
本当に使える英語と
フランス語を
カナダのモントリオ
ールで身につけよう



旅行するのであれ、留学するのであれ、生活するのであ
れ、モントリオールは素晴らしい経験を約束してくれます
。一度でもモントリオールを訪れたことのある人なら、誰
でもそう言うでしょう！カナダで2番目に大きな都市モン
トリオールは、ダイナミックな大都会でありながら、訪れ
る人を誰でも温かく受け入れてくれるのです。英語とフラ
ンス語の2言語を完璧に使いこなす文化の中で、モントリ
オールは北米で最もヨーロッパの息吹を感じることがで
きる都市と呼ばれています。
街にモントリオール大学とマギル大学を含む７つの名門
大学が建ち並ぶモントリオールには世界各地から学生が
集まり、カナダ出身者にとっても外国人留学生にとっても
、馴染みやすい環境です。生活費や交通費、エンターテイ
メントや食事も全て学生には住みやすい環境が整ってお
ります。これは親しみやすさと「ジョワ・ド・ヴィーヴル（
人生を楽しむ）」という姿勢を、地元のモントリオールっ
子が大切にしているからです。

モントリオールって
どんなところ？

ケベック・シティ

2時間30分

ボストン

5時間30分
ナイアガ
ラの滝

6時間30分

オタワ
2時間

トロント

5時間30分
ニューヨーク市

6時間

モントリオール
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英語を学びたい人にも
フランス語を学びたい人
にも最適な環境（両方を
勉強するのもOK！）
モントリオールはカナダの教育の中心であり、英語とフランス語のバイリンガル都
市として世界で最も知られた都市でもあります。つまりモントリオールで勉強すれ
ば、生活に根ざした自然な英語やフランス語を身につけることができるのです。

1 - Source: www.topuniversities.com

▪モントリオールには大規模なものだけで17、そ
れより小さなものを含めると優に100を超える公
園があります。
▪モントリオールは北米で最も古くからある都市
の一つで、カナダの文化の中心として知られてい
ます。
▪モントリオールの地下街は広大なスペースを誇り
、そこで働く人、通勤に利用する人、ショッピング
を楽しむ人、さまざまな用途で親しまれています
▪2006年にモントリオールはユネスコデザイン
都市として認定されました。
▪モントリオールでの人口1人あたりの飲食店数（
レストラン、カフェなど）が北米の都市の中で最
多です。
▪モントリオールは毎年100以上ものフェスティ
バルを開催しています。世界的に有名なジャズ・フ
ェスティバル、インディアート＆カルチャー・フェ
スティバル、ポップ・モントリオール、ジャスト・フ
ォー・ラフ・コメディ・フェスティバルなどがありま
す。スポーツ方面も、F1グランプリやテニスのロ
ジャース・カップが毎年開催され、多くの観客を
集めています。

2017年「学生の旅
行先ランキング」
でトップ

トロントやバンクー
バーに比べ低い生
活費で暮らせる

学生数は北米で2位
（90,000人以上）で、
そのうち21％は
留学生

世界大学ランキング
でトップ30に選ばれ
たマギル大学をはじ
めとする3つの名門
大学と、数多くの公
立・私立大学がある

モントリオールについてもっと知りたい！
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「モントリオールはバイリンガルなの
で、予想以上の知識を身につけられ
ます。英語を勉強をしに来ましたが、
フランス語も結局覚えました。モント
リオールは綺麗で治安がよく、公共交
通機関が発達しているので非常に便
利でした。 」Alan Tiscareño, メキシコ

建築、教会、旧市街

歴史

美術館、博物館、
フェスティバル、
コンサート

文化

バイオドーム、植物園、
公園、プラネタリウム

自然

アイスホッケー、サッカ
ー、F1、冬季スポーツ

スポーツ

名門大学、公立・
私立大学

教育

英語、フランス語

バイリンガル

レストラン、アウトレッ
ト、テーマパーク、自転
車シェアシステム

生活
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25%
ALIに通
う学生の
うち

はカナダ
人です。
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ALIを選
ぶ理由
とは？
ALIは、学生たちの人生を変えるような
教育経験を、ひとりひとりのニーズに合
わせ、校内・校外の両方の場で提供す
る、国際的な語学学校です。

ALIに関するその他の情報

1993年に創立

17歳から受講可能

カナダ人学生
と勉強

最新の設備

1クラスは最
大で16人

二つの地下鉄
路線付近

近代的なクラ
スルーム

文化活動

理想的なダウンタ
ウンキャンパス

学生中心

「ALIで勉強する学生の50%は
、過去の卒業生に勧められて
ALIを選んでいます。90%以上
の学生が、知り合いにALIで勉
強することを勧めたいと言って
くれているという事実が、ALIで
働く喜びを確かなものにしてく
れます。」Gregory Mattei、ALIエグゼ
クティブ・ディレクター

