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参加者の報告 

Program ParticiPants voices 
 

Hiroshi Onogi., PhD 

Department of Nursing, Faculty of Health Sciences, Tohoku Fukushi University 

  

At Fort Edmonton Park. 
 

Fortunately, I was able to participate in the English and public health summer seminar at 
Concordia University in Edmonton, Canada as a students’ group leader. The seminar 
consisted of solid syllabus and rubric evaluation. Even within tight schedule, teachers in 
Canada had lectured our students flexibly. I was impressed by the Canadian teachers using 
contents such as "YouTube" to successfully address students' interests. The methods such as 
recreation activities and completion ceremony in the class were also very helpful for 
empowerment. 
I also felt that "hospitality" of the local staff was excellent through the whole Canadian 

seminar. If students of Concordia University have the opportunity to study at our university, 
I would like to do a wonderful hospitality that I received. I appreciate my university staff and 
the staff of Concordia University for giving me a wonderful experience. 
 
幸運にも、私は今回のカナダ・エドモントン・コンコルディア大学における英語及び公衆

衛生夏期講習に学生の引率として参加することができました。講習はしっかりとしたシラ
バス、ポートフォリオにより構成されていました。このようなしっかりとしたフレームの中
でも、カナダの先生方はフレキシブルに講義をしていました。私はカナダの先生方
が”youtube”などのコンテンツを利用し学生の興味をうまく取り上げて講義を進行していた



ことが印象的でした。授業内にあるちょっとしたレクリエーションや修了式などのエンパ
ワメント方法も非常に参考になりました。 

私はまた、カナダ研修全体で現地スタッフの「おもてなし」が素晴らしいと感じました。
もしコンコルディア大学の学生が私達の大学で学ぶ機会があれば、私が受けた素晴らしい
おもてなしをしてあげようと思います。このような素晴らしい経験をさせて頂き、本学とコ
ンコルディア大学の皆様に感謝します。 
 
 

Kononenko Alexei,  

International coordinator, Center for International Academic Exchange, TFU 
 
I am very thankful for 
the opportunity to be 
able to accompany 
our students for their 
study trip to Canada. 
Our partner 
university, Concordia 
University of 
Edmonton, provided 
us with very 

comfortable 
educational environment in the quiet and beautiful city of Edmonton. We had great time there 
studying English and learning about Public Health, which included such unfamiliar concepts 
in Japan, as Multiculturalism and Indigenous People Public Health. I am sure our students 
have received rich experience and drive for further study. The only regrettable thing was the 
time spent in Concordia running up too quickly.  
 
今回引率職員として東北福祉大学の学生をカナダに連れていくことができてとても感謝し
てます。カナダで受け入れ先のエドモントのコンコルディア大学は、静かで美しいエドモン
ト市で、私たちのためにとても心地いい勉強環境を提供してくれました。とても楽しく英語
の勉強と公衆衛生学について学ぶことができて、日本であまり知られてないコンセプト、多
文化主義、原住民の公衆衛生等について勉強することができました。研修に参加した学生は
間違いなく豊かな経験を得て、それは今後の修学の動機になりそうです。一つだけ残念なこ
とは滞在時間があまりにも早く過ぎてしまったことです。 



9:00~English 
 We have learned some English grammar every day. And we 

tried to write dictation of a conversation or animation every 

class. First day, I couldn’t really do it, but I was getting better at 

dictation and understanding English. 

 We also learned about character. I was so surprised to know 

that there were a lot of words about character. We tried to 

introduce ourselves especially about our own character. I was so 

happy to know about other student’s and Miss. Zoe’s character.  

 At the beginning of the class, we played some games of word 

(ex: food, country, sports, instrument…). It was a little difficult 

for me but so fun because I could communicate with other 

student and Miss. Zoe. In the game The team that Mss. Zoe was 

in was so strong! 

 Mss. Zoe showed us some Canadian videos. All of them were 

very interesting. My favorite video is about the haunted house. 

When we watched that video, we couldn't stop from laughing. I 

looked for it on Youtube and watched after my returned. The 

most impressive video was about Christmas. Christmas 

illumination decorations at the entrance of each house were so 

beautiful. I want to visit Edmonton on Christmas.  

  

  

 

 Kanno Hikari, 

2nd year, Faculty of Health Science, Department of Nursing 
 
 
 
 
 
.  

