
協定校留学近況報告書 

 

記 入 日 2014年 12月 11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）：生物学科，（現地言語での名称）：Biology 

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      学部     学科     専攻 / 理工学研究科電気工学専攻 

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1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。 

留学全般に関する疑問点・不安・問題に関しては、留学カウンセラーの方に相談するのが最良の解決方法だと思います。

私は留学先の選定方法や、TOEFL 試験の対策方法、出発までの英語勉強の方法など、ありとあらゆることをカウンセラー

の方に相談し、そのたびに的確なアドバイスをいただきました。また、自分で調べてもわからない留学プログラムに関する疑

問点 (応募可能な学年、留学の期間、明治大学との単位交換、明治大学で履修している通年科目を帰国後に引き継ぐこ

との可否など) は国際事務室の事務員の方が詳細に教えてくださいました。これらは学部ごとにルールが違う場合もあるの

で、自分で各学部事務室に問い合わせる必要もあります。さらに、知り合いなどを通してヨーク大学に交換留学をした経験

のある明治大学の学生を数名紹介してもらい、ヨーク大学の雰囲気、カナダに持っていくべきもの、カナダに到着後すぐに買

わなければならないもの (寝具など) が売っている場所とそこへの行き方、授業の履修の仕方、日本出発前に支払わなけ

ればならない費用の支払方法などを教えていただきました。 

加えて、JACAC Student Forum (フォーラムの詳細は明治大学 HP にて。毎年ヨーク大学から 1～2 人の学生が参加しま

す) に参加した際や、Meiji Language Program (合宿形式の春季集中講座: プログラムの詳細は明治大学 HPにて。毎年、

3人のヨーク大学の TESOL 学生が、そのプログラムにTAとして参加します) にTAとして参加した際に出会ったヨーク大学

の学生たちと連絡を取り続け、カナダ到着後も様々な面でサポートをしてもらっています。明治大学のキャンパスメイト (留

学生支援団体) や、国際日本学部の委員会でもカナダ人学生と知り合う機会はありますし、明治大学の国際事務室事務

員の方に、ヨーク大学から明治大学に留学をしている学生を紹介していただいたこともありました。交換留学に申し込むほと



んどの学生にとって、長期の留学は初めての経験だと思います。そのような "未知なることへの挑戦" には、経験者や事情

をよく知る人のアドバイスが必須です。積極的に人とのつながりを作り、様々な人から留学計画に活かせるアドバイスを受け

てください。 (私で良ければいつでもご相談ください。国際事務室の事務員の方に尋ねれば、私の連絡先を教えていただけ

ると思います。) 

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：Study Permit 申請先：カナダ移民局 
ビザ取得所要日数：2～3週間ほどだったと思います 

（申請してから何日／週間要したか） 
ビザ取得費用：$125 前後 

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？ 

Letter of Acceptance、 Student Exchange Letter (入学学部や、留学にかかる費用などが記載されている用紙。ヨーク大

学から送られる)、学生ビザ申請書、英文履歴書、証明写真、パスポートのコピー (顔写真ページのみ。申請ページでは「今

までの渡航スタンプが押してある全てのページのコピーが必要」とありますが、私は顔写真があるページのみを送って許可が

下りました。) 

