
２０１１年度協定校留学近況報告書 

記 入 日 2011年 11月 06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）：教養学部， 

（現地言語での名称）： Faculty of Liberal Arts & Professional Studies 

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 2011年9月－2012年4月 

明 治 大 学 で の 所 属 国際日本学部国際日本学科     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。 

留学前に、前年にヨーク大学に留学していた先輩にお会いしてお話を聞きました。 

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：大使館 

ビザ取得所要日数：約 1～2週間 

（申請してから何日／週間要したか） 
ビザ取得費用：￥10,000 

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？ 

必要書類はホームページからダウンロード。提出書類に関しては変更があるかもしれないのでＨＰを参考してください。 

具体的な申し込み手順を教えて下さい。 

必要書類を用意し、大使館に郵送。2週間ほどで郵送で返信が来ます。 

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？ 

面接なし 

ビザ取得に関して困った点・注意点 

特になし 

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） 

スーツケースは 2 つで来ましたが、だいたいのものは(日本食を含めて)現地で購入できます。冬用コートなどは後から送っ

てもらうように頼みました。citibank のカードを作っておくと便利だと思います。あとは海外保険の申請くらいだと思いま

す。 

Ⅲ．現地到着後のながれ 

1．到着時の様子 

利用航空会社 エアーカナダ 

航空券手配方法 
トラベルコちゃんなどのサイトを理由して 1年 openのチケットをオンライン予約。 

※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 トロント・ピアソン国際空港 現地到着時刻 17:00 

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 語学学校手配

の出迎え                 

移動の所要時間 1時間ほど 



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 

      

大学到着日 2011月 08日 30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（1つの部屋を 2人でシェア、 

ベッドルームは分かれています。） 

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 大学から寮の申請書が送られてくる。 

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？ 

渡航前から寮は決まっていた。 

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 9/1 

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？ 交換留学生とインターナショナル生とのオリエンテーションがあります。内容はカナダでの生活の仕

方、授業の登録の仕方、保険について、イベント等。最初のオリエンテーションでは当てれば景品が

もらえるクイズやビンゴなどのゲームもあり、友達も作りやすかったです。またドリンク、昼食、Ｂ

ＢＱもすべて無料で提供されました。 

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７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？ 

日本大使館に海外滞在届けを出すくらい。オンラインでできます。 

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？ 

寮料を振り込む必要がありました。 

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？ 

モントリオール銀行にて。学生であると言えば 15分ほどで無料開設できます。 

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？ 

Bloor station 近くの留学生向けにスマートフォンをレンタルしている会社で契約しました。デポジット$100 で月$30 のプ

ランを利用しています。（galaxy S 使用）クレジットカードとパスポートで契約できます。 



 

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（     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？ 

教授にメールで連絡したり、直接自分が交換留学生であると伝えれば Fullであっても入れてもらえる授業もあります。 

優先が「なかった」方はどのように登録しましたか？  

 

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？ 

登録はオンラインで早いもの勝ちです。定員が定められているため人気授業は早くからの行動が大切です。出発前から授業

登録可能でしたが、登録の仕方がわかっておらず、現地に行ってから登録を開始しました。多くの留学生が私のように現地

で登録をはじめていたのですが、人気の授業は Fullで思うように授業登録が出来ず、不安な日々が続きました。授業が始ま

ってから 2 週間ほどは明治大学と同様に多くの授業に顔を出し(私は 8 授業ほど見に行きました)、登録変更をする生徒が多

いので常に時間があればオンライン画面と向き合いました。幸い後期の Fullであった授業に入ることが出来ました。また、

シラバスで学びたいと思った授業も教授しだいで面白さも変わってしまうので、授業内容よりも教授の良さで授業を選びま

した。 

2．履修単位数 

一学期の登録単位数・科目数を教えてください。   
3科目 18単位 

多すぎた ちょうど良い 少なすぎた 

留学先大学の学生は週平均何科目とるのが一般的ですか？ 5科目／週（     時間）ぐらい 

3．授業内容 

現在までに受講している授業はどのように授業が進められていますか？（予復習，テスト準備など，アド

バイスもご記入下さい。） （下記授業の履修時期：2011年 9月から 2011年 12月） 

No. コース名／教授名 時間数／週 留学先での単位数 

１ Canadian Language and Culture/David H Mendelsohn 120分／週 2 ９ 

通年授業(秋・冬)。ESL 開設の英語を母国語としない生徒のための授業です。1 クラスは約 25 人。ESL 授業ですが、HUMA コ

ースとして単位が貰えます。ESL であるので友達も作りやすく、他のクラスに比べ英語でミスを犯すことにあまり抵抗を感

じず発言することができます。この授業は Fullでしたが、教授にメールを送り入れてもらいました。そのため早く名前を覚

えてもらい、授業中当ててもらうなど配慮もしてもらっています。宿題はそこまで多くはありません。中間テストはなく、

その代わりに定期的な小さな単語テストがあり、ペアプレゼンテーションがあります。期末にはライティングのテストがあ

ります。テキストはカナダ文化や英語習得に関するものがあり、おもしろいです。なにより教授がとても好きなので選んで

良かった授業だと思っています。 



 