みなさんの母国語でサポートします！
ALIのスタッフは皆フレンドリーで、複数の言語を話すこと
ができます。日本語でのサポートが必要なときは、どうぞ
気軽に話しかけてみてください。

モントリオールのダウンタウン中心部に校舎を構えるALI
は、語学を勉強するのに最高の条件を学生に提供してい
ます。ALIを選ぶ理由の一つは交通の便の良さです。ALIは
、2つの地下鉄の駅および電車の駅、数多くのバス停留所
から歩いて5分の距離にあります。モントリオールのどこか
らでも簡単にALIに通学することが出来ます！
自分にあったコースを選べる語学プログラム、1クラス16人
以下の徹底した少人数制、最新の設備で、学生の語学学
習をサポートします。ALIは学生のニーズに合わせてコース
を設定し、ひとりひとりの語学レベルを注意深くチェック
しています。こうすることで、学生が納得して語学学習を
進められる環境を提供しているのです。
ALIの外国語教授法を支えているのは、優秀なネイティヴ
・スピーカーの英語講師とフランス語講師です。両者を車
の両輪として、ALIはこれまで学生の充実した学習と着実
な語学能力の向上を可能にしてきました。
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ALIのアクティビティ

ALIのスタッフに、アクティヴィティ・コーディネーターがい
るのはこういう理由からです。アクティヴィティ・コーディネ
ーターは、学生がモントリオールやその近隣をより深く知
るための、さまざまなアクティヴィティや遠足を企画する
のが仕事です。教室の外で、勉強したばかりの新しい言語
を使ってみましょう！

ALIに通う学生の目標は新しい言語を学
習することです。この目標への到達を最大
限サポートするためには、まず丁寧に組み
立てられた授業プラン、次に教室外の実
社会での体験、この２点を組み合わせる
ことが必要だとALIは考えます。本音を言え
ば、この方法は勉強を一番楽しくする方法
でもあるのです！

7/26
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音楽とライブ
コンサート
芸術＆文化フェスティバル

アウトドアの楽しみ
モントリオールの公園やア
トラクションでの野外活動

気軽に小旅行

観光
モントリオールの有名
な観光地巡り

ニューヨーク、トロント、
ナイアガラの滝、オタワ
ケベックシティーなど
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話す

語学教授法
および学習
プログラム
1993年の創立以来、ALIはカナダを含む世界中の
学生に英語とフランス語教育をおこない、学生の
語学学習と目標到達をサポートしてきました
ALIは学生の学習プロセスの充実と達成度に全力を尽くします。
これを可能にするために、ALIはコミュニケーションと触れ合い
の大切さを重視しています。ALIの授業は、コミュニケーションに
焦点をあわせたコミュニカティブ・アプローチを採用しています
。ALIに通う学生がさまざまな場面で「本当に使える言葉」を身
につけられるように、学力の向上と実用的な言語能力の向上、
この2つを両立できるように全力をつくすのがALIの流儀です。

ALIのすべての授業プラグラムは、自然な言語学習プロセスを念
頭に、しっかりとした文法理解を基盤として4つのスキル（話す・
聞く・読む・書く）を伸ばしていきます。さまざまな状況を想定し
たアクティヴィティ、会話、ロールプレイ、学生によるプレゼンテ
ーションなどを駆使して授業は進められます。

コミュニケーション 交流 統合

読む 書く

聞く
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このコースは学生の会話能力と発音を向上させ、自信を
持って外国語で会話できるようにするため、読む・書く・
話す・聞くの全てのスキルを伸ばします。カレッジ・大学進
学、移民志望と管理職の方たち向けです。

週30時間コース
エクセレンス・プログラム
学術目的の英語とフランス語 
(EAP/FAP)

このプログラムは、英語とフランス語の標準的な書き言葉
と話し言葉に加え、より日常的な言葉遣い（慣用句やスラ
ング）なども教えます。フルタイムの授業に加え、中級者
向けのコース（文学とライティング・ビジネスコミュニケー
ション、TKTとDELF対策クラス）も選択できます。

週25時間コース
インテンシブ・プログラム
第二言語としての英語とフランス語
(ESL/FSL)

語学学習だけでなく、自由時間にモントリオールやその近
郊をじっくり見て回りたい学生におすすめです。親子で渡
航される学生にも最適です。

週20時間コース
レギュラー・プログラム
第二言語としての英語とフランス語
(ESL/FSL)

ALIでは年間を通してすべてのレベルのコースを提供し
ています。学生の語学レベルを判定するために、ALIで
は2つのテストを用意しています。カナダに来る前にオン
ライン判定テストを、更にALI登校初日にオーラル・テス

トをそれぞれ受検する流れとなります。

語学レベル判定方法
毎月のテストによる判定に加え、ALIの講師は日々 の授業のなかで
適切なサポートとフィードバックを学生に与えます。これによって学
生は、レベルアップするために必要な改善点を正確に把握できるの
です。それぞれのプログラム最終日に、学生は成績に加えて語学レ
ベルの到達度を示す証明書を受け取るシステムとなっています。

