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II. ESL プログラム 概要 

 

A. アカデミック プログラム 

詳細 

アカデミックプログラムは、レジーナ大学で英語を第二言語とするプログラム（ESL）

である。このプログラムを無事に修了すると、レジーナ大学の入学に必要な英語運用能

力が与えられる。  

005からアカデミックを目的とするアドバンス・イングリッシュ、アドバンス EAP（レ

ベル 050）まで 6段階ある。それぞれのレベルには、コアとなる授業と１つか２つのス

キルクラスがある。レベルは次のように組織されている。 

  
 

 
 

 

030 – 040 – アドバンス EAP 

コア 

(週１５時間) 

月～金曜日 

スキル 

コミュニケーションか 

ライティング 

(週６時間) 

火曜～木曜日 

 

Tuesday – Thursday  

005 – 010 - 020  

コア 

(週１５時間) 

月～金曜日 

 
 
 
 
 

スキル 

(週 6時間) 

火～金曜日 

コミュニケーション  

(週３時間) 

火曜と木曜日 

ライティング 

(週３時間) 

水曜と金曜日 

005-050  週の総時間= 21 

                期の総時間 = 252 (12 週) 
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アカデミックプログラムへの配置 

 

アカデミックプログラムへの新しい生徒は、ESL配置テストの結果によってレベル別に分けら

れる。配置テストは、リスニング、スピーキング、リーディング、そしてライティングのスキ

ルを含めて、それぞれのセメスターでオリエンテーションの間に行われる。 

 

生徒は IELTS（アカデミック）のバンドスコアが 6.0以上で個々のバンドスコアが 5.5以下でな

いこと、もしくは TOEFLのスコアが 525、CAELスコアが 50であることを証明できれば、す

ぐに最高レベルのアドバンス EAP（ESL050）に許可されるかもしれない。100％返金期限（授

業料の内金を引いたもの）より前にスコアは提出されなければならない。学期の前に書類が提

出されれば、校内の配置テストを受ける必要はない。配置のためには、結果が ESLプログラム

に応募する時点から 2年を経過していないものが必要である。 

 

2つ以上連続して学期を欠席した後に、アカデミック ESLプログラムに戻ってきた生徒は配置

テストを受けなければならない。以前出席していたレベルに関係なく、テストによって決定さ

れたレベルで生徒は登録される。「NP」のグレードは欠席とみなされる。  

 

アカデミックプログラムの最終成績の計算 

コアクラス 

レベル 005 – アドバンス EAP (レベル 050) ____________ (70%) 

               __________ (100%) 

スキルクラス     ____________ (30%)* 

* 005-010 – コミュニケーション (15%) + ライティング (15%) 

 

レベル合格 

 60%は ESLプログラムで合格の得点。  

 レベルを合格するためには生徒はコアクラスに合格しなければならない。コアクラスを合格

しない場合は、最終成績の計算が６０％以上だとしても、次のレベルに行くことはできない。  

 スキルクラスを合格しないで、最終成績が６０%以上ある場合は、レベルを合格できる。 

 コアクラスが不合格でスキルクラスを合格した場合は、就学ビザ、配偶者ビザもしくはスポ

ンサーシップでもっと授業を受講しなければならない場合を除いて、次の学期でコアクラス

を受講し、スキル成績を１学期の間、保持できる。 

注意：得点の再評価を申請する権利がある。得点の再評価プロセスについては１２ページを参

照。 

 

レジーナ大学入学に必要な ESL準備コース 

レベル 030, 040 もしくはアドバンス EAP（レベル 050）の学生は選択したスキルクラスを受講

することができる。しかし、レジーナ大学へ出席予定のレベル 040の学生は 040アカデミック

ライティングを受講することが求められる。 
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アドバンス EAP（レベル 050）で大学プログラムへ入学予定の学生は、050文学とライティン

グの受講を求められる。 

アドバンス EAP（レベル 050）で大学院プログラムに入学予定の学生は、050アドバンスライ

ティングの受講が勧められる。 

 

Ｂ．ファースト・トラック・プログラム 

詳細 

ファーストプログラムは凝縮された ESLコースで、4月と 8月に開講される。１か月という凝

縮された中で１つのレベルを修了することができる。現在、ファーストトラックはレベル 020

と 030で利用可能。  

 

Ｃ．成功プログラムの基礎 

詳細 

我々の ESLプログラムは、学期休暇や学期の夕方にも行われる。これらのクラスは１）ESLの

学生がアカデミックの成功チャンスを得るため。そして２）コミュニティーのメンバーがプロ

や個人的理由で言語スキルを身につけることができるように。  

 

注意:これらのクラスは我々のアカデミックプログラムの一部ではないので、学生がレジーナ大

学に入学できるようになるものでない。  

サクセスコースの基礎は 

 

 ライティングサクセス基礎 

 コミュニケーション・サクセス基礎 

 エンジニア・サクセスの基礎 

 ビジネスサクセスの基礎 

 職場サクセスの基礎 

 

これらのコースに関する詳細情報は ESL事務所を訪れてください。 

 

