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モントリオールの魅力とは？
旅行であれ、留学であれ、生活であれ、モントリオールは素晴らしい
経験を約束してくれます。モントリオールを訪れたことのある人なら、
誰もがそう言うでしょう！カナダ第２の規模を誇るモントリオールは、
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迎えいれて
くれるのです。英語とフランス語をバランスよく使いこなす文化を
背景に、モントリオールは北米でもっともヨーロッパの息吹を感じる
都市と呼ばれています。
街の中心部に4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ます。そのためカナダ
出身者にとっても外国人留学生にとっても、モントリオールは馴染みやすい環境なのです。夏と冬の寒暖の差は
大きいですが、それぞれの季節ごとに異なる味わいが楽しめます。フレンドリーさと「ジョワ・ド・ヴィーヴル
（人生を楽しむ）」という姿勢の両方で有名なモントリオールっ子が、日々の生活をよりいっそう楽しくして
くれるのです。
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豊かな自然＆
文化活動

充実した
公共交通機関

年間を通して開催される
数多くのイベントのほかにも、
モントリオールは楽しくて気軽に
参加できるさまざまな催しが
楽しめる刺激的な街です。

モントリオールは公共交通
機関の発達した国際都市で
す。バスや地下鉄、電車は
どれも気軽に利用でき、
安全で、かつ料金も高く
ありません。

アウトドア派の人は、
サイクリングやスノーボード、
ハイキング、急流下り、
リバーサーフィン、
マウンテンバイクなどが、
モントリオール市内や近隣
地域で楽しめます。文化や
芸術を味わいたい人は、
モントリオールが誇る
世界有数の美術館だけ
でなく、さまざまな国の
料理、音楽コンサート、
演劇など充実したナイトライフも
楽しむことができます。

他の都市へのアクセスの良さ:
日帰り旅行や週末旅行を計画するのにもモントリオールは
便利で、車や飛行機、電車を利用して訪れることができる
場所が近郊に数多くあります。各主要都市へのアクセス時間は
以下のとおりです。
QUEBEC CITY
2 hrs 30 mins

さらにモントリオールには、
Bixi（ビクシー）と呼ばれる
レンタル自転車があり、お手頃な
レンタル料金で街中を颯爽と走り
回ることができます。
ぜひこの快適さを味わって
みてください！

カナダの魅力とは?

OTTAWA

MONTREAL

2 hrs

TORONTO

BOSTON

5 hrs 30 mins

5 hrs 30 mins

NIAGARA FALLS
6 hrs 30 mins

NEW YORK CITY
6 hrs

カナダのイメージは？と聞かれて、
「健全」「安全な国」「親しみ
やすい」と回答する人はたくさん
います。しかしカナダの本当の
魅力を知る人はほとんどいません。
実は、カナダは世界で2番目に
大きな国なのです。ここでは、
そんな知られざるカナダの魅力を
いくつかご紹介します。知れば知る
ほど、カナダに行きたくなるはず！

カナダには四季の移り変わりが
あります。つまり、季節ごとに
異なる楽しみがあるのです。
夏はサーフィン、冬はアイス
スケート、秋は紅葉狩り、
友人とテラスで夕食を楽しむのも
また格別です。

英語とフランス語という2つの
公用語に加え、街中ではさまざまな
言語を耳にすることができます。
カナダは異文化に対して寛容な、
多文化共生国家なのです。
第二言語としての英語・フランス語
教育の面でも、カナダは世界を
リードする存在です。カナダの
教育システムは広く世界中に
知られており、カナダの教育学位や
卒業証明書は国際的に高い評価を
受けています。
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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
（両方の言語を勉強するのも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。

モントリオールは、
2012年に
「学生の旅行先
ランキング」で
トップ10に
選ばれました。

モントリオールの
学生数は、北米で
2位（90,000人以上)
で、そのうち21％は
留学生です。

モントリオールには、
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
短期大学があります。

トロントやバンクーバー
といったカナダの
諸都市に比べ、
モントリオールでは
生活費を低めに抑える
ことができます。
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ALIに通う学生の
うち25％は
カナダから、
75％はそれ
以外の国や
地域の出身です。

モントリオールに
ついてもっと
知りたい！
という人に

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。
2006年6月、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。

モントリオールには6000店
以上のレストラン、ビストロ、
カフェがあります。人口1人
あたりの飲食店数として、
これは北米の都市の中で
最多です。
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。

