
協定校留学近況報告書 

記 入 日 ２０１４年 11月 １８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 2014年9月－2015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。 

カナダ現地で比較的何でも手に入りやすいので、無理に様々なものを準備する必要はないと思います。薬など最低限必要

な物を準備するのが良いです。お米を炊くちびくろちゃんがとても便利ですのでおすすめします。到着日寮に着くと、ベッドマ

ットのみで布団やシーツ、枕などの寝具がまったくありませんでした。その日は夜遅かったので買いに行くこともできず、コート

一枚で寝ました。寮に入る前日に違うホテルなどに泊まり、寝具などを用意した上で入の寮が良いかと思います。 

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：2週間程度 

（申請してから何日／週間要したか） 
ビザ取得費用：＄150 

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？ 

パスポートのコピー、銀行残高証明書、ヨーク大学からの入学許可書、証明写真（3.5 ㎝×4.5㎝） 

具体的な申し込み手順を教えて下さい。 

アカウントをウェブ上で作成→個人情報入力→文書のアップロード→ビザ取得費用の支払い 

(すべてオンライン上でできます) 

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 

ビザはその場でもらえず、PDF 一枚の文書が届きます。想像していたビザとは少し違って驚きましたが、それをカナダ到着時

に税関で提出すると、本物のビザがもらえます。PDF 版は携帯電話などで見せるのでは許可されず、必ず事前にコピーする

ことが必要です。 

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） 

寮に滞在の場合は寮手続き後、デポジットの支払いと寮費の支払いがあります。クレジットでの支払いができないので、日本

から送金しなければいけません。ヨーク大学がやり方を教えてくれますが、送金方法を調べておくことが良いと思います。  

Ⅲ．現地到着後のながれ 

1.到着時の様子 

利用航空会社 Air Canada 

航空券手配方法 
Air Canada ウェブサイト 

※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 トロントピアソン空港 現地到着時刻 18:00 

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                      

移動の所要時間 20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 

空港から大学のキャンパスは比較的近いです。大学が出発前に出迎えサービスの案内をメールで送ってくれます。公共の

タクシーを使うと大体＄45 だと思います。 

大学到着日 9月 1日 21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 入学許可受領後、メールで住宅の案内が届きます。申し込みはメールでのやり取りになります。 

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？ 

私は今まで留学した方がほとんど滞在しているPondRoadResidenceという寮を選びました。他の寮に比べて家賃は高いです

が、一番住み心地が良いと評判が高いです。キッチン・バスルームをもう一人の学生とシェアする形で、プライベートの場もし

っかりあるので、長期滞在には良いかと思います。寮の手続きなどは全てメールで行います。私は一度メールを見落として、

危うく寮の部屋がキャンセルされるとことでした。こまめにメールボックスをチェックして、締切に間に合うよう管理するのが大

切だと思います。 

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 3日 15時から 17 時 

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？ 海外保険の登録方法、履修登録や留学生向けのサポートなどについての説明 

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 8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？ 

在留届をネットで登録しました。オンラインで簡単にできます。 

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？ 

ヨーク大学の保険に加入すると、無料でインフルエンザの予防接種が受けられるようです。 

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？ 

大学内にある銀行で開設しました。新学期で皆開設していたので、銀行口座開設用の窓口が設置され、簡単に開設できま

した。 

本人確認書類(学生証、パスポート、学生ビザ)の提出が必要です。 

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？ 

カナダ内でテキストメールと電話ができるセブンイレブンの Speak Out というプリペイド携帯を購入しました。国際料金を払え

ば、アメリカでも使えるそうです。ネット上で使用金額の確認やチャージができるので、とても便利です。キャンパス内ではWifi

が使えるので、日本で使用していた iphone を使用しています。 

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（8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（9月 8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？ 