Ｄ．ESLプラスワン・プログラム 

詳細 

このプログラムは ESL学生が ESLプログラムを修了する前に、大学単位の勉強をする機会を与え

るものである。ESLプラスワン・プログラムでは、アドバンス EAP（レベル 0505）に入学してい

るがアドバンス EAP(レベル 050)コースの間に１つ大学のコースを受講することができる。  

資格 

資格を得るためには、ESLの学生がアドバンス EAP（レベル 050）の資格がなければならない。

（レベル 040もしくは配置テストを合格することによって）そして、レジーナ大学の大学プログ

ラムに条件付きで認められる。 

認定されたレジーナ ESL プラスワンコース 

学生は次の１つから選ぶことができる 
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 ACAD (アカデミック基礎) 100 

 AMTH （大人の数学） 001 か 002 か 003 

 MATH (数学) 103 oか 110 

 STAT (統計) 100 oか 160 

 ECON (経済) 100 か 201 

 CS (コンピューターサイエンス) 100 か 110 か 115 

 

他の大学レベルのコースも ESLプラスワン・プログラムに該当するかもしれないが、状況に応じて

ESLディレクターや特定施設によってコースが認められなければならない。 

 ESL プラスワンの合格 

 アドバンス EAP（レベル 050）と大学の単位コースの両方を合格した生徒は、レジーナ大学の全日

制学習を始めることができ、大学の単位コースの単位を受け取ることができる。 

 アドバンス EAP（レベル 050）に不合格の学生で、大学単位コースを合格した学生はアドバンス

EAP（レベル 050）を合格してからのみ、大学の交換単位を受け取ることができる。 

 アドバンス EAP（レベル 050）を中退するか、停止した学生は自動的に大学単位コースからも停止

となる。 

 

 ESL プラスワンプログラムに申請 

申請するには、学生アドバイザーもしくはカウンセラー(LI 122, 306-585-5252)に連絡してください。  

 

Ｅ．全日制の学習 

就学許可を持っているインターナショナルの学生は全日制の学生として施設に出席することが求めら

れる。レジーナ大学での ESＬプログラムは、全日制の学生が週に１５時間以上（特別な事情があり、

ESLからの承諾書が事前にあれば、学生は週に１０時間でも全日制のステータスを得ることができる

かもしれない）出席することを指している。ESLコースのどのコースでも登録すると学生は、サクセ

スクラスの基礎やカスタマイズされたプログラムを含む全日制に登録される。  

スキルクラスのみに登録した学生は、レジーナ大学が認める全日制の学生としての要件を満たさない。

これは学生の就学許可やビザの要件にマイナスに影響する。そのため全日性として分類されるために

は、最低限の学習時間を満たすのにサクセスクラスの基礎（スキルクラスに加えて）に登録すること

が求められる。 

ESLプログラムはサクセスクラスの基礎に自動的に登録されないので、学生は自分でそうしなければ

ならない。詳細情報は ESL事務所にお問い合わせください。 

注意: サクセスクラスの基礎とカスタマイズされたプログラムで学習することは、学生のスキルを進歩

させ、ESL配置テストやチャレンジテストで高得点を取得することを促進するが、アドバンス EAP

（レベル 050）で合格する得点だけが、レジーナ大学の単位学習に許可される要件の英語運用能力を満

たすものだ。  平均６０％かそれ以上はコアとスキルクラスの平均が計算されたときにアドバンス EAP

（レベル 050）の合格得点は６０％かそれ以上がコアクラスで構成されている。 
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Ｆ．レジーナ大学の Eメール連絡 

ESLプログラムは EMAIL SENT TO YOUR UNIVERSITY OF REGINA EMAIL ACCOUNT 

を公式のコミュニケーションツールとしている。多くの目的において、ESL事務所は詳細

の連絡はしません。 

 

レジーナ大学のアカウントを定期的に確認するようにしてください。 

好みの Eメールアドレスにメールを転送することもできます。これに関する詳細は、UR

セルフサービスをご覧ください。
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Ⅲ. ESL授業料と方針  

 

費用の種類 費用についての詳細 期限 費用 

返金不可の

申請費用 

 

 始めての国内・国際学生は（レジーナ大学と ESLプロ

グラムが初めて）一度きりの返金不可の申請費用。 

 ESLに戻ってきた学生やレジーナ大学の単位学習から

ESLに入ってきた学生で、大学にすでに費用を支払って

いる場合は、この費用を再度支払わない。 

 返金は決してできない。 

12月 1日, 4月 1

日, もしくは学

期前の 8月 1日 

$100.00 

返金不可の

登録内金 

 それぞれの学期で学生のスペースの確保と配置テスト 

 最後の配置テストの前に ESL事務所が書面にて通知し

た場合、単一のアカデミック年に内金は交換される。 

 学生が ESLプログラムに初めて支払った内金は決して

返金できないが、ESL事務所が内金の期限までに通知さ

した場合は、それ以降の学期へ内金を返金できる。 

12月 1日, 4月 1

日, もしくは学

期前の 8月 1日 

 

$400.00 

配置テスト 

 配置テストのみを受けたい学生で ESLプログラムは必

要ない場合。 

 配置テストのみを受ける学生の教室でのスペース確保は

保証できない。 

ESL事務所に利

用可能かお問い

合わせください 

$150.00 

授業料の返

金と延滞料

金 

授業料は授業の最初の日が期限 

 

