
留学生活レポート２０１９秋 
 

ダルハウジー大学 
 

 ２０１９年の５月の終わり頃にカナダに来て早くも半年以上が立ちました。 
私は大学の入学要件を満たすために５月末から８月の初めまで語学学校に通い、そこを卒業

して９月から大学が始まりました。私がこれまでの留学生活で感じたことについて話していき
たいと思います。 

まずは英語の大切さです。カナダに来た初めの時と比べると上達はしていると思いますが、
依然として大学で学ぶにはまだ不十分だと感じています。教授が話す英語、教科書の英語はア
カデミックな単語も多く、普段の英会話ができるからと言って講義の内容が全て分かるわけで
はありません。大学での英語のレベルの高さを感じています。また普段の会話に関しても、ネ
イティブ同士が話す英語は早く、ついていけないこともあります。そして何を話しているのか
理解していないと会話にも入っていけません。特に学生の多くは若くスラングも多用するので
これも大変です。ここでは授業を受けるにしても友達と話すにしてもすべて英語なので英語が
できないと始まりません。カナダに来て約８ヶ月、英語の必要性を痛感している今日この頃で
す。 

学習面で気がついたことは、まずこっちの生徒は積極的に講義を受けているということです。
具体的には、まず生徒はよく質問をします。授業中に質問がバンバン飛び交っています。また、
教授が何か生徒に意見を求めたときはほぼ必ず何人か発言します。日本だったらシーンとなっ
て多分誰も答えないだろうなと思います。そういう点で文化の違いを感じました。また、講義
中に居眠りをしている人やスマホを触っている人はほとんど見かけません。バスに乗っても寝
ている人をほとんど見ないので、カナダ人はどこで寝ているんだろうと不思議になります。ま
た、ここでは基本的に Mid-term Exam と Final Exam があるのですが科目によっては Mid-term 
Exam が１と２に分かれて２回行われるものもあります。なんと３回行われるものもあります。
さらに幸か不幸か試験が日付的にほぼかぶることなく行われるため、１週間に１度は何かの試
験という感覚でした。Mid-term が始まり、やっと全教科が終わったと思ったら Mid-term ２
が来て、それも終わったと思ったらもう Final Exam、という感じです。こっちには試験期間と
いう概念があまりないようで、試験も普段の講義と並行して行われるため大変でした。 

生活面では、今はカナダ人、韓国人、日本人の友達と私で４人でアパートを借りてルームシ
ェアをしています。互いの国の料理を作って食べたりしますが、文化の違いが出て面白いなと
思います。一言で表すならば、カナダ料理はハイカロリーで、韓国料理は激辛です。一つびっ
くりしたのが、カナダ人のルームメイトが大きな容器に入ったピーナッツバターを、ただピー
ナッツバターだけをスプーンでアイスクリームのように食べていたことです。体に悪いよと何
度も行ったのですが、彼はどうしてもやめられないそうです。また、韓国人のルームメイトの
誕生日をサプライズでお祝いしたりしました。Thanks Giving という大きな祝日には、カナダ



人のルームメイトの両親も来てターキーを食べたりして、カナダの伝統的な過ごし方をしまし
た。 

今学期は初めての学期ということで慣れないこともたくさんあり、勉強に追われる日々でし
た。あまり大学のイベントなどに参加することもなかったので、次の学期はそういったことに
積極的に参加して交友関係を広げていきたいです。何か新しいことにチャレンジできる冬学期
になればと思います。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

