
小さな町で大きな成果を上げる！ 

ハリファックス完全ガイド！ 

 
真剣な留学生がじっくり確実に英語力を上げられる場所です。 
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「カナダのどの町に行こうかな？」 

「ノバスコシア州ってどこ？カナダの東側？寒すぎない？」 

「ハリファックスってどんな町だろう？」 

 

この小冊子を手にしてくれたあなたは、カナダでの語学留学やワーキングホリデーを予定し

ていて、「カナダのどの町に行こうかな？」と情報を集めている真最中かもしれません。ひ

ょっとしたらもう既に、カナダ東海岸の小さな都市ハリファックスへの渡航を決めているか

もしれませんね。 

 

短期でも長期でも、人生で何度も出来るわけではない大切なカナダ語学留学という好機。そ

して 30歳になるまでに一度しか使えないカナダ・ワーキングホリデーという好機。上手に

プランをして帰国後の人生にプラスになる大きな成果を挙げたいですよね。 

 

日本人には知名度の低い、ハリファックスという町に興味を持ったあなたは・・・ 

 

「日本人の少ない町で英語漬けの環境で頑張ってみたい！」 

「カナダ人の友達をたくさん作りたい！」 

「日本では出来ない経験をたくさんしたい！」 

「大多数の人たちと同じような留学はしたくない！」 

「大都市は苦手、海の近くで暮らしたい、自然が近くにある町がいい！」 

 

そんな想いで今、カナダ留学をプランしているかもしれません。でも、その一方で・・・ 

 

「そんなに日本人が少ない町へ行っても大丈夫だろうか？」 

「冬は寒すぎないだろうか？」 

「どれくらい田舎なのだろう？生活に必要なものは手に入るだろうか？」 

「治安はどうだろう？留学生が安心して暮らせる町だろうか？」 

 

そんな不安も、同時に抱えていらっしゃるかもしれません。 

 

大丈夫です。ご安心ください。 

 

この小冊子では、実際にハリファックスで語学留学をして、その後、ハリファックス専門の

留学エージェントを立ち上げ、これまで 7 年間で 200 人を超える留学生の皆さんのお手伝



いをしてきたわたしが、ハリファックスについてご紹介します。 

 

ご紹介が遅れました。わたしはハリファックスサポートセンター代表の水谷です。 

 

この小冊子では、わたしの留学生としての体験、留学エージェントとしての経験、そして当

センターをご利用頂いた留学生の皆さんの経験談・事例を交えながら、あなたに「英語を学

ぶ環境としてのハリファックスの魅力」をお伝えしていきたいと思います。 

 

この小冊子を読み終えた 20分後のあなたはきっと、ハリファックスでの留学生活をイメー

ジして、現地での生活が待ち遠しくワクワクしていると思いますよ。 

 

これから本編が始まります。リラックスして始めましょう！ 

 

 

第 1 章：「滞在先選びで間違えない方法とは？始まりはいつもあなたから」 

 

バンクーバー、トロント、ビクトリア、オタワ、カルガリー、そしてハリファックスなど。 

 

カナダには世界中からやってくる留学生を受け入れている語学学校が、たくさんの都市にあ

ります。※どの町に滞在するかはとても大切です。その中でも多くの方がバンクーバー、ト

ロントという大きな都市を選ばれるようです。大きな都市であり、留学生が多いという安心

感、大手留学エージェントの現地オフィスがあるという理由で選ばれる方が多いようです。

楽しいカナダ生活を過ごした方もいるでしょうし、「こんなはずじゃなかった…」というカ

ナダ留学を過ごした方のお話もよく聞きます。どんな町があなたに合っているかを知るため

に大切なことがあります。それは・・・ 

 

今回のカナダ語学留学、またはワーキングホリデーを通じて、どんな成果を得たいのか？ 

どんな自分になりたいのか？  

 

そうです。都市選びの基準は、あなたの中にあるのです。 

 

例えば、「日本語、日本文化のない場所で生活し、自立できるほどの英語力を身に付けたい。」 

そんな未来の自分を描いている方がバンクーバーやトロントへ行っても、目標達成は難しい

でしょう。バンクーバーやトロントといったカナダの大都市は、日本にいる多くの方が思っ

ている以上に日本人を見かけること、日本語が聞こえてくることが多いです。 

 



