
語学留学、ワーキングホリデーで上手に英語力を上げる 5 つの秘訣 

 

 

カナダで英語をマスターしたい！ 

 

そうです。カナダへ「語学留学」「ワーキングホリデー」をするからには、 

やっぱり確実に英語が上達したいですよね。 

  

語学留学の場合は、そのためにカナダへ行くのですから、 

英語力の向上が最大の目標と言ってもいいと思います。 

 

それでもやっぱり・・・ 

 

「学校の授業に付いていけるかな？」 

「ホストファミリーや先生の言っていることがわかるかな？」 

「自分が思っているように英語が上達するかな？」 

「カナダ人の友達出来るかな？」 

 

と不安なこともあるかもしれません。 

 

今、カナダで語学留学やワーキングホリデーをしている方の中にも 

上手に英語が学べている人もいれば・・・ 

 

「リスニングが難しい！」 

「自分の言いたいことが、なかなか英語に出来ない。。。」 

「会話のスピードについていけない。」 

 

とストレスを抱えている方もいるかもしれません。 

 

初めての長期海外滞在の方もいるでしょうし、現地の生活や文化に慣れるのに 

時間のかかる方もいます。社会人の方で、久しぶりの学生生活と言う方もいます。 

 

すべての方が、語学留学をしてすぐに、とんとん拍子に英語が上達していく 

わけではありません。 

 

なので、はじめは上手く行かなくても焦らずに行きましょう。 



 

この先の英語学習が不安になり、気持ちがネガティブな方へ行ってしまうと悪い循環に入

ってしまいますからね。（英語へのモチベーションが下がるのが一番良くないです。） 

 

そこでこのＥブックでは・・・ 

 

カナダで英語を学ぶあなたに、英語が上達していくために大切なポイントをご紹介したい

と思います。英語圏の国で学ぶ際に知っておいて欲しい、上手に英語を上達させるための 5

つの秘訣です。 

 

今回、ご紹介するのは具体的な英語学習方法や文法などについてではなく、カナダという

英語圏の国で英語に囲まれて暮らす語学留学・ワーキングホリデーだからこそ必要な「英

語上達のための考え方」についてお話します。 

 

英語の知識（文法や単語）を学ぶ方は多いと思いますが、英語が上達するための考え方や 

留学中に英語が上達するための考え方を学ぶ機会は少ないと思いますので、何か一つでも

お役に立つと嬉しいです。 

 

このＥブックを読み終えた20分後のあなたは、英語圏の国で英語を学ぶための秘訣を知り、

上手に英語を学ぶご自分がイメージ出来ていると思いますよ。 

 

その前に少し語学留学やワーキングホリデーの成果についてお話します。 

 

☆カナダ語学留学やワーキングホリデーの成果って何だろう？ 

 

あなたにとって語学留学やワーキングホリデーの成果って何ですか？ 

 

語学留学と言うと、先ほども書いたように「英語の上達」が成果として挙げられるかもし

れませんが、私が思うには、英語だけじゃなくて、他にも大切なことがあると思います。

語学留学やワーキングホリデーの成果として、是非あなたにも、意識して欲しいことが 

4 つあります。 

 

カナダ語学留学・ワーキングホリデーの成果 

 

１． 英語力アップ 

２． カナダでしか出来ない経験、楽しいこと、思い出になる経験 



３． 人間的成長 

４． 世界中に出来る人脈・ネットワーク（友達の輪） 

 

この 4 つがバランス良く満たされると、良いカナダ語学留学・ワーキングホリデーと思え

るのではないでしょうか。 

 

「英語は上達したけど、友達はあまり出来なかったな。。。」 

 

では寂しいですし。 

 

「友達たくさん出来たけど、英語はあんまり上達しませんでした。」 

「英語の勉強ばかりしていて、どこにも遊びに行きませんでした。」 

 

これも、もったいない気がしますよね。 

 

もちろん、人それぞれ、重視したいポイントは違うかもしれませんが、ある程度、バラン

スが取れているといいと思います。 

 

想像してみてください。あなたは、カナダで語学留学をしています。英語が上達し、どん

な場面でも自信を持って話せるようになりました。カナダでしか出来ない経験をたくさん

して良い想い出がたくさんでき、海外で暮らす経験を通じて、自分自身にも自信が持てる

ような成長を感じています。カナダ人はもちろん、日本人も含めて、世界中からやってき

た留学生と友達になれた。帰国後もメール、ＳＮＳ、スカイプなどで連絡が取れる友達が

たくさん出来た。 

 

どうでしょう？ このような想いでカナダ留学、ワーキングホリデーを終えて、日本に帰

国することが出来たら・・・ 

 

「あの時、カナダに行く決断をして良かった！！」と心から思えるのではないでし

ょうか。 

 

このＥブックでは、あなたが上手に英語を上達させる方法についてお話させて頂くのです

が、一生に何度も出来るわけではないカナダ語学留学、ワーキングホリデーですから、英

語以外のことも大切なので、「是非、カナダでしか出来ない経験、出会い、成長も大事にし

てくださいね。」という想いでお話させて頂きました。 

 



それでは、英語が上手に上達する秘訣に行きましょう！ 

 

 

 

英語上達の秘訣：その１ 

「英語を話すわたし：あなたのセルフイメージをバージョンアップさせる！」 

 

セルフイメージと言うと、あまり聞き慣れない方もいるかもしれませんね。 

※心理学やセラピー、カウンセリングの世界ではとても重要なキーワードになります。 

 

セルフイメージとは、簡単に言うと、あなたが自分で自分のことをどんな人だと思っ

ているか？ ということなのです。（意識的と言うよりも無意識に。） 

 

英語に関して言うと、あなたがご自分のことを「わたしは英語が出来る人」と思ってい

るかどうかがとても大切になります。 

 

「ちょっと待ってください！ 英語が出来るようになる前から、自分のことを、英語が出

来るなんて考えられませんよ！」 

 

と思われるかもしれません。 

 