100% 返金 – 授業の最初の週の終わりまでに退学した学生

は授業料の全額返金（登録内金を引いた）を受け取る 

 

50% 返金 -授業の 2週間までに退学した学生は授業料の

50％の返金（登録内金を引いた）  

 

返金なし – 授業の 2週目から中間テスト始めまでに退学し

た学生は、返金を受け取ることができない。中間テストが

始まって退学が認められるのは特別な事情がある場合の

み。 

 

延滞金 – 授業料が貸しとなっている場合は、費用の 1.5% 

が加算される。；延滞金は学期中、毎月計算される。残高

全てが学期の終わりまでに支払わなければならない。  

退学書類は関連

する返金期間の

週の最後の授業

日の午後 4時 15

分までに受理さ

れなければなら

ない。 

 

それぞれの返金

期間の正確な日

付はオンライン

で見ることがで

きる。
www.uregina.ca/e

sl もしくは ESL

管理事務所(SR 

114) 

 

アカデミック

アドバイザー

か ESL事務所

に受理された

日付による 

 

未支払いの

費用（授業

料、住居、

コピーな

ど） 

 500ドル以上借りていり場合はアカウントがファイナン

シャルホールドになる。 

 ファイナンシャルホールドでは、学生は次の学期に登録

できないか、手紙もしくは報告か何かを受け取る。（許

可、出席、得点） 

申請できない 
$500.00 かそれ

以上 

 

 

 

http://www.uregina.ca/esl
http://www.uregina.ca/esl
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III. タームワークと期末試験の延期 

コースワークや試験の完了の延期は、病気、事故、他の究極で的確な状況など学生のコントロー

ルを超えている場合にのみ許可される。そのような延期の要請と許可が deferral（延期）と呼ばれ

る。クラスで良い進歩があった学生にのみ許可されるもので、延期が許可された場合にコースを

合格するだろうと見込める場合に許可される。  

生徒が学期の始めにコースワークがあまり完成していないときに、重大な病気もしくは重大な困

難に直面したときは、退学のほうが良い選択肢かもしれない。学生は学生アドバイザーやカウン

セラーに相談することができる。 

延期を許可する権利 

セメスター内のワーク（課題、クイズ、中間試験）の延期許可の権利は、コースのインストラク

ターに委ねられる。インストラクターが最終成績を的確に提出できるように、期末試験の前（通

常、学期の最終の週）までに延期されたワークは全て完成されなければならない。インストラク

ターは ESLディレクターに受け取った全ての延期要請を申告する。 

期末試験やタームワークの延期を期末試験の週を過ぎて許可する権利は ESLディレクターと共に

CCEディレクターにゆだねられる。  

支持する書類 

延期が許可される前に学生は支持する書類を用意しておく。病気には支持する書類は病気の開始

日と終了日、延期要請と病気の関連を的確に記載した医者からの手紙が必要となる。他の状況に

ついては、 学生アドバイザーやカウンセラーに支持する書類の許可を求めてください。  

延期申請 

学生はワークや試験を完成できなくなった際には、学生アドバイザーもしくはカウンセラー、イ

ンストラクターに素早く通知する。タームプログラムの完成よりも２週間を過ぎて延期の要請は

否定される。 

IV. アカデミックＥＳＬプログラムからの退学や中退 

ESLプログラムを早く去らなければならない状況において。期末試験前にプログラムを去る場合

はこれらの段階を踏む。 

 

1. 学生アドバイザーかカウンセラーに会って、プログラムを中退したい理由を説明する。 

2. 出口インタビューを学生アドバイザーかカウンセラーとして、中退書類に記入する。    

3. 中退書類は ESL事務所に提出・処理され、学生ファイルに配置される。 
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注意:  学生アドバイザーもカウンセラーもつかまらない場合は、中退書類が ESL事務所 