または、「わたしは将来、観光業で働きたい！」そんな方には、ホテルやレストランが多く

あり、観光地としても有名なバンクーバーはとても良い場所になります。学べることがたく

さんあるでしょう。 

 

「カナダでは、どんなビジネスが展開されているのか？どんな商品が流行っているのか？」

「わたしは将来、カナダを市場にして、またはカナダの企業と手を組んでビジネスを始めた

い！」そんな野望を持っている方は、カナダ一番の商業都市トロントで学ばれることをお勧

めします。 

 

「英語だけじゃなくてフランス語も出来るようになりたい！」という方であれば、フランス

語圏のモントリオールが良いですよね。 

 

このように、成功する町選びの第一歩は、あなたが今回の留学を通してどんな自分になりた

いのか？何が出来るようになりたいのか？そして何を得たいのか？英語で言うと、Be / Do 

/ Haveの３つを考えてみるのが大切です。 

 

わたしはハリファックス専門の留学センターをしていますが、バンクーバーやトロントとい

うカナダの都市も大好きです。バンクーバーやトロントといった大都市が留学先として悪い

ということではなく、あなたの目的や目標とマッチしているか？理想の自分になれる場所か

どうか？ということがとても大切なのです。留学して英語を学ぶのに良い場所と、旅行する

のに良い場所、別々で考えてみるといいですよね。留学中に旅行する楽しみも出来ますし。 

 

ハリファックスは、英語をじっくり学ぶために最適の場所です。この小冊子を読んで、ハリ

ファックスという町があなたの求めている成果が出せる都市なのかを判断してみてくださ

いね。 

 

英語力を上げたいあなたにハリファックスをお勧めする５つの理由： 

 

もしあなたが今回のカナダ語学留学、カナダ・ワーキングホリデーで、まずはしっかり英語

力を上げたいと考えていらっしゃるのであれば、ハリファックスはとてもお勧めです。 

 

それはなぜか？  

 

ハリファックスには、日本人の留学生がじっくり英語を学ぶ環境として次の５つのポイント

が揃っているのです。 

 



１． 安全であること。 

２． 英語漬けになれる環境があること。 

３． 英語を学ぶためにも、カナダ人との出会いが多いこと。 

４． 都会過ぎず、田舎過ぎない。ちょうどいい大きさであること。 

５． 真剣な留学生が多いこと。 

 

あなたにハリファックスをお勧めする理由は、ズバリ！この５つのポイントが揃っている場

所だからなのです。順番に見ていきましょう。 

 

１ 安全であること。治安について： 

 

■ ハリファックスは安全な町かな？治安は大丈夫かな？ 

 

カナダ留学・ワーキングホリデーの滞在先を検討している方の中には、治安についての心配

をされている方も多くいらっしゃると思います。あなただけでなく、あなたを送りだす家族

にとっても、治安はとても重要だと思います。日本から遠く離れた海外の町。やはり危険な

目に遭うのは誰でも嫌ですし、トラブルに巻き込まれるのは絶対に嫌ですよね。 

 

まず安心して頂きたいのは、ハリファックスは留学生にとって安全に暮らせる町だというこ

とです。もちろん、常識的な感覚はとても大切です。夜中にひとりでダウンタウンをふらふ

らしない。大金を持ち歩かない。高価なアクセサリーなどを身に付けて出歩かない。などな

ど。自分の身を守る上で、狙われる原因になるようなことはやめましょう。 

 

実際にハリファックスに語学留学・ワーキングホリデーをした留学生の皆さんにインタビュ

ーをしても、ほとんどの方が、安全で危険を感じたことはないとおっしゃいます。わたしも

ハリファックスに留学生として生活していた経験がありますが、特に危険を感じたり、危な

い、怖い、と思ったりしたことはありませんでした。 

 

■ハリファックスの中にも、気を付けて欲しい場所がいくつかあります。 

 

今この小冊子を読んでいらっしゃる方は、おそらく日本にいて、ハリファックスがどんな町

かなと情報を集めている方だと思いますので、細かい地名を挙げてもピンと来ないかもしれ

ませんが、特にアパート探し、シェアルーム探しをするときには、治安の悪いエリアを選ば

ないように十分ご注意ください。家賃が安いからと言って飛びつかないようにしてください

ね。学校の先生やホストファミリーに相談すると、いろいろと教えてくれます。 



 

