
初めてのカナダ語学留学で
ありがちな３つの
大失敗とその回避方法

ハリファックスサポートセンター



ようこそ

こんにちは小冊子のダウンロードありがとうございます。

この小冊子を読んでくれているあなたは、カナダ語学留学やワーキングホ
リデーをプランされている方かなと思います。初めての海外長期滞在を計
画しているかもしれませんね。

子供の頃から、「いつか留学したい！」と夢見ていた方もいるでしょう
し、友達や先輩の留学体験談を聞いて、「楽しそう！　私も行ってみた
い！」と思われた方もいるかもしれません。カナダでは日本では出来ない
出会いや経験、学び、成長が待っている人生の大きなステージになると思
います。

期待もいっぱいですが、同じくらい不安もあると思います。はじめは特
に、わからないことがたくさんあって、「何から始めていいのかわからな
い！」と思うことがあると思います。そして、大きな資金を投資するカナ
ダ語学留学やワーキングホリデーですから、準備や手続きなどに失敗して
無駄にお金を払ったり、不親切・不誠実な業者に依頼して、損するなんて
ことは絶対に避けて欲しいと思います。
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この小冊子では、これから語学留学やワーキングホリデーをプランするあ
なたに、最高のカナダ生活をプランして頂くために、私の１０年間の留学
エージェントとしての経験から学んだ、カナダ語学留学・ワーキングホリ
デーでよくある３つの大失敗についてお伝えします。大失敗と言うと少し
大袈裟と思われるかもしれませんが、とても大切なことです。あなたは、
この３つのよくある失敗を予め知ることによって、その失敗を回避するこ
とができます。無駄にお金を払ったり、こんなはずじゃなかった。。。と
いう思いをせずに、カナダ生活を過ごしていただけます。

ご紹介が遅れました。私はカナダ語学留学のお手伝いをしている留学アド
バイザーの水谷と言います。私自身もカナダでのワーキングホリデーと語
学留学を経験しています。私自身のカナダでの経験、留学アドバイザーと
しての１０年の経験、そして、この１０年間、私がお手伝いをさせて頂い
た留学生のみなさんの事例を使って、あなたがベストの選択・決断ができ
るお手伝いをするのが私の役目です。

「カナダに行きたいな！」と思ってから、滞在都市を決める、ビザを決め
る、語学学校を決める、航空券を買う、保険を買う、ホームステイにす
る、学生寮に入る、などなど。あなたがカナダ生活を終えて日本に帰国す
るまでは、選択・決断の連続です。その選択・決断が、あなたの最高のカ
ナダ語学留学につながるお手伝いができればと思います。

それでは本編に行きましょう！
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この小冊子を読み終わった２０分後のあなたは、カナダ語学留学への知識
を増やし、大切なポイントを押さえつつ上手に楽しくプランニングをして
いることでしょう。
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滞在先選び

日本人の少ない街にカナダ留学をするというと、友達みん
なは「どこそれ？」って笑ってたけど、帰国後の私の英語
を聞いた時みんなは！！

まず最初に気をつけてほしいこと。それが都市選びです。現在、カナダに
はとても不思議な現象が起きています。日本人留学生の２極集中とも言え
ることが起きています。それは留学生のほとんどがバンクーバーまたはト
ロントにいるということです。目的があってこの２都市に行かれる方もも
ちろんたくさんいらっしゃいますが、実は意外と多いのが・・・

「とりあえずバンクーバーにしてみました。」
「なんとなく、バンクーバーの情報を最初に知ったので。」
「パンフレットの写真がきれいだったので。」
「友達が以前、バンクーバーに留学してたので。」
「たまたま行った大手留学斡旋会社の人に勧められて。。。」
「現地にサポートオフィスがあると言われたので。」
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こういう、「とりあえず、なんとなく、バンクーバー、またはトロント」
と言う感じで滞在先を選んでしまったと言う方です。山ほどいます。