具体的な申し込み手順を教えて下さい。 

”カナダ留学情報サイト Study in Canada!” というサイトの ”カナダ学生ビザ申請” という項目を参考に申請をしました。申

請のための全ての手順がわかりやすく解説してあります。 

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？ 

なし 

ビザ取得に関して困った点・注意点 

カナダは日本人にとって popular な留学先なだけあって、ビザ申請の方法が載っているサイトもたくさんあります。それらを

参考に、早めに (渡航の 2, 3 か月前までには申請を済ませるように)申請をすることをお勧めします。 

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） 

現金調達: ヨーク大学から紹介を受けた代理店 (Western Union: 住居決定後にヨーク大学から紹介されます) を通してア

パート代の支払いやヨーク大学指定の保険代金支払いを済ませるのが、最も手数料のかからない方法です。ただ私の場

合、最初の支払いで大きな金額を払うのが不安だったので、最初の 1か月分の代金の支払い (ヨーク大学から出発前に求

められる支払いは最初の 1 か月分のアパート代のみですが、その時点で 1 年間分のアパート代を支払うこともできます。※

寮 (例. Pond) に住む学生はこの時点で 1 年間の寮費の支払いを求められます。カナダでの現金調達の方法は主に２つあ

ります。一つ目は海外キャッシング機能付きのカードを使い、ATM でお金をおろす方法です。親御様が海外キャッシングが

付いているカードを持っていれば (通常、学生が海外キャッシング付きのクレジットカードを作ることはできません)、それを親

子カードにし (カード会社などに問い合わせ必要)、そのカードを使い大学内や市内のATMでカナダドルをおろすことができま

す。これが最も手数料のかからない方法です。2 つ目は、カナダで銀行口座を開き、日本の銀行 (三菱東京 UFJ 銀行推

奨) からカナダの銀行口座へ海外送金をしてもらうことです (送金は親御様などにお願いしなければなりません)。ほとんど

の留学生は、ヨーク大学内にある Bank of Montreal (BMO) の支店で口座を作ります。講座開口は窓口で様々な書類への

サインと口座に関する説明を約 40分程度受けて完了します。ヨーク大学にいる間は口座維持費は無料ですが、学生でなく

なると年会費を取られるそうなので、帰国時に解約をすることをお勧めします。銀行間の海外送金に関しては、日本のどの

銀行でも、1 回の送金につきほぼ同じ金額の手数料 (約 5, 000 円) がかかりますが、その中でも三菱東京 UFJ 銀行は海

外送金方法に関して最も詳しく、手続きもスムーズに進みました。 

携帯電話: 携帯電話は、トロントで語学留学をしている友人と会ったついでに、彼の紹介で、トロントのダウンタウンにある日本

人スタッフのいる携帯ショップ (モバイルコンサルティング (モバコン)) で契約をしました (ここのスタッフは日本人と韓国人

が主です。)。私は外で地図のアプリなどを使いたかったので、WIND Mobile 社のプリペイド式スマートフォンを契約しました。

月々35 ドルで、ネットは 5GB まで使い放題 (オンタリオ州内限定)、電話をかける際は、自分がオンタリオ州内であればカナ

ダのどこにかけても無料。電話の受信も、相手がカナダ国内からかけているのであれば無料。オンタリオ州内限定、というの

は WIND Mobile の基地局がオンタリオ州内にしかないからです。州外から電話をかける、またはネットを使う際には、海外ロ

ーミングと似た扱いになるため、多めにデポジットした分 (前もって月々使用料 $35 に上乗せして支払う額) が使用料に応

じて支払われることになります。 



荷物運送: AIR CANADAの場合、東京-トロント便は概ね、スーツケースを 2つまで預けられ、かつ機内持ち込み荷物も二つ

まで持ち込み可能です。そのため、衣類などは豊富に持って行くことができます。ただ私の場合、渡航後に、お米を電子レン

ジで炊くことができるプラスチック容器のちびくろちゃん (これがあると本当に便利です)、いくつかの書籍、日本食、が必要に

なったため、親に頼み、日本から輸送をしていただきました。日本からカナダへの輸送は、郵便局で頼むのが最も安く済む

方法です。値段は、荷物 (箱) の大きさではなく、重さで決まります。ただ、送る前の申請書への記入 (送り主が内容物を

英語で記入していかなければならない) に手間がかかることもあるので、日本の Amazon で買ってこちらに宅配を頼むことも

オプションとして考えても良いかもしれません (海外配達料がかかります。国内送料無料であるカナダの Amazon でも日本

製品は売っていますが、だいたいの値段が日本の Amazon で売っている商品の値段＋海外配達量なので、総額はあまり変

わりません) 
 

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 

トラベルコちゃん (7月18日 (渡航1か月半前) で購入。トラベルコちゃんのサイトで見つけたAIR 

CANADA の留学生応援割引チケットを購入することができました。費用は往復で 207,890 円。

帰国便は 1回まで無料で日にち・時間を変更でき、それ以降に変更する場合は 1回 1万円がか

かります。ただし、購入時に一度帰国便の日時の指定をしなければなりません (これは仮の日に

ちでかまいません)。Skyscanner というサイトも調べましたが、帰国便の日時を変更できるチケット

が売られていませんでした。) 

※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 
Toronto Pearson International 

Airport 
現地到着時刻 16:40着 

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 時間: 50分 (通常であれば 30分)、料金: 約$60 