(SR 114)にある。 

プログラムとホームステイもしくは住居を中止 

ESL プログラムを中退した学生はホームステイの資格は失い、キャンパス内の住居の資格

も失うことになる。ESL事務所がホームステイコーディネーターと住居サービスに状況の

変化を通知する。  

プログラムと移民状況を中止 

カナダ移民局によると、就学許可証の場合、正式認可を受けた教育機関にフルタイムで出

席しなければならない。プログラムを中退すると、就学許可証もしくはビザを更新するこ

とができないかもしれない。カナダから即刻去る必要があるかもしれない。 

プログラムとサスカチュワン州の健康カードを中止 

サスカチュワン州の健康カードはフルタイムでプログラムに出席する場合のみ保持するこ

とができる。プログラムを中退すると健康カードは無効となる。 

プログラムと成績の中止 

 中間試験の前に公式にプログラムを中退した学生は、（学生アドバイザーかカウンセ

ラーもしくは ESL事務所による中退書類を使って）「W」を受理する。中退は落第得

点ではない。 

 中退する特別な許可なしで中間試験の後にプログラムへの出席を中止する学生は

「NP」の得点を受け、落第を意味する。 

 プログラムを公式に中退したり、出口インタビューを受けることなく授業に来なくな

った学生は「NP」を受ける。  

 「NP」 の得点は失敗としてみなされ、中止要請(RTD)として数えられる。 

戻ってきた学生で授業開始から 2週目の授業の最終日を含み、授業に出席しない学生は、

得点なしでコースを中退しなければならない。 

 同情の中退 

時に、学生がプログラムを去る重要な理由（家族の死、重大な病気や事故）がある場合、

同情の中退が中間試験期間の後に認められる。要請書類と支持する書類を ESLディレクタ

ーに申請してください。ESLディレクターはその要請を CCEディレクターに転送し、授業

料の一部を返金に値するかしないか決定する。学生は学生アドバイザーかカウンセラーに

要請プロセスの相談ができる。  
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ESL 出席方針 

 

レジーナ大学一般カレンダーによると「定期的で時間厳守で授業に出席することがアカデミックの

成功の基礎となり、全ての生徒に求められる。継続して遅刻や欠席することは学習やコースで他の

生徒の作品評価を侵害することになるため、学生はコースからの中退や期末試験の記述から除外す

るなど罰則が課せられる。行動がとられる前に、1通の警告書類が提供される。 」 

インストラクターからの練習とガイダンスが英語を学ぶ助けとなるため、この方針はプログラムで

非常に重要なものである。欠席や遅刻はスキルの発展や次のレベルに通過していく妨げとなる。さ

らに、欠席や遅刻は授業を中断させ、学生が重要な情報を逃してしまい、特に ESLクラスによく

あるグループ活動においてクラスにとって不公平である。 

CIC (カナダ移民局)は大学に、学生のアカデミック状況を各学期ごとに報告することを要請してい

る。カナダ移民局の規律では、学生が就学ビザを継続するために良い状態で いることを望み、コ

ースを構成する主要部分を逃すことは NP 得点につながる可能性があり、就学ビザの状況に悪影響

を与える。詳細は１８ページを参照のこと。 

 

次のことに注意してください 

 インストラクターが遅刻を含めて出席をマークする 

 病気もしくは事前に欠席か遅刻をする場合、インストラクターに電話もしくはメールで授業前

に知らせなければならない。緊急事態の場合は、ESL事務所(306-585-4584)もしくは学生アドバ

イザーやカウンセラー(306) 585-5252に電話してもよい。   

 出席しなかった授業、主要な課題、そして期末試験のため、医師による書類（もしくは関連す

る書類）を提出しなければならない。それからインストラクターとテストの埋め合わせをする

か、課題を遅れて提出するなど調整をしなければならない。 

 欠席により提出できていないワークや課題の埋め合わせをどのようにするかインストラクター

と話し合う責任がある。 

 旅行をしたい場合は ESLディレクターに話をして、ESLプログラムから離れる許可を得なけれ

ばならない。 

 手に負えない状況により期末試験を逃したり、逃すことになりそうな場合は、ESLディレクタ

ーに支持する書類とともに Eメールを書かなければならない。ESLディレクターはＣＣＥディ

レクターにその要請を転送する。ＣＣＥディレクターは延期が許可されるべきか決定する。 

 学生認可の前に、出席記録はパートナー大学や財政スポンサーに報告されるかもしれない。  

出席率が悪い結果 

授業に出席しない学生は学生アドバイザーやカウンセラーと面談を設けるかもしれない。出席が

改善しない場合は、欠席により結論を書いた警告書類が渡されるだろう。結果は次の段階を踏む。 

 クラスに入るのを拒否される 

 持続する欠席と遅刻により成績を失う  

 逃したクイズや課題が 0％になる 
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 クラスから中退させられる 

 コースに必要とされる要素が完成されていないためＮＰの成績を得る 

警告書類の後でも問題が続けば、結果はインストラクターによって行使される。さらに、ＥＳＬ

ディレクターとの面談に呼ばれ、さらなる行動につながる可能性がある。 

 出席に対する決定への訴え 

出席に関する決定に不服がある場合は、ＣＣＥ学生アピール委員会に訴えることができる。14ペ

ージの学生のアカデミックアピールをご覧ください。プロセスや他のアピールプロセスで助けが

必要となる場合は、学生アドバイザーやカウンセラーの LI 122に連絡するか、

Peco.Nagai@uregina.caにＥメールを送ってください。 

V. 成績の再評価 

 