モントリオールは毎年100以上もの
祭典を開催しています。いくつか
例を挙げると、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
です。スポーツも負けてはいません。
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。

1 Source: www.topuniversities.com
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ALIを選ぶ理由とは？
ALIはアットホームな雰囲気の語学学校として、本当に使える外国語を
学習する場を提供しています。
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。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、最新鋭の機器で、
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、学生は納得して語学に集中できるのです。
ALIの外国語教授法を支えているのはネイティヴ・スピーカーの英語講師とフランス語講師です。これらの優秀な
人材に支えられて、ALIは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。
ALIを選ぶもう一つの利点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分以内にあります。モントリオールのどこからでも簡単にALIに通学することができるのです！
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「 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
事実が私たちの誇りです。」
グレゴリー・マッティ
【エグゼクティブ・ディレクター】

ALIに関するその他の情報：
ALIは1993年から英語・
フランス語語学学校として
信頼を積み重ねてきました。
ALIに通う学生の25%は
カナダ国籍、残りの75%は
留学生です。

最大で350人まで学生の
受け入れが可能です。

17歳から受講可能で、学生の
平均年齢は22歳です。

校舎には設備が整った
教室が24部屋あります。

最新鋭の機器をそろえた
コンピューターラボが
あります。

1クラスは最大で16人、平均で
12人の学生で構成されます。

学生ラウンジでは30台
以上のコンピューターが
使用可能です。

校内のカフェテリアには
冷蔵庫と電子レンジ、
コーヒーメイカーが
無料Wi-Fiでインターネットが あります。
利用できます。

みなさんの母国語で
サポートします！
ALIのスタッフはみな
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。

ALIは、カナダの認定を受けています 。
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ALIのアクティビティ
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、次に教室外での体験、この２点を組み合わせることが
重要だとALIは考えます。そしてこれこそが、勉強を一番楽しめる、
最良の方法でもあるのです！
ALIのスタッフに、専任のアクティヴィティ・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！
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音楽、アート&文化フェスティバル
公園やアトラクションでの野外活動
ライブ・コンサート
美術館・観光地巡り
ニューヨーク、トロント、
ナイアガラの滝、ボストン、オタワ、
ケベック・シティなどへの小旅行
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授業内容教育スタイル &
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、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感をお約束します。ALIでは
コミュニケーションと触れ合いの大切さを重視して、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するため、学力の向上と
実用的な言語能力の向上、この2つを両立させるのがALIの教育スタイルです。
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つの技能（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。

1 234
話す

聞く

読む

書く

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、幅広い層の
学生を対象としています。
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第二言語としての英語・フランス語コース
ALIの授業プログラムは、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。ALIの授業は下記の3つの主要コースとその他の
コースとに分類され、学生は授業をそれぞれ自分のニーズに合わせて選ぶことができます。

週20時間コース

レギュラー・プログラム

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。

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。

週25時間コース

インテンシブ・プログラム
最も人気の高い学習プログラムです。このプログラムではフルタイムの授業に加え、
特別ワークショップや、グループごとのアクティヴィティが課せられます。

週30時間コース

スーパー・インテンシブ・プログラム
最もハードな学習プログラムです。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、インテンシブ・プログラムに加えて
毎日1時間特別クラスを設けて特訓します。

語学レベル判定方法
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。
入学時における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。具体的には、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。

到達度評価方法
毎月のテストによる判定に加え、ALIの講師は日々の授業でも、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。

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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英語プログラム

PATHWAYS

LEVEL 7 | 8 weeks

B2

LEVEL 6 | 8 weeks

B1

ADULTS

17+ years old

LEVEL 4 | 4 weeks
LEVEL 3 | 4 weeks

A1

LEVEL 2 | 4 weeks
LEVEL 1 | 4 weeks

BEGINNER

A2

LEVEL 5 | 4 weeks

INTERMEDIATE

ALI English Courses

LEVEL 8 | 8 weeks

ADVANCED

C1

UNIVERSITY & COLLEGE (UCP) | 8 weeks

UNIVERSITY

C1-C2 C1-C2

CEFR

コースのオプション

YOUTH

SUMMER CAMP (July & August)

