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 留 学 報 告 書  
記入日：2012 年 10 月 12 日 

 

所属学部／研究科・学科／専攻 国際日本学部 国際日本学科 

留学先国 カナダ 

留学先高等教育機関名 

（和文及び現地言語） 

ヨーク大学 

York University 

留学期間 2011 年 8 月～2012 年 4 月 

留学した時の学年 3年生（渡航した時の学年） 

留学先での学年 年生（留学先大学で在籍した学年） 

留学先での所属学部等 特定の学部等に所属しなかった。 

帰国年月日 2012 年 4 月 10 日 

明治大学卒業予定年 2015 年 3 月 

留学先大学について   

形態 国立 公立  私立  その他 

学年暦 

1 学期：９−１２月 2学期：１−３月 3学期： 

（記入例/１学期：４月上旬～７月下旬,２学期：９月中旬～２月上

旬） 

学生数 45,890 人 

創立年 1959 年 

 

留学費用項目 

 

現地通貨 

(CAD ) 

円 備考 

授業料 0 円  

宿舎費 6500CAD 円  

食費 1600CAD 

 
円 外食をあまりせず自炊を心がけました 

図書費 200CAD 円 Usedで購入したためやすくなりました 

学用品費 0 円 文房具は大学のイベントごとに無料でもらえます 

教養娯楽費 500CAD 円  

被服費 600CAD 円 冬にコート、ブーツを購入 

医療費 0 0円  

保険費 
1500CAD 円 

形態：明治大学から指定の保険に入るようにいわ

れます 

渡航旅費 2600CAD 円 １年オープン 

雑費 500CAD 円  

その他 1000CAD 円 旅行費 

その他  円  

その他  円  

合計 15000CAD 約１２０万円  
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渡航関連 

渡航経路：成田→トロント 

渡航費用 

      チケットの種類  １年オープン 

      往路        

      復路        

      合計       ２１万円 

渡航に際して利用した旅行会社やガイドブックを教えて下さい。 

Toronto.com 

とらべるこちゃん 

滞在形態関連 

1）種類（留学中の滞在先）（例：アパート、大学の宿舎など） 

大学寮 

2）部屋の形態 

 個室 OR 相部屋（同居人数２人） 

3）住居を探した方法： 

大学の案内 

4）感想：（滞在先の感想とこれから留学する人のためのアドバイス） 

大学内で一番高い Pond Residence を選択しました。私の生活していたフロアは Global 

House と呼ばれ、現地の学生と留学生がキッチン、バス、トイレをシェアします。私はな

ぜかルームメイトが日本人でしたが、とてもすごしやすい部屋でした。個人の部屋は分か

れているのでプライベートも守られるし、同じフロアの人とは友達になりやすいので迷っ

ていたら Pond をおすすめします。寮でイベントも多く、洗濯機、乾燥機も使いやすいで

す。１階にはピンポン、ビリヤードもおいてあり、ボードゲームや DVD の貸し出しもあ

ります。他の安めの寮もみましたが Pond が一番きれいで静かだと思いました。テスト前

になると１階でまじめに勉強する人がよくみられました。ダウンタウンまでは遠いです

が、おすすめの寮です。 

現地情報 

1）現地で病院にかかったことはありますか？大学内の医務室/診療所や付属病院等で医療サービスを受け

ることは可能でしたか？ 

利用する機会が無かった 

利用した： 

2）学内外で問題があったときには誰に相談しましたか。留学先大学に相談窓口はありましたか。 

インターナショナルオフィスで相談ができます。 
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3）現地の危険地域情報をどのように収集し，どのような防犯対策をしましたか。また，実際に盗難等を

含む犯罪に巻き込まれたことはありますか？その際どのように対処しましたか？ 

冬休みに銃の暴発事件があり注意のメールがきました。私ではありませんが友達が強盗に

遭い、警察に相談していました。 

4）パソコン，携帯電話，インターネット（接続について）現地での利用はいかがでしたか。 

（例：寮のインターネット接続が不安定で１週間に１度は全く繋がらない時がある。街にあるほとんどのカフェでは

WIFI接続が可能であったので，寮で使用できない時はカフェに行った。） 

携帯はサムスンのギャラクシーS をレンタルして使っていました。Yonge and Bloor 

station に日本人韓国人の留学生向けのレンタルショップで契約しました。学内はどこでも

wifi があります。いちいちログインしなくてはいけないのでめんどくさいです。寮には

LAN ケーブルでパソコンをつないでいました。ダウンタウンでは Starbucks、SecondCup

というカフェには Wifi があるのでよく利用していました。 

5）現地での資金調達はどのように行いましたか？（例：現地に銀行口座を開設して日本の親から送金してもら

った。銀行口座は現地で外国人登録をしないと開設できない。また，クレジットカードも併用していた。） 

Citibank で口座を作り、現地で現地のお金で引き出し、カナダで開設した銀行で管理して

いました。銀行開設は大学内で１０分ほどでできる。カードはデビットカードになるので

買い物はだいたいカードで行い、大きな買い物はクレジットカードを使っていました。 

6）現地では調達できない日本から持っていくべき物があれば教えて下さい。 

中国マーケットにいけば調味料、お菓子もあります。日本の本を少し持っていくといいと

思います。私はたらこスパゲッティが好きだったのでレトルトのソースをたくさん持って

いきました。 

進路について 

1) 進路 

就職   進学    未定  その他：休学して留学 

2)進路決定の際に参考にした資料、図書、機関など                                                           

 