そうなんです。それがこのセルフイメージをあなたの英語上達の一番の秘訣に上げるほど

大切な理由なのです。 

 

多くの人がこう考えます。 

 

「英語が出来るようになったら、自分のことを英語が出来る人と思える。」 

 

でも実は、英語が飛躍的に上達する人は順番が逆なんです。 

 

英語がぐんぐん伸びる方は、「自分は英語が出来る」または「出来るようになれる。」と思

っているのです。 

 

つまり、 

 

「英語が出来る人だと思っているから英語が上達する。」 



 

この順番で考えている人は英語の上達が早いのです。 

 

これは英語だけじゃなくて、すべてのことに言えます。 

 

自分に対して「喫煙者・スモーカー」と言うセルフイメージを持っている人は、どれだけ

外側の行動（タバコを吸わない）を変えようとしても、必ず失敗します。 

 

ダイエットや健康についても同じです。 

 

自分自身のセルフイメージ（内側）を変えずに、自分の行動（外側）を変えようとしても、

長続きせず、元通りになってしまうことは良くあります。 

 

あなたも経験ありませんか？ わたしは何度も経験があります！ 

 

実はこのセルフイメージという言葉を作ったアメリカの心理学の権威・マクスウェル・モ

ルツ博士はもともと、美容整形のドクターだったのです。交通事故などで顔に大きな傷を

もってしまった人や、自分の顔の部分に強くコンプレックスを感じている患者さんの美容

整形をするドクターでした。彼の患者さんの多くはその外見が原因で「自分は醜い」と心

を病んでしまっていたそうです。ですが、どれだけ綺麗に、患者さんの希望するように容

姿を変えても、傷をすっかり取り除いても、心が楽にならない患者さんがいたのです。そ

して博士は何年もの研究とリサーチを重ねた結果、「鏡に映る自分よりも、自分の心に

映している自分を変える必要がある。」という結論にたどり着き、「セルフイメージ」

という考え方を世界に発表し、当時の心理学者、セラピスト、カウンセラーの世界に大き

な影響を与えました。 

 

心理学の話まで出てきて大げさな話になってしまいましたが。。。 

 

なぜ、英語が上達するための秘訣にこんなお話をするか？ 

 

と言うと・・・ 

 

日本人の多くの方が、「自分は英語が出来ない。」「自分は英語が苦手。」とどこかで

思いこんでいるのです。言い方を変えると、英語がベラベラになった自分をイメージ

出来ていないのです。 

 



わたしは、留学エージェントでもありながら、日本人英語講師として大人の方を中心に英

語も教えています。そのため、たくさんの「英語を学ぶ日本人」とお話する機会がありま

す。もちろん、半年～1 年くらいの語学留学を経験された方たちもたくさん知っています。 

 

その方たちの中で、留学を終えて日本へ帰国した後、それが何年後でも、英語で外国人と

のコミュニケーションを楽しめる人たちは、やはり「自分は英語を話す」というセルフ

イメージを持っているのです。 

 

重要！ そして、ここからがあなたに知ってもらいたい本当に大切なことです。 

 

例えば、3 年～4 年間の海外留学を終えた人が、「英語が出来るセルフイメージ」を持って

いるというのは、そんなに珍しくないと思います。 

 

3 年間ということは、語学留学を超えて、大学やカレッジに通っていると思うので、そこま

で行くと、ほとんどの方が「英語が出来るセルフイメージ」を持っていると思います。  

 

私の知っている限りでは、6 ヶ月間の滞在で「英語が出来るセルフイメージ」を作ることが

出来た人は、かなりの英語漬けで、勉強もたくさんして、英語で色んな経験をされた方で

す。留学中に恐らくほとんど日本語を話さなかった人たちです。 

 

逆に、倍の期間である 1 年間、語学留学をしても、「英語が出来るセルフイメージ」を持て

ない人もたくさんいます。本当にたくさんいます。そうするとどうなるか？ 

 

日本に帰国してから、留学中に学んだ英語力をキープし、仕事につかえるレベルで英語を

活用するのは、無理だと思います。 

 

ダイエットや禁煙と同じで、元に戻ってしまいます。 

 

この罠にはまらないように、このＥブックを読んでくれているあなたにして欲しいことは、 

 

ズバリ！ 

 

語学留学やワーキングホリデーに行く前から、「英語が出来るセルフイメージ」

を作り始めるのです。 

 

言い方を変えると、 



 

「英語が出来るセルフイメージ」を持ちながら英語を学んでいく 

 

ということなのです。 

 

どうやってやるのか？ 

 

その答えはとてもシンプル。そのシンプルさに騙されないでくださいね。 

 

それは・・・ 

 

 

ズバリ！ 

 

思い込みとイメージ・トレーニングです。 

 

 

「ええええ！ そんなことですか？」 

 

と驚かれるかもしれませんが、この思い込みは実は簡単ではありません。 

 

簡単ではありませんし、時間もかかります。 

 

でもお金はかかりません。ただです！  

 

だから留学する前に絶対に知っておいて欲しいのです。日本で留学やワーキングホリデー

の準備をしているときからトレーニングは始められます。 

 

シンプルなことですが、思い込みは、信じられないほどの力をあなたに与えてくれます。 

 

ノーベル賞レベルの数学式を解いた学生の話をご存知ですか？ 

 

有名な話なのでご存知の方もいるかもしれません。ある高校で行われた数学の授業。男子

生徒のＡ君は、部活の朝練で疲れていたこともあり、数学の授業中に机で寝てしまいまし

た。そして気が付くとなんと、終礼のチャイムが鳴り、授業が終わってしまいました。Ａ

君は慌てて黒板に書いてあった数学の宿題をノートに書き写しました。 



 

そして、次の日です。 

 

数学の授業で、先生が宿題の数式を黒板に書きました。 

 

そして先生は言います。「解けたやついるか？」 

 

誰も手を挙げません。 

 

「誰もいないか？」 

 

と先生が聞きます。 

 

するとＡ君がさっと手を挙げ、黒板に行き、問題を解いてしまいました。 

 