到達度評価方法ALIの約束
ALIが提供するダイナミックでコミュニケーション重視の
授業は、英語・フランス語初心者から上級者まで、大学生
、移民志望の方、観光客、親子など、幅広い層の学生を対
象としています。

無料サービス
アカデミック・カウンセリング
移民コンサルテーション

就学許可証
CAQ手続き

英語・フランス語お得プラン
英語のレギュラー・プログラムかインテン
シブ・プログラムを受講すると、サバイバル
・フランス語のクラスを毎週2時間無料で
受講できます。フランス語のプログラムを
受講すると、サバイバル・英語のクラスを
毎週2時間無料で受講できます。

無料個人指導プラン
プログラムに登録したけど、勉強についていけ
ない・・・そんな時でも大丈夫！毎日1時間無料
で、宿題をサポートする個人指導を受けること
ができます。ALIでは学生の勉強のサポートに
全力を尽くします！（個人指導は授業後におこ
なわれ、週5時間まで無料で受けられます。）
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第二言語としての
英語(ESL)の選択式
クラス

レベル

1 - 5

9:40 - 11:30

文法

12:30 - 2:30

会話

11:30 - 12:30

昼食

8:30 - 9:30

スキル

6 - 8 文法＆文体論

上級会話
ビジネス会話
ディベート対策
TKT対策

昼食
文学＆

ライティング

レベル
１－８

9:40 - 11:30

文法

12:30 - 2:30

会話

11:30 - 12:30

昼食

ALIでは「レギュラー」と「インテンシブ」の二種類のESL（第二言語としての英語）プロ
グラムがあります。
レベル１－５では、インテンシブの学生はスキル、文法、そして会話クラスを受講します。
レギュラーの学生は文法と会話クラスを受講します（以下のスケジュール参照）。
レベル６－８では、インテンシブの学生はビジネス会話、ディベート対策、文学＆ライテ
ィング、TKT対策などの選択式クラスから個々のニーズに応じて選択できます。

レギュラープログラム
一日4時間
週20時間
月曜から金曜

インテンシブプログラム

一日5時間
週25時間
月曜から金曜
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第二言語としてのフ
ランス語(FSL)の選択
式クラス

10:40 - 12:30

文法

1:30 - 3:30

会話
DELF対策

12:30 - 1:30

昼食

9:30 - 10:30

スキル

レベル
１－８

レベル
１－８

10:40 - 12:30

文法

1:30 - 3:30

会話

12:30 - 1:30

昼食

レギュラープログラム

一日4時間
週20時間
月曜から金曜

インテンシブプログラム

一日5時間
週25時間
月曜から金曜

「英語コースを4ヶ月受講してから、フランス語も勉強することにしま
した。最初フランス語は一言も話すことができませんでしたが、ALI
の授業のおかげで今ではフランス語がきちんと理解できるように
なりました！フランス語の授業をフランス語で教える環境にいたこと
で、上達が速くなったと思います。」Deok Yeong Kim、韓国

「第二言語としてのフランス語プログラムはA1からB2、そし
て学術目的プログラムはC1－C2が受講できます。DELF、
DALF、TFIとTEFAQ対策クラスもあります。上級コースでのリ
ーディングとライティングスキルは文学を通して学習され、
仕事向けの語学スキルが必要な方には専門クラスも用意さ
れています。ALIはTEF、TEFAQとTFIの受験会場でもあること
をお忘れなく！」Nayla Choueiri Traboulsi、フランス語部門ディレクター
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エクセレンス・プログラムEAP の学生は文法、スキル、会話と追加
EAPボキャブラリーと学習スキルクラスを受けられます。

エクセレンス・プログラムEAP の学生は文法、スキル、会話と追加
EAPボキャブラリーと学習スキルクラスを受けられます。

4週間

4週間

8週間

8週間

4週間

4週間

4週間

8週間

8週間

レベル 期間

0 - 1

1 - 1.5

2 - 2.5

3 - 3.5

4 - 4.5
5 - 5.5
5.5 - 6

5.5 - 6.5

レベル１

レベル２

レベル３

レベル 4

レベル 5

レベル 6

レベル 7

レベル 8

総合大学・
短期大学対
策プログラ
ム（UCP）

6.5 - 7.5

0 - 100

101 - 200

201 - 300

301 - 400

401 - 500

501 - 600

601 - 780

781 - 990

0 - 8

9 - 18

19 - 29

30 - 45

46 - 61
62 - 69
70 - 77

69 - 90

5.5 - 6.5 601 - 78069 - 90

78 - 95

A2

A2

B1

B1

B2

B2

C1 | C2

相当するスコア
TOEFL TOEICCEFR IELTS

A1

A1

文法、TOEIC対策クラス、会話と追加TOEIC、リーディングと
ライティングスキルクラスを受けられます

8週間で学生は文法、TOEFLまたはIELTS対策クラス、Introduction 
to College Studies、追加TOEFLまたはIELTSクラスを受けられます。