午前中の英語の授業では、その日に取り上げるテ

ーマに沿ったゲームにみんなで挑戦したり、Zoe 先

生にその授業で習ったことに関する手紙を書いた

りしました。その日に習ったことをゲームや手紙で

活用することで、より理解を深めることができたと

思います。また、日本での英語の授業で習うような

文法で、どのようにして使い分けるのか、活用する

のかなど曖昧な部分があったのですが、Zoe 先生の

授業でしっかりと理解することができました。 

 また、カナダの文化や気候などについても授業で

触れてもらいました。改めて、日本とは生活も文化

も大きく異なるのだと感じました。 

 もともと英語が得意というわけではなかったの

ですが、今回の海外研修を通して、英語が楽しいと

感じることができ、もっと英語を学びたいと思うよ

うになりました。 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＼ We studied these word !! ／ 

13:00~ Public health 
 We learned about public health.  

“Public health is the study of health at the population level” 

Resources of public health are people, time, and money. And QOL (quality of life) is a 

determinants of health. Public health professionals have to understand, and to act. 
Public health governance in Canada on federal level, provincial / territorial level (provincial: 10, territorial: 

3), regional / local level all share responsibility to develop and implement public health policies, research, 

services and programs. In Japan, responsibility for public health is shared like in Canada. This is a similar 

point between Canada and Japan. On the other side, Canada is so multicultural but Japan is monocultural. I 

thought that Canada was multicultural country, so public health of Canada was practical and wide. 

 Final day, we made our own presentation about this seminar. It was not easy, but we tried it so hard and 

completed our presentations. During this seminar I could improve my knowledge of public health and learn 

the characteristic of public health in Japan and Canada. 

 午後の公衆衛生の授業では、公衆衛生とは何かということやカナダの公衆衛生に関することについ

て学ぶだけでなく、様々な施設にも連れて行っていただきました。英語での授業は、聞き取るのに必

死でその場で理解することが難しいこともありましたが、Sandra 先生が分かりやすい言葉や例えで何

度も説明してくださり、話の雰囲気をつかむことで理解できるようになりました。 

授業を通して感じたことは、カナダの公衆衛生と日本の公衆衛生の大きな違いは、多様な文化に対

応できるかどうかという点にあることです。カナダは様々な価値観を持つ人が生活をしている国であ

ることから、国民それぞれに対応できるような方法で公衆衛生が展開されていますが、日本は生活す

る人も公衆衛生を広げている人も日本人です。その国で生活する人全員を対象と考えてみると、日本

の公衆衛生は日本で過ごす日本人以外の人にとってはあまり活用のできないものなのではないかと

思いました。日本で過ごす全ての人がカナダのように充実した公衆衛生面のサービスを受けられるよ

う、将来何かしらの形で公衆衛生に関わりたいです。 

 

 

 



Sato Ami 

2nd year, Faculty of Health Science, Department of Nursing 

Canada is a federal constitutional monarchy nation having 10  

states and 3 associate states. Canada reached the 150th anniversary  

in July, 2017. Edmonton is a capital of Alberta. 

Edmonton has known by many more names: River city, Festival city,  

Gateway to the North. Canada is a multiracial nation, and there were various people 

in the town. 

――カナダは１０の州と３の準州をもつ連邦立憲君主制国家です。２０１７年の７月に１
５０周年を迎えました。エドモントンはアルバータ州の首都で、川の都・祭りの都・北の出
入り口など多くの名前で知られています。カナダは他民族国家であり、街には様々な人がい
ました。 

 

州議会議事堂… 

Legislature Building 
Alberta became a province of Canada in 1905. The Legislature Building was built 

from 1907 to 1912 on a site near the old Fort Edmonton. We participated in a tour 

and observed the inside.  

The rotunda contains over 2000 tons of marble from Quebec, Canada. The solid 

marble pillars. It was very beautiful. 



As for me, The Mace was especially impressive. The Mace is a symbol of the 

Legislative Assembly’s authority to make laws. We heard the original Mace was made 

quickly out of a variety of scrap materials. For example, It is the part of the restroom. 

To hear it, I feel funny.😊😊 

―――アルバータ州は１９０５年にカナダの州となりました。この議事堂は、１９０７年
から１９１２年にかけて昔のエドモントンの砦跡近くに建てられたそうです。私たちはツ
アーに参加し、中を見学しました。円形大広間には、ケベック州から運ばれてきた 2000 ト
ン以上の大理石が使われています。 

とても綺麗でした！私は職杖が最も 
印象深いです。 
職杖は法律を制定する州議会の権威を表す
印だそうです。初めに作られた職杖は急き
ょ手元にあった残り物を使ったそうで、例
えばトイレの部品など！それを聞いて私は
可笑しくなりました😊😊 
 
 

West Edmonton Mall… 

ウェストエドモントンモール 
We went to The West Edmonton Mall twice. 

