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なぜなぜなぜなぜ英語英語英語英語がががが話話話話せるようになりたいのせるようになりたいのせるようになりたいのせるようになりたいの？？？？    

 

ユーキャン、ベネッセや大手インターネットサイトが実施している「「「「今年今年今年今年こそこそこそこそ身身身身につけたいにつけたいにつけたいにつけたいコトコトコトコトはなにはなにはなにはなに？」？」？」？」ランキングで毎年

たくさんの人が回答するものは何かご存知でしょうか？ 

 

それは TOEIC と英検です。 

 

TOEIC と回答した人に詳しく聞いてみると「今年こそ英語を話せるようになりたい」と思っていて、英語を話せるようになる

きっかけとして TOEIC を勉強する人が多いようです。 

 

純粋な英会話力自体を評価する資格はなく、この資格を取得したら「あなたは英会話がペラペラですよ」と評価されるわ

けではないので、英検、TOEIC、TOEFL などの数字で分かる試験を英語勉強の最初に目指す人が多いのでしょう。 

 

しかしながら、TOEIC の点数が高いことと、英語が話せることは全くの別のことです。 

TOEIC は勉強してテストを繰り返し受けていくとだんだんとスコアは上がっていきますが、会話のテストはないので読解

力はアップしますが会話力はまったくアップしません。 

 

そのような理由から短期間で会話力を向上させるためには英語の環境に身を置く事が一番効果的です。もちろん簡単に

海外に長期間行ける人は多くなく、それぞれ様々な理由があり行くことを躊躇してしまいます。 

 

でも 2 週間でも１ヶ月でも海外に行けるチャンスがあるのならばその瞬間が絶好のチャンスです。行動は早ければ早い

ほうがいいです。 

 

－－－－あなたのあなたのあなたのあなたの夢夢夢夢はなんですかはなんですかはなんですかはなんですか？？？？    

 

と聞かれていくつか思い浮かぶことがあるでしょう。 

 

僕の夢は 

英語英語英語英語ががががペラペラペラペラペラペラペラペラになることになることになることになること    

映画映画映画映画をををを字幕字幕字幕字幕なしでなしでなしでなしで見見見見ることることることること    

外国人外国人外国人外国人のののの友達友達友達友達をををを作作作作ることることることること    

外資系企業外資系企業外資系企業外資系企業でででで海外海外海外海外とつながるとつながるとつながるとつながる仕事仕事仕事仕事がしたいがしたいがしたいがしたい    

 

そんなことを漠然と思っていました。 

 

そして今はそれがすべて叶うようになりました。 

 

海外で生活するというのはどんなものでしょうか？ 

メキシコ人女性のベティーナ、イギリス人男性のライアン、そしてあなたの 3 人は日曜日になると海の見えるカフェでブラ

ンチをします。天気のいい日はテラスでワインを飲むこともあります。 

仲良しな 3 人だから変な気づかいや緊張もなく、素直に 3 人でいることを楽しんでいます。もちろん会話は英語です。 

無料版無料版無料版無料版ではではではでは本編本編本編本編よりよりよりより一部一部一部一部をををを抜粋抜粋抜粋抜粋してしてしてして紹介紹介紹介紹介していますしていますしていますしています    
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こんなことはドラマや映画の中の話でしょうか？ 

英語ができるとさまざまな国の人と友達になることができます。 

そして、相手と対等に話をすることができます。 

 

外国人だからといって上下関係はありません。あくまでも対等な友達です。 

 

そんな状況で英語を話しているあなたはきっと精神的に充実しながらも、さらに英語力だけでなく英語を話している自分

に対して自信を感じているはずです。 

 

僕はまさにそんなことができたらいいなあと想像していました。そしてカナダに行ってそれが現実になりました。 

 

英語は宅建や司法試験のようなツールです。ツールを使ってあなたの価値を高め、活用することによりあなたの世界は

広がります。 

それは年収が 900 万円の転職先だったり、住む国だったり、結婚する相手かもしれません。 

可能性は少ないよりも多いほうがいい。道のりは簡単ではありませんが継続すれば英語はできるようになります。 

 

僕の場合、そのすべてのきっかけになったのがワーキングホリデー（以下ワーホリ）でした。 

もともと英語を身に付けたいという思いがあり、他にも海外での生活や文化を体験したいというのがありました。そしてワ

ーホリという方法を知ることにより、夢は現実となりました。 

 

ワーホリは人によって目的が違います。 

徹底的徹底的徹底的徹底的にににに英語英語英語英語をををを学学学学ぶぶぶぶ。。。。    

海外海外海外海外にににに住住住住んでみるんでみるんでみるんでみる。。。。    

海外海外海外海外でででで仕事仕事仕事仕事をしてみるをしてみるをしてみるをしてみる。。。。    

いろんないろんないろんないろんな場所場所場所場所をををを旅行旅行旅行旅行してみるしてみるしてみるしてみる。。。。    

バケーションバケーションバケーションバケーションをををを満喫満喫満喫満喫するするするする。。。。    

 

それぞれ目的が違っていても、みな結果的には英語だけを学ぶのではなく、海外で生活をしてみたい、日本ではできな

いことをしてみたい、という思いで旅立ちます。 

 

そんな夢を一気に近づけてくれるのがワーホリです。仕事を辞めてまでワーホリに行くべきか？失敗したらどうするの

か？と考えていても悩みは解決しません。 

 

ワーホリには失敗も正解もなく、あなたが経験したことがあなたにとっての正解になるのだから。 
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ワーキングホリデーワーキングホリデーワーキングホリデーワーキングホリデーとはとはとはとは何何何何？？？？    

 

●●●●ワーキングホリデーワーキングホリデーワーキングホリデーワーキングホリデー制度制度制度制度●●●●    

ワーキング・ホリデー (Working Holiday) とは、二国間の協定に基づいて、青年（18 歳～25 歳または 30 歳）が異なった文

化（相手国）の中で休暇を楽しみながら、その間の滞在資金を補うために一定の就労をすることを認める査証及び出入

国管理上の特別な制度である。 

日本政府とワーキング・ホリデー査証（ビザ）に関する取極又は協定を結んでいるのは発効順にオーストラリア、ニュージ

ーランド、カナダ、韓国、フランス、ドイツ、イギリス、アイルランド、デンマーク、中華民国（台湾）、香港の 11 か国である。 

原則として各相手国ごとに一生に一度しか利用できない。ただし、オーストラリアについては 2005 年 11 月より一定の条

件を満たすことにより 2 回目のビザ取得が可能になった。 

 

●●●●ワーホリワーホリワーホリワーホリにににに参加参加参加参加できるできるできるできる者者者者●●●●    

日本国籍の日本に在住している 18 歳から 30 歳までの人（一部の国は 18 歳から 25 歳まで） 

 

●ワーホリワーホリワーホリワーホリでででで行行行行けるけるけるける国国国国● 

 

Google map より引用 

オーストラリア（1980 年 12 月 1 日開始） ニュージーランド（1985 年 7 月 1 日開始） 

カナダ（1986 年 3 月 1 日開始）  韓国（1999 年 4 月 1 日開始） 

フランス（1999 年 12 月 1 日開始）  ドイツ（2000 年 12 月 1 日開始） 

イギリス（2001 年 4 月 16 日開始）  アイルランド（2007 年 1 月 1 日開始） 

デンマーク（2007 年 10 月 1 日開始）  台湾（2009 年 6 月 1 日開始） 

香港（2010 年 1 月 1 日開始） 
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どうしてワーホリに行くことに・・・ 
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どうしてどうしてどうしてどうしてワーホリワーホリワーホリワーホリにににに行行行行くことにくことにくことにくことに・・・・・・・・・・・・    

 

は号泣していた。 

周囲にはたくさんの人がいたが、他人の目を気にせず恥ずかしげもなく号泣していた。 

 

ほんの少し前に空港まで見送りに来ていた友達と家族の別れがあまりにも寂しくて涙がとまらなかった。 

 

きっと涙の理由はそれだけじゃないだろう。 

 

これから行くまったく知らない土地での生活 

初めての飛行機 

初めての海外 

英語もまったく話せない 

しかも１人 

 

こんな初めてづくしが全部 Yes に当てはまるのは僕だけじゃないだろうか？ 

スパルタと評判のライオンの子育て法でも、ここまでの不安要素を兼ね備えてはいないだろう。 

 

僕はこれからいったいどうなるのか 

 

「「「「帰帰帰帰りたいりたいりたいりたい    帰帰帰帰りたいりたいりたいりたい……………………」」」」    

 

飛行機は離陸してまだ 15 分しかたっていなかった。 

「この飛行機はどこを飛んでいるのだろう」 

今までに感じたことのない不安な気持ち 

 

どうして僕はカナダになんて行くことになったのだろう…… 

 

「「「「帰帰帰帰りたいりたいりたいりたい……………………    帰帰帰帰りたいりたいりたいりたい……………………」」」」    

 

 

--1 年前 

「いらっしゃいませー」 

僕は自由が丘にあるカフェでバイトをしていた。 

 

 この章の続きは本編でどうぞ 

 

  

僕
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ワーホリワーホリワーホリワーホリにおにおにおにお金金金金はいくらはいくらはいくらはいくら必要必要必要必要？？？？    

 

「ワーホリに行くぞ！」 

「英語ぺらぺらになるぞ！」 

「外国人の友達たくさん作るぞ」 

 

という強い気持ちばかりが興奮して先走ってしまったが海外に住むにあたり、一番大切なのがやっぱりお金。 

カナダに行くための資金をどうするか考えないといけない。 

 

「カナダに１年間住むにはいくら必要なんだろう」 

 

「大学に行かなくなったのでその分のお金をください」 

 

なんてことは親には言えるはずがない。 

 

そこで僕は決心した。 

「全部自分のお金でやりくりする！」 

普通に考えたら当たり前のことだが、そう決心すると大人になれた気がした。 

 

まだ就職もしたことがない若者が、自分ひとり海外で生活できるくらいの生活費や学費を稼ぐのはとても大変だったこと

をワーホリに行ってから痛感するのである。 

 

ワーホリで１年間生活するのには、どのくらいお金が必要なのか国ごとに調べてみた。 
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語学学校語学学校語学学校語学学校    

（（（（3333 かかかか月月月月））））    

居住費用居住費用居住費用居住費用    

（（（（12121212 ヶヶヶヶ月月月月））））    

生活費生活費生活費生活費・・・・食費食費食費食費    

（（（（12121212 ヶヶヶヶ月月月月））））    

現地現地現地現地でのでのでのでの旅行旅行旅行旅行    

（（（（人人人人によりによりによりにより任意任意任意任意））））    

往復航空券往復航空券往復航空券往復航空券    

海外旅海外旅海外旅海外旅

行保険行保険行保険行保険    

（（（（12121212 ヶヶヶヶ月月月月））））    

合計合計合計合計    

カナダカナダカナダカナダ 

25～35 万円 

ホームステイ 

76～92 万円 

シェア 

40～58 万円 

60～80 万円 

（月 5～7 万円） 

10～20 万円 11～20 万円 8～10 万円 154154154154～～～～257257257257 万円万円万円万円    

オーストラリアオーストラリアオーストラリアオーストラリア 

28～36 万円 

ホームステイ 

84～96 万円 

シェア 

48～60 万円 

60～80 万円 

（月 5～7 万円） 

10～20 万円 8～20 万円 8～10 万円 162162162162～～～～262262262262 万円万円万円万円    

ニュージーランドニュージーランドニュージーランドニュージーランド 

25～30 万円 

ホームステイ 

80～92 万円 

シェア 

45～60 万円 

48～72 万円 

（月 4～6 万円） 

10～20 万円 11～19 万円 8～10 万円 147147147147～～～～243243243243 万円万円万円万円    

イギリスイギリスイギリスイギリス 

25～30 万円 

ホームステイ 

75～85 万円 

シェア 

65～72 万円 

65～85 万円 

（月 4～6 万円） 

15～20 万円 15～25 万円 8～10 万円 193193193193～～～～255255255255 万円万円万円万円    

アイルランドアイルランドアイルランドアイルランド 

32～40 万円 

ホームステイ 

108～120 万円 

シェア 

65～72 万円 

65～85 万円 

（月 4～6 万円） 

15～20 万円 12～25 万円 8～10 万円 197197197197 万万万万～～～～300300300300 万円万円万円万円    

2011 年度 12 月現在 

 

僕の行き先はカナダなので、ざっとこのぐらいの金額になる 

    ひとひとひとひと月当月当月当月当たりたりたりたり    合計合計合計合計    

飛行機代飛行機代飛行機代飛行機代    ― 往復 11 万円 

英語学校英語学校英語学校英語学校    月 7 万円 半年 42 万円 

ホームステイホームステイホームステイホームステイ    月 7 万円 1 年 84 万円 

食費食費食費食費    月 3 万円 1 年 36 万円 

そのそのそのその他生活費他生活費他生活費他生活費    月 2 万円 1 年 24 万円 

     合計合計合計合計    197197197197 万円万円万円万円    

 

合計合計合計合計    197197197197 万円万円万円万円！！！！！！！！    

 

「無理でしょ」 

「そんなに必要なのか！」 

 

いきなり壁にぶつかった 
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今、銀行に貯金してあるのが 22 万円。 

残りの 175 万円はどうすればいいのか？ 

 

お金の問題はまるで出口の見えないトンネルだった。 

 

「いや待てよ、ワーホリはカナダで仕事ができるのだから働けば生活費は稼げるじゃないか。そしたら全額なくてもいいん

じゃ？」 

 

「よし、最低限いくら必要なのか？学校も期間を短くし、ホームステイをルームシェアにして、贅沢も無駄遣いもしなけれ

ばいくら節約できるのか調べてみよう」 

 