総合大学・短期大学対策（UCP）を以下のように受けられます：
セッション１－アカデミック・リーディング、アカデミック・リサー
チ、アカデミック・カルチャー、そして追加UCP。
セッション２－アカデミック・ライティング、クリティカル・シンキ
ング、スピーチ・トレーニング、そして追加UCP。

最もハードで一流の学習プログラムです。このコースは最高レベルのフ
ランス語と英語を学習する学生の会話能力と発音を向上させます。学生
は自信を持ってネイティブのように外国語で会話できるようになり、北
米文化にも慣れ、カナダの一員として活躍することが出来ます。

初級 準中級 中級 上中級 上級

「学術目的英語プログラム（EAP）は、カナダやアメリカの大学進学の
夢を叶えてくれます。ALIのエクセレンスプログラムは学生の研究ス
キル、ライティングスキル、批判的思考スキル、プレゼンテーションス
キルをC1以上のレベルまで伸ばします。TOEFLやDELFなどの試験を
免除され、ALIのパートナー校を通して高等教育を受けられます。」
Rebecca Logan・MA、UCP講師・アカデミックカウンセラー

学術目的英語プロ
グラム（EAP）の選
択式クラス
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学術目的フランス語プログラム（FAP）でレベル6以上の学生は
TEFAQ対策クラスを受講します。ケベック移民局に申請を提出
する際にはTEFAQスコアが必要です。ALIで受験できます。

エクセレンス・プログラム
EAP

FAP

8:30 - 3:30

8:15 - 3:30

一日6時間
週30時間
月曜から金曜

4週間

4週間

4週間

4週間

4週間

4週間

4週間

4週間

8週間

レベル 期間

N/A

N/A

CO 85/CE 105

CO 85/CE 105

CO 160/CE 185

CO 160/CE 185

CO 300/CE 305

レベル１

レベル２

レベル３

レベル 4

レベル 5

レベル 6

レベル 7

レベル 8

総合大学・
短期大学対
策プログラ
ム（UCP）

CO 395/CE 430

CO 300/CE 305

A2

A2 | B1

B1

B1

B2

B2

C1 | C2

相当するスコア
TEFAQCEFR TFI

A1

A1 | A2

CO 28 - 81

EO 34 - 100

CO 82 - 144

CO 101 -180

CO 145 - 216
EO 181 - 270
CO 271 - 279

EO 271 - 348

EO 271 - 348

EO 349 - 415
CO280 - 333

初級 準中級 中級 上中級 上級

DELFまたはTFI対策クラスを受けられます。

モントリオールの大学に進学されたい場合、第一セッション
中はDELFまたはTFI対策を続け、第二セッション中は、フルタ
イムで専門学校進学向けのアカデミック対策プログラムを受
けられます（レベル６以上）。

レベル６以上のクラスを修了したら、PPUC（フランス語短期大学・統
合大学対策プログラム）を開始できます。学生はネイティブ並みのフ
ランス語力とケベック文化やフランス文化の知識を身につけることが
できます。当プログラムは学生のカナダの高等教育システムへの進学
とケベックでの生活をサポートいたします。

学術目的フランス語
プログラム（FAP）の選
択式クラス
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3割
速く！

初日からエクセレンスプログラム
（週30時間）を受講している
学生はネイティブ並の語学力を
一般コースの学生より3割速く
身につけられます。学生、また
は社会人としてもカナダでの生
活に備えることができます。

▪カナダで勉強し、修了後に労働許可証の申請をしたい学生は、カナダ人の同
僚にも引けをとらないだけのスキルが必須となります。そのレベルに達し、いい
成績を取りながら早く修了するためにも、カレッジ・大学進学対策コースをお勧
めします。
▪ALIの学生は、ALIが提携する短期大学や総合大学のほとんどで、入学時に留学
生が受験しなければならないTOEFLやIELTS、TFIやDELFなどの語学能力判定試験
を免除されます。
▪統計的に、UCPを受講した学生はIELTS, TOEFL, TFIやDELFなどの語学能力判
定試験でより高いスコアを出せます。例えば、IELTSスコアが6.5だった場合、UCP
終了後には7.5になります。スコアが高ければ高いほど、学生が申請出来る大学
やカレッジの選択肢が増えますし、高いスコアはExpress Entry申請の際にも役
立ちます。
▪最初からこのプログラムを選ぶ学生は、ネイティブ並の語学力を身につけ、学
生としても社会人としても、カナダでの生活に備えることができます。