It is the shopping mall which is the tenth largest in the world.  

There were various shops (1dollar shop, cosmetic shop, 

clothes shop, Asian food shop, restaurants…).  

We really enjoyed. 

The mall also has an indoor amusement park called 

“Galaxy land” and an indoor pool called “World 

water park”. Both are the greatest in North America. 

Ayumu played Galaxy land. He looked very happy. It 

was difficult for me to understand what a clerk say 

and to order in English at the start. But I was 

gradually used to English from everyday class and life, 

I could understand and order when I went to the 

second time. I could enjoy shopping like in Japan. 

 



――私たちはウェストエドモントンモールに二回行きました。そこは世界で 10 番目の規模
をもつショッピングモールで様々なお店があります。（1 ドルショップ,化粧品店,洋服店,ア
ジア食品店,レストラン等） 
本当に楽しかったです！また、ギャラクシーランドと呼ばれる室内遊園地やワールドウォ
ーターパークと呼ばれる屋内プールもあり、どちらも北米最大の大きさです。歩がギャラク
シーランドで遊んでいて、とても楽しそうでした😊😊初め、私には店員の言っていることを
理解したり注文したりするのが難しかったのですが、毎日の授業や生活の中で英語に慣れ、
二回目に行った時には理解したり注文することができました。日本と同じように買い物を
楽しめました😊😊 
 

ホワイトアベニュー…Whyte Avenue 
Whyte Avenue was a place with various shops. 

We did shopping and eating. We ate delicious 

pizza. 

The Pizza-shop name is Boston Pizza.🍕🍕 

The street scenery and building were unlike 

Japan in Whyte Avenue. For example, there 

were many garbage boxes. 

And there were terrace seats in many shops. 

I was surprised to see a see through up to the 

restroom. I think I want to go Whyte Avenue 

again！ 

 

―――ホワイトアベニューには様々なお店があり
ます。 
私たちは買い物や食事などをしました。ボストン
ピザという 
お店のピザがおいしかったです🍕🍕ここでは日本と
は違う街の風景や 
建物を見ることができました。例えば、外にはごみ箱が 
たくさんあって、多くのお店でテラス席がありました。 
中が透けているトイレを見たときは驚きました。しかし、それには重要な理由があるらしい
です。 
またホワイトアベニューに行きたいです😊😊 
 



 

Shoji Ayumu 

2nd year, Faculty of Health Science, Department of Rehabilitation 
 

I will explain about Edmonton and Banff’s climate. 
 
Long and cold winter, constituted by climate with large temperature difference  
between summer and winter. It belongs to subtropical humid climate. 
 
The summer period is sunny and sometimes makes it hot during the day. But 
overall it is easy to spend. 
 
The temperature in August is 
between 7 degrees to 29 degrees. 
I thought that it was during the 
daytime. Mornings and evenings 
were quite cool and the 
temperature was falling so it was 
a large gap between day and 
night.  
 
Edmonton’s daytime is longer  
than Japan. 
 
Edmonton’s sunrise time was as 
early as in Japan. But Edmonton’s 
sunset time was later than in Japan in summer. So we could do something 
outside or play outside. 
 
And I think that Edmonton’s rain was so hard. When we were driving highway, it 
started rain. The strong rain like storm. I had never seen that strong rain. I was 
surprised. 
  
The best surprise thing was climbing Canadian Rocky Mountains. On that day it 
was a bit foggy, I felt excited on the top of the mountain. And it was beautiful. I 
was impressed to see indigenous Landmarks. I could not understand the 
meaning of the stones. But the indigenous people got the navigation Information 
from only stones. I was surprised.  
 
I enjoyed my visit very much this time. Thank you so much. 

 

  



エドモントンの気候について紹介します。 

長くて寒い冬であり、夏と冬の気温差が大きい気候となっています。亜寒帯湿

潤気候に属しています。。夏の期間は、好天で昼に暑くなる傾向があります

が、全体的には過ごしやすいです。私たちが訪問した 8 月の最低気温から最高

気温の差は、7℃～29℃でした。日中真夏日になった日でも朝晩は冷え込むな

ど、朝夜と昼の温度差が大きいのも特徴です。 

エドモントンの日照時間は日本よりも長いです。 

日本とエドモントンの夏の日の出の時間帯は同じくらいですが、エドモントン

の日の入りの時間がとても遅く、夜遅い時間帯でも外で活動をすることができ

ました。また、私が生活した中で、短時間、局所的に強い雨に遭遇する機会が

多く感じました。高速道路を走っているときに遭遇した雷は、まるで嵐のよう

で、これほどの規模のものは初めて見て驚きました 

私が今回の訪問で一番驚いたのはロッキー山脈を登ったことです。頂上はとて

も高く、そして美しかったです。また、頂上に重ねられていた石の目印も印象

的でした。私は意味を理解できませんでしたが、石のみを介して情報を得てい

たことに驚きました。今回の訪問はとても有意義で楽しめました。ありがとう

ございました。 

 