その答えを見て、先生は驚愕します。先生の様子をみてクラスメイトもざわつき始めます。 

 

そうです。Ａ君が解いた数学式は、高校生に解けるレベルではない、超難関な問題だった

のです。先生は、いつも通りの宿題で出した訳ではなく、解けるわけないと思って出した

宿題でした。 

 

でもＡ君は、「明日までに解かないといけない宿題」だと思い込んでいたのです。 

 

これは思い込みが生んだ一つの例で、あなたも似たような話を聞いたことがあるのではな

いでしょうか？ 私は思い込みで病気が治るという話も聞いたことがあります。 

 

 

セルフイメージは、その言葉通り、「イメージ」です。 

 

 

モルツ博士は、セルフイメージという考え方を広めただけではなく、そのセルフイメージ

に変化を持たせることにより、患者の心の病を治すという手法でセラピーを行い、多くの

人たちを治療し、彼らの人生に影響を与えました。鏡に映る自分ではなく、自分で作った

理想の自分を見ることが出来るようにするのです。 

 

モルツ博士は言います。 



 

The 'self-image' is the key to human personality and human behavior. Change the self 
image and you change the personality and the behavior. 
 
Maxwell Maltz 
 

セルフイメージは、人間の性格や行動への鍵となるものだ。セルフイメージを変えてみな

さい。あなたの性格と行動も変わるだろう。 

 

マクスウェル・モルツ（1889～1975） 

 

 

このＥブックでは、あなたが「英語が出来るセルフイメージ」を持てるようになるた

めのトレーニング方法を 3 つご紹介します。 

 

セルフイメージトレーニング＃１ : アファメーション 

 

アファメーションは、セルフトーク（自分との対話）と言いかえることも出来ます。とて

もシンプルで効果も大きいです。やり方も簡単です。 

 

その方法はズバリ、 

 

「私は英語を上手に話します。」と自分に言い聞かせるのです。これだけです。 

 

英語にするもっといいですね。 

 

I speak English very well.「私は英語を上手に話します。」 

 

1 日に３回。朝昼晩。例えば、ご飯を食べるタイミングで自分に言い聞かせるのです。 

 

そんなこと恥ずかしくて出来ない！ と感じてしまう方もいるかも知れません。 

 

大丈夫です！  

 

セルフトークですから、自分自身に投げかける言葉なので誰も聞いていません。 

 

スマートフォンを使って出来る良い方法があります。 



 

例えば、朝９時、お昼１２時、夜１０時と 1 日に 3 回、リマインダーが出るようにセット

するのです。それを連続で表示されるように設定しておくと、毎日 1 日 3 回、スマホに  

I speak English very well. とリマインダーが出てきます。 

 

最初は朝と夜の 2 回でもいいかもしれません。 

 

1 日に２回、自分に対して、「私は英語が上手に話せる。」と言い聞かせるだけでも、セルフ

イメージ（内側）に変化が起きて、あなたの行動（外側）が変わってきますよ。 

 

是非、試してみてください。 

 

そしてもう一つ。多くの人が無意識にやってしまう悪いアファメーションがあります。 

 

それは、英語を学んだ後や、話した後などに（特に英語での会話が上手く行かなかったと

きに） 

 

「あぁ、やっぱり英語は難しいな。。。」 

「わたしは英語が苦手だな。」 

「このまま続けて、上達できるのかな？」 

 

このように、ネガティブな言葉を自分に投げかけてしまうことです。 

 

これは本当に英語学習に良くありませんので、自分で気づいた時は注意してくださいね。 

 

 

セルフイメージトレーニング＃2 ： ビジュアライゼーション 

 

ビジュアライゼーションは、運動選手などがやるイメージ・トレーニングと同じだと思っ

てもらうとわかりやすいと思います。 

 

自分のやる競技の中で、自分が最高のパフォーマンスを出している場面をイメージする。

アスリートであれば、必ずやっているトレーニングです。スポーツや仕事での場面を想定

して、イメージ・トレーニングをする方は、たくさんいるかもしれませんが、英語を話す

場面を想定して、イメージ・トレーニングをする方は少ないかもしれません。これもとて

も効果があります。 



 

例えば、あなたが英語圏の国へ留学して、英語でしなければいけないことは、ある程度予

測が付きます。 

 

・ 自己紹介 

・ 迷ったときに道を聞く 

・ 地下鉄やバスの乗り方を聞く 

・ お店で欲しいものがあるかどうかを店員に聞く 

・ バスの運転者に自分の行きたい場所で止まる方をたずねる 

・ 授業中に先生へ質問する 

・ ホストファミリーに自分の家族について伝える 

・ 友達を食事や飲みに誘う、映画に誘う、コーヒーに誘う。 

 

などなど。いろいろと考えることが出来ます。これを一度、頭の中でシミュレーションし

てみるのです。流暢に話している自分をイメージします。もちろん、その場面で使うため

のフレーズなどを予め用意しておくといいですよね。 

 

例えば、自己紹介ですと・・・ 

 

Hi, my name is Michi. I am from Japan. I am a study abroad agent. I like reading 

books, watching movies and traveling around the world. Nice to meet you.  

 

シンプルに、名前、出身地、職業、趣味、挨拶を並べただけですが、実際の場面を思い浮

かべると、緊張して言葉が出てこないことがあるかもしれません。実際に、カナダの語学

学校でやる前に、一度頭の中で完成させておくのです。頭の中で出来ないことは、実際の

場面でも出来ないことが多いです。 

 

 

セルフイメージトレーニング＃3 ：モデリング 

 

3 つ目の方法は、日本ではなかなか難しいかもしれませんがチャンスのある方は是非、やっ

てみてください。「モデリング」とは、「自分が欲しい結果を既に出している人を真

似て、同じ結果を得る」ということです。英語学習で言うと、もう既に日本人で英語を

マスターした人たちが世の中にはたくさんいます。当たり前ですが、カナダへ行けば英語

が母国語の人たちがたくさんいます。そうです。あなたが欲しい結果を既に出してい

る人がいるのです。その人たちを真似て同じ結果を得るのがモデリングです。 



 

