人との出会いはもちろん、様々な世界

に遭遇し、自分の世界が広がりました。志望動機はともかく、社会へ出る前に一度、日本の異質な文化から抜け出し 

”Freedom”を感じるのも悪くないと思います。少しでも留学したいと考えている人は是非挑戦してもらいたいです。また、ヨー

ク大学へ留学を考えている人は寒さに強いことが必須条件だと思います。 
 