ハリファックスで比較的治安が悪いと言われるエリア： 

 

・ ノース・エンド（Gottingen Street周辺） 

・ マクドナルド・ブリッジ 周辺（ハリファックス側・ダートマス側） 

・ スプライフィード（500番地台） 

・ 夜中のダウンタウン 

 

ダウンタウンは普段は全く問題なく安全な場所ですが、夜中になるとバーで酔った人たちの

ケンカなどが起こったりしますので、留学生の皆さんにはないと思いますが、夜中まで出歩

くのは控えましょう。注意を促すために書いていますが、ダウンタウンはカフェやレストラ

ン、バーなどが多く並び、とても楽しく夜を過ごせる場所です。 

 

ハリファックスは、ある程度の自分の身を守る感覚・常識をお持ちであれば、全く危険を感

じずに安心して留学生活を過ごせる町ですので、ご安心ください。 

 

 

２ 英語漬けになれる環境があること。 

 

■ 日本語を 1 か月間以上話さないことも珍しくありません。 

 

語学学校には他にも日本からの留学生がいると思いますので、日本人を見かけることはある

かと思います。ですが、学校の外に出ると、日本人を見かけることはあまりありませんし、

ホストファミリーはすべてカナダ人ファミリーになりますので、自分から日本語を話そうと

機会を探さない限り日本語を話すことはありません。 

 

語学学校の中では、母国語が禁止です。つまり日本語を使えません。（でも日本人が少ない

ので話す相手がおらず、ルールを破ることも少ないと思います。） 

 

当センターをご利用頂いた留学生の方たちも、「日本語は日本にいる家族と電話で話すとき

に使うくらいで、それ以外は普段まったく使いません。」という方が多いですし、「同じ日本

人同士でも英語で話すので、お互いに日本語を聞いたことはありません。」こういった方た

ちもよくいらっしゃいます。 

 

 

■ ハリファックスは学生の町！ カナダ人ルームメイトと生活出来る！ 



 

実はハリファックスには多くの大学があり、学生の町と言われています。カナダの色んな都

市から生徒が集まってきているので、学生がとても多いです。つまり、シェアルームで生活

しているカナダ人がとても多いのです。ダウンタウンから歩けるエリアにほとんどの大学が

ありますので、その近くでシェアルームを探してカナダ人と一緒に生活をすれば毎日英語を

使うことになりますので、英語学習にもとてもプラスになりますよ。 

 

■ ホストファミリーは 100 パーセント、カナダ人ファミリー！ 

 

先ほども少し書きましたが、ハリファックスの語学学校が提供するホームステイは、カナダ

人の家庭です。英語が母国語のネイティブスピーカーと一緒に住むことにより、生活レベル

で英語に触れることが出来るので、あなたは自然な英語を身に付けることが出来ます。 

 

※バンクーバーやトロントなどの大都市のホームステイの多くは、カナダ人ファミリーでな

いことが多いです。 

 

このようにハリファックスでは、あなたの英語力を上げるために、「英語を目にする、英語

が耳から入ってくる」という英語のインプット、そして「英語を話す」という英語のアウト

プットの場面を日常的にたくさん得ることが出来ます。 

 

 

 

３ 英語を学ぶためにも、カナダ人との出会いが多いこと。 

 

ハリファックスという町の特徴の１つに、フレンドリーな人が多い！ということがあり

ます。どれくらいフレンドリーなのかは、人それぞれ感じ方が違うのでお伝えしにくいので

すが、あなたもハリファックスに行くとすぐに体験すると思います。例えば、道を歩いてい

て、前から来る人と目が合うと、「Hi!」って声をかけ合ったり、お互いにスマイル交換した

り、バスに乗っていると隣の人が話しかけてきたり、コーヒーショップの店員が話しかけて

きたり、知らない人同士でもコミュニケーションがあるのです。 

 

わたしの実体験ですが、以前ハリファックスに住んでいるとき、ダウンタウンのアパートに

住んでいたのですが、３ブロックほど先に住んでいた友人が日本に帰国するということで、

ソファを引き取ることになりました。そしてそのソファをその友人と運んでいたら、３ブロ

ックの間に 3人くらいの人に、「大丈夫？手伝おうか？」って声かけられました。知らない

人ですよ。お言葉に甘えて、わたしのアパートの前まで一緒に運んでもらいました（笑）。 



 