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 

通常、寮に住む学生は入寮日以降の渡航になることが多いので、大学の出迎えサービスを予約し、無料で空港から大学ま

で移動することができます。ただ私が住んでいるアパートの場合、入室日が出迎えサービスの開始日よりも早かったので、タ

クシーで大学まで向かいざるを得ませんでした。市バス ($3～30) で空港からトロントのダウンタウンまで行く方法も 2 つあり

ますが、荷物の多さや利用方法に不安があったので、利用を見送りました。アパート (いくつかの寮も) は入室の申し込みが

18:00 までであり、その時間を過ぎると、翌日まで入室を伸ばさなければなりません。私は 16:40 に空港に着きましたが、道

の渋滞でアパート事務室の閉室時間を 5分過ぎての到着になってしまいました。たまたま事務室で残業をしていた事務員の

方に交渉して、入室の手続きをしていただけましたが、初日からとても冷や汗をかきました。大学への到着を 18:00 よりも確

実に前にしようとすると、出発時間が日本の朝になってしまいますが (直行便の場合)、極力余裕をもっての到着を計画した

ほうが良いです。ただ大学内にホテルもあるので、不慮のアクシデントで時間に間に合わない場合は、そのホテルに一晩宿

泊するのも一つの選択肢にはなると思います。  

大学到着日 8月 20日 18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 入学許可書が届いた後すぐに、住居のリストと共に、住居場所の希望申込書が送られてきます。

申請自体は必要事項を記入して送信するだけなのでとても簡単です。ただし、21 歳以上の学生

にはキャンパス内にある一人部屋のアパート、もしくはキャンパス外の住宅を自分で探す、以外の

選択肢がありません (大学に寮に住まわせていただけないかお願いをしましたが、聞き入れてい

ただくことはできませんでした)。アパート代は毎月$788、そこにネット使用代が毎月$25 が加わり

ます。部屋はほどほど綺麗で、大きい (一人でいると少し寂しくなるくらい) です。バスルーム (ユ

ニットバス)、冷蔵庫、キッチンは自分専用のもが与えられます。ただしキッチンには、渦巻き状の

金属がむき出しになっているタイプの電気コンロ (温まるのに時間がかかる) しかないため、電気

ケトルと電子レンジは別途買う必要があるように思われます。それ以外の学生であれば、料金次

第でいくつかの寮の候補から選択をすることができます。ただ誰に聞いても、最良の寮は Pond 

Residence (主に留学生用の寮) だと言うでしょう。寮費は最も高額ですが、施設の綺麗さ、他学

生との交流スペース、寮内でのイベント、など留学生活を充実させてくれる場所であることは確実

です。Pond 寮の部屋は、一人一つの寝室 (勉強スペースもあり) が与えられ、キッチン、バスル

ーム (ユニットバス)、小さな共同スペースをもう一人のルームメイトとシェアすることになります。※

Pond 寮に入るための年齢制限をクリアした学生でも、たまに Pond寮に入ることができない学生が

います。理由は定かではありませんが、少なくともできるだけ早めの申し込みをお勧めします。た

だ、どんな住居になっても、自分か交友範囲を広げようとすれば、友達の幅は無限に広がります。

例えば、Winters Residence というあまり評判が良くない寮 (仕切りはありますが、男子と女子が共

同のシャワールームを使う) に住む日本の他大学からの交換留学生は、そのシャワータイムを利

用してフロア中の学生と仲良くなり、毎日楽しい時間を過ごしているそうです。よって Pondを勧める

理由は、交友関係を広げる機会をすでに大学が準備をしてくれている、という点からだけです。 

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？ 

上記参考。 

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 (いくつかの学部ごとに日にちと時間が分かれていてます。ただし、どのオリエンテーショ

ンに参加しても説明をする人と内容は同じでした。) 

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？ 国際課事務員の方の挨拶、授業の履修の仕方、トロントでの暮らし方、今後のイベント、などについて 

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 5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？ 

現地で滞在許可書などを申請する必要はありませんが、在カナダ日本大使館にオンラインで在留届を出しておくと、非常時

にメールなどで日本大使館から連絡・情報を受け取ることができます。 

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？ 

ヨーク大学指定の保険に義務的に加入させられます。Mandatory (通称 UHIP) と Supplementary Health Insurance Plan 