エクセレンスプログラムに16週間以上申し込まれますと、数々の無料サービスを
ご使用できます。

ALIのエクセレンスプログラムとは？

サービス

▪ アカデミックカウンセリング ▪ テストカウンセリング ▪ ビザ、移民カウンセリング

レベル１から４
4週間ずつ
初心者から準中級

スキル；文法； 
会話
ボキャブラリー；
学習スキル

レベル５
5週間
中級者（B1）

TOEIC対策
文法＆文体論
会話

レベル６
8週間
上中級（B2）
専門学校入学条件

IELTS・TOEFL対策クラス；
文法＆文体論；
Introduction to College
studies

UCP
8週間
大学＆カレッジ（C１）
入学条件

アカデミック・ライティング
、アカデミック・リーディン
グ、クリティカル・シンキン
グ、アカデミック・リサーチ、
スピーチ・トレーニング、
アカデミック・カルチャー

就労

カナダの大学やカレッジで勉強をすると合法的
にパートタイムで働くことができ、卒業後には
修了後就労許可の資格（最大3年）が与えられ
ます。（例：1年プログラム - 1年就労許可）

留学生はパートタイムで仕事をしながらある程
度の生活費を負担することができます。卒業後
、正社員として仕事をすれば、投資した学費の
分はすぐ返還されます。カナダの学位は、皆さ
んの想像以上に手に入りやすいものです。

カナダで働いて勉強しよう

ALIのエクセレンス・プログラムはカナダ、また
はアメリカで高等教育を受けたい国際留学
生をサポートします。カレッジ・大学進学に必
要とされるアカデミックリーディング、アカデ
ミックライティングスキル、そして研究スキル
や議論スキルも身につけられます。

学業
将来のための正しい選択：カ
レッジ・大学対策英語・フラン
ス語学習

移民

カナダやケベックの大半のプログラムを終了後
、一年働いたら永住権申請できます。詳しくは
ケベック移民局・カナダ移民局のホームページ
をご参照ください。

永住権申請しよう
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公認試験センター

対策プログラム
ALIはさまざまな試験対策コースで、受験するまで
の勉強をサポートして
います準備が整ったら、ALIで実際に試験を受けて
ください！

試験セン
ター 英語圏への留学ないし移民を考えている人に最適

な試験です。世界中で9000以上の団体や組織に
認定されています。

語学教師のための試験です。教師としての自信を深め、
専門的な知識と技能を身につけることができます。教師
としての経験の有無、英語のレベル、その他どのような
バックグラウンドの人でも受験することが可能です。

英語圏の大学への進学を希望するノンネイティヴに最適
な試験です。英語を使用する多くの教育機関および企業
がこの試験を語学力の判断材料として採用しています。
コンピューターとペーパー、2つの受験形式があります。

英
語

IELTS

TKT
(Teaching

Knowledge Test)

TOEFL

国際環境で働く人々の日常的な英語能力を判定し
たい人に最適な試験です。世界中の企業で語学力
の判定材料として採用されています。

TOEIC

フランス国民教育省が認定した公式なフランス語能力
検定試験です。世界中でフランス語能力の証明手段と
して認定され、無期限有効です。政府機関、就職先、教
育機関に公式書類として提出することができます。

TEFAQ試験はフランス語能力試験で、ケベック州政
府に公認を受けています。移民申請プロセスでフラ
ンス語能力を証明したい人に最適な試験です。

国際的な企業やアカデミックな環境での日常フランス
語力を測るフランス語能力試験です。ケベック州のフラ
ンス語圏大学公認の試験です。

フ
ラ
ン
ス
語

DELF

TEF/TEFAQ

TFI

日
本
語

JLPT

試験 ターゲット 試験対策
クラス

ALIにて
受験

日本で就職したい、あるいは学術認定を受けたい
日本語を母語としない人を対象とした日本語能力
試験です。
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レベル６
8週間

上中級者（B2）
文法＆文体論；
Introduction
to College studies

事務管理；幼児教育；
コンピューターサポート＆セキュ
リティ；金融サービス；アート＆デ
ザイン；歯科衛生士；看護助手；
薬剤師助手（英語＆フランス語）

３Dアニメーション；経営管理；コ
ンピューティングサポート；グラフ
ィックデザイン；インテリオアデ
ザイン；薬剤師助手；環境建築；
工業製図；国際貿易；工業デザイ
ン（英語＆フランス語）

ファッションデザイン＆マーケティン
グ；社会学；ビジネス経営；ホテル＆
観光；ビデオゲーム；調理；プロジェ
クトマネジメント；創造芸術；インテ
リアデザイン；ウエブデザイン；
写真（英語＆フランス語）

建設；セキュリティ；3Dア
ニメーション; IT とTV映画
制作。（フランス語のみ）

国際料理とガストロノミー；上級
調理学；製菓技術；ガストロノミー
＆サービス管理；国際レストランサ
ービス＆ソムリエトレーニング；
レストラン経営；観光＆ホテル経営
（フランス語のみ）