ダウンタウンの真ん中で地図を広げて困った顔をしていると、すぐに誰かに声をかけられた

りします。「大丈夫？どこ行きたいの？」知り合いや友達になった人なら、もっと色んなコ

ミュニケーションがあったりするのです。 

 

ハリファックスは必要なものは何でも揃う小さな都市でありながら、田舎のフレンドリ

ーな部分も兼ね揃えているのです。せっかく英語を学ぶなら、話しやすいカナダ人がた

くさんいる町で英語を学んでみたいと思いませんか？ 

 

 

４ 都会過ぎず、田舎過ぎない。ちょうどいい大きさであること。 

 

「ハリファックスは、ちょうどいい規模の都市なんです！」という感想を留学生の

方からよく聞きます。わたしもそう思うのですが、いくら英語を学ぶためとは言え、本当に

すごい田舎に留学をすると、英語学習的にはいいかもしれませんが、正直、不便ということ

がよくあります。 

 

勉強の合間や週末に、友達と遊びに行くことも大切です。他の国からの生徒やカナダ人の友

達と出かければ、それ自体が英語学習です。 

 

映画館やショッピングモール、クラブ、バー、レストラン、コーヒーショップ、大きくて綺

麗な図書館、時には有名なバンドや歌手がやって来てコンサート、そんな楽しみも必要です

ね。習い事も、ほとんどのものは出来ます。 

 

でも、逆にそれが多くなりすぎて大都市になってしまうと、自然にアジア人、日本人の数も

増えていきますので、トロントやバンクーバーのように、英語学習的にはちょっと不向きな

場所になってしまいます。 

 

そんな意味でも、ハリファックスは「ちょうどいい」場所なのです。 

 

 

５ 真剣な留学生が多いこと。 

 

ハリファックス専門の留学エージェントをやっていて嬉しいこと。それは、こんな話を聞く

ことです。 



 

ハリファックスにある語学学校 East Coast School of Languagesの先生から聞いた話で

す。 

 

ある日の金曜日の午後、語学学校 ECSLの生徒さんたちは、バスに乗って課外活動へ出かけ

ました。ハリファックスから少し離れたペギーズコーブという灯台です。参加した生徒さん

たちの国籍も豊かで、総勢 30人くらいの参加者の中に 7～９か国くらいの国籍があったそ

うです。学校の外ですし、授業後ですので、みなさんリラックスした様子で、だんだん同じ

国出身の生徒さん同士で、自分たちの国の言葉を話すようになってしまったそうです。中東

からの生徒さんたちはアラビア語、韓国からの生徒さんたちは韓国語といった感じです。で

もその先生が感動して話してくれたのは、その 30名の参加者の中に 5名ほどいた日本人の

生徒さんたちだけは、日本人同士で話しているのに、ずーーっと英語で話していたそうです。

この先生は言いました。「こんなことするのは日本人の生徒たちだけだよ。」その中に当セン

ターを利用してくれた留学生の方も数名いましたので、わたしはとても誇らしいというか、

嬉しい気持ちでいっぱいでした。しかも、この先生が言うには、もちろんこの先生は英語し

か出来ないので、日本人の生徒さん 5 人とカナダ人の先生の 6 人でずーーっと英語で会話

していたそうです。 

 

ハリファックスで母国語を話していると、その母国語を話せる人が集まってきますが、英語

で話していれば、英語が話せる人が集まってきます。シンプルな引き寄せの法則です。英語

を話す人を引き寄せたければ、英語を話していればいいんですよね。 

 

あなたが真剣に英語を学びたいと思いハリファックスを留学先に選ぶように、他の日本人の

留学生たちも、同じように真剣に考えてハリファックスを選んだ人たちです。日本人同士

で、お互いの英語学習の妨げになるような関係を望んでいる人はいません。 

 

同じ価値観の人たちが集まるハリファックス。日本人同士でも一生の思い出に残る出会いが

きっと待っていますよ。 

 

 

以上、あなたの英語力を上げるためにハリファックスが兼ね揃えている５つの項目について

お伝えさせて頂きました。 

 

 