       ルームメイトの誕生日会 



留学生活レポート ２０１９ 
冬 

 
この冬学期も終わり無事１ヶ年の課程を修了することができたのでここに留学生活レポートを
記したいと思います。早くもカナダに来てから１年が経ちました。住めば都と言うもので、来
た当初は日本が恋しくなったりもしたものですが、今は快適に暮らしています。 
 学習面では、大学生活にも慣れることができ前学期より余裕を持って勉強に励むことができ
ました。英語力の伸びも感じ、特にリスニングの能力が上がったので講義の内容の理解度も以
前より上がりました。今学期は前学期に引き続いて数学、物理、生物、化学、そしてライティ
ングのクラスである音楽の授業を選択しました。秋学期からの課題であった生物では、毎講義
前にその日のパワーポイントを見て概要を把握したり、分からない単語を調べたりしました。
その結果、講義の内容の理解も深まり、テストの点数も上がったので良かったです。英語が⺟
語でない以上、どうしてもハンデキャップはあるので、こういったちょっとしたことを積み重
ねてその差を埋めていこうと思います。 
 ３月の３週目頃から新型コロナウイルスの影響で大学が１週間休校となり、その後の授業は
全てオンライン授業になりました。生徒も大学側も初めての事態で、バタバタとした学期だっ
たと感じます。オンライン授業では録画された授業の動画やパワーポイントのスライドを見て
学習しました。動画だと分からない部分を巻き戻して見たり、止めたりして自分のペースで学
習を進めることができるので便利です。一方、自分で学習していかないといけないので勉強の
リズムを作るのが難しく、次の日にしようと先延ばしにして溜め込んでしまうなどの欠点もあ
ると感じました。テストも全てオンラインで行われました。 
 生活面では、今学期では勉強面での余裕もあったので色々なアクティビティに参加しました。
大学のジャパニーズソサイエティのイベントや、町のランゲージエクスチェンジのイベントに
参加したりしました。ジャパニーズソサイエティではバレンタインや節分のイベントなどに参
加して恵方巻きを作って食べたりして、様々な国の生徒と交流することができました。 
 カナダでの初めての冬も経験し、福岡の冬との違いを実感しました。雪は積もるし気温は０℃
以下で当たり前という感じでした。カナダ人のルームメイトは、彼は内陸のもっと寒い地域の
出⾝なのですが、−１５℃の日などでも「今日は暖かいね」などと言っていてびっくりしまし
た。ですが雪国の冬は辛いばかりではなく、ウィンタースポーツができるので楽しかったです。
夏の間はローラースケートなどができる公園は冬の間は氷が張ってスケートリンクと化しスケ
ートができたり、スキー場に行ってスキーをしたりと冬の間しかできないウィンタースポーツ
を楽しみました。 
 今学期は色々な新しいことに挑戦して交友関係を広げたり、様々な経験をすることができた
ので良かったです。残念ながら今はコロナウイルスの影響で Stay home していますが、来学期
も色んなことに挑戦していきたいと思います。 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

  冬のキャンパス 



留学生活レポート ２０２０秋 
 
 ２０２０/２１年度秋学期も無事に終えることができたのでここに留学生活レポートを記し
ます。今学期は新型コロナウイルスの影響により授業が全てオンラインで行われるというもの
でした。今年の夏頃での大学側の見通しは、冬学期からまた通常通りに授業を再開するという
ものだったので、私は秋学期中もカナダに滞在し、オンライン授業を受けていました。その留
学生活を少しばかりここに記します。 

学習面では、オンライン授業と言うこともあり最初は慣れずに⼾惑うこともありましたが、
最終的にはうまくできたと思います。私の履修した中では、スペイン語の授業が唯一オンタイ
ムで行われた授業で、あとはあらかじめ録画された授業を自分のペースで見るというものでし
た。ですがいつでも受講できる反面、自分でタイムマネジメントをしないといけず、ついつい
後回しにしてしまったりするのでペースを掴むまでは少し大変でした。各週それぞれのクラス
で課題が出たりするので、期限内にそれを終わらせるのに必死でした。ですがオンライン授業
の良い面もあり、特に録画の授業だと一時停止したり、理解できなかったりしたところは巻き
戻してまた見たりできるので、どうしても英語面でもハンデがある私はその点とてもやりやす
かったです。 

クラスの内容としては、１年生のときよりもっと専門的なことを学ぶことができ、特に Blue 
Planet という海洋学のクラスと Climate Change という気候変動に関するクラスがとても興
味深く面白かったです。 