 この章の続きは本編でどうぞ 
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ワーホリワーホリワーホリワーホリビザビザビザビザをををを申請申請申請申請してみるしてみるしてみるしてみる。。。。ビザビザビザビザってなんだってなんだってなんだってなんだ    →無料版では非掲載のため、本編をご覧ください    

海外生活海外生活海外生活海外生活のののの資金資金資金資金をををを貯貯貯貯めるめるめるめる    →無料版では非掲載のため、本編をご覧ください    

学校学校学校学校とととと住住住住むところをむところをむところをむところを探探探探すすすす    →無料版では非掲載のため、本編をご覧ください    

パニックパニックパニックパニック！！！！空港空港空港空港にににに着着着着いたがおいたがおいたがおいたがお迎迎迎迎えがいないえがいないえがいないえがいない    

 

―出発の日 

 

成田空港から飛行機が離陸すると、こらえていた悲しさと不安が堰

せき

をきった川のように涙がでてきた 

「今すぐ帰りたい」 

そう心の中で自分の意思とは関係ない感情がリピートされていた。 

 

初めての飛行機の中では起きる出来事はすべてがハプニング。 

 

「これは旅行ではない、真剣勝負なんだ！」 という他人から見ると暑苦しいテンションで飛行機に乗っていた。 

 

機内では CA のアナウンスが入る。 

「当飛行機は水平飛行に入りました。これからお飲み物サービスに入ります。ごゆっくりおくつろぎください」 

英語のアナウンスの後に日本人が日本語で説明をする。もちろん英語の部分は念仏のようになにを言っているのか聞き

取れない。 

 

この飛行機はユナイテッド航空で機内の客室乗務員のほとんどはアメリカ人。日本人の乗務員は少なくとも１人はいるよ

うだ。 

 

「お飲み物サービスって？ 飲み物をもらえるの？それはありがたい」 

そんなことも知らない僕の飛行機デビュー。 

 

ふと機内の前方が騒がしくなったので顔を上げると、背の高いアメリカ人女性がガラガラとカートを引っ張ってきて１ 

人ずつになにかを聞いている。 

 

「なるほど、ドリンクを１人ずつ聞いてその場で渡しているんだな」 

 

飲み物係の女性は僕の席から 8 列ほど前にいる。僕はなにをオーダーすればいいのか？いったいなにがあるのか分か

らず焦っていた。 

 

こうゆう初めての場所ではだいたいなにがあるのかわからないのだから油断は禁物だ。 

 

じっと観察していると、ドリンクにもいろんな種類があるようだ。 

ワインやビールもある 
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ようやく僕の番がきた。 

 

乗務員 「わじゅらいけ？」  

 

え？ 

なんだかよく分からない 

 

でもきっとドリンクを聞いているんだろう。さっぱり分からない 

 

実は「What would you like?」と言っていたのだが英語耳ゼロの僕に聞き取れるわけがない。 

 

隣の日本人男性が「コーラ プリーズ」と言っていたので 

 

僕も「コーラ プリーズ」とリピートしてみた。 

 

そしてなんとか飲みたくもなかったコーラをもらった。 

 

「ふうー、なんとか第一関門を無事通過だ」 

どっと疲れがでたのでウトウトしているとまた周囲がガヤガヤしている。 

そしていいにおいが鼻をつく 

 

「誰かおいしそうなものを食べているのか？」 

「いいなあ」 

周りを見渡すと再び前方にカートの前後を挟むように乗務員のおばさんが忙しく動いている。 

 

一連の流れを確認すると、今度は夕食のようだ。またすべてのやりとりを注意深く観察だ。洞察力には自信があるほう

だ。 

 

「よし今度は準備万端だ、いつでもこい。」 

 

乗務員 「ビーフとフィッシュどちらにしますか？」 （英語で聞いている） 

 

自分  「Yes」 （まったく聞き取れていないためかなり不安げに）  

 

乗務員さんが再びゆっくりと 「ビーフ オア フィッシュ？」 

 

と聞いてくる 

 

「通じてない！やばい」 

 

と思いとっさにでたのが 
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自分 「No！」 

 

これにはさすがの乗務員さんもあきらめたようでビーフがでてきた。 

 

初めての飛行機は新鮮とかいうレベルではなくすべてがハプニングだ。 

 

一度乗ってしまえばその流れは分かるが、一人で初めて長距離フライトに乗るのはディズニーランドに初めて行ってファ

ストパスの仕組みを自力で理解するくらい難しい。 

次にどうなるのかがまったく分からないのである。 

 

ミッキーマウスのように笑顔のキャラクターがそこにはいないのである。 

いるのは空の上で踏ん張っている乗務員だ。 

 

飛行機に初めて乗る人はこのパターンを覚えておくといいだろう。 

 

離陸して水平飛行に入るとまずドリンクサービスがある。 

それからしばらくすると食事（ミール）がでてくる。もちろん無料だ。 

 

食事は 2 種類から選ぶのだが実物をみることはできないので、どっちを選択するかは一種のかけである。 

 

例えばメニューが 

ジャパニーズパスタ 

バーベキューチキン 

という場合 

 

どちらも怪しい。 

 

「うーん、よし、日本人だからジャパニーズパスタにかけてみるか」 

 

で、でてきたのが乾燥して１つのかたまりになっている、ざるにのっていないざるそばだ。 

ジャパニーズパスタがまさかざるそばだったとは…… 機内食もあなどれない。 

 

隣の人がバーベキューチキンだったので顔を動かさず全力の横目で確認してみると、とてもおいしそうに見える。 

ああ残念なほうを選択してしまった…… 

 

でもそのチキンを食べている人たちもいまいちな表情をしていたので、きっとどちらもおいしさのレベルは同じなのだろう。 

 

そんなアトラクションを経て飛行機のハプニングに一喜一憂しながらバンクーバー国際空港に到着した。 

 

飛行機から降り、固まった体をペンギンのようにペタペタと引きずりながらターミナルに入る。通路はとても綺麗に飾りつ

けがされている。 
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新しくて清潔な雰囲気の空港 

インディアンアートやトーテムポールが飾ってある。 

日本にはない雰囲気が異国にいる気持ちを盛り上げてくれる。 

 

さあここからはワーホリビザをもらう入国審査だ。 

 

入国審査の係員にパスポートとカナダ大使館から送付されたワーホリビザ

が許可された書類を一緒に渡す。 

 

係員 「そんそそそそーーん×○■△？」 

僕 「Yes×○■△イエース」 

と会話にならない言葉を唱えると 

 

ジェスチャーであっちのほうへ行けと言っている（らしい） 

正確には CIC（Citizenship and Immigration Canada）と呼ばれるイミグレーショ

ン窓口（入国審査室）のことだ。 

 

通常は英語が分からなくてもパスポートと大使館から送られてきたレターを見

せると、ワーホリビザだなと伝わるのでちゃんと応対してくれる。 

 

この入国審査窓口はワーホリ専用ではなく、ビザに問題がある人は全員この別窓口に追いやられる。 

僕の前にいたインド人の大家族はどうやらビザなしでカナダに来たらしくトラブルになっており、１時間以上も待たされてし

まった。 

 

僕の番がきたらたったの 5 分でビザ発給完了。さんざん待ってから自分の番がきたらあっという間。 

まるで前日から調理してじっくりと焼いたローストビーフを 3 分で食べてしまうような感覚だ。 

 

ワーキングホリデービザにドスンと移民審査官がハンコを押して入国が認められた。 

 

「ふう、これでなんとかカナダに入れる」 

慣れない飛行機と慣れるはずのない英語でへとへとに疲れていた。 

 

しかし、そう簡単にカナダは僕を出迎えてはくれない。 

疲れているときによくある 

「「「「預預預預けたけたけたけた自分自分自分自分のののの荷物荷物荷物荷物はなかなかでてこないはなかなかでてこないはなかなかでてこないはなかなかでてこない法則法則法則法則」」」」    

が見事に当てはまり、待っても待ってもスーツケースが出てこない。 

 

この場所でいいのかと不安になり何回も飛行機の便名をモニターで確認した。 

誰か間違えて僕のスーツケース持っていってしまったのでは？ 

いや単純にまだ出てきてないだけである。 

荷物を待っているときにはかなりぐったりしていたが、外国に来たという感動とこれからの生活を考えるととても興奮して

バンクーバー国際空港。飛行機から降りて入国審査

へ向かう 

バンクーバー国際空港。写真奥が入国審査 
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いた。 

 この章の続きは本編でどうぞ 
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一度一度一度一度ははははホームステイホームステイホームステイホームステイをををを体験体験体験体験してみようしてみようしてみようしてみよう    →無料版では非掲載のため、本編をご覧ください    

緊張緊張緊張緊張のののの英語学校英語学校英語学校英語学校デビューデビューデビューデビュー    

 

－緊張の学校初日 

 

～無料版では一部省略～ 

 

入口のドアを開け、中に入ると受付にはカナダ人と日本人らしき女性が 2 人座っている。 

僕はもちろんこの女性が日本人だと信じたいという気持ちで日本語で挨拶をしてみる 

「お、おはようございますぅ」 

 

日本人女性「Good morning」「How are you」 

 

「Good morning……」「すみません、今日からなんですが……」 

とオタオタしながら結局日本語で説明すると女性はにこやかに、 

「本来は英語のみなのですが、初日の方は日本語で受付しています。」 

 

よかった。ふう 

 

受付の女性に学校のシステムやこれからの授業の流れを説明してもらい、クラス分けのテストを受けることになった。 

もしこの人が日本人じゃなかったらどうなっていたことか…… 

 

学校のルールでは外に出ても学校から１ブロックの範囲は英語しか話してはならない。それ以外の言葉を話しているの

をスタッフに見つかると１日停学になる。という厳しいルールがある。 

 

別に停学になってもならなくても語学学校のなので、成績が残るわけじゃないため問題はないのだが、わざわざお金を

払って英語を学んでいる以上、停学になるのはもったいない。 

お金と時間は限られているのだ。 

 

クラス分けのテストを受けるために、教室でひとりポツーンと待っていると僕と同じように、今日入学の学生がぞくぞくと教

室に入ってきた。全部で 15 名くらいだろうか。 

 

みんな緊張しているように見える。僕がそう思いたかっただけかもしれない。 

誰もおしゃべりをしている人はいない。みんな初めてだからなのか、英語ができないからだろうか。 

時間をもてあまし気味に座っていると笑顔の男性が 「Hello everyone」 と笑顔でクラスに入ってきた。 

 

彼がこの後、僕の先生になるグレッグだ。 

 

グレッグ先生はクラスが和やかになるように簡単に自己紹介をし、それぞれの生徒の出身といつカナダに来たのか、ど

こに住んでいるのかを順番に質問をした。 
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フレンドリーな先生の話し方、笑顔、接し方で緊張が少し緩み、クラス全体が和やかな気持ちになった。 

実はこれ、先生は生徒のスピーキング力をチェックしていたのである。 

すでにクラス分けは始まっていたのだ。 

 

～無料版では一部省略～ 

 

－翌日からは本格的に授業が始まった 

教科書の内容は中学生レベルの復習だったので難しすぎることはない。 

先生は生徒にどんどん発言させようとする。名指しで発言を求めてくる。 

 

「カナダの保険の仕組みはこうなっています」 

「日本の保険の仕組みはどうなっていますか？」 

 

「はい、アキヒロ答えて」 

 

しどろもどろになっているアキヒロを見ながら、 

うわっ自分もそんな咄嗟に答えらないぞ。 

うーん でもすぐ自分が答える順番がくるぞー。 

10 分おきにそんな心境になる。ドキドキで眠くなっている暇はない。 

 

もし間違った答えをしても 

先生は「Good Job」「Great」と褒めてくれる 

これが褒めて伸ばす教育なのか！ 

「Oh my god, this is great」 

これが外国人がプレゼントをもらうと、オーバーリアクションを普通にできるルーツなのか。 

と英語以外にも学ぶことが多かった。 

 

「昨日クラスで学んだことを隣の人に説明してください」 

「はじめっ」 

こんな感じで毎日のクラスが始まる。復習をちゃんとしないとついていけない緊張感が新鮮で楽しかった。 

 

このアクティビティは簡単なようでなかなか難しい。 

というのも僕のパートナーは日本人の女性だったのである 

 

えみこさんというワーホリの女性だ。 

 

日本人同士で英語を話すのはほんとに恥ずかしい。 

なぜだろう？ 

お互い英語初心者と分かっているのに日本人同士だととたんに違和感を感じてしまう。 

 

発音も実に日本人的だし、文法も間違うこともある。このクラスはみんな同じくらいの会話力なので、皆同じような感じで
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英語をたどたどしく話す。 

しかし、なにかしらの恥ずかしい気持ちが邪魔をして自分を消極的にさせる。 

 

逆に台湾人や香港人の前では積極的に話をすることができる。 

同じ人種には抵抗があるのか。 

 

「「「「日本人日本人日本人日本人にににに自分自分自分自分のののの英語英語英語英語をををを聞聞聞聞かれるとすごくかれるとすごくかれるとすごくかれるとすごく恥恥恥恥ずかしいずかしいずかしいずかしい法則法則法則法則」」」」    

が日本人の英語学習を邪魔しているということを身をもって体験した。 

 

発音のクラスは一番厳しい。 

グレッグ先生は順番に 

The の発音 

R の発音 

つながった単語の発音など 

教室で生徒を輪にして、一人ずつできるまで発音させる。 

 

「Girl」 

と僕が日本人的発音で言うと、 

 

「はいもう１回」 

「ダメもう１回」 

「ちがう グァールだよ R は舌の位置がここね」 

「はい 言って」 

 

という具合で 20 回でも 30 回でもできるまでやる。 

笑顔なのに厳しさがはんぱない。逆ツンデレなのか。 

しかしこのハードな練習の成果が確実に表れ、発音の基礎を身に付けることができた。 

 