あなたが、カナダへ行き語学留学やワーキングホリデーでの生活が始まったら、 

まずはこんな人たちを探しましょう。 

 

「ああっ！かっこいい！ 私はこの人みたいに英語が喋れるようになりたい！」 

 

と思える人です。そしてその人が英語を話している様子を観察して、細かい部分まで真似

します。ジェスチャー、顔の表情、声の大きさ、声のトーンなど。良く言うフレーズなん

かも聞き取れたら、それを自分も使うようにするといいですよ。 

 

モデリングをする相手を探すときは、 

 

１． カナダ人の英語のネイティブスピーカーで同性、同年代 

２． 同じアジア人で、同性、同年代、現地で生まれ育ち母国語が英語の人 

３． 自分と同じ日本人留学生で、英語が上手だなと感心する人、同性、同年代 

 

３番の同じ日本人留学生で、すでに英語が上手な人を見つけて観察すると、見習うところ

や参考にしたいことがたくさん出てきますよ。その人に出来たことはあなたにも出来るは

ずです。その人とあなたの違いはなんでしょう？ その人はきっと英語が出来るセルフイ

メージを持っているかもしれませんね。勉強の仕方や英語に対する考え方なども参考にな

ると思います。 

 

そして、一番参考になるのが、２番目の、「自分と容姿が似ている同性・同年代でアジア人

（日本人であればベスト）、カナダで生まれ育ち、母国語が英語の人」です。 

 

あなたが、英語がベラベラになった姿をその人を通じてイメージしていくのです。声のト

ーン、声の大きさ、リアクション、ジェスチャー、呼吸、良く使うフレーズ、などなど。

その人になったつもりで自分との違いを見つけていきましょう。 

 

わたしがカナダで語学留学をしているときも、このモデリングを使いました。ですが、同

じ男性で、同じ２０代後半、アジア人の方を見つけるのがなかなか難しかったです。時々、

カフェでアジア人の男性でネイティブスピーカーの方を見つけると、何気に観察していま

した。それで、その人が英語を話すときの雰囲気や仕草などを良く真似てみたりしました。

英語が出来るセルフイメージを作るのにとても役立ったと思います。 

 

１番の、カナダ人のネイティブスピーカーをモデリングするのは、カナダ人の考え方や価



値観がわかってくるので、これもとても良いトレーニングになりますよ。 

 

いかがでしょう？ アファメーション、ビジュアライゼーション、そしてモデリング。 

この３つのトレーニングをするだけでも・・・ 

 

「もし英語が上手に話せる自分を、違和感なくイメージすることが出来たら、わたしの英

語学習がもっと楽しくなるかも？」と思えそうですよね。 

 

英語が上達するための秘訣の１つ目は、「セルフイメージ」です。 

 

英語をマスターしたあなたを、あなたの内側に作ります。出発前からです。出発前から英

語が出来るセルフイメージを持つということが、あなたにとってどんな意味があるのか？ 

 

それは、カナダ生活の中で「あなたが英語でやらないといけないことに対して、前向きに

行動が取れるようになる」からです。 

 

英語に対して前向きな行動が取れるというのは、語学学校での勉強もそうですし、カナダ

で過ごす英語でやるすべてのことに対して、自然に行動が起こせるようになるのです。細

かいことを言うと、銀行口座開設、バス定期券購入、携帯購入、シェアルーム、アパート

探し、仕事探し、買い物、習い事、友達との交流、旅行、などなど。 

 

こう言った、「英語で乗り越えていくべき壁」を上手に超えていくことが出来ます。 

 

いや、それが壁だと思えなくなるのです。 

 

逆に英語に対して前向きに行動がとれないとどうなるか？ 

 

何か困ったことがあると、安易に日本人の友達に日本語で助けてもらいます。日本のエー

ジェント会社の現地オフィスに助けてもらいに行ってしまいます。 

 

なぜか？ 

 

やはりそれが、楽だからです。楽で簡単だけど、大切なカナダでしか経験出来ない英

語学習のチャンスを失ってしまいます。そのためにカナダまで行くのに。 

 

これを１年間やり続けるとどうなるか？ 



 

その人の１年間の語学留学は、ガイドさん付の語学留学体験ツアーになってしまいま

す。 

 

このＥブックを読んでくれているあなたは大丈夫だと思います。あなたは、「英語が出来る

セルフイメージ」を少しずつ確実に作り上げていき、カナダ生活のすべてをご自分の英語

学習にプラスになるように過ごせて行ける。そうなることを願っています。 

 

さぁ、それでは英語が上達するための秘訣、２つ目に行きましょう！ 

 

 

英語上達の秘訣：その 2 

「スピーキング力は、正確さよりも流暢さを重視からスタート！」 

 

カナダで英語を学ぶあなたに是非知っておいて欲しいことがあります。 

それは英語を話すスキル・スピーキングに関することです。 

 

英語を話すスキルを改善していく際に、ポイントになることが２つあります。 

 

それは・・・ 

 

１． 流暢さ (Fluency) 

２． 正確さ (Accuracy) 

 

この２つです。 

 

「流暢さ」とは、あなたが頭の中で思った「伝えたい」ことが、滑らかに出てくるか？と

いうことです。 

 

そして「正確さ」は、あなたの話す英語の文章が正しい英文になっているか？ というこ

とです。 

 

「流暢さと正確さのどちらが大切か？」 

 

と言うと、もちろんどちらも大切です。 

 



あなたの目標は、「正確な英語の文章が流暢に話せるようになる」ことです。 

 

では何が大切かと言うと、 

 

この２つの順番なのです。 

 

結論から言うと、 

 

流暢さ → 正確さ 

 

この順番でアプローチしていくことが大切です。 

 

とにかく、自分が思ったことを口に出してみる。英文にしてみる。覚えた単語、フレーズ

を使ってみる。間違ってもいいから、たくさん英語を話して流暢さを上げていく。それか

ら少しずつ自分で気づいた間違いを修正する。学校の先生やホストファミリーに直しても

らい正確さを上げていく。 

 