でも私が気をつけて欲しいのは、あなたです。この小冊子をダウンロード
してくれたあなた。真剣にカナダでの語学留学を頑張ろうと思っているの
に、特にこれだという理由もなしにバンクーバーやトロントを選ぶと言う
間違いだけはして欲しくないのです。

とりあえず、なんとなくでバンクーバーを選び、日本人に囲まれて生活
し、思ったように英語が上達しなくても、楽しかったからよかった。と言
う人は、まず第一にこの小冊子を読んでいません。

でも真剣な人が、なんとなく、とりあえずでバンクーバーを選んでしまう
と、「こんなはずじゃなかった」となる可能性が高いのです。なぜか？

それは、自分が頑張りたいと思っていたカナダの環境とバンクーバーやト
ロントの環境があまりにも違うからです。日本人の留学生、そして移住者
がたくさんいらっしゃいます。

誤解を生むといけなのでお伝えしたいのですが、決してバンクーバーを否
定しているわけではありません。バンクーバーやトロントが良いと思って
選ぶのはとても良いことです。どちらの都市も良いところがあります。日
本人が多いのも初めての方には安心できる材料とも言えます。

ただバンクーバーを選ぶ場合には、「私はバンクーバーでこれをやりたい
から、バンクーバーを選ぶ」という理由を持っておくと良いです。そうじ
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ゃないとあまりにも日本人が多く、一番大切なあなたの「やる気」が落ち
てしまいます。それだけは避けて欲しいと思います。

カナダは世界でもっとも大きな国土面積を持つ国で、世界中から移民を受
け入れている国です。いろんな人がいます。西海岸のバンクーバーから東
海岸のハリファックスまで時差が４時間あります。同じ国の中で４時間の
時差です。カナダは大きな国です。

カナダにはあなたの第二の故郷になるような場所がきっとあります。カナ
ダの家族と呼べるような人たちとの出会いができる場所がきっとありま
す。留学が終わり、社会人になり、ゴールデンウィークや夏休みにまた会
いに行きたくなるような街、結婚して、奥さんや旦那さんを連れてまた行
きたい街、子供ができて、家族でまた行きたくなるような街があります。

滞在都市との出会いを楽しみにしてください。

まずは興味を持って・・・

「カナダにはどんな街があるのだろう？」
「どんな素敵な場所があるのだろう？」　

そこで生活をすることを思い浮かべると今からワクワクする！と思えるよ
うな街を探してみましょう。

カナダの街との出会いを楽しんでください。
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カナダの首都オタワ、オリンピックのあったカルガリー、東海岸のハリフ
ァックス、カナダの真ん中にあるウィニペグ、フランス語圏最大都市のモ
ントリオール、赤毛のアンで有名なプリンスエドワード島、などなど。カ
ナダにはロンドンという名前の都市もあり語学学校もあるんですよ。

カナダにはあなたが最高の語学留学を過ごすためのステージになり得る素
敵な街がたくさんあります。

一度、ある都市に行き語学学校へ通い始めると、いくら自分にあってない
環境でも、やり直し、仕切り直しは、とてもお金が掛かります。

「でも水谷さん、小さい都市に行くと日本語の情報がなくて心配です。」
という方もいるかもしれません。

１つの例ですが、東海岸にあるハリファックスの語学学校の中には、日本
人のスタッフのいる学校もありますし、日本人がいなくても、ほとんどの
ことは学校のスタッフが英語で親切にサポートしてくれます。

それを不便と思うか、チャレンジと思うかはあなた次第です。成長にはチ
ャレンジがつきものです。チャレンジなしに成長なんて有り得ません。

是非、勇気を出して、自分で自分の語学留学のための街を見つける！とい
う留学準備をして欲しいと思います。

そして何よりも英語漬けの生活で英語力をネイティブスピーカーレベルに
アップさせてくださいね。それでは次のお話に行きましょう！
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学習プラン