3)就職を選択した方は、差し支えなければ内定先を教えて下さい。また、その企業を選んだ理由も教えて

下さい。（内定を得た企業すべての名前、或は入社すると決定した企業の名前のみでも構いません） 

 

4)就職活動中・終了に関わらず，就職活動について感想・アドバイスがありましたらお書き下さい。 

（例：留学中の就職活動へ向けた準備，帰国後に就職活動を始めるにあたり注意すること等。就職活動を

不安に思い、留学を断念する方もいます。ご自身の経験を踏まえてアドバイスをお願いします。） 

日本人の友人はボストンキャリアフォーラムに参加し内定をいただいてました。 

5)進学を選択した方は、差し支えなければ進学先を教えて下さい。 

 

6）進学を志す留学希望者に向けたアドバイス（準備、試験対策等）がありましたらお書き下さい。 

  

7) その他を選択した方は、留学希望者に向けたアドバイスがありましたらお書き下さい。 
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学習・研究活動についてのレポート（履修した科目ごとに記入してください） 
 

1)留学先で取得した単位数

合計 

本学で認定された単位数合計 

※該当項目にチェックのうえ，記入して下さい。 

１８単位 
8 単位 

単位認定の申請はしません(理由：) 

2)以下は留学先で履修した科目についてのレポートです。今後留学をする人たちへのアドバイスも含めてお書き下

さい。記入スペースが足りない場合は、A4用紙で別途作成し、添付してください。 

 

履修した授業科目名

（留学先大学言語）： 

履修した授業科目名（日本語）： 

Introduction to 

Organizational 

Behavior  

 

科目設置学部・研究科 ADMS 

履修期間 Fall 

単位数 ３ 

本学での単位認定状況 単位認定（本学で認定された単位数を書いて下さい） 

授業形態 講義（チュートリアル，講義形式等） 

授業時間数 １週間に１８０分が１２回 

担当教授  

授業内容 生産性の高い組織構成とビジネスへの応用 

試験・課題など レポート、テスト 

感想を自由記入 最初は教科書を毎週読むのに間に合わなかったが、面白い内容で教授もわか

りやすかったです。教科書もわかりやすかったです。テストはオープンブッ

ク。ケーススタディーを使う授業だったので面白かったです。 

 

履修した授業科目名

（留学先大学言語）： 

履修した授業科目名（日本語）： 

Canadian Language 

and Culture 

 

科目設置学部・研究科 HUMA, ESL 

履修期間 Fall, Winer 

単位数 9 

本学での単位認定状況 単位認定（本学で認定された単位数を書いて下さい） 

授業形態 少人数クラス（チュートリアル，講義形式等） 

授業時間数 １週間に１２０分が２回 

担当教授 David Mendelsohn 

授業内容 カナダ文学、文化について 

試験・課題など 冬休みに一冊小説を読みます。隔週程度に１本のストーリーを読むことがあ

り、その後内容と単語のテストがあります。テストはインクラスでのライテ

ィングです。 
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感想を自由記入 教授がとてもいい人でした。はじめての留学でしたが、自信を持てるように

なったのも彼のおかげだと思っています。クラスは２０人ほどのクラスで発

表、ミニテストがかなりあります。読み物は難しいものもありますが、授業

自体はそこまで辛くはありません。グループワークやペアワークもありま

す。 

 

履修した授業科目名

（留学先大学言語）： 

履修した授業科目名（日本語）： 

Thinking About 

Contemporary Canada 

 

科目設置学部・研究科 HUMA, ESL 

履修期間 Winter 

単位数 6 

本学での単位認定状況 単位認定（本学で認定された単位数を書いて下さい） 

授業形態 少人数クラス（チュートリアル，講義形式等） 

授業時間数 １週間に 180分が 2回 

担当教授 Ruth MacKechnie 

授業内容 カナダ文学、文化、歴史について 

試験・課題など 小レポートが数回、テスト 

感想を自由記入 教授がとても優しい方でした。授業もすごく簡単に感じました。隔週程度に

映画を見ます。内容はどれもカナダ文化を紹介するもので興味深く、授業内

で取り扱ったレジデンススクールやカナダにおけるケッベク州の扱いについ

ての内容がおもしろく、よりカナダについて学べたと思いました。 
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留学に関するタイムチャート 

 

留学までの準備、試験勉強、留学中、留学後、特に留学に関連して発生した事項を記入してください。

（形式は箇条書きなど簡単なもので構いません） 

 

2012 年 

１月～３月 
交換留学決定 

４月～７月 航空券、寮を決める 

８月～９月 
現地の語学学校に１ヶ月通う旅行 

大学に引っ越し Fall term がはじまる 

１０月～１２月 
中間、期末テスト 

冬休み旅行 

2013 年 

１月～３月 

Winter term がはじまる 

リーディングウィーク旅行 

中間テスト 

４月～７月 
期末テスト 

帰国 

 