いかがでしたでしょうか？  

 



「ちょっと待ってください。水谷さん！今までハリファックスの良いところば

かりでしたが、ハリファックスにも良くないところがありますよね？」 

 

その通りです。ハリファックスを選ぶ前に、ハリファックスの良くないところも知っておい

てください。それは２つあります。 

 

１． 語学学校に専門的な英語を学ぶコースが少ない。 

２． ワーキングホリデーの方にとっては仕事を見つけるのが難しいこともある。 

 

 

1つ目の専門的なコースが少ないというのは、一般的に使える英語を学ぶ以外に、ビジネス

英語、英語教授法、翻訳、TOEICを学べる学校がほとんどありません。 

 

ハリファックスの語学学校が提供している主なコースは、 

 

１）一般英語、２）試験対策、３）大学進学準備コース、この３つになります。そのため、

ビジネス英語を本格的に学びたい方やインターンシップをしたい方のニーズにお答えでき

る学校がありません。ビジネス英語やインターンシップをご希望の方は、ハリファックスで

英語漬けの環境で一般英語を学んだ後に、トロントやバンクーバーという大きな都市へ移動

して頂いた方が良いかもしれません。 

 

またワーキングホリデーの方も、仕事を見つけるのに苦労する方が多いです。町の規模自体

がトロントやバンクーバーと比べると小さいので、仕事の絶対数も減ってきます。仕事がな

い訳ではないのでもちろんチャンスはありますが、仕事を見つけるという点で考えると、大

都市の方が絶対に有利です。ワーキングホリデーの方で、ハリファックスで英語を学んでか

らトロントへ移動される方は多いです。 

 

このように、すべての人にとってハリファックスが最適な場所ではありません。だからこそ、

この本を書きました。大切なのはあなたが、あなたの目的・目標にあった都市を選

んでいるかです。 

 

そのために必要な情報を、この本を通じてお届けできると嬉しいです。さて、それではここ

で少し休憩を兼ねて、ハリファックスの市内観光をしてみましょう！  

 

ハリファックスの町についてご紹介しますね。 

 



 
ハリファックスは港町。海沿いのボードウォークを散歩するのはとても気持ちがいいです。

そして町の中心にある大きな丘（シタデル・ヒル）と海に挟まれたエリアがダウンタウンで

す。 

 

港周辺のエリアをウォーターフロントと呼びます。まずはウォーターフロントの様子を見て

みましょう。海側から丘を見上げるとこのような感じです。丘の上にシタデルがあります。 

 
さらにウォーターフロントを歩いてみると・・・ 



 
海風を受けながらの散歩が気持ちいいです。 

 

夏にはイベントやお祭りがたくさんウォーターフロントで開催されます。夏に滞在予定の方

は、イベント情報もチェックしておくと楽しめますよ。 

 

 

■ 毎週土曜日の朝、地元の人たち・観光客で賑わうファーマーズ・マーケット！ 

 

このウォーターフロントのすぐ近くに、ハリファックス・ファーマーズ・マーケットという

地元のファーマーたちが野菜やフルーツ、漁師さんたちが新鮮なお魚、アーティストたちが

民芸品やアクセサリーを売っているマーケットがあります。ミュージシャンたちが音楽を演

奏したり、地元の有名なお店やレストランがブースを出したりして、とても賑やかな場所が

あります。ハリファックスに行ったときは是非、立ち寄ってみてください。 

 

 



 
ファーマーズ・マーケットの様子 

 

 

■ ハリファックスには２つのメインストリートがあります。 

 

ハリファックスには大きく２つのストリートが Tの字になってつながっています。 

 

バーリングトン・ストリート、そして、スプリングガーデン・ロードです。 

 

バーリング・ストリートは、港の海岸に平行に位置しています。ハリファックスにある私立

語学学校 5校のうち 4校が、このバーリングトン・ストリート沿いにあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



バーリングトン・ストリート： 

 
レストラン、バー、銀行、市庁舎、など色んな建物が並び、たくさんのバスが通るハリファ

ックスのメインストリートの１つです。 

 

スプリングガーデン・ロード： 

 



スプリングガーデンもカフェやレストランなどのお店、ショッピングセンター、映画館が並

ぶ、ハリファックスでは賑やかな通りです。 

 

 