次に気をつけて欲しいこと。それが語学学校とその語学学校で学ぶコース
の選び方です。つまりカナダでの学習プランです。学校を選ぶことと、学
習プランを立てることは似ているようでちょっと違います。

まず大切なのは、語学留学をする期間全体を視野に入れてプランを立てる
ことです。留学生・ユキコさんの事例をご紹介します。

ユキコさんは愛知県の外国語大学に通学する学生さんで、一年間大学を休
学してカナダへ語学留学をされました。子供の頃から英語が好きで英会話
のレッスンを受けていた彼女は、カナダへ渡航する時点である程度英語力
がありました。それでも初めての長期海外生活ということで、まずは最初
の６ヶ月だけ一般コミュニケーション英語コースを選ばれました。ユキコ
さんが留学したのはカナダのハリファックスという町で、日本人が少な
く、フレンドリーでおしゃべり好きなカナダ人が多い町。英語づけの毎日
で、ユキコさんの英語力は半年間でかなり上達しました。そこで何が起こ
ったか？？？

その語学学校で受講できるコースがなくなってしまったのです。
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これは嬉しい嘆きと言えるかもしれませんが、ユキコさんは、「でももっ
ともっと英語が学びたい！もっともっと上達したい！」ということで、大
学付属の語学学校で、午前中はさらに英語を学び、午後は大学の授業が受
講できるというコースへ移動しました。移動したのですが、実はハリファ
ックスでそれができる学校がなかったので、カナダの違う都市へ移動され
ました。

これはユキコさんのご両親との後日談でしたが、「学校の転校と都市の移
動でかなり費用が掛かりました。せっかく娘が頑張っているのでベストの
選択を出来るように出来て良かったですが、最初からこうなることがわか
っていたら、もっと良かったのにな。」

やはり語学留学やワーキングホリデーで気をつけて欲しいのは、

思わぬ出費、予期せぬ費用です。その出費がなければカナダで旅行ができ
たのに！もっと学校に通えたのに！　と機会損失につながらないようにし
たいですよね。

エミさんの例もご紹介します。

エミさんは当センターのクライアントではなかったのですが、大手の留学
エージェントさんを利用してトロントの中規模の語学学校へ一年間、申し
込みをして通学されていました。最初の６ヶ月は良かったのですが、やは
り英語力が上がってきて、専門的なコースを受講したいと思った時に、通
っている学校ではコースを開催していなかったのです。
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これは私たち日本人の特徴・傾向でもあるのですが、日本にいて学校を決
める時点では、どうしても、自分の英語力を低く見積もります。エミさん
もそうでした。もちろん、高く見積もり過ぎも良くないですが。

まずは・・・

「最初の６ヶ月は一般英語で頑張って、そのあとは児童英語教授法のコー
スを受けて、教育実習を体験して、最後にもう一度、一般英語で一番上の
クラスを修了して帰国したい。」

このように滞在期間の全てを視野に入れて学校選びをすることが大事にな
ってきます。次のコースへ参加できる英語力をつけることが、目標にもな
りますので毎日の勉強にもやる気が出てきます。もちろん、最初に全て決
定しておく必要はありませんし、全ての費用を最初に全部払う必要はあり
ません。ただざっくりとでも目星をつけておくだけで、予期せぬ費用を払
うリスクが減ります。または学校を変えること、都市を移動することを考
えて予算を準備しておくことができます。これだけで予期せぬ出費ではな
くなります。

誤解のないようにお伝えしておきたいのですが、自分の英語力のアップに
合わせて学校を変えることは悪いことではありません。初級者にあった仕
組みを持った学校があれば、上級者のためのコースが多い学校がありま
す。ですが、 受けたいコースが見つからず、 都市まで変えるとなると大
きな費用になりますので、予め「最初はこの学校で一般英語を学び、その
あとはこっちの学校でこのコースを受ける」というようにプランしておく
と良いと思います。
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上級者向けのコースは、開講期間が決まっているので、これに合わせてプ
ランしておく必要もあります。