時々、学生は受け取った成績が間違っているのではないかと感じることがある。もし学生が成績に

満足していないなら、成績の再評価を申し出ることができる。ＥＳＬプログラムには成績の再評価

に非公式と公式の 2段階がある。 

非公式の成績再評価 

最終成績の計算で間違いがあると考える学生は、非公式の成績再評価を要請することができる。

クラスワークと試験の成績が合っているかどうか再計算されるという意味だ。これはインストラ

クターによって行われ、インストラクターの都合が悪い場合は、ＥＳＬディレクターもしくはア

カデミックコーディネーターが再評価を行う。非公式の成績再評価を要請するためには、学生ア

ドバイザーもしくはカウンセラー、ＥＳＬ事務所で書類を得て、記入しなければならない。  

注意:最終成績を知ってから２週間以内にこの要請をすることが推奨される。   

公式の成績再評価 

非公式のプロセス結果に納得いかない場合、学生はレジーナ大学の登録事務所に次のものを提出す

ることで公式に訴えることができる。 

 再評価を要請する手紙を含む、最終成績の完成された再評価フォーム 

 再評価の費用（再評価の結果、少なくとも 5％が改定された場合は返金される） 

 全てのタームワークの原本（成績のついているもの） 

レジーナ大学の登録事務所はコースを提供する課長に原本を送る。（もしくは課のない施設では、

学部長もしくは指定された代わりの人）再評価は可能であれば始めは、元のインストラクターによ

ってされる。もしこれが結果的に高い成績にならなかったら、同じような規律により再評価が 1人

もしくは可能であれば 2人の他のインストラクターによって行われる。課長、学部長もしくは指定

mailto:esladvisor@uregina.ca


レジーナ大学 

ESLプログラム 

 

 

プログラマ方針と規則       Edited May 2018         ページ 15/22 

 

された代わりの人は、レジーナ事務所に再評価の結果を知らせ、レジーナ事務所が学生に知らせる。

再評価は元の成績から下がることはない。  

再評価の公式な要請は学生のウェブ記録が掲示されてから６週間以内に行われなければならない。 

成績再評価の決定に対する訴え 

公式の成績再評価に不服がある生徒は、副参事（学生事務）であるウィリアム・リドル博士がセン

タールーム２５１にいるので問題を話し合うことができる。電話番号は 306-585-4743でさらなる訴

えの場所があるかどうか学生にアドバイスをくれるだろう。  

このプロセスに助けが必要な場合は、学生アドバイザーもしくはカウンセラーに電話をするか（LI 

122）Ｅメールを Peco.Nagai@uregina.ca まで送ってください。 

 

VI. スケジュール変更 

授業計画が出来上がった後で学生がスケジュールの変更をしたい場合は、「ＥＳＬスケジュール変

更届け」に記入しＥＳＬ管理事務所に評価してもらうため提出しなければならない。届けはすぐに

提出されるべきで、授業の１週目以降には適用されない。 

アカデミックコーディネーターが届けを確認し、スケジュール変更に関する決定を行う。 

この決定はメールを通じて行われる。決定は最終のもので、さらなる届けは認められない。スケジ

ュール変更に関する決定は各学期の最終配置テストに従いすぐに行われる。  

VII. アカデミック 宿泊施設 

 

障害、怪我、病気のある生徒でアカデミックの宿泊施設が必要だと感じる者はリドルセンター２５

１にいる、電話番号が 306-585-4631で、 メールアドレスが 、accessibility@uregina.caの学生利用セ

ンターに連絡を取ったあと、コースインストラクターと話し合う。  

VIII. アカデミック パフォーマンス 

A. 試用、停止、停止要請後の再入学 

ＥＳＬプログラムでは、学生の成績はレベルを合格することで図られる。大学では、グレード・

ポイント・アベレージ（ＧＰＡ）。もし学生のアカデミック成績が低すぎたら、ＥＳＬプログラ

ムと大学は学生を監視して、学生を成功へと導くように手助けをする。ＥＳＬプログラムでは学

生アドバイザーもしくはカウンセラーが学生の学びをサポートし、学生がアカデミック成績に困

難を感じているときには関与する。  

まず始めに、成績が低すぎる生徒は試用期間に置かれ、学生アドバイザーもしくはカウンセラーや

インストラクターに監視されることになる。それからもし学生がまだ最低限の標準に満たない場合

mailto:esladvisor@uregina.ca
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は、停止することを要請される。（ＲＴＤ）それはある一定期間勉学から離れることを要求される

ものだ。ある一定期間の後、学生は勉学を続けるために再入学を求めることができる。 

ＥＳＬプログラムでの試用期間– レベルでの 2度目の失敗 

 

 同じレベルで 2度の失敗の後（中間試験後の非公式の「中退」を含める）学生は客観的に英語

レベルを図るものとして、ＥＳＬプログラムによって支払われたチャレンジ・プレイスメン

ト・テストを渡される。チャレンジ・プレイスメント・テストで生徒が失敗したときの直近の

レベルよりも低い場合は、低いレベルを続けることが求められる。注意：チャレンジ・プレイ

スメント・テストに申し込むのは学生自身の責任であると覚えておくこと。.   