■ダウンタウンのすぐそばにある綺麗な公園、パブリック・ガーデン： 

 

 
ダウンタウンの中にあると言ってもいいほど近くにある綺麗な公園。普段は散歩する人、く

つろぐ人で賑わっています。ダウンタウンを歩き疲れたら、ちょっと休憩もいいですね。 

 

■ダウンタウンに新規オープンの図書館： 

 

留学生の方にとっては、学校が終わった後によく通い詰める場所になるかもしれません。ハ

リファックスに新しくセントラル・ライブラリーが建設されます。2014年秋にオープンの

予定です。こちらのホームページをご覧頂くと、建物の様子も見て頂けます。 

 

Halifax Central Library 

http://halifaxcentrallibrary.ca/ 

 

 

いかがでしたか？この他にもハリファックスには、素敵な場所がたくさんあります。公園や

大きなショッピングモールもあります。現地に暮らしていて気づくのは、特にカフェが多い

ということです。落ち着いた雰囲気で美味しいコーヒーやティー、スイーツが楽しめるカフ

ェがたくさんありますので、学校帰りにゆっくり宿題などするのもいいですね。 

http://halifaxcentrallibrary.ca/


 

それではここで、ハリファックスに関してよく頂く質問についてご紹介していきたいと思い

ます。 

 

ハリファックスに関してよくある質問集！！ 

 

 

質問１：物価、生活費について「どれくらいお金が必要ですか？」 

 

ハリファックスを語学留学やワーキングホリデーの滞在先に選ぶときに気になるのが物価。

または、どれくらい生活費がかかるのだろう？ということもあると思います。 

 

個人差もあると思いますが、生活費としてご用意頂きたい費用は・・・ 

 

・ 家賃 

・ 食費 

 ホームステイの場合はこの両方を合わせて、4週間 780ドル（3食付） 

 シェアルームの相場は、1か月 500ドル～600ドル（食事なし） 

 シェアルームの場合の食費は人それぞれですが、200～300ドル 

 

・ 交通費：バスの定期券が 1か月 70ドル 

・ 携帯、通信費：約 30ドル 

・ その他、雑費、交際費：100ドル～200ドル 

 

ホームステイ、シェアルーム、どちらにしても大体 1000ドル～1200ドルくらいは生活費

として必要になってくると思います。 

 

■ ホームステイ、シェアルーム、どちらが安い？ 

 

費用を節約したい方が、ホームステイを出て家賃の安いシェアルームで暮らそうとされるこ

とがありますが、この場合は正直、人によります。ズバリ、自炊が得意な方、一人暮らしに

慣れている方は、シェアルームでの生活が向いているかもしれませんが、そうでない方は、

食事が付いているホームステイの方が断然お値打ちです。自炊が出来ないと、ついつい外食

をしたり、何か買って食べたりすることが多くなると思います。この積み重ねが結構な値段

になりますので、ホームステイ先で快適に暮らせているのであれば、そのままホームステイ

の方が勉強にも集中出来ると思います。 



 

 

質問２：気候・気温について「寒すぎませんか？」 

 

ハリファックスへ行かれた留学生の方に、「ハリファックスに到着するまではどんなことが

心配でしたか？」と質問をすると、多くの方が、「寒すぎるのでは？」という気候・気温に

関する不安があったと答えてくれます。 

 

わたしもハリファックスで生活した経験があり、エージェントとして長年ハリファックスに

ついてお伝えしていますが、「ハリファックスの冬は寒いですか？」と聞かれれば、間違い

なく「寒いですよ。」とお答えします。ですが、「外に出ることも出来ず、ずーっと建物の中

にいないといけない冬ですか？」と言われれば、そんなことは全くありません。 

 

真冬はニット帽、マフラー、手袋などは必需品で外は寒いですが、家や学校の中はセントラ

ル・ヒーティングと言って建物全体が暖かくなっています。家の中では T シャツやトレー

ナーで、外に出かけるときにコートを着て出かけるという感じですね。 

 

冬には冬の楽しみがあります。各語学学校では、冬にはスキー・スケートを始め、冬のスポ

ーツやアクティビティーを楽しめるように工夫していますので、楽しみにしていてください。 

 

 

■ 多くの人が気になるのは、冬の服装の準備！ 

 