このプロセスを繰り返すことによって、会話力が伸びていきます。 

 

でも実は、日本人の場合、順番が逆の方が多いのです。 

 

正確さ → 流暢さ 

 

「正しく話せるようになってから、流暢に話せるようになる。」 

 

このアプローチはとても時間がかかります。 

 

なぜか？ 

 

正しく話すことに気を取られ過ぎて、英語の文章が出てこないと・・・ 

 

１． 会話が続かない。 

２． コミュニケーション能力が身に付かない。 

３． 結局、上手に話せなかった感が残る。 

 

 



これは、英語を間違えることを恐れているということに原因があると思います。 

 

私もカナダでのワーキングホリデー、語学留学の経験のある日本人なので、この気持ち良

くわかります。 

 

初めて語学学校に行った初日のことです。午前中にオリエンテーションがあり、その日に

入学した留学生たちが集まって自己紹介することになりました。円になって座り、順番に

自己紹介をしていきます。自分の順番が回ってくるまでの間、前の人の話なんて頭に入っ

てきません！！ 自分が間違えないように自己紹介するために、頭の中で、必死に文章を

考えています。なんとか自己紹介を終えると、もうすっかり汗かいていました（笑） 

 

緊張もあったかもしれませんが、やっぱり間違えた文書を言うのがこわい、「通じなくて、

わかってもらえなかったらどうしよう？」という恐れが先に来てしまうのですよね。 

 

でも、これを恐れているうちは、会話力は伸びません。 

 

どこかで覚悟を決めましょう。 

 

「よし、もういい。間違ってもいい。笑われてもいい。英語を話すぞ。」 

 

このあなたの内側での「吹っ切れた感じ」が必要です。カナダへ着いて、語学留学がスタ

ート。あなたの外側の環境が大きく変わりました。その次は、あなたの内側に大きな変化

が起きる番です。 

 

 

ホストファミリーも、語学学校の先生も、そして現地で出来るカナダ人の友達も、みんな

あなたが英語を学ぶためにカナダへ来ていることを知っています。 

 

あなたが完璧な英語を話せるとは思っていません。そして、皆さん出来れば、あなたの力

になりたいと思っているのです。 

 

逆の立場だったら、あなたもきっとそう思いますよね？ 

 

カナダから日本語を学びに来ている人がいるとします。あなたはその人と仲良くなり友達

になりました。でも、もしその人が、「日本語を間違えるのが嫌だから、なかなか日本語が

話せない。」なんて言ったらどうします？ 



 

「大丈夫。あなたが間違えても私は笑わないし、次は上手に話せるように、直してあげる

よ。」 

 

きっとこんな風に思われるのではないでしょうか？ 

 

語学留学生という立場を上手に使いましょう！ 

 

語学学校、ホームステイ、日常生活の中で、英語を話す機会があったら、どんどん積極的

に話していきましょう。間違えるのが怖くなくなったとき、あなたの英語力は、自分でも

びっくりするほど伸びていきますよ。間違えるのが怖くないのですから、良くなるしかな

いですよね。 

 

次は、カナダで学んだ英語力を日本に帰国した後も継続的に上達させていく方法をご紹介

します。 

 

 

英語上達の秘訣：その 3 

「英語力と英会話力の違い：一生使える英語力を意識しましょう。」 

 

3 番目の秘訣は、人によっては、嫌なお話になるかもしれません。「苦手なことをやりまし

ょう」というお話かもしれません。でも実は・・・ 

 

「人に言われたくないことこそが、本当は自分が一番耳を傾けないといけないこと」 

 

そんな時もあります。大げさな前振りですが、 

 

何のことかと言いますと・・・ 

 

これからカナダに語学留学やワーキングホリデーをする人のほとんどが、 

 

「英語が話せるようになりたい。ペラペラになりたい！」 

 

と思っていらっしゃると思います。当然です。私もそうでした。カナダへ行き、語学学校

では世界中からやってくる留学生と友達になり、カナダ人の友達も出来て、英語でたくさ

ん話して、楽しい経験もして、そして英語でのコミュニケーションに自信を持てるように



なると思います。 

 

でも本当に、本当に気をつけて欲しいことがあります。 

 

「英会話力」は、日本に帰ってきて、日本での日常に戻ると、少し

ずつ確実に下がっていきます。 

 

語学留学が終わり日本に帰国して、半年くらい経つと、せっかくの英語力が落ちているこ

とに焦り、英会話スクールへ通う人も少なくありません。 

 

カナダにいる間は、目にするもの、耳にするもの、すべてが英語です。会話もすべて英語

になりますので、英語の会話力はとても伸びると思います。でもその環境がひとたび日本

語だけの日本の環境に戻ってしまうと、英語力は下がっていきます。 

 

うわ！いきなり、留学生のやる気をなくすようなことを言いますね！ 

 

と怒られるかもしれませんが、違うのです。 

 

語学留学をする前の人、今、語学留学をしている人は、この現実を頭に入れながら留学生

活を送ることによって、まったく違う次元の英語力を身に付けることが出来ます。 

 

その次元の違う英語力と言うのは・・・ 

 

一生使える英語力。 

 

一生使える英語力とは、英語の「読み書き」がしっかり出来ている。英語の言語力、言い

かえれば国語力がしっかり身に付いたうえに、英語を使ったコミュニケーション（話す・

聞く）がとれるようになっている。 

 

つまり簡単に言うと・・・ 

 

話す・聞くだけの英語力では、日本に帰ってきた後に、その英語力を維持すること、仕事

に使うことは難しいということです。 

 

ちょっとまってください！ 話す・聞くという英語でのコミュニケーションス



キルこそ、英語に囲まれたカナダでしか身に付けられないから、話す・聞くと

いう英会話をたくさん練習した方がよいのでは？ 

 

と思われる方もいると思います。これが実はトラップというか罠だったりします。 

 

