
協定留学近況報告書 

記 入 日 2015年 11月 11日 

留 学 先 大 学 アルバータ大学 

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）：ビジネス学部，（現地言語での名称）：School of Business 

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 2015年8月－2016年4月 

明 治 大 学 で の 所 属 商学部商学科グローバルビジネス専攻 /      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。 

①明治大学の授業を一生懸命勉強する（留学先で関連する授業を取る時に、基礎知識があると役立つ） 

②留学先で使われていそうな教科書を図書館から借りて読む 

③留学した先輩・知人から話を聞く 

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：Study Permit 申請先：Government of Canada 

ビザ取得所要日数：一週間ぐらい 

（申請してから何日／週間要したか） 
ビザ取得費用：150CDA 

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？ 

ビザ申請書 IMM1294E（カナダ政府ホームページからダウンロード, PC で記入）、パスポートコピー、顔写真（5cm×5cm）、

銀行残高証明書（カナダドルで）、acceptance letter 

具体的な申し込み手順を教えて下さい。 

①カナダ政府のホームページ（http://www.cic.gc.ca/english/study/index.asp）を訪れる 

②GCkeyで個人 Account を作る 

③申請用紙をダウンロードし、記入。その他の書類とともに提出する ※オンラインで提出する。  

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？ 

      

ビザ取得に関して困った点・注意点 

先輩や知人の話を聞く限り、ビザ取得にかかる日数は個人によって異なる（一週間から一ヵ月ほどまで）。焦る必要はない

が、できるだけ早い段階で申請するのが好ましい。またビザに関する情報は変わるので、注意が必要。 

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） 

留学先（国・大学）に留学した先輩がいれば、連絡を取ることを薦める。ビザ取得や、現地の学生生活、個人的アドバイスが

得られる。 



 

Ⅲ．現地到着後のながれ 

1.到着時の様子 

利用航空会社 Air Canada 

航空券手配方法 
Air Canada ホームページ 

※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 Edomonton International Airport 現地到着時刻 15時 

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 40分-50分 

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 

バス、電車、タクシーの 3手段があるが、タクシーを薦める（Air Canadaはスーツケースを 2つ、手荷物 2つを運べ、荷物が

多いため）。 

大学到着日 8月 24日 5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 アルバータ大学の residence ホームページ（https://www.residence.ualberta.ca/apply）で申請

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？ 

渡航前に申し込み、寮を確保できた。早めの申請が必要。締め切りに注意。 

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 8月 31 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？ 学部ごとのオリエンテーションがある。内容は、授業について、学校ツアーなど。 

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 1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？ 

いいえ 

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？ 

いいえ 

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？ 

いいえ 

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？ 

いいえ 



 

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（6月     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？  

Bear Track と呼ばれるホームページで履修登録を行う（Oh-o! Meijiに似たホームページ）。 

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？ 

空席があれば履修可能。 

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 
                                          

8:00 
breakfast breakfast breakfast breakfast breakfast breakfast breakfast 

9:00 
MARK 301 study  MARK 301 study MARK 301 study study 

10:00 
      ↓       ↓       ↓ ↓ 

11:00 
SMO 301 ↓ SMO 301 ↓       ↓ ↓ 

12:00 
kunch lunch lunch lunch lunch lunch lunch 

13:00 
      gym       gym study gym study 

14:00 
BUEC 342 study BUEC 342 study ↓ study ↓ 

15:00 
      ↓       ↓ ↓ ↓ ↓ 

16:00 
study ↓ study ↓ ↓ ↓ ↓ 

17:00 
      ↓       ↓ ↓ ↓ ↓ 

18:00 
dinner dinner dinner dinner dinner dinner dinner 

19:00 
study study study Samba class study study study 

20:00 
                                          

21:00 
                                          

22:00 
                                          

23:00 
                                          

24:00 
                                          

 



 
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。 

①大学について 

アルバータ大学は international students が多く、カナダ自体も多民族国家であるため、大学内で色々なバックグラウンドの

生徒に会うことができます。また留学生に対する支援も整っており、留学先としては良い選択肢の一つだと思います。しかし

ながら、町が高緯度に位置しているため、冬は厳しい（マイナス２０度）のが難点です。多くの学生が一生懸命日々の学習に

取り組んでいるため、学習意欲の高い学生には良い環境が整っていると言えます。 

 

②寮について 

現在 Internatioal House という寮に住んでいます。名前通り、留学生とカナダ人学生合わせて 120 人ほど住んでいます（６

階建て）。留学生が住める寮は、hub、schaffer Hall と international houseですが、international house を薦めます。個人の

好みもありますが、hub/schaffer はあまり良い噂を聞きません。international house の個室にはトイレとシャワーがあり、キッ

チンは共用です。色々な国の学生と生活するので、互いに文化を学ぶことができます。イベントも多く開かれています。 

 

③保険について 

アルバータ大学では、明治大学の海外保険に加えて大学独自の保険に入る必要があります。その代わり、大学内のクリニッ

クが無料で（症状・治療による）使えるので、健康に自信のない方に薦めます（海外保険を使った治療より、手続きが簡単だ

と思います）。 

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。 

①留学までに多くの情報を集めることを薦めます。 

先輩、知人だけでなく、インターネット上のブログも参考になります。情報を集めていくうちに、実際の生活と自分の予想のギ

ャップを認識することができ、ギャップを埋めるための手段を講じることが可能だからです。 

 

②勉強してください。 

明治大学の授業に一生懸命取り組んでください。英語力の向上に努めてください。例えば、普段の授業でクリティカルな思

考を鍛えたり、英語で開講されている授業を取ったり、図書館で洋書の教科書を読んだりなど、日本にいながらできることは

たくさんあります。 

 

準備をすれば、留学は非常に楽しく充実したものになると思います。個人的に質問があれば、ぜひ連絡ください。 

I am glad yo help you!! 

 