渡航の準備をしている方からよく頂く質問が「服装」に関することです。 

 

「日本の冬と同じ服装でハリファックスの冬が越せますか？」 

「わたしがハリファックスに行く頃は、コートが必要ですか？ダウンジャケッ

ト？」 

 

服装に関してどれくらい準備をしていけばよいかを知るために、良い方法があります。ハリ

ファックスにある語学学校 ECSLが、フェイスブックを使って学校の様子を紹介しています。

普段の様子や課外活動の様子です。このフェイスブックのページで、ご自分がハリファック

スへ行く頃の写真を見て、どんな服装をしているかを参考にしてみてください。 

 

 

 



 

■ 語学学校 ECSL フェイスブックページ 

 

・ East Coast School of Languages 

https://www.facebook.com/groups/76785332091/?fref=ts 

 

たくさんの写真がアップされています。その中にも日本人の方が写っていますので、日付と

服装を参考にして頂くと、どれくらいの準備が必要かわかってくると思います。 

 

 

 

質問３：交通機関について 

 

ハリファックスの交通機関はバスになります。電車や地下鉄はありません。（ハリファック

スとカナダの他都市とをつなぐ長距離鉄道はあります。） 

 

ハリファックスの語学学校は全校がダウンタウンにありますので、ほとんどの留学生の方が、

ホームステイ先からバスに乗って通学をされることになると思います。 

 

現金でバスに乗るときの注意！ズバリ！バスではお釣りがもらえません。お金を入れるとこ

ろも入れるだけでお釣りは出てきませんし、ドライバーもお釣りを渡すための小銭などを用

意していません。バスの運賃は大人 1回 2ドル 50セントです。バスに乗るときは用意して

おいてくださいね。 

 

体験談： 

わたしが留学中に何度かあったのですが、5ドル札しかお金がないことを忘れていてバスに

乗ったら、運転手さんが乗客に、「誰かー、5 ドル、両替できる人いるかい？」と聞いてく

れて、親切な人が両替してくれるということがありました。 

 

 

バスの定期券も日本とは違う！： 

バスの定期券は、ドラッグストアなどで販売しています。日本のように買った日から 1 か

月後という定期券が発行されるのではなく、1月の定期券、2月の定期券というように、月

ごとに分かれています。例えば、ハリファックスに到着したのがある月の 15日くらいです

と、定期券を買うと損ですから気を付けてくださいね。バスの定期券は月末に次の月の分を

買いましょう。 

https://www.facebook.com/groups/76785332091/?fref=ts


 

現金よりもお値打ちな、バスチケットもあります： 

バスチケット（回数券）をドラッグストアで買うことも出来ます。バスチケットは 10枚綴

りで 20ドルなので、現金より 5ドルもお得です。特に有効期限はないので、上手に活用し

てください。 

 

バスの時刻表＆路線図に便利なアプリがあります： 

わたしは毎年、語学学校の訪問、当センターのクライアントの留学生の皆さんに会いに行く

目的でハリファックスへ行きます。2014年にハリファックスを訪れた際に利用したアプリ

がとても便利で重宝しました。 

 

Transit 

https://itunes.apple.com/jp/app/transit-app-now-citi-bike/id498151501?mt=8 

 

スマートフォンで使えますので、これからハリファックスへ行かれる方は是非使ってみてく

ださい。バスが今どこにいるかまでわかるんですよ！ 

 

 

質問 4：日本食は食べられますか？  

 

大丈夫です。日本食材を販売しているお店もありますし、ハリファックスには意外にも日本

食レストランが多くあります。日本人経営のお店、カナダ人経営のお店、そして他のアジア

人経営のお店など、色々とあります。スーパーでも、お寿司や日本食材を売っているところ

もありますよ。 

 

日本食材店： 

Japanese Food Paradise 

https://www.facebook.com/pages/Japanese-Food-Paradise/146850862064164 

※HPはなくフェイスブックページですが、最新入荷アイテムなどがアップされます。 

 

 
 

 

いかがでしたか？ここまでこの小冊子をお読みいただき、ありがとうございます。あなたが

今回のカナダ語学留学、ワーキングホリデーから求めているもの、目標や夢をかなえるため

の場所として、ハリファックスが合っていると嬉しいです。 

https://itunes.apple.com/jp/app/transit-app-now-citi-bike/id498151501?mt=8
https://www.facebook.com/pages/Japanese-Food-Paradise/146850862064164