生活面として感じたことは、やはりコロナウイルスの影響で街の様子が変わったことです。
私の住んでいるノバスコシア州のハリファックスは、カナダのトロントやモントリオールとい
った大都市と比べると感染者数はかなり少なかったのですが、それでもロックダウンも何度か
あり、街の様子は去年と全然違いました。レストランやバーなどは閉まっていたり制限がある
中の営業で、お店やスーパーなど建物に入るときや公共交通機関に乗る際はマスクをしていな
いと入れないといった感じでした。去年はマスクをしている人など街中ではほとんど見かける
ことはなかったのですが、今年はマスク着用がもはや日常の風景となっていました。 

また今学期はアルバイトも始めました。辻利という日本の抹茶ブランドの店がハリファック
スにもこの夏オープンし、そこで働いていました。お客さんと接客する上でやはり日本と文化
が違うことを感じました。普通に話しかけてくるお客さんもたくさんいて、時には話が弾んだ
りして楽しかったです。時々日本人のお客さんが来たり、日本に行ったことがあって日本語が
話せるカナダ人のお客さんなどもいてびっくりしたりもしました。海外で働くことはなかなか
できないと思うので、貴重な体験でした。バイトと学業の両立は大変でしたが、学ぶことも多
かったです。 

今学期は全てオンラインで授業が行われるという通常とは違う学期でしたが、バイトなど新
しいことも始めることができたので良かったです。次の冬学期もオンラインで行われることに
なっているので、早く通常通りに授業ができるように祈りながらこれからも頑張っていきたい



です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

バイト先の辻利での風景 
 



留学生活レポート ２０２０冬 
 

２０２０/２１年度冬学期も無事に修了する事が出来たので、ここに留学生活レポートを記
したいと思います。前学期に引き続き、新型コロナウイルスの影響により今学期も授業は全て
オンラインで行われました。先が見通せない状況でしたし、１年半以上帰国をしていなかった
ので、この冬学期は帰国し日本から授業を受けることに決めました。秋学期のテスト等が全て
終わった１２月の下旬のタイミングで日本に帰国しました。 

学習面では前学期と同じような形で、全てオンラインで授業を受講していました。ほとんど
の授業は録画されておりそれを自分の好きな時間に見るというものだったので、時差などはあ
まり気にせずに授業を受けることが出来ました。その分、自分で時間管理やタスク管理をしな
いといけなかったので、そこは大変でした。前学期は生徒側も教授側のオンライン授業はほと
んど初めてだったということもあり、試行錯誤しながら進めていく場面もありました。ですが、
今学期は双方慣れてきており、スムーズに進めることが出来ました。このコロナ禍で、秋冬学
期を通してオンライン授業を受けた感想としては、オンライン学習は、学習面では対面授業と
同等、またそれ以上に学べることができます。ただ、クラスメートや教授と接する機会は残念
ながらほとんど無かったです。他のクラスメートの顔はほとんど知りませんし、丸１年度その
教授のクラスを受講したのに、クラスによってはその教授の顔すら知らないこともあります
(笑)。やはり人と人との繋がりを持つためにはやはり対面授業のほうがいいと思うので、次の
学期に期待したいです。 

生活面で大きく今までと違ったことは、今学期は初めて日本で授業を受ける学期ということ
です。よく言われることだとは思いますが、日本から出てみて初めて日本のことが分かるとい
うのは、本当にその通りだと思います。久しぶりに日本に帰ってきて、ご飯の美味しさにびっ
くりしたり、スーパーの品揃えの良さに感動したりしていました。一度日本の外で暮らしてみ
てから帰国すると、日本の良い面も悪い面もたくさん気づくことがありました。 