ここまでは失敗談をご紹介したので上手な語学留学プランもご紹介しま
す。語学学校への長期申し込みで大成功した専門学校生の事例です。

２５パーセントオフの授業料で、一般英語、児童英語教授法、ビジネス英
語と３つの修了書を手に入れたマリンさんをご紹介します。

マリンさんは、東京にあるトラベル＆ツーリズム関連の専門学校生でし
た。マリンさんは自分のキャリアには絶対に英語が必要だと思い語学留学
を実現させたのですが、なんと！　専門学校を２年間休学しました。１年
目は、語学留学の費用を貯めるためのアルバイト、そして２年目がカナ
ダ・ハリファックスでの語学留学です。

１年間アルバイトして貯めた留学資金ですから、無駄のないように、最大
限自分の英語学習につながるように使いたかったということで、自分が気
に入った語学学校がたまたま半年以上の申し込みに大幅な割引（授業料の
２５パーセントオフ）を提供していたので、それを利用して半年間の授業
料を申し込み語学留学を開始しました。

最初の５ヶ月間は一般英語コースで英語を学び、６ヶ月目は、その学校が
開催している４週間の子供に英語を教えるための児童英語教授法コースを
受講しました。そして現地で同じ２５パーセント割引の値段でさらに６ヶ
月間の授業料を追加支払いし、最後の６ヶ月間は同じ学校で開催している
ビジネス英語コースを受講し、ビジネスディプロマの認定書を取得して日
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本へ帰国しました。そして専門学校を卒業した彼女は、ベトナムのホテル
に就職が決まり、現地の高級リゾートホテルで唯一の日本人スタッフとし
て活躍しています。

マリンさんは今も、カナダでの語学留学で頑張ったあの時の自分が今の私
を支えていると語学留学で得た英語力とコミュニケーション能力、文化の
理解、そして自信を持って海外で働いています。

マリンさんの語学留学プランは、マリンさんがアルバイトがあるため、夜
１１時過ぎに電話で何度もカウンセリングをして一緒に考えたプランだっ
たので、うまくいって本当に良かったです。

授業料で通常より３６００ドルほどお値打ちなので、少なくとも３０万円
は節約できています。ハリファックスという小さな町なのでホームステイ
の費用もトロントやバンクーバーなどの大きな都市に比べると年間で２０
万円ほどお値打ちです。（マリンさんは、トロントで学ぶよりも簡単に見
積もっても５０万円くらいは安かったと思います。）

ほとんどの語学学校で長期申し込みの生徒さんには割引があるので上手に
利用すると良いと思います。ただ気をつけて欲しいのは、半年後以降に受
ける専門的なコースが見当たらないのに、長期の申し込みはダメです。い
くら安くても後で損しますので注意してください。

多くの方が、長期間申し込むのはリスクがあるとおっしゃいます。
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その通りですが、ちゃんとリサーチとプランをしていれば長期申し込んで
も思った通り、いや、期待以上の語学留学は可能です。

カナダ語学留学での学習プランは、ひとりひとり違います。

なぜか？

夢や目標、予算や滞在期間が違うからです。全てがカスタムメイドです。

あなただけの学習プラン作成を是非、楽しんで欲しいです。

上手なプランのためにお伝えしたいことはまだまだありますが、まずはこ
の辺にして最後の３つ目のポイントに行きましょう。

13



英語の準備不足

カナダで語学留学をされた方達のほとんどがこう言います。

「うわー、出発前に、もっと日本で英語の勉強をしておけば良かった。」

日本にいる時は、アルバイトで忙しい大学生、仕事で忙しい社会人の方も
たくさんいらっしゃるので仕方がないです。　出発前はやはり・・・

「カナダに行ったら毎日が英語の勉強だから、向こうに行ってから頑張ろ
う。」と思ってしまう方が多いです。私もそうでした。

ただ本当に多くの方が、もっと準備しておけば良かった。英語でのコミュ
ニケーションに慣れるまで時間かかった。苦労した。と言います。

出発前のあなたは、この言葉から学ぶことが出来ると思うのです。この先
人達の声に耳を傾けることによってあなたの語学留学はもっともっと良い
ものになります。その理由は２つあります。