(Optional)の2種類の保険がありますが、通常何もしなければ、交換留学生はMandatoryの保険のみに加入をさせられます 

(自分でオンライン登録をしなければなりません)。申し込み書に、「自国の大学で、カバー額がヨーク指定のものよりも上回る

保険に加入している学生のみ、ヨーク大学の保険への加入が免除される。」と書いてあったため、明治大学指定の保険で少

し高額なものに加入し、ヨーク大学の保険加入の免除を申し込みました。しかし、カバー額は確実に上回っているにも関わら

ず免除が認められず、明大マートの事務員の方や東京海上日動の社員の方にも協力をしていただき、交渉にあたりました 

(その際、ヨーク大学は一切交渉に関与せず、あくまで私とカナダの保険会社 (Sun Life) との交渉になりました)。結局最後

まで免除は認められず、かなりの労力と、関係者の方のご協力を無駄にしてしまったことが悔やまれます。ヨー大学の保険

の免除に関しては、初めから諦めたほうが良いかもしれません。 

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？ 

上記 (Ⅱ-2. 留学のための渡航前手続き欄) を参照。 

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？ 

上記 (Ⅱ-2. 留学のための渡航前手続き欄) を参照。 

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 25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？  

オンライン登録です。明治大学の履修登録 (Oh! Meiji!) と同じとように登録することができます。登録方法は簡単です。 

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？ 

現地でもいつでも履修の追加はできますし、9 月の末頃まで履修の取り消しもできます (成績が付かない履修取り消しは 11

月まで可能ですが、教授の許可が必要 "かも" しれません(要確認))。しかし、授業の履修登録が可能になる日は人それ

ぞれで、私に至っては授業開始日の 2 日前に登録することができるようになりました。渡航前から登録のブロックが解除され

ず、ヨーク大学の国際課に修正するようお願いしていましたが、「毎年、交換留学生の多くが同じような状況になるから、こち

らに来たら直してあげる。」と言われ、いくら頼んでも相手にされませんでした。そしていざ到着翌日に国際事務室にいくと、

「これは登録事務室の責任」、「これは学部側のシステムのエラー」、「これは学科のシステムの問題」と 2 週間各事務室を

転々とたらい回しにされ、最終的に問題があったのは、2 番目に尋ねた事務室のミスでした。この結果、履修したかった科目

のほとんどがすでに full になっており、とても残念な思いをしました。今から思えば、渡航前にトラブルが分かった時点で明治

大学の国際事務室に相談をすべきだったと思っています。皆さんも履修登録で何かトラブルがあった際は、自分で対処をす

るだけではなく、明治大学の国際事務室にも相談をしてください。 



 

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 まだ寝ている 起床 起床 まだ寝ている まだ寝ている 

8:00 
キャンパス内の 

プールで水泳 

朝ごはんや 

着替え 

起床 朝ごはんや 

着替え 

キャンパス内の

プールで水泳 

起床 起床 

9:00 
朝ごはんや 

着替え 

授業 朝ごはんや 

着替え 

授業 朝ごはんや 

着替え 

朝ごはんや 

着替え 

朝ごはんや 

着替え 

10:00 
メールの確認や 

ニュースを見る 

授業 メールの確認や

ニュースを見る 

授業 メールの確認や

ニュースを見る 

英語の勉強 ダウンタウンへ 

11:00 
授業 授業 授業 授業 授業 英語の勉強 ダウンタウンで

何かする 

12:00 
授業 授業 授業 授業 授業 課題に取り組む 〃 

13:00 
授業の復習 授業 授業の復習 授業 授業の復習 課題に取り組む 〃 

14:00 
授業の復習 授業の復習 授業の復習 授業の復習 授業の服種 課題に取り組む 〃 

15:00 
翌日の授業の 

予習 

授業の復習 翌日の授業の

予習 

授業の復習 来週の授業の

予習 

自由時間 〃 

16:00 
翌日の授業の 

予習 

授業の復習 翌日の授業の

予習 

授業の復習 部活の 

Executives 

Meeting 

自由時間 〃 

17:00 
英語の勉強 翌日の授業の 

予習 

英語の勉強 明日の授業

の予習 

部活の 

Executives 

Meeting 

自由時間 〃 

18:00 
夕食 英語の勉強 夕食 英語の勉強 夕食 夕食 夕食 

19:00 
夕食 大学発の無料 

バスに乗り、 

スーパーで買い物 

夕食 夕食 夕食 夕食 帰宅 

20:00 
英語の勉強 夕食 英語の勉強 夕食 英語の勉強 課題に取り組む 自由時間 

21:00 
自由時間 

(課題などに取り組む) 