１ヶ月同じクラスで授業を受けているとだんだんと会話がスムーズになってくる人と学習速度が遅い人が出てくる。 

 

僕は頑張って日本人以外とも積極的に話をしていたので、１ヶ月経過するとなかなかの成長を感じていた。 

 

月末になると先生が次のレベルに上がっていいかどうかを判断して、OK がでた生徒は別に呼び出されて上のレベルに

上がっていく。 

 

僕は当然レベルが上がるものだと思っていたら、「まだまだレベル 2 は無理」という評価をされ、翌月もレベル１のままと

いうことになった。 

 

１１人いたクラスから 5 人がレベル２に上がっていった。残った 6 人は無人島に取り残されたような心境だった。 

でもグレッグ先生は 

「無理して上のレベルで学んでも、つらいだけだ」 

「みんなは早くレベルアップしたがるが、それは長い時間背伸びをしていてふくらはぎがつるようなものだ」 
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みんなポカーンという顔 「ふくらはぎ？」 

例え話が分かりにくい 

 

英語で言われるから理解するのにさらに時間がかかり、みんなしばらく無言になった。 

「……」 

「ん、とにかくこのクラスは楽しいのが一番」 

「みんな基礎をマスターして来月自信を持って上のレベルに行こうじゃないか」 

「さあ今日は外で授業だ」 

 

～無料版では一部省略～ 

 

この学校には 9 つのレベルがあり、レベル 6 をクリアすると大学の授業がなんとか理解できるようになる英語力がつく。 

レベル１からはじめた僕がレベル６までいくには少なくとも１年は必要だ。 

 

学校によりレベル分けは異なるが大体どの学校も 3 つのカテゴリで分けており 

BeginnerBeginnerBeginnerBeginner    

IntermediateIntermediateIntermediateIntermediate    

AdvancedAdvancedAdvancedAdvanced    

それぞれに 3 つのレベルがあるので、全部で 9 レベルとなる。 

英語力を TOEIC & TOEFL の点数表に換算してみるとこんな感じになる。 

 

英語学校英語学校英語学校英語学校    

ののののレベルレベルレベルレベル    

TOEICTOEICTOEICTOEIC    

TOEFLTOEFLTOEFLTOEFL    

iBTiBTiBTiBT    

TOEFL CBTTOEFL CBTTOEFL CBTTOEFL CBT    TOEFL PBTTOEFL PBTTOEFL PBTTOEFL PBT    IELTSIELTSIELTSIELTS    英検英検英検英検    

  120 300 677 9.0  

 950 110 270 640 7.0-7.5 

1 級 

9 860 99 250 600 6.5 

8 730-850 70-90 210-230 550-590 5.0-6.0 準 1 級 

6-7 450-720 50-70 140-180 460-500 4.0-4.5 2 級 

4-5 400 47 130 450 3.5-4.0 準 2 級 

2-3 350 33 100 350-400 3.0 3 級 

1 250 15 40 

300 

2.0-2.5 4 級 

 10-200 5 20 1.0 5 級 

＊それぞれのテストはその目的が違うため、正確に換算することはできないのであくまでも目安として考えてください。 

参照 http://allabout.co.jp/gm/gc/58056/2/ 

 

やはり大学進学には TOEFL90 点（iBT）以上はないと現実的ではない。 

 

学校に通い始めて 2 ヶ月後にレベル 2 に上がることができた。レベルは上がったがグレッグ先生の言うように、レベル１
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でしっかりと学習していたおかげでレベル 2 の授業は想像よりも簡単に感じた。 

レベル 2 では Province という地元の新聞で取り上げられるコラムを題材にして、リーディング力とそれに対する自分の意

見をクラスの前で発表することを毎日実践した。 

ここで学んだのは、前もって準備をしないで英文を組み立てて話す能力を高めること。 

下書きがないので、文章を読みながらしゃべるということができない。 

つまり、すべての英語を頭の中から絞りだして発言する。ボキャブラリーが足りない僕の英語力でこの課題を実践するの

は本当につらい。 

しかし、恥ずかしいなんて言っていられない。日本語で頭に思い浮かんだことを、英語に翻訳して口から出す。この作業

を繰り返していると、自然と考えが英語で思い浮かぶようになり、日本語の翻訳が不要になる。この瞬間に英語脳ができ

あがるのだと実感した。 

 

日本語で考えが思い浮かぶ → 頭の中で英語の翻訳する → 話す 

この流れが 

英語で考えが浮かぶ → 話す 

となる。 

 この章の続きは本編でどうぞ 
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海外海外海外海外でででで出会出会出会出会うううう友達友達友達友達はははは大切大切大切大切なななな財産財産財産財産だだだだ    →無料版では非掲載のため、本編をご覧ください    

家探家探家探家探しにしにしにしに挫折挫折挫折挫折。。。。英語英語英語英語ででででシェアハウスシェアハウスシェアハウスシェアハウスをををを探探探探すことのすことのすことのすことの難難難難しさしさしさしさ    →無料版では非掲載のため、本編をご覧く

ださい    

日本食日本食日本食日本食がどうしてもがどうしてもがどうしてもがどうしても食食食食べたいべたいべたいべたいがおがおがおがお金金金金はないはないはないはない！！！！さあどうするさあどうするさあどうするさあどうする？？？？    →無料版では非掲載のため、本編を

ご覧ください    

海外海外海外海外でででで仕事仕事仕事仕事はははは見見見見つかるのかつかるのかつかるのかつかるのか？？？？    

 

～無料版では一部省略～ 

 

－カナダに来て 3 ヶ月過ぎた頃 

まだ英語での会話は自信をもってできないけれど、僕にでもできそうな仕事はなにかあろうだろうと気楽に考えていた。 

 

カナダに来るまで想像していたのは、外国人に囲まれて英語を自由自在に操りオフィスで同僚と楽しそうに、いきいきと

働いている自分。 

まるで昔からこの国にいるような雰囲気を持ち自信満々で活躍している自分。根拠はないがカナダにくれば僕が思い描

いていたようになると思っていた。 

 

－しかし、現実は厳しかった。 

もし自分が雇う側だったら、英語ができない、カナダにも慣れていない人を雇うだろうか？ 

そんなわけないだろう。 

僕ができそうな仕事は英語力がほとんど必要とされない日本食レストランや日系のお土産店ぐらいじゃないだろうか… 

でも僕はカナダにいるのだからどうしてもカナダ人に囲まれて仕事がしたい。 

 

可能性を求めて求人広告がありそうな 

インターネットサイトを見る 

新聞を見る 

カフェの張り紙を見る 

 

お店やオフィスに直接行くという選択肢もあるがまだそんな勇気はない。 

 

結局、日本語新聞にあった日本食レストランに連絡してみることにした。 

「キッチンのお手伝い募集。電話６０４－XXX－XXXX」と日本語で書いてあるので、日本語で電話してもいいのだろう

か？ 

もし英語しか話せない従業員がでたらどう伝えればいいのか？ 

「緊張するなあ」  

電話を手に握ったまましばらく悩んでしまった。 

「心配ばかりしててもなにも始まらない、よし、かけてみるか」 

日本人が電話にでてくれることを願いながら電話をかけた。 
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「○○Restaurant」 と英語でお店の名前を言いながら女性が電話にでた。 

やばい英語だ。それでも僕は恐る恐る「もしもし……」と言ってみた。 

電話口の女性は、明るい声で「はい、もしもし」と答えた。 

「よかった。日本人だ」 

 

「新聞の募集を見て電話しているのですが、まだアルバイトは募集されてるでしょうか？」 

「はい、キッチンのヘルプはまだ募集していますよ」 

「私はワーキングホリデーでカナダに来て 3 ヶ月で、仕事に応募したいのですが……」と語尾を濁しながら、相手が切り出

してくるのを待った。自信のないときに使うテクニックだ。 

 「はい、では面接に来れますか？今週だといつがいいですか？」 

「今週は明日と金曜日なら都合があいます」 

 「そしたらレジュメを持って金曜日の 15 時にお店に来てください。入口で担当の高橋をコールしてください」 

カナダに長く住んでいる人特有の英語交じりの日本語だった。 

ルー語みたいだなあ 

と思いながら電話をきりホッとしてたののだが、レジュメ = 履歴書 を持っていないことに気付いた。 

「んーどうしよう」 

金曜日までに作らないといけない。英語で履歴書なんて書いたことないけどどうしよう。 

チワワのように可愛くはないが怯えた顔でルームメートに助けを求めてみると 

「日本語でいーんじゃないの？私は日本語の履歴書持ってったよ」 

ルームメートはすでに日本食レストランで仕事をしており、そんなの大したことじゃないという感じで答えた。 

「そっか、面接する人も日本人だし、電話でも英語の履歴書とは言われてなかったから、日本語のでもいいよね」 

自分の都合のいいように考えて、手書きで日本語の履歴書を用意した。 

いざという時のために日本語の履歴書のコピーを持ってきておいてよかった。いざという時なんてほとんどないのだが、

この時はほんとにいざという時だった。 

面接にはSINカードと日本語の履歴書を持って行った。面接してくれたのはお店のオーナーの奥さんで、とても明るく優し

そうな雰囲気で話をすることができ、その場で採用が決まった。 

 

時給は最低賃金の 7 ドル。日本円で 550 円だ。 

安い… 

ファーストフード店の高校生のバイトでももっともらっているだろう。 

これで生活できるのだろうか… 

と不安になっていたのだが、カナダにはチップのシステムがあるので、時給にチップが上乗せされてもらえるのである。 

もちろんチップはお客からもらえる額によるので、少ない日も多い日もある。 

 

通常、男性のウェイターは採用せず、女性が多いのだが僕を雇ってくれたレストランはとても危ないエリアにあり、女性で

は危険があったときに大変だということを後から知った。仕事の内容はとても簡単だ。 

 

Busboy バスボーイとよばれる食後の片付けとキッチンでの調理ヘルパーだ。 

基本的に注文は取らないのだが徐々に仕事に慣れていくと注文を取るヘルプを頼まれるようになった。 

しかし英語でいきなり接客というのは簡単じゃない。レストランにだって決まった英語がある。 
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「大丈夫だろうか？ちゃんと接客できない自信 200％だ」 

 

「いらっしゃいませって英語でどう言うんだ？」 

「注文はお決まりですかってどういうのか？」 

そんな初歩の英語でおどおどしてしまう。 

 

お客が帰ったテーブルを片付けていると、隣の席にいるお客に英語で話しかけられドキっとした。 

「これなに？」 

お客がメニューを指さしながら聞いてくる。 

「えええーなんですか？何言ってるんですか？」オドオドする僕。 

さすがに目があっているし、無視するわけにもいかない。 

 

お客 「マグロ丼ってなに？」 

僕 「……」 

僕 「マグローオンライスマグローオンライスマグローオンライスマグローオンライス」 

とっさにでた精一杯の回答。 

 

でもマグロがそのまま日本語じゃん。とひとりツッコミ状態。 

 

やはり日本食について英語で説明するのが難しいのは魚の名前。カナダ人から見ると、ウニ、いくらなどは変わった食べ

物なので興味しんしん。学校では英語で魚の名前なんて教えてもらってなかったので毎日が英語の勉強だった。 

 

このレストランで働いて気づいたことがある。それは日本食レストランにおける「みそ汁」の存在。ポジショニングについて

だ。英語では「Miso Soup」と認知されている。 

味噌という音の響きが和風なのに、続くスープという外国っぽい組み合わせ。 

しかもスープなので、カナダではカツ丼とみそ汁をオーダーすると、必ず味噌スープだけ先に運ばれてくる。カナダ人は

味噌スープを前菜として飲む習性がある。 

そして、しばらくするとカツ丼がでてくる。 

そのときにはすでにみそスープは空…… 

味噌スープはやっぱりカツ丼と一緒に出てきて欲しい。そう思わないのだろうか。 

思わないらしい。 

 

このお店は危険エリアにあるので来店するお客は多くなかったが、常連さんで毎日賑わっていた。（前の章に出てきた注

射器のエリア） 

このエリアは道を歩いていると注射器が落ちている。その近くで、意識もうろうとなっている人たちが所在なさげに宙を眺

め、潮に流されるくらげのように行き先を持っていないドラッグ中毒者やホームレスがいる。 

 

彼らは口癖のように 

「「「「小銭小銭小銭小銭ないかないかないかないか？」？」？」？」    

「「「「タバコタバコタバコタバコくれくれくれくれ」」」」    

と誰かれかまわず話しかけてくる。 

一生遭遇することないだろうと思っていた数をはるかに上回る数のドラッグ中毒者に遭遇した。 
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そのエリアにあるバス停でバスを待っているときは生きた心地がしない。もし後ろからつかまれたら、こうやって体を入れ

替えて足をかけて……そして走って逃げる。 

という逃げる段取りを頭の中でイメトレしていた。毎日仕事が嫌なのではなく、帰り道にデッドゾーンを歩いてバス停で待

つということが恐怖だった。 

 

そこで僕は思いついた。ここになじんだ服装をすればいいじゃないか。日本人とかそういう次元ではなくここになじんでい

ない人は全員、注目されるのだ。だからここの人たちと同じようなファッションをすればいいのだ。 

 

「我ながらいいアイデアだ」 

ぼろぼろのスニーカー、野球の帽子をかぶりその上からパーカーのフードをかぶる。 

ダブルガードスタイル。そう呼ばれているかは知らないが… 

 

ジーンズはダボダボでヨレヨレだが、気分はエミネムだ。 

そして大切なのは荷物を持たないこと。手ぶらが基本。ハンズフリーハンズフリーハンズフリーハンズフリー作戦作戦作戦作戦であるであるであるである。 

 