 失敗は連続した期である必要はない  

 チャレンジ・プレイスメント・テストを記入した後は、学生は 3度目を最終として繰り返す許

可がある。3度目にレベルを繰り返す場合は、学生は学生アドバイザーもしくはカウンセラー

に授業の 1週目に会わなければならない。そしてその後は 2週間に 1度、ＥＳＬプログラムで

学習を続ける前に、学習の習慣や将来の目標、将来の計画について話し合わなければならない。 

停止要請（ＲＴＤ）– レベルでの 3度目の失敗 

 

 もし学生がレベルを３度目に失敗したら、1学期間の停止要請（ＲＴＤ）がＥＳＬプログラム

から起こる。失敗は連続した期である必要はない。 

 

ＲＴＤ後にＥＳＬプログラムに再入学 

 

 1度目のＲＴＤの後、プログラムを 1学期間欠席した後に、学生は再度、配置テストに申し込

むことができ、たとえＲＴＤ前に高いレベルにいたとしても、ＥＳＬプログラムのテスト結果

によって決まるレベルで再入学する。 

 学生は学生アドバイザーもしくはカウンセラーに授業の 1週目に会わなければならず、その後

2週間に 1度、ＥＳＬプログラムでの学習を続ける前に学習の習慣、目標や将来の計画を話し

合わなければならない。 

不明瞭なＲＴＤとＥＳＬプログラムへの再入学 – レベルでの 4度目の失敗 

 

 もし学生が再入学後に 4 回レベルで失敗をしたら、不明瞭にＥＳＬプログラムから中退するが、

最低限 1 学期間である。学生は再入学のためにＥＳＬディレクターに申請しなければならない。 

 再入学したら学術的にどのように成功するのか、前の学期での失敗の合理性を提案する計画書

類を申請しなければならない。ディレクターは学生の申請を元に決定を言い渡す。 

 もし申請が認められたら、学生は配置テストを再度受けなければならず、ＲＴＤ前の高いレベ

ルにかかわらず、テスト結果によるレベルでＥＳＬプログラムに再入学することになる。 

 さらに、再入学が認められたら、学生アドバイザーもしくはカウンセラーに授業の 1週目に会

わなければならず、学習の習慣や目標、将来の計画についてＥＳＬプログラムを続ける前に話

し合う。 
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B. 学生アカデミックアピール 

試用や停止の決定に関する訴え 

時に、学生はＥＳＬプログラムが試用や停止、ＲＴＤ後の再入学に関するアカデミックな決定をし

たものに対して、不服がある。もしプログラムが行った決定に不服がある場合は、ＣＣＥ学生アピ

ール委員会に訴えることができ、どちらの言い分も聞いてくれるだろう。 

ＣＣＥ学生アピール委員会は試用、停止、ＲＴＤについての訴えを見て、プログラム要求から例外

がある場合に要請することもできる。  

注意: ＣＣＥ学生訴え委員会は以下のことをしない 

 成績を見ること。成績に不服がある場合は、成績の再評価を１２ページで見てください。もし

くは 

 アカデミック違法の訴えやアカデミックでない違法決定の訴え。もしアカデミックやそうでな

い決定に不服がある場合は１６ページを見てください。 

学生アカデミックアピールをする前に 

 あなたの状況に関連する規律、方針、そして過程に精通しておきましょう。アカデミック要求

をカバーする一般的なルールや罰則、適切な書類を相談する過程の訴えについて知ること。

（例えば、レジーナ大学の一般カレンダー）大学の学生代弁者やＥＳＬ学生アドバイザーもし

くはカウンセラーが関連する規律、ポリシー、過程について言及し、手助けとなってくれるか

もしれない。 

 意見の違いを解決するために、非公式の手段を全て試用しましょう。これはインストラクター、

学生アドバイザーやカウンセラー、ＥＳＬディレクターに会うことを含む。 

学生アカデミックアピールのガイドラインとプロセス 

1段階:  ＣＣＥ学生アピール委員会に訴えることはアカデミックアクションの 2週間以内に行われ

て、以下に送られる。 

ＣＣＥ学生アピール委員会の委員長 

継続学習センター104 部屋 

レジーナ大学 カレッジビルディング 

    レジーナ, SK S4S 0A2  

* 注意:遅れての訴えは聞くことができない。ＥＳＬディレクターは書面で確認する。  

訴えをするなら、そのケースの全ての側面、認識してほしい証拠、希望する信条に関するプレゼン

を行う。（例えば成績の再調整、停止の要求）そしてその心情に対する元。 

あなた宛てもしくは自分自身が書いたケースに対する手紙や医療や同情的な場所の証拠などのよう

な書面でサポートするとより強力になるだろう。そのような書類のコピーが訴えと共に提出される

べきだ。 
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ケースを最も強いものにして、第三者に頼ることがないようにする。（例えばインストラクター、

ＥＳＬディレクター、学生アドバイザーやカウンセラー）訴えは個人的にあ事実確認や捜査を含ま

ない。訴えの結果は当事者によって提出された証拠にのみよるものだ。 

2段階: もし学生がＣＣＥ学生アピール委員会が不公平だと感じる場合は、公式の要請を再度送るこ

とができ、ＣＣＥからの決断書から３０日以内に大学の秘書に送る。 

リクエストを次に送ってください: 

大学秘書 

学生アピールの評議会 

管理/ 人文学の建物 ルーム505.4 

レジーナ大学 

レジーナ, SK S4S 0A2  

注意: ＣＣＥ学生アピール委員会に対して反対や不服だけではＣＣＥの学生アピール委員会に訴え

るには十分ではない。決定が不公平もしくは偏見があり変更されるべきであると論証しなければな

らない。 

ＣＣＥ学生アピールのプロセスや他のアピールプロセスで助けが必要な場合、学生アドバイザー/ 

カウンセラーが LI 122にいる。メールは Peco. Nagai@uregina.caに送ってください。  

IX. アカデミックとアカデミックでない違法行為 

 

A. アカデミック違法 

大学は委員会の全てのメンバーに最善の仕事をし、研究やアイディアについて正直であることを

求める。ＥＳＬプログラムはレジーナ大学の方針に沿ったアカデミック違法に関する方針がある。

リンクは次の通りである。http://www.uregina.ca/gencal/ugcal/attendanceEvaluation/ugcal_77.shtml.   