もちろん会話力を上げるのは大切です。カナダにいる間に、たくさん英語を話すことは大

事です。英語が上達する秘訣に 2 番目にお伝えしたように、間違えることを恐れずに、ど

んどん英語を話して、自信を持って英語が話せるようになって欲しいです。 

 

そして、その英会話力の源泉、根底にある英語力は読み書き（国語力）から来るように英

語学習を進めていくのです。つまり、カナダ滞在中に洋書が読めるようになることを目指

して欲しいのです。 

 

※ 私は、自分が英語講師でもありますので、英語の先生をしているカナダ人の友達がたく

さんいます。「英語が上達するために大切なことはなに？」と、彼らに質問をすると、

ほぼ全員が口をそろえて言います。それが「読書の習慣」です。 

 

カナダ生活を通じてあなたに目指して欲しい目標は・・・ 

 

あなたのカナダ人の友達が読んでいる、日常的に楽しんで読んでいる洋書を読

めるようになって、その本について話したり出来るようになること。 

 

そんなの難しすぎる！！ 

 

と思われるかもしれません。そうかもしれません。でも目標は高く行きましょう。 

 

英語が初級者の方は、まず子供向けの本からスタートをしていきましょう。そこから少し

ずつ本のレベルを上げていきます。カナダのどの町にも図書館があり、ライブラリー・カ

ードを作れば無料で借りられます。1 冊、1 冊、確実に積み上げていくことによって、英語

の読解力は必ず身に付いていきます。洋書を読む習慣がある人とない人では、英単語・ボ

キャブラリーの量が全く違います。 

 

一つ一つの英単語の意味にこだわりすぎずに、まずは、英語で書かれた物語を読んで、そ

の物語が楽しめるようになることを目指しましょう。このスキルが身に付いた時、あなた

の英語力は確実にある次元を超えてレベルアップしていきます。 

 



ここで大切なポイントがあります。 

 

私がお勧めしている洋書を読むということは、日本の中学・高校、大学で教わるような、

英語を日本語に翻訳しながら理解していくということではありません。実際にカナダへ行

くとわかりますが、頭の中で日本語を使って、英語を日本語に、日本語を英語に翻訳しな

がら考えているとネイティブスピーカーの会話にはついていけません。このやり方には絶

対に限界がきます。 

 

 

英語の本を読むときに、日本語を使わずに読めるようになること。言いかえると、英語を

日本語に翻訳せずに読めるようになることです。これが英語でのリスニングやスピーキン

グにも大きなプラス、良い影響が出てきます。 

 

なぜスピーキングやリスニングにも良い影響があるのか？ 

 

それは、本で読んだ英単語やフレーズは必ず会話でも出てくるからです。そして、あなた

が読んでいる物語と同じような場面が実際に起こったときに、そこで知った単語やフレー

ズを実際に友達に使ってみることが出来るのです。 

 

ここで語学留学中に出来る洋書を読む利点の一つをご紹介します。 

 

洋書を使って先生や友達、ホストファミリーとのつながりを深くする方法： 

 

カナダの人は本が好きな人が多いです。図書館を利用する人も多いですし、バスや地下鉄

の中で小説を読んでいる人をよく見かけます。バケーションにビーチで本を読んでいる人

もたくさんいますし、それが楽しみの１つになっているようです。特に英語の先生をやっ

ている人は、本が好きな人が多いです。 そこで先生たちに、こんな質問をしてみてくだ

さい。 

 

「先生のお勧めの本を教えて。」 

「先生が子供の頃好きだった本はなに？」 

「カナダの中学生、高校生はどんな本読むの？」 

「今、どんな本を読んでいるの？」 

「先生の好きな作家は誰？ 

「今、カナダで話題の本はなに？」 

 



と質問をして、教えてもらった本を読んでみるのです。 

 

そして、その本の中でわからない部分やフレーズが出てきたら、その先生に質問に行くの

です。これをやるだけであなたの会話量はかなり増えます。先生とのつながりも増えます。 

 

私も英語講師をしているから良く経験があるのですが、 

 

ただ漠然と「英語教えて」と言われるよりも、「この本のこの場面で、主人公が恋人に言っ

たこのフレーズのニュアンスはどんな感じ？」と聞かれた方が答えやすいです。 

 

また先生たちも質問されることを楽しみにしています。特に自分が勧めた本を実際に読ん

で質問してくる生徒のことは絶対に好きです。 

 

わたしはカナダのハリファックスという町で語学留学をしていた時に、先生にいろいろ本

を勧めてもらって読んでいましたが、先生が「家にあったからこの本あげるよ。面白いか

ら読んでみて。」って本をくれたことも何度もありました。 

 

小説や映画は、人生の疑似体験です。その人生の疑似体験をたくさん英語ですることによ

って、英語で表現されている人の様子、感情の動き、町の様子、などがわかるようになっ

てきます。 

 

そして最後に洋書が楽しめるようになって欲しい最大の利点は・・・ 

 

あなたが日本に帰ってきてからも、英語と付き合っていけるからです。洋書を楽しめるあ

なたは、日本での生活でも日常的に洋書を読むことにより、ボキャブラリー・英単語の数

が確実に増えていきます。それが「英会話」にも必ず良い影響が出ます。 

 

そうして、英語を学ぶ人（留学中）から、英語を使う人（その後の人生）になって欲しい

なと思います。 

 

 

 

英語上達の秘訣：その 4 

「あなたの強みを見つけて英語学習に活かす方法」 

 

カナダ留学生を成功させるための「強み」は誰にでもあります。 



 

あなたにもあります。 

 

当センターを利用してくれた女性の方で、カナダで語学留学をするには「最高の強み」の

ある方がいました。 

 

それは・・・ 

 

彼女は、アイスホッケーが大好きだったのです。 

 

これからカナダに行かれる方はピンと来ない方が多いかもしれませんが、カナダ人はアイ

スホッケーが大好きです。男性だけじゃなく、子供から、女性、お年寄りまで、ホッケー

ファンがたくさんいます。オリンピックやシーズンのプレーオフに地元のチーム出ること

になったら、それはもう町中大騒ぎで盛り上がります。この留学生の彼女も、アイスホッ

ケーが大好きなので、ホストファミリー、学校の先生と話をするための話題に困りません。 

 

朝、学校に行きます。アイスホッケー好きな先生に会うと、 

 

Hi, good morning! Did you watch the game last night? 