 続きは本編でお読みください。  
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旅旅旅旅にににに出出出出ようようようよう。。。。カナダカナダカナダカナダ・・・・アメリカアメリカアメリカアメリカ横断旅行横断旅行横断旅行横断旅行    →無料版では非掲載のため、本編をご覧ください    

外国人外国人外国人外国人とととと付付付付きききき合合合合うことになったのだがうことになったのだがうことになったのだがうことになったのだが・・・・・・・・・・・・    →無料版では非掲載のため、本編をご覧ください    

ワーホリワーホリワーホリワーホリがががが中古車中古車中古車中古車をををを購入購入購入購入したらしたらしたらしたらこうなったこうなったこうなったこうなった・・・・・・・・・・・・    →無料版では非掲載のため、本編をご覧ください    

カナダカナダカナダカナダでででで引越引越引越引越しししし。。。。引引引引っっっっ越越越越しししし泥棒泥棒泥棒泥棒がががが！！！！    →無料版では非掲載のため、本編をご覧ください    

カナダカナダカナダカナダのののの夜遊夜遊夜遊夜遊びとびとびとびと言言言言えばえばえばえばクラブクラブクラブクラブととととパーティーパーティーパーティーパーティー    →無料版では非掲載のため、本編をご覧ください    

通通通通っていたっていたっていたっていた英語学校英語学校英語学校英語学校がががが閉鎖閉鎖閉鎖閉鎖    →無料版では非掲載のため、本編をご覧ください    

カナダカナダカナダカナダでででで英語英語英語英語をををを勉強勉強勉強勉強してみたらどれだけしてみたらどれだけしてみたらどれだけしてみたらどれだけ英語力英語力英語力英語力はははは伸伸伸伸びたのかびたのかびたのかびたのか？？？？    

 

カナダに来たばかりの僕の英会話力はとても低かった。 

英語で話かけられると焦り、オドオドし、相手が何を言っているか聞き取れないので、さらに焦り、アタフタしてしまう。 

  

「「「「これくださいこれくださいこれくださいこれください」」」」    

「「「「テイクアウトテイクアウトテイクアウトテイクアウトですですですです」」」」    

「「「「トイレトイレトイレトイレはどこですかはどこですかはどこですかはどこですか？」？」？」？」    

  

ちょっとしたことでも頭の中でいったん日本語から英語に訳して、さらにヘタなりに発音にも注意して言うため、脳をフル

回転させるので血糖値が下がる感覚になる。 

「エ、エ、エ エクスキューズミー」 

「ア、アイ ドント ノウ」 

という日本語発音丸出しの 

そんな僕がどうやって英語ができるようになったのか？ 

   

まず最初に意識したのは目的。 

僕の目的は「 英語英語英語英語をををを話話話話せるようになることせるようになることせるようになることせるようになること」であり、ＴＯＥＩＣでハイスコアを取ることではない。 

すらすらと会話ができる人になるのがゴールだ。 

だからなにかの試験対策をするのでもなく、論文を書けるようになることでもない。 

TOEIC の点数は高いけど、会話は苦手な人では意味がない。 

だから徹底的に話せるように発音、イディオム、イントネーションを重視にしてトレーニングをした。 

 

まず英会話に必要なのは最低限のボキャブラリー量。日常会話で使われるある程度の単語を知ってなければならず、こ

れを覚えないことにはなにも始まらない。 

 

僕の覚え方はこうだ。 

まずノートを１冊用意する。常に持ち歩けるように大きすぎないサイズ。薄すぎるとすぐノートを書き終わってしまうので、

ページ数が多いものがいい。 
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その自分ノートには今日知った、誰かが使っていた、聞こえてきた、自分が知らなかった単語を書く。 

でもただ単語を書くだけではない。その単語を使った例文を追加して書く。 

単語だけで覚えるととっさに文章にしにくいので、フレーズにしてしまうのがポイントだ。 

人によってはフレーズで覚えると決まったセンテンスしか身に付かず、応用が効かないのでは？ 

と思うかもしれないが、初心者はそんなこと言ってられない。 

とにかく量稽古が必要。 

たくさんの単語をフレーズでまとめて覚えてしまう。応用がどうこういうのはそれからだ。 

 

例えば、今日誰かが 

    「「「「Take careTake careTake careTake care」」」」        

と言っていたが意味が分からなかったのでメモしておいた。そして家に帰って調べてみると 

Take care は 「注意する」 という意味だったのだが、その人が使っていたのは 

別れ際に使う挨拶 ＝ 「バイバイ」の意味であったことを知る。 

同時に「Take care」には  

I will take care of it のように 「それ（仕事など）私がやっとくね」 

という使い方があることも知る。 

 

覚えるときに大事なポイントは自分がどのような時にどのフレーズを使うかだ。 

 

なのでノートにメモするときは 

 

と書くのではなく 

 

と自分が言うときにどんな文章になるかを想定し一人称で書くのがポイント。 

 

単語だけをひたすら暗記してもなかなか記憶に残らないが、こうやってフレーズにするとその単語以外の単語も巻き込ん

でまとめて覚えることができる。 

そして書いたフレーズは独り言のように 2、3 回声に出してみる。 

 声に出すと記憶に残るのでより効果的だ。 

  

新しくノートに追加したフレーズは次の日にさっそく使ってみる。新しく覚えたフレーズは実際に使うとさらに記憶に定着す

るからだ。 

  

こうやって毎日１個ずつフレーズを増やしていく。もちろん毎日なんてしんどくてやってられない日もある。だからあくまで

も気持ちだけは毎日ってことにしておく。 

「海外に住んでいるといつの間にかペラペラになる」 

と思っていたが住んでみて分かったのは、そんなことはないということ。 

Take care またね、私がやる 

 

Take care またね、じゃあね 

I will take care of it 私がやっとく



 

 

ワーホリデビューBOOK 無料バージョン  25 

英語学習はとても地味。ある日急に話せるようにはならない。毎日の小さな積み重ねが必要だ。 

粘り強くフレーズ暗記をやっていると、いつの間にか知っている単語が増えてきて、新しく覚えなければならない単語の

数が減ってくる。 

山登りに行くと登っている間は頂上は高く見えるが、いったん頂上に着いてみると眼下にはひらけた素敵な景色が広が

っている。 

日常会話に必要な単語数が5000語だとすると、頂上に着いたときには3000語くらいマスターしている。登りより下りのほ

うが楽なので、頂上から山を降りていく間に残りの 2000 語を覚えるのは最初の 3000 語よりもはるかに楽に覚えられるだ

ろう。 

日常生活で使う英単語の数は決まっているので、いつの間にかほとんどの単語は一度は聞いたことがあるようになる。 

知っている単語は聞き取れるようになるので、そうするとネイティブの会話でも最初は 20％しか聞き取れなかったのが

80％聞き取れるようになってくる。 

もちろん全部聞き取れなくていい。 

完璧を目指すと息切れするのである程度聞き取れるくらいでいい。 

 

海外で英語を学ぶ最大の利点は、自分のまわりすべてが英語環境だということ。あえて言う必要もないが、お店の看板

も、メニューも、電車の隣に座っておしゃべりしている人たちもすべて英語だ。 

ふと見渡せば毎日新しい発見がある。 

バスに乗れば「Hold on to the railing」 （乗車中は手すりにおつかまりください） 

というサインがある。 

この文章が教室で教科書に書いてあったとしたらどうだろう。 

「Hold on」の意味は分かるだろうか？ 「Railing」の意味は知っていただろうか？ 

でもバスに乗っているときに、このサインを見たらなんとなく理解できるだろう。使われている場所と意味がなんとなくマッ

チするからだ。コンテキスト（その状態から読み取れる意味）から判断することができる。 

もしどちらの意味も知らなかった場合、この１文だけで１つのイディオム（Hold on）と１つの新しい単語（railing）を知ったこ

とになる。 

 

そして、バスから降りようとしたら降り口に 

「Watch your step」 というサインがある。 

「あなたのステップを見ろ？」 

 

いったいなんのことか？意味は正確には分からないが、バスの降り口にでかでかとこんなサインが書いてあれば誰でも 

「ああ、これはなにかを注意しろってことだな」 

と推測して理解するだろう。 

 

Watch 注意して 

Your step 足元 

↓ 

「足元にご注意ください」 

 

このようにバスに乗るだけで、知らなかったフレーズに遭遇するので、このフレーズ使えるなと思ったらメモる。 

そして急な階段を登るときに友達に 

「watch your step」 （足元気をつけてね） 
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と言ってみる。 

これでもうこのフレーズは自分のものになる。 

これが海外に暮らしていると英語力が伸びる理由でもある。 

毎日が新しいフレーズの発見だ。しかも生きた英語に触れているので、教科書的じゃないセンテンスを知ることができ

る。 

 

－カナダ滞在して 3 ヶ月たった頃 

「あれ、なんか聞き取れる単語が増えたな」 

「おっ、テレビもけっこう聞き取れる！」 

ある瞬間を機に英語が「ふっ」と聞こえるようになった。 

耳が英語の周波数に慣れてきたのか、地味に覚えてきた成果がでてきたのを実感した瞬間だった。 

この自分が勝手に呼んでいる「3 ヶ月の壁」を境に僕のスピー

キング力＆リスニング力は加速度を増していった。 

 

 

この頃には自分ノートは 3 冊に増えており、メモする内容のレ

ベルもアップしていた。 

 

日々の勉強で役に立つのは日本語で書かれた文法書。 

現地の英語学校での教科書は当然英語で書かれているので、

その英語を理解するのに時間がかかる。 

例えば、会話でもよくでてくる「I have lived」などの現在完了形

は英語で Present perfect tense と言う。 

これをいきなり授業中に 

「この文章を present perfect tense にしてください」 

と先生に英語で言われても「へ？なに？」となる。 

 

そこで、まず日本語の文法書で基本的なグラマーを理解すると「あ、そっか。そういうことか」とストンと頭に入ってくる。 

それから英語で書かれた教科書を読むと、「うんうん 分かる分かる」となる。 

英語を英語で勉強することはとても効果的だけど、超がつく僕のような英語初心者にはハードルが高すぎるので超初級

→初級になるまでは、やはり日本語で書かれた教科書のほうがストレートに理解でき、さらに時間の短縮になる。 

中級になればすべて英語で勉強すれば、レバレッジの効果を得られ英

語力はグンとつくだろう。 

  

毎日の生活で英語力をアップさせるものと言えば英語の新聞。 

しかし僕には新聞で使われている英単語のレベルが高すぎるため、新

聞に折り込みされていたスーパーのチラシを読むことから始めた。 

スーパーのチラシは眺めているだけでもなかなか楽しい。日本でもビッ

クカメラのでっかいチラシを見るのは好きだったので、そんな感覚で見

ているとたまに欲しいものがあったりする。 

すると、その情報をちゃんと理解したくなるので書かれている内容を全

力で読むようになる。 
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こんなに全力でチラシを読まれると作成した広告担当者も喜んでいるだ

ろう。 

 

チラシには使えるボキャブラリーが満載だ 

  

例えばロンドンドラッグスというお店でセールしているときによく目にする

のがこれ 

2 for 12 for 12 for 12 for 1    

ネイティブスピーカーなら誰でも知っているこの 2 for 1。 日本では習っ

たことがない。 

 

そこで意味を調べてみると 「1 つの値段で 2 つ買える」と言うことだ。 

Buy 1, Get 1FreeBuy 1, Get 1FreeBuy 1, Get 1FreeBuy 1, Get 1Free １個買うともう１個ダタであげると同じことだ。 

 

他にも 

Rain checkRain checkRain checkRain check → セールになっている商品が品切れの場合、後日商品が入荷したときにセールと同じ値段で購入できる

権利があると証明する引き換え券。 

Door busterDoor busterDoor busterDoor buster    → セールの日にお客様をたくさん呼ぶために、赤字覚悟で売る商品のこと。 

Refund policyRefund policyRefund policyRefund policy → 返品ルールのこと。使ったものでも、封を開けてしまったものでも返品できるお店が多いので、セー

ル品は返品できないなどとルールを明記している。 

 

チラシには未知のワードがたくさんある。 

日本にいたらこういう英語を聞いたり、使ったりするチャンスってなかなかない。 

この名づけて 「チラシ英語学習法」 がオススメ。 

 

もう１つ効果的な英語力アップの方法は 

「テレビはキャプション付きでみる！」だ 

アメリカ・カナダでは耳が聞こえない人のためにテレビ番組は CM も含めてずべてキャプション（字幕）がついている。 

ニュースでもドラマでもコメディでもアニメでもすべてに字幕がある。 

だから、耳で聞いていて分からないところは字幕を見て、確認することができる。 

ネイティブスピーカーは基本字幕はオフで見ているが、ワーホリ、留学生には字幕はありがたい。 

僕はシンプソンズというアニメとセインフェルドというコメディが好きでかかさず見ていた。 

こちらのテレビは再放送を何回もするので、同じ回の内容を 2、3 回は見ることができる。 

好きな番組ってしっかり見ますよね。だから余計に英語をしっかり聞き取って理解しようとなります。これがリスニング力

がアップするにはピッタリなわけです。 

 

～無料版では一部省略～ 

 

最後に独自の勉強方法から気付いた、やってはいけないことをいくつか挙げると 

 



 

 

ワーホリデビューBOOK 無料バージョン  28 

・単語単語単語単語をひたすらをひたすらをひたすらをひたすら暗記暗記暗記暗記することすることすることすること 

～無料版では一部省略～ 

 

・なぜそうなのかなぜそうなのかなぜそうなのかなぜそうなのか？？？？とととと文法文法文法文法のののの理由理由理由理由をををを突突突突きききき詰詰詰詰めめめめ過過過過ぎないぎないぎないぎない 

～無料版では一部省略～ 

 

