
２０１２年度協定校留学近況報告書 

記 入 日 2012年 11月 14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 2012年9月－2013年4月 

明治大学での所属      学部     学科     専攻 / 政治経済学研究科経済学専攻 

学年（出発時本学での学年） 学部     年生／研究科 博士前期課程 博士後期課程２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。 

もしも、Campus-offのホームスティーか Roomshareかを探したいであれば、http://toronto.en.craigslist.ca/ というウェブを利用してくれ

れば、色んな情報を手に入れるので、お役に立つと思う。 

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：留学 申請先：フィリピンのカナダ大使館 

ビザ取得所要日数：４週間（郵送１週間を含む） 

（申請してから何日／週間要したか） 
ビザ取得費用：１万円 

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？ 

特にない 

具体的な申し込み手順を教えて下さい。 

philippines.gc.ca に掲載している情報を集め、申請資料を用意してきた。 

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 

カナダでは、国籍別に書類やプロセスが大変違うから、申請する前に、自分に適するケースをしっかりと調べてもらいたい。 

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） 

私はAmerica ExpressのTravels Checkを購入した。 

 

Ⅲ．現地到着後のながれ 

1.到着時の様子 

利用航空会社 United Airline 

航空券手配方法 
HISを通して購入した。 

※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 Pearson International Airport 現地到着時刻 ９PM 

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 １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 

      

大学到着日 ８月３１日１０PM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：８月３１日から入居可能だった。 

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

部屋の種類 一人部屋  二人部屋     その他（Basement） 

ルームメイト 日本人学生 他国からの留学生 その他（Salaryman） 

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 入居するの日にリースをサインした。 

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？ 

トロントに着いて最初の１０日間は友人の家に泊まってもらった。９月１０日にキャンパス外の Room shareに引っ越してきた。 

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 ８月３１日には全ての留学生向けの方で、９月３日のは交換留学生向けの方だ。 

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？ 私は９月３の方だけ参加した。主の内容は、ヨーク大学の HP の使い方及び履修科目の登録方だ。 

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４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？ 

特にない 

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？ 

オンタリオ州の大学健康保険、CAD$456/8months。この保険に関する免除の政策があるけど、Home University で購入した保険プラン

は殆ど免除対象にならない。だから、現地で改めて購入しなければならなかった。 

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？ 

パスポートを持ち、銀行の窓口に口座開設を伝えば、年費なしのタイプを作ってもらえる。RBC の場合には、仮カードをすぐ発行してくれる

けど、正式カードは３週間以内に郵送してもらった。 

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？ 

銀行の振込みコード及び口座番号を持ち、キャンパス内ブースに訪ねていけば、すぐに作ってもらった。色んなプランが選べられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 



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２０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？  

オンラインで登録しなければならないからだった。 

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？ 

Drop-inの締切日までであれば、いつでも変更・追加できる。 

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７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？ ３科目／週（１０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：２０１２年９月から２０１２年１２月） 

No. コース名／教授名 時間数／週 留学先での単位数 

１ Federalism and Public Policy  ３ ２ 

３年生のレベルで、学生は１クラス２０名。テキストは二冊を使われて、毎回の Reading の量は多い。Final Exam 以外に、Major Report

があります。Major Report を完成するために、最初の Proposel paper と中間の Draft Paper も採点されます。３時間の講義には、２時間

程の講演、後３０分くらいの Group discussion。これは一番大変なパーツで、議論に参加できるように、テキストの内容、先生の講義及び

高いレベルの基礎知識を備えなければならない。 

２ Canadian Language and Culture  ４ ３ 

ESL の講義で、学生はクラス２５名。In-class Assignmentが２回、Out-class Assignment１回、Final test, と Oral-presentationがありま

す。Reading の量が多くないけど、内容的には深くなければならない。だから、テキストを読んだら、考えることが一番大事です。 

３ Microeconomics for Life: Making Smart Choices  ４ ２ 

経済学の入門講義だから、履修生は１クラス１５０名。 

On-line Quizzes 5 回、In-class Test 2 回、Op-Ed Writing Assignment と Final Exam は最終成績に入れる。毎回の Reading はテキスト

１章の分で、そんなに多くない。  

 

 

 

 

 

 

 

 



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 起床 起床 起床             

8:00 
                                          

9:00 
勉強       勉強       部活             

10:00 
勉強 講義 勉強 講義 部活 起床 起床 

11:00 
勉強 講義 勉強 講義                   

12:00 
                        スポーツ 買い物 洗濯など 

13:00 
勉強 講義 勉強 講義 スポーツ             

14:00 
勉強 講義 勉強 講義 スポーツ             

15:00 
勉強 講義 勉強 講義       レジャー レジャー 

16:00 
勉強       講義       勉強             

17:00 
      勉強 講義 部活 勉強             

18:00 
スポーツ 勉強 講義 部活 勉強             

19:00 
スポーツ 勉強 講義 部活 勉強       勉強 

20:00 
スポーツ 勉強                         勉強 

21:00 
                                    勉強 

22:00 
                                    勉強 

23:00 
就寝 就寝 就寝 就寝 就寝             

24:00 
                              就寝 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。 

最初の一ヶ月間には、英語に慣れっていないので、授業では 70％しか理解できなかった。だから、予習・復習は非常に大

事だと思います。 

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。 

カナダの文化は Individule Cluture っていわれるので、自立性は非常に重要です。それは生活の面だけではなく、勉強の面

も、分からないところがあったら、遠慮なく先生かクラスメートに質問をしてください。カナダは移民の国だから、色んな人種の

人間が集まっており、是非自分の考え方をオープンして、積極的に自己アピールすれば、友達がドンドン増えてくると思いま

す。 

 