建築工学；建設事業経営；
3Dスタジオマックス；
写真（英語＆フランス語）

コンピューターサイエンス；金
融サービス；IPネットワーク；幼
児教育；モバイルアプリ開発；
水質管理工学；会計；
特殊教育（英語のみ）

短期（1－2年）;ホテル経営インタ
ーンシップ；財務管理；経営;経営
；プロジェクトマネジメント；
国際MBA（英語のみ）

ALIのパスウエイなら、問題なくカレッ
ジ・大学進学できます。 ▪ 昼間は語学の学習をし、夜はカレッジの講義を受講する

▪ 学習時間45時間から900時間のパートタイムカレッジプログラム
▪ 豊富な選択式クラス：ワインテイスティング、プロジェクトマネージメン
ト、ウエブアプリ等
注： カレッジコースあるいはクラスを受講するには、フランス語・英語B1
レベルを修了し、ALIでB2を学習することが条件となっております。

その他のパスウエイプログラム：LANGUAGE+

▪ 提携大学からの条件付き入学許可証
▪ 就学ビザおよびCAQ申し込みサポートサービス
▪ 大学選定サポート
▪ 大学生活計画サポート

「ALIの英語・フランス語アカデミック対策プログラムは世界中の同様プロ
グラムのようにレベルの高いものとなってます。教材とメソドロジーの念
入りな選択と、修士・博士学位取得者の講師の組み合わせがALIの当プロ
グラムの強さです。 このプログラムはただ他校よりいいのではなく、根本
的に優れています！」Cristina Artenie・ Ph.D.、パスウエイプログラム開発責任者

パスウエイ・
プログラム

17/22



UCP
8週間

大学・カレッジ
入学条件

アカデミック・リーディング；アカ
デミック・リサーチ；アカデミック
・カルチャー；アカデミック・ライ
ティング；クリティカル・シンキン
グ；スピーチ・トレーニング

音楽舞台；心理学；看護学；ビジ
ネス；コミュニティサービス；健
康科学；芸術；法学；観光学

人類学；美術史；演劇；美術；環
境科学；ジェンダースタディ；数学
；コンピューターサイエンス；言
語学（アラビア語、イタリア語、ス
ペイン語、フランス語を含む）

農学；動物関連実習；アート＆カル
チャー；ビジネス、金融と経営；キャ
リア＆準備；コンピューター＆通信；
料理、ホテル経営、レクリエーション
＆観光；教育、コミュニティ＆社会
科学；エネルギー、環境＆天然資源
；工学技術；メディア

芸術；映画；デザイン；アニメー
ション；コミュニケーション；コ
ミュニティ＆消費者サービス；ビ
ジネス；工学技術；健康科学

メディア；コミュニケーション
；健康＆ライフサイエンス；
工学＆IT；ビジネス；ホテル経
営；看護学

ビジネス；心理学；教育；体育学；
生物学；英語；歴史；人類学；生化
学；アートマネジメント；美術史；
美術；モダン言語学；神経科学

造船＆海洋工学；地球と環
境科学；ジャズ学；観光学；
演劇映画学；生物学；化学；
物理学；工学

リベラルアーツ＆社会科学；教育
；IT；ビジネス；看護学；科学；
獣医学

コンピューターサイエンス；経済
学；女性学；通信；国際関係学；
ネイティブスタディ；心理学；地
球科学；行動神経科学；工学；看
護学；体育；スポーツマネジメント

ビジネス；コミュニケーション；
教育＆テクノロジー；環境＆サス
テナビリティ；人道主義研究；リ
ーダーシップ；観光＆ホテル経営

北米研究学；経済学；アート；生化
学；国際関係；メディア研究；デジ
タルアート＆ジャーナリズム； 心
理学；社会学/人類学；宗教学；工
学；ジェンダースタディ；歴史
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滞在・宿泊サービス：
四つの選択肢から選べます

「カナダに来た時、私はほとんど英語が話せませんでし
たが、ホストファミリーと暮らすことで、毎日学校が終わ
ったあとも英語を練習することができました。おかげで
、短い期間で私の英語はめざましく上達しました。文字
通り、家族の一員になれた気がします。」Regan Li、 中国

ALIは学生が快適な滞在先を見つけるお手伝いをします。英語
話者、またはフランス語話者のホストファミリー宅でのホームス
テイや、学生同士のルームシェア、ダウンタウンでの学生寮など
、さまざまな形の滞在をバックアップします。
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この宿泊プランでは、さらに充実した学生ライフが楽しめます。
店、レストラン、エンターテイメントが全て歩いて行ける距離に
あります。ALIの学生寮プランでは自立した生活をしながら、他
の国際留学生と交流できます。
ダウンタウン学生寮プランを選択した場合には以下の条件が保
証されます：
▪ 一日24時間週7日体制の警備員、家具そして冷房付の部屋（
個室、またはシェア）
▪ シーツセット（有料）と建物内に洗濯機（有料）
▪ 図書館、ビジネスセンターと勉強部屋
▪ 共有ラウンジとキッチン（食器は含まれない）
▪ 毎週の交流アクティビティ、ゲームルームと24時間オープン
のジム付
▪ フィットネスとヨガスタジオ（一部の寮）
▪ 室内プール（一部の寮）
▪ Wifi（無料）