１つ目はやはり、カナダであなたが直面する問題のほとんどは、英語力の
問題です。
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「英語さえ出来れば、こんなに大変じゃないのに！」と思えるようなこと
ばかりです。

部屋探しがうまくいかない。
先生の言っていることがわからない。
ホストマザーがなんか怒ってる。私が何か間違ったことしたのかな？
英語が上達せずに時間ばかり過ぎていく。。。
銀行口座が開けない。
カナダ人の友達作れない。

このように英語が出来れば、もっと楽に乗り越えられることがほとんどで
すので、カナダへ出発をする前から、英語の準備はとても大切になりま
す。

そして２つ目の理由は、

現地でのレベルアップにどれだけお金がかかるかの認識が薄い。

語学学校に入学した初日に、レベル診断テストを受けて、そのテストの結
果でクラス分けがされて２日目から授業が始まります。そしてほとんどの
語学学校が１レベルが８週間～１２週間で構成されているので、１つのレ
ベルを上げるために、値段にすると２５万から３５万円かかるのです。

なんかお金のことばかり書いて申し訳ないですが、やはり大切な留学資金
ですから、あなたの上達に向けて最大限の効果を発揮して欲しいのです。
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前章でご紹介したユキコさんの例ではないですが、彼女はまさに日本で身
につけた知識があったからこそ、カナダでの生活を通じて、その知識がス
キルに変わり、語学学校で学ぶコースがないほど英語が上達したという結
果を得ることができたのです。

日本でもできる英語学習と、やっぱり現地に行かないと体験できない英語
学習があります。理想としては、日本で学んだ英語の知識を、カナダでは
無意識に使えるレベルまで練習して、スキルに変える。知識をスキルへ。

なのである程度の英語の知識は日本で身につけておくと良いと思います。

多くの方が、半年から１年くらい前から語学留学の準備を始めますが、

「留学するぞ！」と決断した時からあなたのカナダ留学が始まっていると
思っても良いと思います。

日本には英語を学ぶ教材や英会話スクール、スカイプを使ったレッスンな
ど、英語を学ぶための方法はたくさんあります。

いくら環境が英語だらけのカナダに変わっても、日本で全く勉強する習慣
のない人が、いきなり勉強するとは限りません。でも日本で普段から勉強
する習慣のある人は、カナダでも同じように勉強し、英語を上達させてい
けると思います。

この小冊子を読んでんくれているあなたはまさにそうです。あなたの語学
留学はもう始まっています。カナダ語学留学で良いスタートが切れるよう
に、今から英語学習を始めましょう！
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準備が大切。

最後までこの小冊子をお読み頂きありがとうございます。

この小冊子であなたにお伝えしたかったことをシンプルに言うと・・・

「準備が大切。」ということです。

１、滞在都市をきちんと選ぶ

２、学習プランを立てる、そして・・・

３、英語の準備

カナダで語学留学やワーキングホリデーも、人生の中で何度も出来るわけ

ではありません。しっかりリサーチをして、プランして、準備して、良い

ものにして欲しいなと思います。

最後に！

一つだけ留学エージェントというものについてお話しさせてください。
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留学エージェントの私が言うと売り込みのように聞こえてしまうので、ど