Tomotaka Horiuchi 

2nd year, Faculty of Comprehensive Social Welfare, Department of Social Welfare 

                 
Canadian food was tasty and felt sweet for us who are accustomed to Japanese food. Because 
Canada is a country of immigrants, when you go out to the city you can eat Japanese food or 
eat cuisines of various countries such as Chinese and Turkish. 
 

カナダで街を歩いているとハ

ンバーガ屋やピザ屋などのフ

ァストフードの店が多く見ら

れた。そのファストフードは

日本のファストフードより美

味しかった。日本のピザでは

コーンやポテトなど多くのト

ッ ピ ン グ を す る が 、 カ ナ ダ で は そ れ ほ ど 種 類 多 く な く 、 値 段 わ り に                

味しい。ピザ好きならカナダでピザを食べる ことをお勧めする。 



In Japan, food is often served in dishes, one dish on one plate, but in Canada a lot of food 

is served in a large dish often carried on one plate. 

Japanese staple food is rice, but in Canada there is no staple food. I even ate rice in Canada, 

However I did not like Thai rice and was eating Japanese rice every day. 

 

If you go to a large supermarket, KOSHIHIKARI and UDON are on sale, and if you cook 

yourself you can easily eat the meals 

you eat in usual Japan. So if you live 

in Canada and want to eat Japanese 

food, don’t worry. 

 

私たちは農場へ行き、オーガニックフートについて学んだ。科学合成農薬、科学合成肥

料などを使わず育てられた食品のことだ。いつもとは違う素材そのものの味を味わうこ



とができた。オーガニックフードは普通の食べ物に比べて高く、手に入りにくいのでと

ても貴重な体験ができた。 

 

We ate the meat of bison. It was very delicious. I felt that Bison’s meat was less fat than 

beef and pork. So it 

was easy to eat. 

I learned various 

things such as that 

white sugar is not 

good for the body, 

transparent sugar is better for the body, and from now on, I will decide what to buy after 

studying ingredients label.  

 
In Japan, there is the custom of eating without leaving anything on the plate, it is considered 
to be rude if you leave. However, I often did it in Canada.  I was explained that It expresses 
that you are full by leaving. I was very surprised when I leaned of this. 
 
I ate a lot food in Canada, mostly it was a very good experience with the taste I ate for the first 
time. And I got to know my favorite taste and weak taste. 
It was good that I could experience new tastes and food culture of other countries and make 
new discoveries. 
                                                  
 
 



Tsuchiya Aya 

2nd year, Faculty of Comprehensive Social Welfare, Department of Social Welfare 
  

 

      
 

総合福祉学部 社会福祉学科 社会福祉コース 
2 年 土屋 絢 

 



私たちはエドモントンに滞在中、現地の大学の職員の方たちに毎日のようにいろいろな場所に
連れて行ってもらいました。ここでは、その中でも特に印象に残った場所を 4 つご紹介したいと
思います。 
While staying in Edmonton, the teachers of the local university took us to various places.  
Among them, I will introduce four the most impressive. 
 
 

 

 
 
①Fort Edmonton Park 
②West Edmonton Mall  
③Alberta Legislature 
④City center 
 
 

Concordia University 

City Center 

Alberta Legislature 
 

Fort Edmonton Park 

West Edmonton Mall 



 

    
  
Fort Edmonton Parkでは、カナダの昔の建物が再現されていて、カナダの歴史を体験することが
できます。敷地内は 1846年、1885 年、1905年、1920 年の４つに区切られています。敷地内は
広いので路面電車を使って移動すると便利です。それぞれの年代のスペースにお土産物屋さん
やレストランもあります。ショッピングモールでは買えないちょっとレトロなお土産が買える
と思います。入口のお土産物屋さんにいろいろな種類のパンフレットが置いてあります。私は、
“Womenʼs History”を選びました。それぞれの年代で女性が置かれていた立場の違いや、パーク内
でどこに注目するべきかなどが書かれていました。自分の興味のある分野のパンフレットをも
らって、それに沿って回ってみるのも面白いと思います。 
 
In Fort Edmonton Park, Canadian old buildings are reproduced. You can experience the history of 
Canada. The inside the site is divided into four areas of 1846, 1885, 1905 and 1920. Because the 
inside of the site is wide, it is convenient to use a tram, 
There are souvenir shops and restaurants in the space of each age. 
There are some pamphlets at the entrance of the gift shop. I chose” Women History”. It is written 
about the differences in the position of women of each age and remarkable points in the park. 
I think that it is interesting to get pamphlets of the field of interest and to go around the site 
accordingly. 
 