ホームステイプラン、 異国での我が家 ダウンタウン学生寮プラン

アパートやスタジオは4ヶ月以上の滞在を予定している学生向きです。アパートやスタジオ

一人の時間を大切にしたい学生におすすめです。一戸建てもし
くはアパートを複数の世界中からの学生でシェアするオプショ
ンです。他国の友達を作る貴重なチャンスです。
広い共有スペース、個別の寝室、共有キッチンなどが含まれます。
一戸建てタイプでもアパートタイプでも、すべての住居は清潔
かつ快適で、家具も全て揃っています。
学生共有アパートプランを選択した場合には以下の条件が保
証されます：
▪個室のベッドルーム
▪清潔な枕、シーツとブランケット
▪個人の持ち物を安全に保管できるスペース
▪静かに勉強するスペース
▪共有スペースとして、バスルームやキッチン（キッチンの後
片付けは学生の責任となります）
▪建物内に洗濯機（有料）               
▪ WiFi（無料）
▪ 最長でも25分から35分でALIまで移動できるロケーション

カナダ文化を知りたい人におすすめのオプションです。アットホ
ームな環境の中で、ネイティヴスピーカーとの会話を通して外
国語の理解、そしてカナダの文化の理解を更に深めることが
できます。
ALIが選ぶホストファミリーは、いずれも外国人留学生の受け
入れ経験豊富な家庭で、異文化に戸惑う学生たちを家族のよ
うに温かく迎え入れてくれます。
ホームステイ・コーディネーターは、アプリケーション・フォー
ムに記載された学生ひとりひとりのプロフィールと情報をもと
に、適切なホストファミリーを選び出します。学生は、英語だけ
を話すホストファミリー、フランス語だけを話すホストファミリ
ー、そして両方の言語を話すホストファミリー、いずれのタイプ
の家庭でホームステイするか選択できます。
ホームステイプランを選択した場合には以下の条件が保証されます：
▪ ホームステイファミリーに提供される食事は1日2食（朝・晩
）か、3食（朝・昼・板）かを選択
▪ 個室のベッドルーム（シェアのベッドルームも可）
▪ 清潔な枕、シーツとブランケット
▪ 個人の持ち物を安全に保管できるスペース
▪ シェアのバスルーム
▪ インターネットと洗濯機が利用可能
▪ 最長で35分から55分でALIまで移動できるロケーション

学生共有アパートプラン

空港到着の際ALI
のスタッフが出迎
え、そのままホー
ムステイ先か共
有住居まで送迎
します。

空港出迎
えサービス

AL
Iが
提
供
す
る
そ

の
他
の
サ
ー
ビ
ス：

無料相談サ
ービス
必要に応じて、学生はALIのコーディネーターに自
分の勉強について相談することができます。コー
ディネーターはいずれも外国での生活や留学を
経験しており、その体験をもとに適切なコースを
推薦したり、受講レベルの変更をおこなったりし
て学生をサポートします。

カナダの留学生はかならず医療保
険に加入しなければなりません。
ALIは医療保険を提供するだけでな
く、いつ、どのようにして保険を使う
べきか、詳しいガイダンスをおこな
います。

医療保険
サービス
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「TKT対策コースはALIで
一番楽しめた経験でした
。英語学習や講師として
非常にいい勉強になりま
したが、仕事を見つける
にも役に立ちました。今
は母国で英語講師として
働いています。」Allison 
Pinzon、英語講師、コロンビア

追加サービス

日本語プログラムの構成：
▪ 各レベルにつき40時間から48時間の授業時間
▪ 会話クラブ「お茶会」開催 (英仏日ランゲージエクスチェンジ)
▪ 日本に関連するさまざまなイベントや講演開催

昼間は時間が取れませんか？夜間コースを受講し
て、自分のライフスタイルに合わせて新しい言語を
学習したり語学力を維持したりすることができま
す。パートタイムクラス、夜間試験対策コースなど
を受講できます。ALIは受験するまでの勉強をサ
ポートいたします。よくある問題、そして答え方を
学習し、準備が整ったらALIで実際に試験を受けて
ください！

ALIでは人気のある試験向けの試験対策クラス
をパートタイム、または夜間クラスとして受講
できます。試験の構造、内容についての知識を
身につけ、準備の整った状態で受験することが
できます。

フランス語・英語コース
(準中級・中級・上中級)
4つの能力（会話理解、作文理解、会話能力、作文能力）
を伸ばすために、このコースではロールプレイング形式や
、その他ターゲットとなる言語能力の伸長に直結する練習
を展開していきます。受講者はボキャブラリーやシンタッ
クス、そしてコミュニケーション能力全般を向上させること
ができます。
個人レッスン
フランス語、英語、その他の言語を
1対1の個人授業で勉強しましょう！
忙しくてなかなか時間が取れない人、自分の語学力の問題
点をピンポイントで勉強したい人にお勧めのプランです。都
合のいい日時を選んで、ALIの優秀かつフレンドリーな講師
の個人レッスンを受けることができます。
私たちは受講者のレベルとニーズに対応したレッスンプラン
を作り、目標への到達をサポートします。