 

「おはよう。昨日の試合見た？」 

 

なんて言って会話が始まります。スポーツバーに行っても会話に困りません。そこから顔

見知りが出来て友達が出来ていきます。 

 

勘違いしないでくださいね。「カナダに行くならアイスホッケーを好きになりましょう。」

ということではありません。興味を持つと楽しめると思いますが。 

 

私がお伝えしたいのは、あなたが好きなことと同じことに興味のあるカナダ人がいるとい

うことです。それを通じて友達の輪を広げていくのです。言い方を変えると、あなたとカ

ナダの人たちを結びつけるものを持つということです。 

 

あなたの興味のあることが強みになるのです。でも自分の強みに気づいていない方が多い

です。 

 

「カナダに行ったらカナダ人の友達が出来たらいいな」と誰もが思います。でもなんの接



点もなく、共通する話題もなく、友達になるのは難しいですよね。 

 

わたしは趣味でブラジリアン柔術という格闘技を習っているのですが、ハリファックスに

いるときに、語学学校の先生でブラジリアン柔術を習っている先生が偶然いて、その先生

と仲良くなり、一緒に練習したり、試合のビデオを観たり、格闘技の試合がテレビでやっ

ているときは、スポーツバーで一緒に観戦したりと、「格闘技」というものを通じて友達を

作ることが出来ました。 

 

 

あなたの興味のあることはなんですか？ 

 

スポーツ、音楽、アート、クラフト、料理、本、映画、etc. 

 

フェイスブックなどを使って同じことに興味がある人たちの集まりを見つけることが出来

るかもしれません。 

 

わたしが今までカウンセリングさせて頂いた方たちの中には・・・ 

 

サイクリングが好きでカナダのサイクリングショップのグループに参加して、週末に大自

然の中をサイクリングする。そのグループを通じて友達が出来た。 

 

ダンスが好きなのでダンスを習いに行き。そこで友達が出来た。 

 

バイオリンを習い始め、カナダ人の友達とバンドを組んでいた。 

 

ゴスペルが好き。ホストファミリーと毎週日曜日に教会へ行き、ゴスペルを歌う。 

 

筋トレが好きなので週 3 回くらいジムに通っていたらそこで友達が出来た。 

 

絵を描くことが好きなので、大学が提供している夜間の絵画コースを受講して、英語で美

術を学ぶ経験が出来た。 

 

子供の頃から柔道をやっていて黒帯の有段者なので、カナダの道場に通い始めると、そこ

で子供たちに教えるインストラクターをやることになり、色んな出会いがあり、英語も学

べて良い経験が出来た。 

 



このようにたくさんの例があります。 

 

例えば、極端な言い方をすると、「パーティーが大好き！」という人がいたら、これも強み

です。パーティーで新しい人と出会って話すのが好きという方は、それが苦手な人に比べ

たら交流の幅が違いますよね。そこで出来た人脈を使って、その先のカナダ生活の幅を広

げていくことが出来ます。パーティーが好きだけど、いつも同じメンバーで、ましてや日

本人同士で集まってお酒飲んでいるのは、ちょっと強みになるとは言えませんが。 

 

一度、自分自身に聞いてみるといいです。 

 

「私の好きなことって何だろう？」 

「私の強みになるようなことって何だろう？」 

「カナダで始めてみたいことって何だろう？」 

 

大切なのは、あなたが楽しめることです。カナダでの生活や周りの人たちとの会話量を増

やすためには、「共通の話題」を持っているというのはとてもつながりを深めてくれます。 

 

是非一度、ご自分の好きなこと、興味のあることについて考えてみてくださいね。 

 

それでは最後の秘訣に行きましょう。 

 

英語上達の秘訣：その 5 

「日本とは違う日常：英語が上達する習慣＋トリガー」 

 

日本を出発しカナダへ到着したその日から、新しい日常が始まります。いつもと違う町、

違う家で暮らし、生活の中のすべてが英語になります。そんな新しい日常が始まるときに、

あなたに知っておいて欲しいことがあります。それは・・・ 

 

「人間は習慣で出来ている生き物」と言うことです。 

 

世界一のコーチと言われているアンソニーロビンスや、今アメリカでナンバー1 コーチと言

われているブレンドン・バーチャードは、口をそろえてこう言います。 

 

「あなたが 3 年後、5 年後、10 年後に、人生の成功者として、金銭的・時間的自由を手に

入れているかどうか？ 健康でいきいきと暮らしているかを予測することは実はとても簡

単です。あなた自身でも簡単に知ることが出来ます。それはあなたの生活を 1 週間も観察



すればすぐにわかります。 

 

あなたが成功するかどうかを決定づける唯一のもの。 

 

それは・・・ 

 

 

habits 

 

 

習慣です。 

 

 

あなたの食習慣、行動の習慣、思考の習慣、学習習慣を観察すれば、簡単に 3 年後、5 年後、

10 年後、どうなっているかが予測出来ます。 

 

なぜか？ 

 

人はそれを繰り返すからです。 

 

成功する人、幸せな人生、健康な人生を過ごす人は、それを裏づけする習慣があります。

逆に、不健康になる人、成長しない人、目標が実現出来ない人。この人たちにも、それを

裏付ける習慣があるのです。 

 

人は習慣で出来ている生き物です。」 

 

人はある環境に入ると、意識的にしろ、無意識にしろ、習慣を作り上げていきます。あな

たも経験ありませんか？ 

 

ある日、前から気になっているカフェに入ってみた。思いのほかコーヒーが美味しくて、

店員さに勧められて一緒に頼んだチーズケーキがコーヒーとマッチして最高に美味しかっ

た。感動にすら近い衝撃を受ける。 

 