また、今年の４月に祖父が他界したのですが、もし普通に授業が行われていれば、その時期
はまだ学期の最中でカナダにいたと思います。ある意味、コロナのおかげで今回帰国し、最後
祖父に会い感謝の言葉を伝えることができたのは、本当に良かったと思います。物事には良い
面と悪い面両方あるのだなあとひしひし感じました。今回帰国して日本から授業を受けること
で、家族との時間をたくさんとることができて良かったです。 

海外の大学へ進学すると、日本から授業を受けるというのは、普通はできないことなので、
今回新型コロナウイルスの影響により、そうすることになりましたが、結果的に良かったこと
もたくさんありました。ただやはりせっかくカナダの大学へ進学しましたので、カナダで生活
し、対面で授業を受けたいと思います。一日でも早く普段の日常へ戻って、９月からまたカナ
ダで大学生活を送れることを願うばかりです。 
  



留学生活レポート ２０２１秋 
 
 今学期も昨年に引き続き新型コロナウイルスの影響下でのものとなりました。し かし今学
期は対面授業も再開され、カナダに戻って学生生活を送ることができましたの で、ここに留学
生活レポートを記したいと思います。 まず学習面でのことを記します。今学期の授業形態は５
０％対面、５０％オンラ インといった感じでした。今学期履修した５つのクラスの内、２つは
対面、２つは完全 にオンライン、１つは対面とオンラインのブレンドといった形でした。昨年
１年間がまるまるオンラインだったということもあり、対面授業に戻ることに正直少し不安も
あり ました。ですが、クラスメートや教授と仲良くなったり、人脈を広げたりといった、オ ン
ライン授業では得ることの難しいものが得られて、改めて対面授業の良さを実感しました。 今
学期のクラスは１年２年生の時より格段に専門性がアップし、内容もより難しいものでした。
私の専攻は海洋学ですが、海洋物理、海洋化学、海洋地学といったクラ スを今学期は受講し、
海に関して様々な観点、側面から学ぶことができてとても興味深かったです。対面授業になっ
たことで実験の授業も取ることができ、クラスメートと試 行錯誤しながら実験をするのはと
ても楽しかったです。 次に英語力についてです。２０２１年はコロナの影響で８ヶ月ほど日本
にいて、 授業もオンラインだったこともあり、英語を聞くばっかりで話す機会があまりなかっ
たのでスピーキング面での英語力の衰えを心配していました。しかし今年の９月にカナダに戻
ってから英語を使っていくうちに案外すぐに思い出し、心配するほどのことはありませんでし
た。１対１で話す分にはもうほぼストレスなく話すことができるようになりましたが、依然と
してまだ言いたいことが上手く伝えられなくてもどかしいときがあったりと、完全に fluent 
といえる状態ではないので、もっと精進して自分の英語力を上げたいと思います。 今後留学を
考えている方がもしこれを読んでくださっているのか分かりませんが、一つ心の片隅に留めて
おいてほしいことは、留学生活の楽しさと英語力の高さはめちゃくちゃ比例するということで
す。もしかすると、“俺は英語そんなにできないけど留学生活謳歌しまくる自信あるぜ！”って
人もいるかも知れませんが、そんな人に英語力があれば⻤に⾦棒で、あなたの留学生活は何倍
も楽しくなります。コミュニケーションを取る上でリスニングとスピーキングの能力が重要で、
特にリスニング力が“鍵”です。相手の言っていることがまず理解できないと喋ろうにも何も喋
れません。日本にいる間にスピーキング力を上げるのは機会があまり無いし難しいと思います。
なので留学に行く際はぜひリスニング力だけでも日本にいるうちに上げてほしいと思います。
グーグルや Youtube で検索すれば今どき勉強法はたくさん出てきます。生活面では、今学期カ
ナダのハリファックスに戻ることができたので、学業面以 外でも様々なことをすることがで
きました。私の所属している大学の Japanese Society では１年半ぶりくらいに in person での
イベントを何回か開くことができ、たくさんの人と交友を深めることができたので良かったで
す。夏祭りやおにぎりイベントを開催しました。夏祭りイベントでは、輪投げや射的、おみく
じを用意したり、たこ焼きを作ったりして、日本の文化を海外の人に伝えることができました。 
もうひとつ今学期学業以外で行った新しいことは、ダイビングです。大学のカリキュラムなど