・つらくなったらつらくなったらつらくなったらつらくなったら勉強勉強勉強勉強をやめてみるをやめてみるをやめてみるをやめてみる 

～無料版では一部省略～ 
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バイトバイトバイトバイト先先先先でででで事件事件事件事件がががが！！！！    →無料版では非掲載のため、本編をご覧ください    

  

ワーホリの準備 

 

 

02 
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ゼロゼロゼロゼロからからからから分分分分かるかるかるかる！！！！ワーホリワーホリワーホリワーホリ準備準備準備準備にににに必要必要必要必要なことなことなことなこと一覧一覧一覧一覧    →無料版では非掲載のため、本編をご覧ください    

ワーホリワーホリワーホリワーホリのののの手続手続手続手続きはなにからきはなにからきはなにからきはなにから始始始始めればいいかめればいいかめればいいかめればいいか？？？？    →無料版では非掲載のため、本編をご覧ください    

ワーホリワーホリワーホリワーホリにおにおにおにお金金金金はいくらはいくらはいくらはいくら必要必要必要必要？？？？    

行く先が決まれば次にどれくらいのお金が必要なのか、自分の予算に合わせて確認する必要があります。 

既出の表を参考にします。 

 

    

語学学校語学学校語学学校語学学校    

（（（（3333 かかかか月月月月））））    

居住費用居住費用居住費用居住費用    

（（（（12121212 ヶヶヶヶ月月月月））））    

生活費生活費生活費生活費・・・・食費食費食費食費    

（（（（12121212 ヶヶヶヶ月月月月））））    

現地現地現地現地でのでのでのでの旅行旅行旅行旅行    

（（（（人人人人によりによりによりにより任意任意任意任意））））    

往復航空券往復航空券往復航空券往復航空券    

海外旅海外旅海外旅海外旅

行保険行保険行保険行保険    

（（（（12121212 ヶヶヶヶ月月月月））））    

合計合計合計合計    

カナダカナダカナダカナダ 

25～35 万円 

ホームステイ 

76～92 万円 

シェア 

40～58 万円 

60～80 万円 

（月 5～7 万円） 

10～20 万円 11～20 万円 8～10 万円 154154154154～～～～257257257257 万円万円万円万円    

オーストラリアオーストラリアオーストラリアオーストラリア 

28～36 万円 

ホームステイ 

84～96 万円 

シェア 

48～60 万円 

60～80 万円 

（月 5～7 万円） 

10～20 万円 8～20 万円 8～10 万円 162162162162～～～～262262262262 万円万円万円万円    

ニュージーランドニュージーランドニュージーランドニュージーランド 

25～30 万円 

ホームステイ 

80～92 万円 

シェア 

45～60 万円 

48～72 万円 

（月 4～6 万円） 

10～20 万円 11～19 万円 8～10 万円 147147147147～～～～243243243243 万円万円万円万円    

イギリスイギリスイギリスイギリス 

25～30 万円 

ホームステイ 

75～85 万円 

シェア 

65～72 万円 

65～85 万円 

（月 4～6 万円） 

15～20 万円 15～25 万円 8～10 万円 193193193193～～～～255255255255 万円万円万円万円    

アイルランドアイルランドアイルランドアイルランド 

32～40 万円 

ホームステイ 

108～120 万円 

シェア 

65～72 万円 

65～85 万円 

（月 4～6 万円） 

15～20 万円 12～25 万円 8～10 万円 197197197197 万万万万～～～～300300300300 万円万円万円万円    

 

ワーキングホリデーに必要な金額は学校に行かなかったとしても１年間で大体 100 万～150 万円くらいになります。 

１ヶ月の生活費は、5 万～6 万円なので学校に行かず、シェアをして家賃を節約しても半年で 50～60 万円必要になりま

す。 

なのでアルバイトをしなくても半年は生活できるように最低 50 万円は想定しておいてください。この金額はあくまでも生活

費と家賃だけなので、往復の旅費、保険などが別途必要です。 

 

僕の場合は現金 40 万円、トラベラーズチェック 40 万円分持っていきました。到着してトラベラーズチェック全額と日本円

は半分を両替して銀行に入金しました。 
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現地に行っても仕事をしない場合、仕事が見つからないとい

う場合に備えて 

月 10 万円を目安にしておくと安心です。年間で 120 万円あれ

ば１年間生活することはできます。 

僕は 86 万円の資金がありましたが、カナダでのバイト代とあ

わせてなんとか節約生活をできたくらいですからやはりちょっ

と足りなかったです。 

 

出費の内訳は以下になります 

 

飛行機代 13 万円 往復 

英語学校 35 万円 5 か月分  

家賃 月平均 3 万 2000 円 ｘ 12 ヶ月分 38 万 4000 円 

食費 月平均 2 万円 ｘ 12 ヶ月 24 万円 

その他生活費 15 万円 

カナダ国内旅行 6 万円 

車 9 万円 （修理代 5 万円込） 

出費出費出費出費合計合計合計合計    140140140140 万万万万 4000400040004000 円円円円    

 

カナダでのアルバイト収入 

日本食レストラン 4 ヶ月 32 万円（チップ込み） 

ウェブデザイン 6 週間 18 万円 

知人のカフェ 3 ヶ月 週末のみ 6 万円 

収入合計収入合計収入合計収入合計    56565656 万円万円万円万円    

こうして内訳をみると分かるように、学校へ通い、旅行をするのであれば少なくとも貯金の目安は 100 万円でしょう。 

アルバイトをフルタイムですればもちろん貯金はもっと少なくても構わないですが、資金が途中で尽きて帰国というのは

残念なので、できるだけ資金計画には余裕をもっておきたいところです。 

 

 節約節約節約節約ののののポイントポイントポイントポイント 

～無料版では一部省略～ 

 

 アルバイトアルバイトアルバイトアルバイト収入収入収入収入についてについてについてについて    

～無料版では一部省略～ 

 

 

  

¥130,000 

¥350,000 

¥380,000 

¥240,000 

¥150,000 

¥60,000 ¥90,000 

出費内訳出費内訳出費内訳出費内訳

飛行機代

英語学校

家賃

食費

生活費

旅行

車
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ワーキングホリデービザワーキングホリデービザワーキングホリデービザワーキングホリデービザのののの申請方法申請方法申請方法申請方法    

目的の国が決まったら次はビザの申請です。ビザの申請は渡航する国により申請方法が異なります。 

    

滞在滞在滞在滞在

期間期間期間期間    

年齢制限年齢制限年齢制限年齢制限    受受受受けけけけ入入入入れれれれ人数人数人数人数////条件条件条件条件    申請方法申請方法申請方法申請方法    

就労就労就労就労・・・・就学就学就学就学    

条件条件条件条件    

ビザビザビザビザ発給発給発給発給までのまでのまでのまでの

期間期間期間期間    

カナダカナダカナダカナダ    

1 年 

申請時 

18～30 歳 

入国時 

18～31 歳 

2011 年度は 6500 人予定 郵送 制限なし 3～4 週間 

オーストラリアオーストラリアオーストラリアオーストラリア    

1 年 

申請時 

18～30 歳 

入国時 

18～31 歳 

毎年７月１日受付開始で、定員に達する

と締め切るが実質上限はない 

オンライン 

・1 つの雇用主

で 6 ヶ月まで 

・学校は 4 ヶ月

まで 

2 日～2 か月 

ニュージーランドニュージーランドニュージーランドニュージーランド    

1 年 

申請時 

18～30 歳 

入国時 

18～31 歳 

人数上限なし オンライン 

学校は 6 ヶ月

まで 

レントゲン検査証の郵

送後約 4 週間 

イギリスイギリスイギリスイギリス    

2 年 

申請時 

18～30 歳 

入国時 

18～31 歳 

1000 人 

入国後の滞在費用とし

て申請時に 1,600 ポンド

以上（円換算 24 万）の 

残高証明 

ネットで予約し窓

口で申請 

制限なし 約 3 週間以内 

アイルランドアイルランドアイルランドアイルランド    

1 年 

申請時 

18～25 歳 

条件により

30 歳まで可 

400 人 

・滞在期間分の医療保

険の加入証明書 

郵送 

・就労は週 39

時間まで（1 年

間可） 

・就学制限なし 

申請締め切り後 1 ヶ月

以内 

フランスフランスフランスフランス    

1 年 

申請時 

18～30 歳 

入国時 

18～31 歳 

1500 人 

・往復航空券使用者は

2900 ユーロ相当以上、

片道航空券使用者は

3900 ユーロ以上のの残

高証明が必要 

・健康診断書 

ネットで予約し窓

口で申請 

制限なし 約 3 週間以内 

ドイツドイツドイツドイツ    

1 年 

申請時 

18～30 歳 

入国時 

18～31 歳 

人数制限なし 

・滞在期間は保険がカ

バーしている期間のみ 

・片道航空券の場合、

帰りの航空券分の残高

証明（2000 ユーロ相当

以上）が別途必要 

オンラインでの予

約後に面談 

制限なし ～3 日 
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韓国韓国韓国韓国    

1 年 

18～30 歳

（受付領事館

により異な

る） 

7200 人 窓口申請 制限なし 

翌日～ 

領事館により最大 1 ヶ

月 

台湾台湾台湾台湾    

1 年 

申請時 

18～30 歳 

入国時 

18～31 歳 

2000 人 ・健康診断書 

窓口申請 

必要に応じて追加

書類、および担当

審査官による面接 

就学は 3 ケ月

以内 

就労制限なし 

原則として翌日発給 

 

～無料版では一部省略～ 

 

おおおお金金金金のののの持持持持ちちちち出出出出しししし方法方法方法方法についてについてについてについて    

大金を現金で持ち歩くのは怖いですよね。かと言って全部送金というのも手数料や換金レートのタイミングにより両替後

に「損した～」と思うこともあります。 

 

大きなお金を現地に持って行く方法はいろいろあるので代表的な方法を紹介します。 

それぞれの方法には、メリットとデメリットがあるので自分にあったものを組み合わせることをおすすめします。 

 

� 日本日本日本日本でででで現地通貨現地通貨現地通貨現地通貨へへへへ両替両替両替両替するするするする    

出発する前に日本の銀行で現地通貨に両替するのは簡単ですが、到着するときに大金を持ち歩かないと行けないので

心配です。 

また、日本で両替するレートは割高なことがほとんどなので必要な額だけ両替するのがいいでしょう。 

 

� 日本円日本円日本円日本円でででで持持持持ってってってって行行行行きききき現地現地現地現地でででで両替両替両替両替するするするする    

渡航先の両替店で日本円を両替することができます。 

一般的に日本の銀行で両替するよりもレートが良いです。しかしこの方法でも大きな額の日本円を持っていくことになる

ので、盗難の心配があります。 

 

� 日本日本日本日本ででででトラベラーズチェックトラベラーズチェックトラベラーズチェックトラベラーズチェックにしていくにしていくにしていくにしていく    

トラベラーズチェック（TC）は現金の両替よりもレートが良く、盗難されても再発行されるので大金を持ち歩いても現金より

は安全性が高いです。 

換金の際に手数料が数パーセントかかることがありますが、それでも日本で現金に両替するよりもお得です。 

面倒なのは購入時と使用時にすべての TC にサインをしなければならないので手間がかかります。 

 

� 現地現地現地現地でででで開設開設開設開設したしたしたした銀行口座銀行口座銀行口座銀行口座にににに日本日本日本日本からからからから送金送金送金送金してもらうしてもらうしてもらうしてもらう    

渡航先に行ってから銀行口座を開設して日本から送金してもらう方法です。 

日本からは銀行と郵便局で送金ができます。 

手数料が１回 5000 円などと安くない金額がかかるためできれば１回で全額送るのがいいでしょう。 

 

� 日本日本日本日本のののの口座口座口座口座からからからからキャッシュカードキャッシュカードキャッシュカードキャッシュカードでででで引引引引きききき出出出出すすすす    
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現地のＡＴＭで日本の銀行口座から引き出す方法です。 

手数料が若干高い上に、レートも現地の両替店よりも悪いので突然現金が必要で困ったときのワザとして使いましょう。 

 

どのどのどのどの組組組組みみみみ合合合合わせがいいかわせがいいかわせがいいかわせがいいか？？？？    

～無料版では一部省略～ 
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住住住住むところのむところのむところのむところの探探探探しししし方方方方    →無料版では非掲載のため、本編をご覧ください    

失敗失敗失敗失敗しないしないしないしない学校学校学校学校のののの探探探探しししし方方方方    →無料版では非掲載のため、本編をご覧ください    

持持持持ってってってって行行行行くくくくモノモノモノモノ    リストリストリストリスト    

ワーホリ先輩に聞いた！海外に持っていってよかったもの 

海外に行く！ってことであれも必要これも必要と気づいたら荷物の量がすごいことになっていた…と途方にくれてしまうこ

とがあります。 

１年間を海外で過ごすとなると荷物もすごい量になります。でも全部はスーツケースに入らないので本当に必要なものを

判断しなくてはなりません。ほとんどのものは現地に到着してからも買えます。どうしても必要になったら日本にいる家族

から郵送してもらうという方法もあります。 

ここではみんなが持っていってよかったとおすすめした厳選アイテムを紹介します。 

 

～無料版では一部省略～ 
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ワーホリ、留学生に聞いてみた 

よくある質問 

 

03 
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ワーホリワーホリワーホリワーホリ・・・・留学生留学生留学生留学生にににに聞聞聞聞いたいたいたいた    よくあるよくあるよくあるよくある質問質問質問質問        →→→→無料版無料版無料版無料版ではではではでは一部一部一部一部をををを掲載掲載掲載掲載していますしていますしていますしています    

ワーホリを考えている人が疑問に思うこと、よくある質問にワーホリ・留学経験者に答えてもらいました。 

みなそれぞれ行った国、場所も違うし、体験して感じたことも違うので、１つの質問に対して異なる回答はとても参考にな

ります。 

    

ワーキングホリデーワーキングホリデーワーキングホリデーワーキングホリデーのののの基本情報基本情報基本情報基本情報    

    ワーキングホリデーワーキングホリデーワーキングホリデーワーキングホリデーとはどのようなとはどのようなとはどのようなとはどのような制度制度制度制度ですかですかですかですか????    