次に記載がある違法の定義を読んで、結論を認識してください。 

盗作 

盗作は他の誰かが書いた作品を使用し、自分のものであるように見せかけることだ。本、雑誌、

ジャーナル、新聞、コンピュータープログラム、インターネット、もしくは出版された情報源を

含む。盗作は誰かが書いて、自分が書いたのだと見せかけることも含む。 

１つのコースに対してエッセイを書いて、別のコースで同じエッセイを見せた場合、（インスト

ラクターの許可なしで）それも盗作にあたる。他の人のライティングやインターネットからの文

を記憶して、スピーキングの課題で使用するのも盗作である。 

誰かの正確な単語を使用した場合、そこに引用符をつけて、著者を言及しなければならない。作

者からアイディアを得たが、自分自身の言葉を使う場合、（パラフレーズや要約すること）著者

の言及はしなければならない。 

mailto:esladvisor@uregina.ca


レジーナ大学 

ESLプログラム 

 

 

プログラマ方針と規則       Edited May 2018         ページ 19/22 

 

カンニング 

カンニングは中間試験であれ期末試験であれ、授業の試験中に辞書、メモ、図、携帯電話や他の

生徒からの助けを借りることである。誰かに情報を求めることも含み、試験中に情報を提供する

こと、試験中に他の人の作品をコピーすること、他の人に試験中にコピーさせることを許すこと

も含む。  

注意: 試験中、話すことや他のいかなるコミュニケーション手段もあるべきではない。  

 

盗作やカンニングの結果 

レベル 005, 010, 020, そして 030 

インストラクターがアカデミック違法を書面で生徒に警告する。学生は行動を変える機会を与え

られるが、もしアカデミック違法を続ける場合はＥＳＬディレクター（そして時にはＣＣＥディ

レクターも）は通知を受け、罰則がそのケースで的確である場合、問題が調査される。  

 

レベル 040 とアドバンス EAP (050) 

ＥＳＬプログラムはレベル 040 とアドバンスＥＡＰの学生は盗作やカンニングに関するレジーナ

大学のポリシーの認識がある。インストラクターはいかなる盗作やカンニングもＥＳＬディレク

ターに報告する。ＥＳＬディレクターはＣＣＥディレクターがインストラクターと面談し、問題

を調査し、罰則がこのケースで的確かどうかの書類を書く手助けをする。  

さらなる訴えの過程は、１８ページのアカデミックやアカデミックでない違法についての決定を

ご覧ください。 

 

B. アカデミックでない違法: 大学のコミュニティ 

大学のコミュニティ行動規範 

レジーナ大学は大学のメンバーが暮らし、働き、そして相互尊敬と人権侵害や差別のない大学で

学ぶ環境作りと保持の責任を持つ。このポリシーは  

 レジーナ大学では常に安全で尊敬されていると感じるべきである。大学で誰かが侵害や差別な

しで暮らしたり学んだりする能力を奪う人がいたら、学生アドバイザー、カウンセラー、イン

ストラクター、ＥＳＬディレクター、キャンパスセキュリティや学生サービスからの誰かに連

絡を取って知らせるべきだ。  

 他の人も安心で尊敬されていると感じるための責任があなたにもある。協力と尊敬を大学の

人々すべてに持ち続けなければならない。   
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アカデミックでない大学コミュニティでの違法の結果 