う伝えていいのかわかりませんが、とても大切なのでお伝えします。

留学エージェントは絶対に利用した方がいいです。

それはなぜか？　

予期せぬことが起きるのです。 　私の今までのエージェントとしての経験

でお伝えすると、こんなことがありました。全て実話です。

カナダ渡航直後になんと！　妊娠発覚。急遽、帰国、結婚、出産。

カナダで語学留学中に日本にいるお母さんが病気になり看病のため帰国。

カナダへ渡航する直前に健康診断を受けたら治療が必要な病気が見つか

り、語学留学が中止。

６０歳を超えるシニアの方で、語学学校からの週末旅行中に、心臓発作で

倒れた方もいます。この方は私のクライアントではなかったのですが、利

用されたエージェントさんが連絡が取れず、その語学学校のスタッフから

依頼を受けて、私が日本の家族と連絡を取り、カナダへの渡航準備をお手

伝いして息子さんがお母さんを迎えに行きました。カナダで手術をして日

本へ帰国されました。他にもいろんなことがあります。

何もないならそれが一番です。悪いことが起きないことに越したことはあ

りませんが、何が起きるかわからないのが海外生活です。だからこそ、あ
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なたの代わりに語学学校と交渉してくれるエージェントを利用するのは、

とても大事です。（上にあげた例では、支払い済みの授業料は本来、返金

されないのですが、学校との交渉により一部または全部返金してもらいま

した。）

これはカナダの文化でもあるのですが、カナダの語学学校はエージェント

とのパートナーシップをとても大事にします。例えば、当センターはカナ

ダのハリファックスという町にある語学学校へ長年、たくさんの留学生を

紹介しています。なので当センターのクライアントは少しだけ特別あつか

いをしてもらえることがあります。本当にありがたいことなんですが、こ

れが日本的な考えだと「不公平」という印象がありますよね。違うエージ

ェントを利用してる人やエージェントを利用していない人が損をするかも

しれません。でも語学学校からすると、エージェントとの関係を良好に保

たないと、この先に生徒が入ってこなくなります。なのでエージェントを

利用している生徒さんに何らかの配慮をしてもらえることは珍しくありま

せん。なので留学エージェントは利用した方がいいです。もちろん、授業

料が返ってくることを１００パーセント保証することは出来ませんが、交

渉はします。そしてお金よりも大切なことがあります。あなたがカナダで

怪我や病気をした場合の連絡はまずエージェントに来ます。そして日本の

家族との連絡もエージェントが行います。ご家族で英語ができないと学校

側も困りますので留学エージェントは利用されることをお勧めします。最

後にもう一つ、語学留学やワーキングホリデーで気をつけることがあると

すれば、「信頼できるエージェントを選びましょう。」と言うことになり

ます。
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私たち、ハリファックスサポートセンターのお仕事は、「あなたのベスト

チョイスのお手伝い」です。質の高いカナダ語学留学は質の高い選択で出

来上がります。

私たちは、カナダ語学留学やワーキングホリデーを通じて、英語をマスタ

ーし、日本では出来ない出会いや経験をたくさんし、人間的にも大きく成

長したいのに・・・

そのための準備や計画を、何から始めていいのか？　何を基準に選んだら

いいかがわからずに、不安で困っているあなたに、この業界で１０年間積

み上げた経験と知識を提供し、あなたに間違った選択をさせず、最高の結

果につながる選択・決断をするお手伝いをすることです。そうすることに

よって、あなたが計画・期待以上の成果を手に入れる。あなたは、スキル

と経験、そして自信を手に入れて日本へ帰国し、カナダ渡航前よりも豊か

な人生を過ごし、あなたの周りの人々に良い影響を与え、周りの人々の暮

らしに貢献する存在になる。それが私たちの使命です。

是非、一度あなたのカナダ語学留学やワーキングホリデーについて一緒に

最高プランを考えられるといいなと思います。

私のメールアドレス： michi@catalyst-canada.com

電話番号：０５２−９３１−１３０６

ご連絡お待ちしています。　

ハリファックスサポートセンター　代表　水谷通孝
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