海外で英語を学びたいと調べていたらワーキングホリデーというのがあることを知りました。留学とワーキングホリデーは

どう違うのでしょうか？ 

 

留学とワーキングホリデーの違いを簡単に分けると、ワーキングホリデーは仕事をすることができる。学校に行きたけれ

ば行ってもいいし行かなくてもよい。同じ国のワーキングホリデービザは一生に１回のみ取得でき、年齢制限がある。 

留学は勉強が目的のため働くことができず、学生ビザが必要なので必ず学校に通っている必要がある。学生ビザの取

得には年齢の制限、回数の制限もないため 5 年など長期の滞在も可能です。 

 

ワーキングホリデーは国や機関からの補助はないので仕事や学校は自分で探し、すべて自分のお金でまかないます。 

 

    ワーキングホリデーワーキングホリデーワーキングホリデーワーキングホリデーのののの申申申申しししし込込込込みはどうやってするのみはどうやってするのみはどうやってするのみはどうやってするのですですですですかかかか????    

ワーキングホリデーはどこに申し込めばいいのですか？エージェントに申し込むのですか？ 

 ワーホリワーホリワーホリワーホリとととと語学留学語学留学語学留学語学留学のののの違違違違いはなんですかいはなんですかいはなんですかいはなんですか？？？？ 

ワーホリビザで半年学校に行くのと観光ビザや学生ビザで語学学校へ通うのはどう違うのですか？なにか差があります

か？私の目的は語学の習得です。１年間を予定しています。 

 

留学とワーホリの違い 

� ワーホリビザ → 仕事をしてもしなくてもよい。語学学校には通うことができる。 

� 学生ビザ → 仕事ができない。フルタイムで学校に通う必要がある。 

違いはこれだけです。（注：学生ビザでも仕事ができる国もあります） 

 

１年間学校に行く予定であれば、ワーホリビザではなくて学生ビザにしたほうがいいでしょう。ワーホリビザのいいところ

は働けるところですが、渡航して英語がままならない場合はある程度の期間学校へ行ったりしますよね。現地の生活も

新しいことばかりでようやく慣れてきた頃に帰国、ということもあります。 

 

私の経験からアドバイスすると、最初は 3 ヶ月や半年の観光ビザ、学生ビザで英語に慣れ、現地の生活のペースを作り

ます。そしてもし仕事がしたいと思うようになったらそれからワーホリビザを申請するのがいいでしょう。まるまる１年間仕

事ができるわけですからワーホリビザを最大限有効利用できます。 
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私は最初の 4 ヶ月は学校に通い、それから仕事探しをして実際に仕事ができたのは 3 ヶ月だけでした。もったいないこと

をしたなと思います。（ワーホリ経験者の回答より） 

 

    ワーホリビザワーホリビザワーホリビザワーホリビザとととと学生学生学生学生ビザビザビザビザでどっちにしようかでどっちにしようかでどっちにしようかでどっちにしようか悩悩悩悩みみみみ中中中中ですですですです    

 滞在先滞在先滞在先滞在先でのでのでのでの宿泊施設宿泊施設宿泊施設宿泊施設、、、、またまたまたまた働働働働きききき場所場所場所場所はどうやってはどうやってはどうやってはどうやって決決決決めるのですかめるのですかめるのですかめるのですか？？？？ 

 ワーホリワーホリワーホリワーホリにににに行行行行ってよかったですかってよかったですかってよかったですかってよかったですか？？？？ 

 ワーホリワーホリワーホリワーホリ先先先先はははは日本人日本人日本人日本人だらけですかだらけですかだらけですかだらけですか？？？？ 

英語を学ぶためにワーホリを考えています。１年間英語漬けで生活したらかなり話せるようになりますか？ 

サイトでいろいろと調べてみると、どこも日本人が多いのでついつい日本語ばっかりになってしまうことがあると書いてま

す。みなさんどうやって、日本人がいないところを探してますか？ 

 ワーホリワーホリワーホリワーホリをををを経験経験経験経験したいとしたいとしたいとしたいと思思思思っていますがっていますがっていますがっていますが、、、、行行行行くくくくタイミングタイミングタイミングタイミングがわかりませんがわかりませんがわかりませんがわかりません。。。。 

 夫婦夫婦夫婦夫婦ででででワーキングホリデーワーキングホリデーワーキングホリデーワーキングホリデーにににに行行行行くことはできるのでしょうかくことはできるのでしょうかくことはできるのでしょうかくことはできるのでしょうか？？？？ 

 ニューヨークニューヨークニューヨークニューヨークににににワーキングホリデーワーキングホリデーワーキングホリデーワーキングホリデーにににに行行行行きたいきたいきたいきたい 

 高卒高卒高卒高卒ですがですがですがですがワーキングホリデーワーキングホリデーワーキングホリデーワーキングホリデーにいけますかにいけますかにいけますかにいけますか？？？？なにかなにかなにかなにか資格資格資格資格はありますかはありますかはありますかはありますか？？？？ 

おおおお金金金金    

 ワーホリワーホリワーホリワーホリ・・・・留学留学留学留学にににに必要必要必要必要なななな資金資金資金資金がががが用意用意用意用意できましたできましたできましたできました。。。。このおこのおこのおこのお金金金金どうやってどうやってどうやってどうやって海外海外海外海外にににに持持持持っていけばいいのでっていけばいいのでっていけばいいのでっていけばいいので

すかすかすかすか？？？？ 

 ワーキングホリデーワーキングホリデーワーキングホリデーワーキングホリデーにににに 1111 年間行年間行年間行年間行くとくとくとくと最低最低最低最低どれくらいのおどれくらいのおどれくらいのおどれくらいのお金金金金がががが必要必要必要必要ですかですかですかですか？？？？ 

エージェントエージェントエージェントエージェント・・・・留学留学留学留学センターセンターセンターセンター    

 ワーホリワーホリワーホリワーホリ行行行行くのにくのにくのにくのにエージェントエージェントエージェントエージェントってってってって必要必要必要必要ですかですかですかですか？？？？ 

 ワーホリワーホリワーホリワーホリ・・・・留学留学留学留学をををを考考考考えていますがえていますがえていますがえていますが、、、、自分一人自分一人自分一人自分一人ではではではでは心配心配心配心配なのでなのでなのでなのでエージェントエージェントエージェントエージェントをををを利用利用利用利用したいとしたいとしたいとしたいと考考考考えていまえていまえていまえていま

すすすす。。。。    

数年前から大手の留学エージェントが続いて倒産しています。お金が戻ってこない被害も発生していたのでエージェント

を選ぶポイントを教えてください。 

働働働働くくくく・・・・仕事探仕事探仕事探仕事探しししし    

    ワーホリワーホリワーホリワーホリ終了後終了後終了後終了後にそのままにそのままにそのままにそのまま働働働働きたいのですがきたいのですがきたいのですがきたいのですが、、、、就労就労就労就労ビザビザビザビザ（（（（ワークビザワークビザワークビザワークビザ））））はははは年齢年齢年齢年齢、、、、おおおお国国国国、、、、期間期間期間期間のののの制限制限制限制限
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はありますかはありますかはありますかはありますか？？？？ 

    平均平均平均平均１１１１ヶヶヶヶ月月月月どのくらいおどのくらいおどのくらいおどのくらいお給料給料給料給料がががが入入入入るのるのるのるの？？？？ 

    語学学校語学学校語学学校語学学校へへへへ行行行行ったったったった後後後後、、、、働働働働きたいときたいときたいときたいと考考考考えていますがえていますがえていますがえていますが、、、、どんなどんなどんなどんな職種職種職種職種がががが人気人気人気人気ありますかありますかありますかありますか？？？？ 

 IRDIRDIRDIRD ナンバーナンバーナンバーナンバーってってってって何何何何？？？？ 

 カナダカナダカナダカナダではではではではワーキングホリデーワーキングホリデーワーキングホリデーワーキングホリデーでもでもでもでも働働働働くにはくにはくにはくには SINSINSINSIN カードカードカードカードがががが必要必要必要必要とととと聞聞聞聞きましたきましたきましたきました。。。。 

 ワーホリワーホリワーホリワーホリがががが終終終終わってそのままわってそのままわってそのままわってそのまま現地現地現地現地でででで仕事仕事仕事仕事をををを続続続続けるのはけるのはけるのはけるのは可能可能可能可能ですかですかですかですか？？？？     

ビザビザビザビザ    

 3333 ヶヶヶヶ月月月月ののののワーキングホリデーワーキングホリデーワーキングホリデーワーキングホリデーというのはできるというのはできるというのはできるというのはできる？？？？ 

 ワーキングホリデービザワーキングホリデービザワーキングホリデービザワーキングホリデービザをををを取得取得取得取得したしたしたした後後後後にににに、、、、何何何何らかのらかのらかのらかの理由理由理由理由でででで行行行行けなくなったけなくなったけなくなったけなくなった場合場合場合場合はどうなりますかはどうなりますかはどうなりますかはどうなりますか？？？？ 

 ビザビザビザビザがががが取得取得取得取得できたらどのようにわかるのですかできたらどのようにわかるのですかできたらどのようにわかるのですかできたらどのようにわかるのですか？？？？またまたまたまた、、、、どれくらいのどれくらいのどれくらいのどれくらいの期間期間期間期間でででで取得取得取得取得できるのでしょうできるのでしょうできるのでしょうできるのでしょう

かかかか？？？？ 

 ワーキングホリデービザワーキングホリデービザワーキングホリデービザワーキングホリデービザのののの申請料金申請料金申請料金申請料金はいくらですかはいくらですかはいくらですかはいくらですか？？？？ 

 ワーホリワーホリワーホリワーホリでででで NZNZNZNZ ににににいますいますいますいます。。。。もうすぐもうすぐもうすぐもうすぐ一年一年一年一年ででででビザビザビザビザがががが切切切切れてしまれてしまれてしまれてしまうううう前前前前にににに違違違違うううう国国国国にまたにまたにまたにまたワーホリワーホリワーホリワーホリしたいとしたいとしたいとしたいと考考考考ええええ

ているんですがているんですがているんですがているんですが、、、、日本日本日本日本にににに一時帰国一時帰国一時帰国一時帰国しないとしないとしないとしないと    ビザビザビザビザはははは発行発行発行発行されませんかされませんかされませんかされませんか？？？？ 

 一年間一年間一年間一年間ワーホリワーホリワーホリワーホリをををを経験経験経験経験しましたしましたしましたしました。。。。またまたまたまた経験経験経験経験したいのですがしたいのですがしたいのですがしたいのですが、、、、違違違違うううう国国国国でででで条件条件条件条件をををを満満満満たしてたしてたしてたしていればいればいればいれば経験経験経験経験できできできでき

ますかますかますかますか？？？？ 

 ワーキングホリデーワーキングホリデーワーキングホリデーワーキングホリデーはははは申請申請申請申請すればすぐすればすぐすればすぐすればすぐ参加可能参加可能参加可能参加可能なのですかなのですかなのですかなのですか？？？？それともそれともそれともそれとも資格資格資格資格やややや条件条件条件条件があるのですがあるのですがあるのですがあるのです

かかかか？？？？ 

 オーストラリアオーストラリアオーストラリアオーストラリアではではではではワーホリワーホリワーホリワーホリをををを 2222 回回回回できるってできるってできるってできるって本当本当本当本当ですかですかですかですか？？？？ 

オーストラリアではワーホリで 2 年間滞在できると聞きました。簡単に延長できるのでしょうか？ 

 

オーストラリアでのワーホリは通常１年までとなっていますがある条件を満たすとさらに１年間延長することが可能です。

これはセカンドワーキングホリデーと呼ばれています。 

１年目のワーキングホリデー中に政府から指定された地域と職種で 3 ヶ月以上従事することが申請の条件になります。 

例としてファームステイ 農業 漁業などの仕事をした人が対象になります。 

詳細は以下の eVisa セカンドワーキングホリデーを参照してください。 

http://www.australia.or.jp/visa/applying/evisa.php 
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 ワーホリワーホリワーホリワーホリでででで海外海外海外海外にににに行行行行っているっているっているっている間間間間、、、、一時帰国一時帰国一時帰国一時帰国したらしたらしたらしたらワーホリビザワーホリビザワーホリビザワーホリビザはははは切切切切れてしまいますかれてしまいますかれてしまいますかれてしまいますか？？？？ 

 観光観光観光観光ビザビザビザビザからからからからワーホリビザワーホリビザワーホリビザワーホリビザにににに変変変変えるのにはえるのにはえるのにはえるのには、、、、どこへどこへどこへどこへ行行行行ってってってって手続手続手続手続きしたらいのでしょうかきしたらいのでしょうかきしたらいのでしょうかきしたらいのでしょうか？？？？    

 ニュージーランドニュージーランドニュージーランドニュージーランドののののワーキングホリデービザワーキングホリデービザワーキングホリデービザワーキングホリデービザでででで 6666 ヶヶヶヶ月月月月のののの就学就学就学就学はははは可能可能可能可能ですかですかですかですか？？？？ 

 必要書類必要書類必要書類必要書類をををを持持持持ってってってって、、、、カナダカナダカナダカナダ大使館大使館大使館大使館にににに申申申申しししし込込込込みにみにみにみに行行行行けばそのけばそのけばそのけばその場場場場ででででワーホリビザワーホリビザワーホリビザワーホリビザをもらえますかをもらえますかをもらえますかをもらえますか？？？？ 