２ Advanced Modern Standard Korean/Mihyon Jeon 180/週 1 6 

通年授業(秋・冬)。３年生用韓国語授業。クラスは３０人以下。３年生用ですが、クラスの大多数は幼いころに移住してき

た韓国人生徒です。ノンネイティブはわたしを含め３人です。最初に KOR2000 の授業をとっていましたが、教科書の内容が

勉強したことがある文法だったので先生にお願いしてこの授業に入れてもらいました。KOR3000 は KOR2000 とは比べ物にな

らないほど難しいです。授業はほぼすべて韓国語で、単語もリーディングもかなり難しいです。成績評価はネイティブとノ

ンネイティブによって配慮がなされているので、オンラインにアップされる教材をダウンロードして予習していけば授業に

はついていけます。韓国語を日本語に訳して理解することはできますが、英語に訳すの難しく感じることがあります。毎週

漢字のテストがあり(日本人なのでもちろん簡単です)、グループプレゼンテーション、ペアプレゼンテーション、個人プレ

ゼンテーションがあります。映画評論や討論などもあり、難しく感じることはありますが、英語で他の言語を勉強するのは

興味深いです。期末テストは筆記の試験があります。先生はとても優しい方です。 

３ Introduction to Organiational Behaviour 180/週 1 3 

秋授業。ADSMの「組織行動学」授業です。最初に登録していたセクションが教授がキャンセルになり、曜日が変わり新しい

外部の教授になりました。この教授がとてもいい教授で、ヨーク大学で教えるのがはじめてなので、生徒にどうしたらいい

授業になるかなど聞いて取り入れながら授業を進め、質問には丁寧に答えてくれます。教科書もスタンダード英語ですごく

難しいわけではなく読みやすいと思います。教科書は 2 冊で 1 冊はケーススタディです。心理学を取り入れたりしているの

で、興味深いです。中間テストはケースを授業中にならったセオリーを使い分析するペーパーがあります(2000 字/40％)。

期末は筆記テストがあります(60％)。リーディングは週に 20～40ページの教科書と、ケースを 2つずつ読みます。クラスパ

ティシペイションは評価外ですが、ディスカッションも行われることがあります。 

 

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       起床                   

8:00 
      授業       授業                   

9:00 
      授業 起床 授業 起床 起床 起床 

10:00 
      授業       授業       自由時間 ジム 

11:00 
                              自由時間 ジム 

12:00 
ランチ ランチ ランチ ランチ ランチ ランチ ランチ 

13:00 
勉強       自由時間       勉強 自由時間 勉強 

14:00 
勉強       自由時間       勉強 自由時間 勉強 

15:00 
勉強 ESL 

group session 

ESL 

group session 

      勉強 自由時間 勉強 

16:00 
勉強 ESL 

group session 

ESL 

group session 

      勉強 自由時間 勉強 

17:00 
勉強 ESL 

Group session 

ESL 

group session 

      勉強 自由時間 勉強 

18:00 
夕食 夕食 夕食 夕食 夕食 夕食 夕食 

19:00 
授業 自由時間       授業 自由時間 自由時間       

20:00 
授業 自由時間       授業 自由時間 自由時間       

21:00 
授業 自由時間  授業 自由時間 自由時間       

22:00 
自由時間 自由時間 勉強  自由時間 勉強       

23:00 
自由時間 自由時間 勉強       自由時間 勉強       

24:00 
自由時間 自由時間             自由時間             

 



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。 

＜大学について＞ 

とても大きい大学で、生徒も多いです。昼ごろに図書館に行くと席を見つけるのが難しいくらい勉強熱心な生徒

を見ることができます。日本人は私の知る限りでは交換留学生が 6人で正規生は 2 人で、日本人はほとんど見ま

せん。ダウンタウンまではバスと電車で 1 時間ほど。一番近い shopping mall までなら 40分ほど。wallmart や

中国食材 marketがバスで行ける距離にあります。学校内にもレストランやファーストフードも多く、コンビニ、

本屋など生活する上では不便ではありません。 

 

＜寮について＞ 

キッチンのついている Pond Residence にしました。シャワーとキッチンは 2 人でシェアし、一人部屋がもらえ

ます。4 階が Global House と呼ばれ internatinal student とが部屋をルームメイトになり、diversity を感じ

ながら生活できます。私の部屋の場合はだけなぜか日本人同士がルームメイトになりましたが、私は留学自体が

初めてだったので帰国子女だったルームメイトにいろいろと教えてもったり食材をシェアしたりなど、よかった

と思っています。寮ではイベントが多く、フリーヨガやブートキャンプが毎週あり、cultual fes や potluck な

どもあります。ゲームや DVD、ピンポンなどの貸し出しサービズもあります。Vanier に住んでいる日本人の子も

いますが、イベントなどもなく友達も作りづらいといっていました。Stoneは一番安いですがパーティー寮と呼

ばれています。Pondは一番高い寮ですが他の寮では meal plan 購入が必須なので、特に理由がなければ Pond を

おすすめします。 

 

＜授業について＞ 

授業は内容も大切ですが、教授でクラスを選ぶことおすすめします。考えている授業が取れないことが多いので、

さまざまな分野の授業を候補に入れ、半期の授業を多くとることをお勧めします。(通年だと途中で落とすのが

辛いです。)基本的に勉強は毎日しますが、すぐに慣れてきます。 

 

＜生活一般について＞ 

基本的には寮で過ごすことが多いです。友達も私の寮に来て過ごすことが多いです。ダウンタウンには週 1行く

くらいです。あとは Boddy Program や International Student Association Club などのイベントに参加してい

ます。最初に 15 ドル払えば使えるジムがあり、週 1 ほど通っています。また ESL が無料の tutorial と group 

sesstion を開設しているので授業がないときに参加し英会話の練習をしています。 

 