ほとんどの授業がオンライン登録時に Full です。私はどうしても取りたい授業が満員だったので、教授に直接履修したいと頼

んだところ、あっさりと許可をもらいました。申請用紙に記入し、提出するとオンライン上で優先的に登録できました。 

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？ 

ほとんどの授業は履修できました。授業は急いで日本で登録しなくてもいいかと思います。初回の授業を受けた後でも、履

修するか検討する時間が沢山あります。日本で興味がある授業を探して書き出しておき、その初回の授業を試に受けてみ

るのがいいかと思います。現地の学生も同じように初回の授業を受けて、履修するか考えているようです。ですので Full だっ

た授業に欠員が出て、次の日には登録ができるというようなことがよくあります。こまめにウェブをチェックすることが大事で

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・朝食                         

8:00 
起床・朝食 起床・朝食       起床・朝食 起床・朝食  起床・朝食 

9:00 
            授業       自由時間 起床・朝食 ジム 

10:00 
ESL Session ESL Session 授業 ESL Session (授業がないの

で出かける時 

ジム ジム 

11:00 
洗濯  授業       もあれば課題が

ある時は課題を 

      昼食 

12:00 
昼食 昼食 昼食 昼食 するなどその日

の予定によって 

昼食 図書館で勉強 

13:00 
      Writing Centerで 

Essay の添削を

受ける 

自由時間 授業 自由に過ごして

ます) 

昼寝       

14:00 
授業 図書館で勉強 ESLSession 授業       図書館で勉強       

15:00 
授業 図書館で勉強 図書館で勉強 授業       図書館で勉強       

16:00 
授業 図書館で勉強 図書館で勉強 写真クラブ  

Meeting  

      図書館で勉強       

17:00 
授業 図書館で勉強 図書館で勉強 夕食       図書館で勉強       

18:00 
夕食  帰宅 図書館で勉強 夕食 図書館で勉強       

19:00 
勉強 夕食 夕食 図書館で勉強 留学生会             

20:00 
Global House 

Meeting  

勉強 勉強 図書館で勉強 Meeting  帰宅       

21:00 
自由時間 勉強 自由時間 図書館で勉強 Meeting 夕食       

22:00 
自由時間 勉強 自由時間 帰宅 自由時間 自由時間       

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

24:00 
就寝 就寝 就寝 就寝 就寝 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。 

ヨーク大学の私が勉強している Keele Campusは、カナダの中でもかなり国際的なキャンパスと言われています。キャンパス

内を歩いているとまるで地球を一周しているような気分になるほど、様々な人種の学生を見ます。留学後は York 

International という国際課にお世話になると思います。奨学金名簿のサインやその他留学生活で困ったことがあればここに

行きます。留学生の交流イベントは多く開催されているので、友達はすぐできます。交換留学生は何百名といますが、私は３

つの授業とも他の交換留学生と一緒になったことはありません。現地の大学生と一緒に肩を並べて勉強するのが当たり前の

環境です。どの授業も勉強は欠かせません。私の履修している授業は一回が 180 分なので最初はとても疲れましたが、次

第に慣れてきます。芸術系から理系の授業まで様々で、学生は自分の学びたいことをしっかりと学んでいる様子です。どん

な場面でも英語が必要です。私は ESLCenter に毎日行き、そこで英語のスピーキングの練習をし続けています。レポートの

文法が心配な時には Wiritng Center に行き添削してもらっています。このようにたくさんサポートしてくれる施設があるので、

情報収集をこまめにして、頼れるものには存分に頼って生活していくのが良いかと思います。 

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。 

留学をするのなら絶対に協定留学をおすすめします。そして人種や国籍が異なった多様な環境で勉強したいという思いが

あれば、カナダ、ヨーク大学は本当に良い選択肢だと思います。日本人はほとんど見かけず、あまりにも多様な環境に最初

は正直戸惑うこともありました。しかし、トロントという多国籍な街で、様々な背景を持つ学生と共に勉強することは一生で今し

かできないと思います。自分の視野を広げながら相手を受け入れ、どんなことがあっても乗り越えてみせようというサバイバ

ル精神が鍛えられます。日本とまったく異なった多様な環境で自分と向き合い、様々なことに挑戦したい人にはヨーク大学

への交換留学はとてもいい挑戦になると思います。準備段階から留学は始まっていると思います。私も出発前から今に至る

までわからないことや不安なことばかりでしたが、沢山の方に支えられ助けられここまで来ました。留学を応援してくれるすべ

ての人に日々感謝しながら、是非自分にあった留学スタイルを見つけ、留学という大きな夢を叶えてほしいと思います。 

 