 オーストラリアオーストラリアオーストラリアオーストラリアののののビザビザビザビザをををを申請申請申請申請したいのですがしたいのですがしたいのですがしたいのですが来月来月来月来月でででで 31313131 歳歳歳歳になりますになりますになりますになります。。。。申請申請申請申請はははは可能可能可能可能ですかですかですかですか？？？？ 

    海外海外海外海外でででで働働働働きたいときたいときたいときたいと思思思思っていますっていますっていますっています。。。。ワーホリビザワーホリビザワーホリビザワーホリビザからからからからワークビザワークビザワークビザワークビザへへへへ切切切切りりりり替替替替えというのはよくえというのはよくえというのはよくえというのはよく聞聞聞聞きますがきますがきますがきますが、、、、

海外海外海外海外へへへへ行行行行ってすぐにってすぐにってすぐにってすぐにワークビザワークビザワークビザワークビザ取得取得取得取得することはできますがすることはできますがすることはできますがすることはできますが？？？？    

    ワーホリワーホリワーホリワーホリ中中中中にににに 30303030 歳歳歳歳になったらそのになったらそのになったらそのになったらその国国国国にはいられないのですかにはいられないのですかにはいられないのですかにはいられないのですか？？？？    

29 歳でワーホリに行き、滞在中に 30 歳になった場合は帰国しなければならないのでしょうか？ 

    現在現在現在現在、、、、学生学生学生学生ビザビザビザビザででででカナダカナダカナダカナダにいるのですがにいるのですがにいるのですがにいるのですがワーキングホリデービザワーキングホリデービザワーキングホリデービザワーキングホリデービザをををを申請申請申請申請できますかできますかできますかできますか？？？？    

    オーストラリアオーストラリアオーストラリアオーストラリアののののワーホリビザワーホリビザワーホリビザワーホリビザをををを申請申請申請申請したいのですがしたいのですがしたいのですがしたいのですが、、、、すぐすぐすぐすぐ申請申請申請申請したほうがいいでしょうかしたほうがいいでしょうかしたほうがいいでしょうかしたほうがいいでしょうか？？？？    

    イギリスイギリスイギリスイギリスののののワーキングホリデーワーキングホリデーワーキングホリデーワーキングホリデーはははは人気人気人気人気とととと聞聞聞聞きましたがきましたがきましたがきましたが申請申請申請申請はははは難難難難しいのでしょうかしいのでしょうかしいのでしょうかしいのでしょうか？？？？    

    カナダカナダカナダカナダののののワーホリビザワーホリビザワーホリビザワーホリビザをををを申請申請申請申請しししし、、、、受領受領受領受領されましたがされましたがされましたがされましたが仕事仕事仕事仕事のののの都合都合都合都合でででで行行行行けなくなりましたけなくなりましたけなくなりましたけなくなりました。。。。このこのこのこの場合場合場合場合ビザビザビザビザ

をををを使使使使わないことにしてわないことにしてわないことにしてわないことにして 2222 年後年後年後年後などになどになどになどに再申請再申請再申請再申請することはできるのでしょうかすることはできるのでしょうかすることはできるのでしょうかすることはできるのでしょうか？？？？    

 

英語英語英語英語のののの勉強勉強勉強勉強    

 国国国国によってはによってはによってはによっては英語英語英語英語発音発音発音発音ののののなまりなまりなまりなまりがあるとがあるとがあるとがあると聞聞聞聞きますがきますがきますがきますが、、、、実際実際実際実際はどうなんでしょうかはどうなんでしょうかはどうなんでしょうかはどうなんでしょうか？？？？    

 英語英語英語英語をををを話話話話したくてもしたくてもしたくてもしたくても、、、、外国人外国人外国人外国人さんさんさんさんをををを前前前前にするとにするとにするとにすると緊張緊張緊張緊張してしてしてして話話話話せませんせませんせませんせません。。。。 

 語学力語学力語学力語学力にににに自信自信自信自信がなくてがなくてがなくてがなくて不安不安不安不安ですですですです。。。。 

 ワーホリワーホリワーホリワーホリへへへへ行行行行くくくく前前前前はははは英語英語英語英語のののの勉強勉強勉強勉強をしたほうがいいでしょうかをしたほうがいいでしょうかをしたほうがいいでしょうかをしたほうがいいでしょうか？？？？    

 英語力英語力英語力英語力ゼロゼロゼロゼロですがですがですがですが行行行行ってもってもってもっても大丈夫大丈夫大丈夫大丈夫なんでしょうかなんでしょうかなんでしょうかなんでしょうか？？？？ 

滞在先滞在先滞在先滞在先についてについてについてについて        

    ワーホリワーホリワーホリワーホリ・・・・留学留学留学留学でででで最初最初最初最初ににににホームステイホームステイホームステイホームステイをををを考考考考えていますえていますえていますえています。。。。ホームステイホームステイホームステイホームステイ先先先先にににに手土産手土産手土産手土産をもっていきたいのをもっていきたいのをもっていきたいのをもっていきたいの
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ですがですがですがですが、、、、海外海外海外海外ではどんなものがではどんなものがではどんなものがではどんなものが喜喜喜喜ばれますかばれますかばれますかばれますか？？？？    

 現地現地現地現地でのでのでのでの滞在滞在滞在滞在はははは、、、、まずはまずはまずはまずはホームステイホームステイホームステイホームステイがいいのでしょうかがいいのでしょうかがいいのでしょうかがいいのでしょうか？？？？ 

 ワーホリワーホリワーホリワーホリにににに行行行行きますがきますがきますがきますが、、、、学校学校学校学校ももももホームステイホームステイホームステイホームステイ先先先先もももも決決決決めていませんめていませんめていませんめていません。。。。決決決決めてからめてからめてからめてから行行行行ったほうがいいでしったほうがいいでしったほうがいいでしったほうがいいでし

ょうかょうかょうかょうか？？？？ 

 ホームステイホームステイホームステイホームステイ先先先先のののの家族家族家族家族とあわなかったとあわなかったとあわなかったとあわなかった時時時時はどうしたらいいですかはどうしたらいいですかはどうしたらいいですかはどうしたらいいですか？？？？ 

語学学校語学学校語学学校語学学校    

 英語圏英語圏英語圏英語圏ににににワーホリワーホリワーホリワーホリにににに行行行行くとどのくらいくとどのくらいくとどのくらいくとどのくらい英語英語英語英語がががが身身身身にににに付付付付きますかきますかきますかきますか？？？？ 

 ニュージーランドニュージーランドニュージーランドニュージーランドののののワーキングホリデーワーキングホリデーワーキングホリデーワーキングホリデーではではではでは好好好好きなきなきなきな期間学校期間学校期間学校期間学校へへへへ通学通学通学通学できますかできますかできますかできますか？？？？ 

 渡航渡航渡航渡航したらしたらしたらしたら一番最初一番最初一番最初一番最初にににに語学学校語学学校語学学校語学学校へへへへ通通通通いたいといたいといたいといたいと思思思思っているんですがっているんですがっているんですがっているんですが、、、、学校選学校選学校選学校選びのびのびのびのポイントポイントポイントポイントをををを教教教教えてくえてくえてくえてく

ださいださいださいださい。。。。 

 現地現地現地現地でででで学校学校学校学校をををを決決決決めるめるめるめる場合場合場合場合はどのくらいのはどのくらいのはどのくらいのはどのくらいの期間期間期間期間をかけますかをかけますかをかけますかをかけますか？？？？ 

生活生活生活生活    

 カナダカナダカナダカナダででででファームステイファームステイファームステイファームステイできますかできますかできますかできますか？？？？ 

    日本日本日本日本からからからから郵送郵送郵送郵送してもらいたいものがあるしてもらいたいものがあるしてもらいたいものがあるしてもらいたいものがある時時時時はどうすればよいですかはどうすればよいですかはどうすればよいですかはどうすればよいですか？？？？ 

 海外海外海外海外とのとのとのとの連絡手段連絡手段連絡手段連絡手段をををを教教教教えてくださいえてくださいえてくださいえてください。。。。 

    海外海外海外海外からからからから郵送物郵送物郵送物郵送物をををを送送送送るのいくらかかるのるのいくらかかるのるのいくらかかるのるのいくらかかるの？？？？ 

 現地現地現地現地でででで携帯電話携帯電話携帯電話携帯電話をををを使用使用使用使用したいとしたいとしたいとしたいと考考考考えていますがえていますがえていますがえていますが、、、、日本日本日本日本からからからから国際電話国際電話国際電話国際電話がががが使用使用使用使用できるできるできるできる携帯携帯携帯携帯をををを購入購入購入購入してしてしてして

いくべきでしょうかいくべきでしょうかいくべきでしょうかいくべきでしょうか？？？？現地現地現地現地でででで購入購入購入購入したしたしたした方方方方がいいですかがいいですかがいいですかがいいですか？？？？ 

 銀行銀行銀行銀行でででで口座口座口座口座をををを開開開開きたいのですがきたいのですがきたいのですがきたいのですが、、、、何何何何がががが必要必要必要必要ですかですかですかですか？？？？ 

 ホームステイホームステイホームステイホームステイしたいのですがしたいのですがしたいのですがしたいのですがアレルギーアレルギーアレルギーアレルギーがあるのでがあるのでがあるのでがあるので食事食事食事食事をををを相談相談相談相談できますかできますかできますかできますか？？？？ 

緊急事態緊急事態緊急事態緊急事態    

 急急急急にににに具合具合具合具合がががが悪悪悪悪くなったくなったくなったくなった場合場合場合場合どうしたらいいですかどうしたらいいですかどうしたらいいですかどうしたらいいですか？？？？英語英語英語英語ができないのでができないのでができないのでができないので病院病院病院病院にいってにいってにいってにいって説明説明説明説明できるかできるかできるかできるか

心配心配心配心配ですですですです。。。。 
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 保険保険保険保険はどうすればいいですかはどうすればいいですかはどうすればいいですかはどうすればいいですか？？？？ 

ワーホリに行くための海外保険はどうすればいいでしょうか？日本で加入するべきですか？ 

AIU では 12 ヶ月で 95,000 円と想定していたよりも高いです。クレジットカードについている保険って使えるものなんでしょ

うか？ 

期間期間期間期間、、、、行行行行きききき先先先先    

 1111 年滞在年滞在年滞在年滞在するほどおするほどおするほどおするほどお金金金金もももも時間時間時間時間もないのですがもないのですがもないのですがもないのですが 1111 ヶヶヶヶ月月月月、、、、3333 ヵヵヵヵ月月月月というのもできるというのもできるというのもできるというのもできる？？？？ 

 ワーキングホリデーワーキングホリデーワーキングホリデーワーキングホリデーででででシアトルシアトルシアトルシアトルにににに行行行行くことはできますかくことはできますかくことはできますかくことはできますか？？？？ 

 ワーホリワーホリワーホリワーホリ（（（（留学留学留学留学））））はははは経験経験経験経験したいけれどしたいけれどしたいけれどしたいけれど、、、、どこのどこのどこのどこの国国国国にににに行行行行っていいのかわかりませんっていいのかわかりませんっていいのかわかりませんっていいのかわかりません。。。。    どこかおどこかおどこかおどこかお勧勧勧勧めのめのめのめの

国国国国はありますかはありますかはありますかはありますか？？？？ 

    海外海外海外海外にににに住住住住むにあたってむにあたってむにあたってむにあたって、、、、日本日本日本日本のようにおのようにおのようにおのようにお風呂風呂風呂風呂にににに入入入入れるれるれるれる機会機会機会機会ってありますかってありますかってありますかってありますか？？？？ 

    海外海外海外海外でででで生活生活生活生活するにあたってするにあたってするにあたってするにあたって、、、、食事食事食事食事がががが口口口口にににに合合合合うかうかうかうか心配心配心配心配ですですですです。。。。日本食日本食日本食日本食をををを売売売売っているっているっているっているスーパースーパースーパースーパーはありますはありますはありますはあります

かかかか？？？？      

持持持持ちちちち物物物物    

 持持持持ちちちち込込込込みにはみにはみにはみにはスーツケーススーツケーススーツケーススーツケースよりよりよりよりバックパックバックパックバックパックバックパックがいいですかがいいですかがいいですかがいいですか？？？？ 

 ワーホリワーホリワーホリワーホリでででで学校学校学校学校にににに通通通通ったったったった場合場合場合場合、、、、大使館大使館大使館大使館にににに行行行行けばけばけばけば国際学生証国際学生証国際学生証国際学生証はははは発行発行発行発行されますかされますかされますかされますか？？？？ 

 ホームステイホームステイホームステイホームステイのののの後後後後、、、、シェアシェアシェアシェアかかかか一人暮一人暮一人暮一人暮らしをらしをらしをらしを考考考考えていますえていますえていますえています。。。。資金節約資金節約資金節約資金節約のためにものためにものためにものためにも、、、、生活用品生活用品生活用品生活用品（（（（鍋鍋鍋鍋やややや料理料理料理料理

道具道具道具道具などなどなどなど））））をををを日本日本日本日本からからからから郵送郵送郵送郵送したほうがいいですかしたほうがいいですかしたほうがいいですかしたほうがいいですか？？？？ 

 ワーホリワーホリワーホリワーホリでででで出国出国出国出国するするするする時時時時にににに身身身身のののの回回回回りのりのりのりの物物物物をををを持持持持っていきますがっていきますがっていきますがっていきますが、、、、スーツケーススーツケーススーツケーススーツケースだけではだけではだけではだけでは入入入入りきりませんりきりませんりきりませんりきりません。。。。 

 留学留学留学留学・・・・ワーホリワーホリワーホリワーホリでででで持参持参持参持参していくしていくしていくしていく必需品必需品必需品必需品をををを教教教教えてくださいえてくださいえてくださいえてください。。。。 