とは関係ないのですが、クラスメートの中に何人かダイビングをしている人達がいてその影響
や、何より私が海洋学専攻なので、私もスキューバダイビングのライセンスを取ろうと思い立
ちました。このシーズンを逃すと次は４月、５月になってしまうので、海が冷え切ってしまう
前に取ろうと思い、１１月だったのですがライセンスを取る決心をしました。ですがカナダの
１１月をなめてはいけません。正直めちゃくちゃ寒かったです。海水温度は約１０℃、気温は
寒いときで１℃でした。凍えながらも海に潜って色々なスキルを学び、コースを全て終えたあ
とは、一緒にコースを取っていた人達と、“俺らはタフなミッションを達成したね”などと言い
合って共に称え合いました。暖かくなってまたダイビングができるようになるのが待ち遠しい
です。 昨年は残念ながら新型コロナウイルスの影響で授業が全てオンラインとなってしまい
ましたが、今学期はカナダに戻ることができ、忙しいながらも充実した学生活を送ることがで
きました。来学期を終えると次は４年生で、時の流れの速さを感じます。来学期も学業面、生
活面とどちらも充実した生活が送れるように頑張りたいです。 
  



留学生活レポート ２０２１冬 
 
 今学期も前学期に引き続き、カナダのハリファックスで学生生活を過ごしました。講義は対
面とオンラインのハイブリッドでした。 今学期の学習面で感じたことは、今まで様々なクラス
で学んだ内容の、“点と点” が自分の頭の中で繋がり始めたということです。例えば、海洋化学
のクラスで学んだ内 容が海洋生物のクラスでも出てきたり、海洋物理で勉強した内容が海洋
地学での現れたりと行った感じです。今まで学んできた知識を応用して新しいコンセプトを理
解したり、同じ概念、現象であっても違った視点から見ることでより深い理解に繋げたりする 
ことができました。 生活面で特筆することは、冬休みの期間を利用してケベック州のケベック
シティというところまで、片道 12 時間かけて車でドライブして行ったことです。ケベック州 
はカナダでほぼ唯一のフランス語圏です。周りの人々はみんなフランス語を話しているし、街
並みや食事、文化もハリファックスとは全然違った、ヨーロピアンスタイルな感 じで、同じカ
ナダなのにまるで違う国にいるように感じました。 また、辻利でのアルバイトに加えて、
Halifax Convention Centre というところでも 働き始めました。そこは色々なイベントを催す
場所で、仕事内容としては主に会場設 営、食事や飲み物を配膳したり、食器を下げたりといっ
たものです。イベントによっては参加者が 1000 人を超えることもあるので、チームメイトと
の連携がとても大切で す。私がここで働いていて好きなことは、働く環境が“so diverse”なこ
とです。そこで働 いている仲間たちは、カナダ、インド、タイ、ラオス、チリ、ナイジェリア、
バングラ デシュ、ネパール、シリア、ベトナム、シンガポール、中国、台湾、日本、レバノン、 
コロンビア、ブラジル、etc…など、本当に世界中の国々から来ていて、そういった人たちと話
したり、一緒に働くことができてとても楽しいです。そして私は今大⻄洋のど真ん中にある、
バミューダ諸島にいます。私の通っている大学と Bermuda Institute of Ocean Sciences という
バミューダにある研究機関とコネクションがあり、この夏そこで 2 つのコースを受講します。
Research Diving Methods というサイエンティフィックなスキューバダイビングのノウハウを
学ぶコースと、Coral Reef Ecology というサンゴ礁について学ぶコースを受講する予定です。
幸運なことにも大学側からこのコースを取るための奨学⾦をいただくことができたので、こう
して今バミューダにいることができています。つい先日到着し、明日から実際にクラスが始ま
る ので、とても楽しみです。 