大学コミュニティのメンバーが他人を尊敬しないとき、所有物を盗むとき、コミュニティの侵害

や混乱をさせるとき、彼らの行動は「アカデミックでない違法」と呼ばれる。アカデミックでな

い違法には重大なものもある。大学の誰かがアカデミックでない違法を報告したら、キャンパス

セキュリティとＥＳＬディレクターによる即時の調査がある。（そしてときにはＣＣＥディレク

ター）関連した人々。報告は罰則が必要ならば、学生課の副参事に報告が渡される。 

学生アドバイザーやカウンセラー、ＥＳＬディレクターとアカデミックでない違法行為（自分で

報告しても、誰かが報告したとしても）は他の生徒や学生と共有されない。機密事項として扱わ

れる。 

 Ｃ．アカデミックでない違法：授業中に  

授業中の行動規範 

学生はＥＳＬプログラムと大学に学びに来ている。そして学習を促進する授業環境にいるべき権

利がある。このポリシーは次のことを意味する。 

 学習を促進する授業環境にいるべき権利がある。そして 

 学習を促進する授業環境を作る助けとなる責任がある。 

 利益のある授業環境を作るために、ＥＳＬクラスの学生は次のことを求められる 

 授業に出席し、授業に時間通りいる。 

 授業活動に集中し、生徒同士で話をしない。 

 目標とする言語を学ぶ機会を有効活用する。 

 毎回の授業を目標とする言語を学ぶ機会とし、インストラクターを妨げるような行為は慎む。  

 授業中の携帯電話はインストラクターが授業で携帯電話を使用するようデザインし、生徒にそ

れを要求したとき以外は使用することを避ける。 

 授業中に何かを録音する際には、必ず事前に教員またはクラスメイトの許可をとるようにして

ください。これは、スマートフォンを使用した録音また写真、動画の撮影を含みます。 
 

不適切な授業態度の結果 

授業環境を侵害することもアカデミックでない違法行為であり、ＥＳＬプログラムの行動ポリシ

ーに従わない学生は結果が伴う。学生はまず最初に書面で警告を受け、不適切な行動をやめるよ

う要求することと、その行動が改善されない場合の結果を説明したものである。これらの結果は

次のものを含む。 

 授業を去ることを要求される。 

 教室に入ることを拒否される。 

 成績をなくす 

 （究極のケースでは）期末試験の記入することを妨げられる 

 

もし不適切な行動が続けば、インストラクターはＥＳＬディレクターに連絡をとり、その状況に

ついての決断をする。ＥＳＬディレクターはＣＣＥディレクターや副参事（学生課）を巻き込む



レジーナ大学 

ESLプログラム 

 

 

プログラマ方針と規則       Edited May 2018         ページ 21/22 

 

かもしれない。出席、遅刻、そして他の教室での行動についての詳細はクラスシラバスを確認し

てください。 

 

Ｄ．アカデミックとアカデミックでない違法行為に対する決定の訴え 

アカデミックかアカデミックでない決定に不服がある場合は、訴えの手紙を書いて大学秘書（も

しくは事務所の 306-585-5545に電話する）に送ることができ、（大学連携の）評議委員会に学生

規律に関して訴えを持って行く。アカデミックやアカデミックでない違法行為に対する訴え方は

学生アドバイザーやカウンセラーに話をして、ステップを教えてくれて書類の手助けをしてくれ

るだろう。 

 

X. カナダ移民局のルール 

A. カナダ在住中に勉強 

2014年 6月 1日現在、カナダでの就学許可保持者は勉学を積極的に成し遂げる必要がある。これ

は次のことを意味する。 

 就学許可を保持している場合、入学しプログラムを達成するための合理的でタイムリーな進歩

を遂げなければならない。そして  

 そうできないことはカナダからの排除につながる。 

 あなたの教育施設はカナダの移民局に継続する登録とアカデミックな状況について報告する。

移民局の事務所で継続した登録とアカデミックの状況について証拠が求められることがある。

詳細は http://www.cic.gc.ca/english/study/study-changes.aspをご覧ください。 

B. 勤労 

重要：英語を第二言語として（ＥＳＬ）現在、レジーナ大学で勉強している場合は、学習期間中

に働くことは認められていない。前向きなカナダの雇用と社会発展から雇用市場オピニオンの就

労許可に申請して認められている場合を除く。 

就労を始める前に、就労許可なしでキャンパス外で働く資格を確証することは雇用主の責任であ

る。資格要件を満たさずにキャンパス外で就労し始めた場合は、移民と難民保守規律により行動

が制限されるかもしれない。詳細はカナダ移民局のウェブサイトをご覧ください。 

http://www.cic.gc.ca/english/study/study-changes.asp  

http://www.cic.gc.ca/english/study/study-changes.asp
http://www.cic.gc.ca/english/study/study-changes.asp
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C. ＥＳＬを無事に修了してから 

ESL/FSL 要素 (ESL+1)を含む大学のプログラムを修了した学生は ESL/FSL 要素を修了したらキャ

ンパス外で働く資格がある。詳細は以下をご覧ください。

http://www.cic.gc.ca/english/resources/tools/temp/students/work-off-campus.asp 

重要な情報:もし英語かフランス語を第二言語として(ESL/FSL) 学んでいるか、一般教養や準備コ

ースに参加している場合は、学習期間中は働くことができない。詳細は次をご覧ください。

http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/guides/5552ETOC.asp 

D. 施設を変更する – 自分自身の責任 

2014年 6月 1日もしくはそれ以降に就学許可を申請した場合、指定された教育施設から他に移動

したときは同じレベルの学習だとしても、ＭｙＣＩＣを通じてＣＩＣに知らせなければならない。

詳細は以下をご覧ください。http://www.cic.gc.ca/english/study/study-changes.asp 

次の変化について次のＣＩＣウェブサイトを読むことが勧められる。 

http://www.cic.gc.ca/english/study/study-changes.asp 

カナダ移民局のウェブサイトでこれらの変化の要約は、以下のリンクをご覧ください。

http://www.cic.gc.ca/english/department/media/notices/2014-02-12.asp 

詳細はＥＳＬのメイン事務所をご覧ください。 

 

http://www.cic.gc.ca/english/resources/tools/temp/students/work-off-campus.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/guides/5552ETOC.asp
http://www.cic.gc.ca/english/study/study-changes.asp
http://www.cic.gc.ca/english/study/study-changes.asp
http://www.cic.gc.ca/english/department/media/notices/2014-02-12.asp