そして 3 日後。またその店の前を通り過ぎようとしたとき。「ちょっと時間あるし。コーヒ

ー飲んでいこ。あっ。あのチーズケーキあったらまた食べよう。」 

 



そして気が付くと 1 週間に 1 回、多い時は 2 回も。コーヒーに合わせてチーズケーキを食

べる回数が増えていく。 

 

そして気が付くと・・・ 

 

体重も増えた。 

 

そして気が付くと・・・ 

 

そんなに食べたくない時でも、コーヒーと一緒にチーズケーキを注文してしまうようにな

る。。。 

 

 

そうやって、人は習慣を作っていきます。そうです。私の実体験です。止めるのに時間か

かりました。。。 タバコやアルコールなど中毒性のあるものが、習慣になってしまうと健

康に影響があるので気を付けたいですよね。 

 

話を留学にもどしましょう。 

 

あなたが今、カナダでの新しい日常が始まるタイミングで作り上げる習慣。 

 

それは、あなたの夢を実現する習慣です。さらに言うと、「英語が上達する習慣」です。英

語が上達するためには、英語を学ぶ必要があります。英語を勉強する習慣を持つ必要があ

ります。 

 

言いにくい話ではあるのですが、日本で英語を学ぶことが習慣になっていない人が、カナ

ダに行ったからといって、いきなり英語を猛勉強するなんてことはまずありません。日本

でスマホを見て過ごしている時間が１日３時間ある人は、カナダに行っても同じくらいの

時間、スマホをいじって時間を過ごします。 

 

なぜか？ 

 

人は習慣で出来ている生き物だからです。 

 

 

語学留学やワーキングホリデーで上手に英語が上達する人たちは、意識的にしろ、無意識



にしろ、英語が上達する習慣を作っています。そしてその習慣を繰り返すことによって、

英語が上達していきます。 

 

ここでもう一つ大切なことがあります。 

 

このＥブックでご紹介する「英語が上達する秘訣の５番目」は、習慣を作ることだけでは

なく、その習慣の引き金になるトリガーを意識的に作るということなのです。 

 

トリガーとは引き金という意味なのですが、つまり何かの行動を引き起こすためのきっか

けを意識的に作るということなのです。 

 

例えば・・・ 

 

あなたは英語を学ぶという習慣を身に付けたいとします。 

 

そのために・・・ 

 

図書館に入ったら、ここの棚を見に行って、ここら辺のテーブルに座って、宿題をやる。 

 

ショッピングモールに行ったら、ティムホートンズでコーヒーを買って、ここら辺の席に

座って、文法の勉強をする。 

 

ここのカフェに行ったら、ライティングの勉強をする。ライティングしかしない。 

 

ランチタイムに公園で洋書を５ページ読む。 

 

朝起きたら、テレビのニュースを見て、何を言っているのかをノートにとってから学校へ

いく。 

 

スーパーに行ったら、一度は店員に質問をする。 

 

新しく学んだ英単語を記録しておくノートを作り、ある場所へ行ったときは必ずそれを見

て、意味を振り返る。 

 

一日の終わりに英語で３行日記を付ける。 

 



 

勉強する内容によって場所を変える。という工夫や、曜日や時間で自分の中にル

ールを作るのも面白いですよね。 

 

ここで重要なのは・・・ 

 

クリエイティブなアイデアと遊び心です。 

 

英語が上達するためには、英語を勉強するしかないのです。 

 

練習するしかないのです。 

 

やるしかないのであれば、それを楽しく出来るように工夫した人の勝ちで

す。あなたの英語学習の成功を裏付ける習慣を作りましょう。そしてその行動を引き起こ

すトリガー（きっかけ）も一緒に意識的に作っていきましょう。英語を学ぶ時間が増えて、

あなたの目標達成に近づくことが出来ますよ。 

 

 

いかがでしたか？ 

 

ここまで英語圏の国で英語力を上げるための秘訣を5つご紹介しました。どれか一つでも、

よし！カナダに行ったら試してみよう。と思ってもらえると嬉しいです。 

 

 

そして、最後にもう一つだけ大切なことをお伝えさせてください。 

 

 

それはわたし自身のカナダでの経験からです。 

 

わたしは、今でこそ、英語が出来るようになりましたが、もともと高校を卒業してすぐ、

建築現場で働いていました。本当に英語とは縁の遠い人間でした。子供の頃に英語を習っ

たわけでもなく、海外旅行に行ったこともありませんし、両親が英語を話せる出来るわけ

でもありません。典型的な日本の中流家庭です。 

 

そんなわたしがワーキングホリデーで初めてカナダへ行った２２歳の時。 



 

自分が話すめちゃくちゃな英語が通じたとき・・・ 

 

正直、感動しました。 

 

生まれて初めて飛行機に乗り、日本から太平洋を超えてカナダへ行きました。文化も習慣

も言語も違う国へ行き、そこで出会った人たちと英語で会話が出来た。英語を話すことに

より、お互いの気持ちが通じたり、共感出来たりすることに感動しました。 

 

カナダにいる人たちと、英語を使って友達になれたことがすごく嬉しかったのです。 

 

英語が出来るって楽しいなと心から想いました。それからわたしにとって英語は勉強とい

う感覚がまったくありません。趣味みたいなものです。今でも 1 日 50 ページくらい洋書を

読みます。300～350 ページくらいのペーパーバックの洋書を 1 週間に 1 冊のペースで読

みます。だから今でも英語力が伸びています。勉強している感覚はありません。 

 

これからカナダへ行くあなたにお伝えしたい最大の英語学習の秘訣は・・・ 

 

英語を好きになることです。 

 

どうやって好きになるのか？ 

 

英語を通じて出会える人たち、英語を通じて経験出来ること、英語を通じて成

長できる自分を大切にすることだと思います。そうすると、自然に英語という

スキルが大切なものになってきます。もっともっと上達したいと思えるように

なってきます。 

 

あなたのカナダ語学留学・ワーキングホリデーを応援しています。 

 

最後までお読み頂きありがとうございました。 

 

 

ハリファックスサポートセンター 

水谷 
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