 

最後の最後に、あなたにお伝えしたいことがあります。それは、「ハリファックスに行こ

うかな？」と思った多くの留学生が感じていることです。 

 

それは・・・ 

 

「ハリファックスは、英語の初級者には大変な環境ではないですか？」 

 

 

そうですよね。やはり大丈夫かな？と心配だと思います。でもこれは実は逆なのです。英語

が初級の方ほど、ハリファックスのように英語漬けの環境に入ることが大切です。（もちろ

ん出発前から出来る限り英語の準備はしていきましょう。）そしてハリファックスで、たく

さん英語で助けてもらってください。語学学校の先生やスタッフ、ホストファミリーが英語

で色んなことを教えてくれます。何か困ったことは、英語で伝えましょう。これが本当に大

切なのです。これはカナダでしか出来ない、留学生という立場でしか出来ないことなのです。 

安易に日本語でサポートを受けてしまうと、そこで英語を学ぶことがストップしてしまいま

す。わたしもエージェントとして現地にいる留学生の皆さんのサポートをスカイプでするこ

とがよくあります。でもわたしがしているサポートは、この先の留学プランの立て方や、モ

チベーション・やる気の保ち方、目標設定に関することがほとんどです。 

 

皆さん、現地の生活で必要なサポートは、現地の人たちに英語で助けてもらっています。 

 

人は今いる環境に慣れる生き物です。順応します。快適な環境にいれば、その環境が当たり

前になります。チャレンジな環境に入り、その環境に適応したとき、人は成長します。だか

らこそ、自分にとってチャレンジな場所へ勇気を持って入って欲しいと思います。 

 

英語に関して、是非知っておいて欲しいことがあります。「あなたがカナダでどれだけ

英語が上達したか？」それを測るために、TOEICや英検、IELTSなど、数字を得られる

ものもありますし、コースを修了して認定書などが得られるものもあります。目に見える形

で成果を測るのはとても良いことです。 

 

でも究極は、自分の英語に対して揺るぎない自信が持てるかどうかです。 

 

想像してみてください。就職試験や面接で、「あなたは英語が出来るのですね？」と聞かれ

た時に、「出来ます！」「英語なら大丈夫です！」「任せてください！」と自信を持



って答えているあなたの姿を。 

 

その自信こそが、「その後のあなたの人生の、行動と結果を変えてくれる

本当の語学留学、ワーキングホリデーの成果」だと思います。 

 

その自信はどこからくるのか？ 

 

不安や恐れを抱えながらも頑張った経験からです。 

 

あなたの語学留学、ワーキングホリデーが、「あなたの英語への揺るぎない自信」 

という成果につながることを心から応援しています。 

 

最後までお読みいただき、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代表 

水谷通孝 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



著者プロフィール： 

 

ハリファックスサポートセンター代表 水谷通孝（みずたにみちたか） 

 
 

高校を卒業し、建築現場で型枠大工として働いていた。肉体労働も若い自分には平気だった

けど、一生やるには大変な仕事。でも特にやりたいことや目標もなかった。確かなものが何

も見えず、真っ暗に見えた将来にふと光が灯った。「あっ、英語でも出来ればなんか道が開

けるかな。」その光に向かって進んでみると、そこには新しい学びやたくさんの出会い、楽

しみが待っていた。 

 

カナダでのワーキングホリデー、語学留学を通して、現在は留学斡旋会社「ハリファックス

サポートセンター」と名古屋市内で英会話スクール「トップランナー」の２つの会社を経営。 

 

「海外留学、英語」というキーワードを通じて出会える人々のお手伝いをすることが自分の

使命。この小冊子を読んでくださったあなたのカナダ留学、ワーキングホリデーの、成功の

パートナーになれると嬉しいです。 

 

ハリファックスサポートセンター 

http://catalyst-canada.com/ 

 

英会話トップランナー 

http://english-leaders.com/ 

 

 

連絡先： 電話 052－931－1306 メール： michi@catalyst-canada.com 

あなたの留学プランを是非、聞かせてください！ 

http://catalyst-canada.com/
http://english-leaders.com/
mailto:michi@catalyst-canada.com