自由時間 自由時間 自由時間 自由時間 課題に取り組む シャワー 

22:00 
シャワー シャワー シャワー シャワー シャワー シャワー 自由時間 

23:00 
自由時間 自由時間 自由時間 自由時間 自由時間 自由時間 就寝 

24:00 
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。 

なるべく他の方が書いていないことを書こうと思います。ヨーク大学は大きな大学で、大学内にいくつものレストランやカフェ、

雑貨屋さん、本屋さん、文房具屋さん、写真屋さん、美容院、歯医者さん、メガネ屋さん、郵便局などがあります。キャンパ

ス内で生活をする上ではとても便利ですが、トロント郊外の大学周辺には何もなく、ダウンタウンに行くには 1 時間かけてバス

と電車を乗り継がなければなりません (大学の最寄りの地下鉄駅は Downs View 駅です。この駅まで行くのに、大学内 

(Student Centre前にあるバス停発) の 196番、もしくは 106番のバスに乗る必要があります。ちなみに最寄りのスーパーマ

ーケット (Canadian Supersotre) へ行くには、大学発 (上記と同じ場所にある違うバス停発) の 60 番のバスに乗って 

Steeles Ave West at Gerry Fitzgerald Dr というバス停で降りてください (GOOGLE map でどのバスに乗ればよいか、や運

行時間などの詳細を調べることができます)。またこれはカナダ全体に言えることですが、物価、特に食事にかかる費用はか

なり高いです。分かりやすい例で言えば、自動販売機で売られている 500ml の水が$2.00、コンビニの卵サンドウィッチが

$4.50、ウェンディーズのチキンカツバーガーセットが$9.00 などです。できるだけ自炊を心掛けるようにしないと、すぐに留学

中の予算を使い切ってしまいます。キャンパス内で暮らす人はミールプラン (寮に住む学生は強制的に$1800 分を購入さ

せられます。購入させられた学生は、なんだかんだ言いながら前期で半分以上を使っています。) を購入すれば、上記の

代金に上乗せされる 13% の消費税をキャンパス内での飲食時にのみ支払わないで済むようになります。私は一人部屋の

アパートという環境で暮らしているため、自分から外へ出ていく意識を持たないと、交友関係や自分の世界が広がりません。

交友関係がなくても授業をこなしていくことに困りはしませんが、友人との交流から学ぶことができる、国際環境で自分をアピ

ールする方法、多様性への適応力、自分の欠点などは、授業で得ることができる知識やグループワークで求められるリーダ

ーシップと同等の価値を持っている、と私は思っています。これらから学んだことを活かしてボストンキャリアフォーラムに挑ん

だ結果、アメリカの企業の日本法人から内定をいただくことができました。留学生活で得た経験から何を学べているか、これ

を常に意識し、人に上手く伝えることができるようになったとき、あなたの留学は本当に意味があるもので、かつ、他の人から

も評価される経験になった、と言えると思います。私はその片りんを、ヨーク大学での授業と交友関係から見つけ出すことが

できました。様々なソースから、より多くのことを学ぶことができるよう、内なる目で自分の成長と課題点を観察しながら、足を

外へ外へと進めて行ってください。 

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。 

留学をすると就職活動に影響が出るかもしれない、これは 3 年生以上の学生が交換留学に申し込む際について回る厄介

な問題です。僕も留学前にその悩みを持った学生の一人でした。しかし人間面白いもので、やりたいこと、挑戦したいこと、頑

張りたいこと、の予定を先に手帳に書き込むと、残りの時間を駆使して "やらなければならない大切なこと" もしっかりとこな

せてしまうんです。しかも、何も予定がない時よりも効率よく、時にはより正確に。危機感と集中力が、それを可能にさせるん

だと思います。就職活動が "留学後" の残った時間でちゃちゃっとこなせるほど甘いものではないことは経験から十分承知

です。しかし留学中に時間を無駄にしない努力をすれば、留学のせいで就職活動が充分にできない、なんてことは絶対にあ

りません。その努力ができるかどうか不安な人も、留学先での授業の予習・復習、渡航先の言語の勉強、友人との交流な

ど、これらをこなしている間に自然と努力ができる人になるので、問題はありません。留学に興味はあるけど、不安な方は是

非、留学経験者、留学カウンセラー、国際事務室の事務員の方々、教授、親御様など、様々な人生の先輩に相談をしてみ

てください。上記の通り、僕でも構いません。皆さんが自分にとって最良な "学生生活" を送れるよう、心から応援をしてい

ます。 

 