TOEFL対策コース
(上中級・上級)
英語圏の大学への入学を考えている人を対象に、TOEFLのIBT
対策をおこないます。実際の大学の授業と同じ雰囲気で、リ
ーディング、ライティング、スピーキング、リスニングをそれぞ
れ特訓します。
TEFAQ対策コース
(上中級・上級)
TEFAQ試験はフランス語能力試験で、移民申請プロセスでフ
ランス語能力を証明する手段として、ケベック州政府に公認を
受けています。このコースは、学生のスピーキングとリスニング
力を伸ばし、実際に試験を受けるための対策を勉強していき
ます。
IELTS対策コース
(上中級・上級)
IELTSの試験の構造やスコアを上げるための戦略法を教えま
す。 学生はアカデミックバージョンとジェネラルバージョンの
両方の対策をします。手紙やアカデミックエッセイの書き方、
論文の読み方、日常の中の語彙とアカデミックな語彙の両方
などを特訓します。大学進学や移民目的でIELTSを受ける学生
向けです。

夜間コース

試験対策コース

ALIで新設された日本語プログラムは総括的なアプロー
チを尊重しています。初心者から中級者レベルの日本語
クラスの講師は、語学ではなく日本の文化・歴史・社会に
ついても幅広い知識を提供します。学生はクラスでの日
本語学習だけでなく、日本映画の上映会・講演・プレゼン
テーション等、様々なイベントを通して日本文化に触れる
ことや、日本人学生との交流の中で自然と日本語を身に
つけることも出来ます。

日本語プログラム
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日中キャンプ
▪月曜日～金曜日午前8
時ー午後3時45分
▪授業、ランチ、修了証
費用込み

泊り込みキャンプ

言
語
オ
プ

シ
ョ
ン

ス
タ
ー
ト

日
指
定

プ
ロ
グ
ラ
ム

選
択

プ
ロ
グ
ラ
ム

ポ
イ
ン
ト 言語イマージョン 言語＆スポーツ

英語 フランス語

▪ご希望のスタート日、または申し込み週数をご指定ください。
▪7月中なら最大4週間までお申し込み可能です。

▪土曜日から土曜日まで
▪宿泊、1日3色、修了証
、教材、アクティビティ、
週末旅行費用込み

▪週15時間の言語クラス
▪ 週20時間のスポーツ

▪週20時間の言語クラス
▪週5時間のインタラク
ティブな言語経験

自分に合ったプログラムが選択できます

learn•play•explore

ALIとマギル大学両校が共同して開
催するサマーキャンプは、
世界中から集まった10歳から16歳
までの子供たちと、カナダの
子供たちのふれあいの場であると
同時に、英語はフランス語を
勉強するまたとない機会です。 
教室や宿舎、スポーツやゲーム活動をするフィールド、
そして食堂は全てマギル大学構内に設置されています
。マギル大学の美しい校舎は極めて安全で、モン・ロワ
イヤル公園のふもとに位置し、モントリオールの中心
街からわずか 数分という抜群の ロケーションです。
A L Iがキャンプ活動においてお約束すること：
▪私たちの最優先課題は、キャンプに参加する子供
たちの安全です。子供たちはマギル大学構内の宿泊
施設で寝泊まりします。建物には、専門の訓練を受け
たカウンセラーが24時間常駐して、異常がないか確
認します。
▪私たちは多様性を重視し、スタッフと参加者が、お
互いに敬意と信頼を築ける環境を整えます。私たち
には長年の経験があり、教室の内外で異文化を学び
合えるようなカリキュラムを組むことができます。参
加者全員が主役です！
▪参加者は新しい言葉（英語もしくはフランス語）を
経験豊かな教師陣に教わり、実際にカナダ人の子供
たち相手にその言語を使ってコミュニケーションを
取っていきます。このような相互交流にのっとった学
習方法によって参加者には、新しい言葉に対する自
信と、ポジティヴな自己評価が芽生えるのです。
▪参加者は旅行を通じてカナダとアメリカ文化に触
れます。トロント、ナイアガラの滝、オタワ、そしてケベ
ック・シティ、ボストン、ニューヨーク、アッパー・カナダ
・ビレッジのいずれかへの小旅行を経験できます！
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質問などがございましたら、遠慮なくご連絡ください。

info@studymontreal.com

1425, Rene-Levesque Blvd. West, Suite #163,
Montreal (Quebec), Canada, H3G 1T7

ALI - ACADEMIE LINGUISTIQUE INTERNATIONALE

+1 514.270.3886 

studymontreal.com

空港から20分程度の、ダウンタウンでの理想的なロケーション
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alistudymontreal

aliacademie

alistudymontreal