 
 
 
 
 



  

 
北米では最大、世界では 10番目に大きいショッピングモールです。 
10 番目といっても三井アウトレットパークとは比べ物にならないくらい大きいです。 
お店の数は約 800店舗、２万台分の駐車場、面積は 50 平方メートルもあります。 
1 日ではとても回り切れないので、あらかじめ HPを見て、行きたいお店を決めておくのがおす
すめです。スケート場や映画館、遊園地も併設されています。フードコートもいくつもあるので
何でも好きなものを食べられます。 
もし日本食が恋しくなったら T&Tマーケットに行くと日本食を買うこともできます。 
It is largest in North America, the tenth largest shopping mall in the world. It is tenth in the world, and 
it is too large to compare with Mitsui Outlet Park in my home city of Sendai. 
There are about 800 shops, there are 20.000 parking lots and the area is 50 square meters. 
You canʼt see it all in a day. It is good to decide the store you want to visit on the homepage. 
There are skating rink, cinemas and amusement parks. There are also some food courts and you can 
eat whatever you like. If you miss Japanese food, you can buy Japanese food at T&T market. 



     

 
アルバータ州議会議事堂は 1907 年から 1912 年にかけて、昔のエドモントン砦跡近くに建てら
れました。オーネイト・スタイルでデザインされており、柱には純粋な大理石が使われています。 
館内ツアーに参加すると、アルバータ州の政治に関わりのある人物の紹介や建物にまつわる話
を聞くことができます。 
マジック・スポットと呼ばれる音響が不思議に反響してくる場所があります。そこに立つと大広
間にある噴水の音が反響して、まるで自分の上に水が流れてくるような音がします。ぜひ一度体
験してみてください！ 
The Alberta Legislature Building was built from 1907 to 1912 near the old Edmonton fortress. It is 
designed in an ornate style, and pure marble is used for pillars. If you participate in the guided tour, 
you can learn about buildings and people involved in politics in Alberta. 
 There is a place called Magic Spot. There sounds echo in a magical way. When you stand on the 
magic spot, it sounds as if water is flowing on yourself. Please try it by all means. 



 

            
 
 
町の中心部にあるショッピングモールです。ウェストエドモントンモールよりも小さいので、効
率的に買い物したい人はこちらがおすすめです。 
City center で買い物するなら、最初に Guest Servicesに行ってクーポンをもらうとお得に買い物
できます。食事をしたときや洋服を買ったとき、ドラックストアで買い物したときに使えます。
記入用紙がありますが、分からなければ係りの人が一緒に手伝ってくれます。 
近くの広場では夜になると映画上映が行われていたり、フェスティバルが開催されていたりす
るのでエドモントンのホームページを調べて、参加してみて下さい！ 
There is a shopping mall in the center of the city. Because, it is smaller than West Edmonton Mall, 
people who want to shop efficiently are recommended here. 
 If you go shopping at the city center, you can get coupons at guest service. This coupon can be used 
when you eat, when you buy clothes, when you shop with a Drug Stores. A staff member helps write 
the entry form. 
Festivals and movie screenings are held in nearby plazas. 
Please check the website of Edmonton and join it! 



 

 
 
 
 
他にもたくさんの場所を案内していただきました。英語と公衆衛生の勉強だけでなく、放課後も
楽しく過ごせました。毎日がとても充実していました。 
現地の先生方、引率のアレクセイ先生と小野木先生、日本で事前研修をしてくださった高橋先生
にはとても感謝しています。ありがとうございました！ 
I got a lot of other places to see In addition to studying English and public health, I could spend a lot 
of time and it was so fun. Every day was very fulfilling. 
I am very thankful to the local teachers, Mr.Onogi, Mr.Alexei and Ms.Takahashi. 
Thank you very much! 
 

Commonwealth Stadium で 
アメフト観戦！ 

週末旅行でバンフへ 
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