 ワーホリワーホリワーホリワーホリ・・・・留学留学留学留学をををを考考考考えていますえていますえていますえています。。。。海外海外海外海外にににに行行行行くのもくのもくのもくのも初初初初めてなんですがめてなんですがめてなんですがめてなんですが、、、、パスポートパスポートパスポートパスポートってどこにってどこにってどこにってどこに行行行行ったらもったらもったらもったらも

らえるんですからえるんですからえるんですからえるんですか？？？？手続手続手続手続ききききにはにはにはには何何何何がががが必要必要必要必要ですかですかですかですか？？？？  

 ワーホリワーホリワーホリワーホリににににノートパソコンノートパソコンノートパソコンノートパソコンはあったほうがいいはあったほうがいいはあったほうがいいはあったほうがいい？？？？  

 国際免許国際免許国際免許国際免許はははは必要必要必要必要ですかですかですかですか？？？？ 

 クレジットカードクレジットカードクレジットカードクレジットカードはあったほうがいいですかはあったほうがいいですかはあったほうがいいですかはあったほうがいいですか？？？？ 
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航空券航空券航空券航空券    

 観光観光観光観光でででで海外海外海外海外にににに行行行行くくくく時時時時にににに、、、、往復往復往復往復のののの航空券航空券航空券航空券をををを購入購入購入購入しますがしますがしますがしますが、、、、ワーホリワーホリワーホリワーホリ・・・・留学留学留学留学でででで渡航渡航渡航渡航するするするする場合場合場合場合ももももキャンセキャンセキャンセキャンセ

ルルルル可能可能可能可能なななな航空券航空券航空券航空券をををを先先先先にににに購入購入購入購入しておくしておくしておくしておく必要必要必要必要はありますかはありますかはありますかはありますか？？？？ 

悩悩悩悩みみみみ・・・・不安不安不安不安    

 ワーキングホリデーワーキングホリデーワーキングホリデーワーキングホリデーにににに行行行行くときくときくときくとき国民年金国民年金国民年金国民年金はどうすればよいですかはどうすればよいですかはどうすればよいですかはどうすればよいですか？？？？ 

    海外海外海外海外にににに行行行行きたいのですがきたいのですがきたいのですがきたいのですが、、、、今付今付今付今付きききき合合合合っているっているっているっている恋人恋人恋人恋人とととと離離離離れてしまうのでれてしまうのでれてしまうのでれてしまうので悩悩悩悩んでいますんでいますんでいますんでいます。。。。 

  外国人外国人外国人外国人のののの友達友達友達友達はどうやってはどうやってはどうやってはどうやって作作作作ったらいいですかったらいいですかったらいいですかったらいいですか？？？？コツコツコツコツみたいなものはありますかみたいなものはありますかみたいなものはありますかみたいなものはありますか？？？？ 

 ワーホリワーホリワーホリワーホリ・・・・留学留学留学留学をををを考考考考えていますがえていますがえていますがえていますが、、、、両親両親両親両親がががが大反対大反対大反対大反対していますしていますしていますしています。。。。    なにかよいなにかよいなにかよいなにかよい説得方法説得方法説得方法説得方法はありますかはありますかはありますかはありますか？？？？     

入国審査入国審査入国審査入国審査    

 旅行旅行旅行旅行でででで行行行行くくくく時時時時はははは、「、「、「、「観光観光観光観光がががが目的目的目的目的」「」「」「」「10101010 日間滞在日間滞在日間滞在日間滞在」」」」くらいのくらいのくらいのくらいの質問質問質問質問でででですがすがすがすが、、、、ワーホリワーホリワーホリワーホリでででで入国入国入国入国するするするする時時時時はどんなはどんなはどんなはどんな

ことをことをことをことを聞聞聞聞かれるのでしょうかかれるのでしょうかかれるのでしょうかかれるのでしょうか？？？？ 

ちゃんと答えられなかったら入国できないなんてことありますか？ 

 

入国審査はハードルの高いドキドキ要素の一つですね。先になにを聞かれるかだいたいの質問を知っていると心の準備

もできて緊張も少しなくなりますよね。 

入国審査の時には大使館から送付されたワーホリのレターを見せます。 

すると審査官はワーホリなんだなと理解してくれるので目的などはあえて聞いてこないですが、念のため以下のような質

問をされると想定しておきましょう。 

 

What are you going to do in Canada?What are you going to do in Canada?What are you going to do in Canada?What are you going to do in Canada?    滞在目的滞在目的滞在目的滞在目的はなんですかはなんですかはなんですかはなんですか？？？？    →→→→    ワーキングホリデーワーキングホリデーワーキングホリデーワーキングホリデー    

How long will you stay in Canada?How long will you stay in Canada?How long will you stay in Canada?How long will you stay in Canada?    どのくらいどのくらいどのくらいどのくらいカナダカナダカナダカナダにににに滞在滞在滞在滞在するするするする予定予定予定予定かかかか？？？？    →→→→    1111 年年年年    

Where will you stay in Canada?Where will you stay in Canada?Where will you stay in Canada?Where will you stay in Canada?    どこにどこにどこにどこに滞在滞在滞在滞在するのかするのかするのかするのか？？？？    →→→→    ホームステイホームステイホームステイホームステイ先先先先、、、、ホテルホテルホテルホテルのののの住所住所住所住所をををを見見見見せるせるせるせる    

AreAreAreAre    you going to work in Canada? you going to work in Canada? you going to work in Canada? you going to work in Canada? 仕事仕事仕事仕事はするはするはするはする予定予定予定予定はあるはあるはあるはあるかかかか？？？？    →→→→    働働働働くくくく・・・・働働働働かないかないかないかない    

Are you going to school? Are you going to school? Are you going to school? Are you going to school? 学校通学校通学校通学校通うかうかうかうか    →→→→    通通通通うううう・・・・通通通通わないわないわないわない、、、、学校学校学校学校ののののレターレターレターレターをををを見見見見せるせるせるせる    

Do you have friends in Canada?Do you have friends in Canada?Do you have friends in Canada?Do you have friends in Canada?    知人知人知人知人はいるかはいるかはいるかはいるか？？？？    →→→→    いるいるいるいる・・・・いないいないいないいない    いたらいたらいたらいたら連絡先連絡先連絡先連絡先をををを見見見見せるせるせるせる    

Do you have a return ticketDo you have a return ticketDo you have a return ticketDo you have a return ticket    帰帰帰帰りのりのりのりの航空券航空券航空券航空券はあるかはあるかはあるかはあるか？？？？    →→→→    あるあるあるある・・・・ないないないない    

 

僕の場合は片道の航空券で入国しました。銀行の残高証明書も不要でした。 

質問の内容は入国審査官のその日の機嫌にもよるので、困ったものですが挙動不審にならずに堂々としていれば問題

ないです。 
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パスポートパスポートパスポートパスポート    

 海外海外海外海外にににに行行行行っているっているっているっている間間間間ににににパスポートパスポートパスポートパスポートのののの期限期限期限期限がががが切切切切れてしまいますれてしまいますれてしまいますれてしまいます。。。。どうしたらいいのでしょうかどうしたらいいのでしょうかどうしたらいいのでしょうかどうしたらいいのでしょうか？？？？ 

 ニュージーランドニュージーランドニュージーランドニュージーランドへへへへ行行行行きますきますきますきます。。。。パスポートパスポートパスポートパスポート有効期限有効期限有効期限有効期限がががが入国時入国時入国時入国時にににに 1111 年未満年未満年未満年未満でもでもでもでも大丈夫大丈夫大丈夫大丈夫ですかですかですかですか？？？？ 
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みんなのワーホリ体験談 

 

 

04 
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みんなのみんなのみんなのみんなの体験談体験談体験談体験談    

海外生活を始めるのはいろいろ不安があると思います。そこで今まで海外に住んだことがある人たちに実際の生活はど

のようなものか、どんな体験をしたのか、なぜ行ったのかなどを聞いてみました。 

みなさん海外へ飛び出した理由も行き先もさまざまで、海外だからこそ経験できて、学んだことがたくさんあったようで

す。 

 

伊藤伊藤伊藤伊藤ゆかりさんのゆかりさんのゆかりさんのゆかりさんのオーストラリアオーストラリアオーストラリアオーストラリア体験談体験談体験談体験談    

 

 

 

 

� なぜなぜなぜなぜワーキングホリデーワーキングホリデーワーキングホリデーワーキングホリデーへへへへ行行行行ったのですかったのですかったのですかったのですか？？？？    

私はずっとワーホリに行きたかったのだけど、仕事を辞めるタイミングがなかなか見つけられなくて気づいたら 30 歳目前

になっていました。 

そしてこれがもう最後のチャンスと思いとりあえず会社を辞める前だったけどオーストラアのワーホリビザを取得しまし

た。 

ワーホリは一生に一度のチャンスなのでこれを逃したら後悔するぞと考えて一大決心で 2009 年 4 月にオーストラリアの

シドニーに入国しました。 

海外で１人で生活できるのか？と常に不安はありました。 

日本で仕事をしていたときは毎日平穏で楽しく、この環境を捨ててまで行くことは正しいのか？と悩みましたが、最後に

彼氏に相談したら 「行ってこい。悔いは残すな。困ったら俺がなんとかしてやる」と背中を押してくれたのです。彼の優し

さに涙が止まりませんでした。 

 

� 所持金所持金所持金所持金はどれくらいでしたかはどれくらいでしたかはどれくらいでしたかはどれくらいでしたか？？？？    

大学を卒業してから 7 年間働いていたので資金の心配はありませんでした。できるだけ節約を心がけていたので、資金

は１ヶ月 10 万円で１年分を 120 万円と決めていました。 

シドニーに着いてからはすぐ仕事を探して、日本食レストランでアルバイトをしました。 

英語には自信がなかったのですが、レストランは決まったフレーズを暗記していればほとんど大丈夫だったのですぐに慣

れることができました。 

アルバイトは夕方からなので午前中に英語学校のコースに 3 週間通いました。 

シドニーに半年滞在してから思い切ってラウンドに行きました。 

※ラウンド：オーストラリアを一周旅行すること 

3 ヶ月の予定で、ケアンズ、パース、キャンベラまでぐるっと回りました。今まで１人で旅なんてしたことがなかったので最

初は不安の連続で怖かったのですが、１週間もすると行く先で出会う人に助けられ、人見知りだった私が積極的になった

のを実感しました。 

 

� これからこれからこれからこれから行行行行くくくく人人人人へのへのへのへのアドバイスアドバイスアドバイスアドバイスはははは？？？？    

私は英語もぜんぜんできないままオーストラリアへ行ったけど、そんなに困ったと感じたことはありませんでした。 

不安なのはみんな一緒ですけど、行ってしまうとどうにかなるものです。  

31 歳 女性 シドニー 

滞在期間 １年間 

所持金 120 万円 

経験した仕事 日本食レストラン 
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私が鈍感だったのかもしれませんが。 笑 

日本に帰って彼にいろいろ伝えて、成長したなといわれたのがうれしかったです。世界を見て、感じることはとても大切な

んですね。 

ぜひチャンスがあったら行ってみてください。30 歳でも私のように行けるんですから。 

 

→その他の方の体験談は、本編をご覧ください 
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みんなのみんなのみんなのみんなの失敗談失敗談失敗談失敗談    

海外に住んでみると日本では体験できないさまざまなことが起こります。楽しいことばかりではなく、時には危険を伴うこ

ともある。そんなみんなが海外に住んで体験したハプニング・失敗談を紹介します。 

 

� 英語上達度英語上達度英語上達度英語上達度ゼロゼロゼロゼロ！！！！ 

� 盗難盗難盗難盗難のののの犯人犯人犯人犯人ははははルームメイトルームメイトルームメイトルームメイト！！！！ 

� 膀胱炎膀胱炎膀胱炎膀胱炎でででで緊急事態発生緊急事態発生緊急事態発生緊急事態発生 

� 酔酔酔酔っっっっ払払払払いいいい運転運転運転運転ででででパトカーパトカーパトカーパトカーにににに激突激突激突激突 

� ハイキングハイキングハイキングハイキングでででで遭難遭難遭難遭難 

� 盗難事件盗難事件盗難事件盗難事件    －－－－    家家家家にににに泥棒泥棒泥棒泥棒がががが 

� 盗難事件盗難事件盗難事件盗難事件    －－－－    置置置置きききき引引引引きききき 

� 酔酔酔酔っっっっ払払払払ってってってって目目目目がががが覚覚覚覚めたらめたらめたらめたら病院病院病院病院だっただっただっただった 

� 契約契約契約契約してみたらしてみたらしてみたらしてみたら約束約束約束約束よりもよりもよりもよりも家賃家賃家賃家賃がががが高高高高くなってたくなってたくなってたくなってた！！！！ 

� 変質者変質者変質者変質者にににに追追追追いかけられるいかけられるいかけられるいかけられる 

� レストランレストランレストランレストランででででバックバックバックバックをををを持持持持ちちちち逃逃逃逃げされるげされるげされるげされる 

� 家家家家でででで寝寝寝寝ていたらていたらていたらていたら警察警察警察警察がががが踏踏踏踏みみみみ込込込込んできたんできたんできたんできた 
 

～無料版では一部省略～ 
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無料版をお読みいただきありがとうございます。 

無料版では、本編の一部を紹介しています。 

 

本編はこちらからどうぞ http://yorutea.com/whbook/ 

 

ご質問などありましたらお気軽にお問い合わせください。 

 メール → info@yorutea.com 

 ブログ → http://ameblo.jp/sasarobson/ 

 

本書が少しでも参考になればうれしく思います。 

 

留カナ事務局・佐々木シユウエツ 

 

 