8-16 years old

クラススケジュール
BEGINNER＆INTERMEDIATE (1-5)
レギュラー
インテンシブ

8:30-10:20

10:30-11:30

11:30-12:30

12:30-14:30

14:35-15:30

月曜日〜木曜日

文法

スキル

ランチ

カンバセーション

無料のチュートリアル*

月曜日〜木曜日

文法

スキル

ランチ

カンバセーション

金曜日
スーパー
インテンシブ

月曜日〜木曜日

Fluency Workshop
文法

スキル

金曜日
ADVANCED (6-8)
レギュラー
インテンシブ

無料のチュートリアル*

ランチ

カンバセーション

SIクラス
(14:35 - 15:35)

Fluency Workshop
8:30-10:20

10:30-11:30

11:30-12:30

12:30-14:30

14:35-15:30

月曜日〜木曜日

文法

高度なスキル

ランチ

選択科目会話

無料のチュートリアル*

月曜日〜木曜日

文法

選択科目スキル

ランチ

選択科目会話
無料のチュートリアル*

金曜日
スーパー
インテンシブ

月曜日〜木曜日
金曜日

選択科目スキルや高度なFluency Workshop
文法

選択科目スキル

ランチ

選択科目会話

選択科目スキルや高度なFluency Workshop

無料 サバイバルクラス：火曜日夜02時45分 - 午後03時45分と木曜日に午後03時45分 - 04時45分。

SIクラス
(14:35 - 15:45)
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上級レベル学生（レベル６−８）のための選択式英語クラス
英語を勉強する学生は、レベル６以上に到達すると、個々のニーズに応じて追加費用無しで授業を選択できる権利が与えられます。
この選択式クラスのなかのいくつかを、必須クラスの代わりとして受講することも可能です。
選択式クラスは、「一般選択コース」と「試験対策コース」の２種類です。

一般的な選択科目

コース期間
（週）

ビジネス・
コミュニケーション

8

ディベート対策／
時事問題クラス

4

文学＆書き込み

4

試験対策科目オプション

コース期間

到達可能スコア

有効期間

TOEFL（IBT)対策クラス

9時間×8週間
＝合計72時間

最上級レベル
（ALIレベル8）
到達スコア：
110−120

2年間

IELTS対策クラス
IELTS対策をおこないます。 リーディング、

9時間×8週間
＝合計72時間

最上級レベル
（ALIレベル8）
到達スコア：
7.5-8

2年間

TOEIC対策クラス
TOEIC対策をおこないます。ビジネス英語を
中心に、総合的な英語力向上を目指します。
模擬試験は毎週金曜日に行われます。

9時間×8週間
＝合計72時間

最上級レベル
（ALIレベル8）
到達スコア：
785-990

2年間

FCE対策クラス

9時間×8週間
＝合計72時間

最上級レベル
（ALIレベル8）
到達スコア：
B2

無期限

9時間×8週間
＝合計72時間

中級および
最上級レベル
(ALIレベル 6-8)

無期限

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。|
模擬試験は毎週金曜日に行われます。

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。模擬試験は毎週金曜日に
行われます。

FCE（First Certificate in English）対策を
おこないます。新聞・雑誌記事や小説、
インタビュー、ディスカッションを通して、
リスニング、リーディング、ライティング、
スピーキング能力を向上させます。
模擬試験は毎週金曜日に行われます。

BEC対策クラス

無料
チュートリアル
または
無料フランス語*

BEC（Cambridge Business Certificate test）
対策をおこないます。国際的なビジネス環境に
おいて役立つ、実践的な英語能力の向上を
サポートします。

フルタイム対策プログラム
TKT 証明書の準備

期間

TKT (Teaching Knowledge Test 英語教授知識認定テスト）
英語教授法についてもっと学びたい、あるいは英語の4技能を
更に向上させたいと思うなら、このTKT対策クラスはうって
つけです。このクラスを受講することで、スピーキングと
ライティング能力を向上させながら、TKTテストの対策を
することができます。

25時間×4週間＝合計100時間

ALIは、ケンブリッジ 認定 とTOEICテストセンターです！
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フランス語
プログラム

LEVEL 8 | 4 weeks

B2

LEVEL 7 | 4 weeks

ADULTS

B2
B1

LEVEL 6 | 4 weeks

B1
A2-B1

LEVEL 4 | 4 weeks

LEVEL 2 | 4 weeks

A1-A2

LEVEL 1 | 4 weeks

A1

A2

LEVEL 3 | 4 weeks

INTERMEDIATE

LEVEL 5 | 4 weeks

17+ years old

BEGINNER

ALI French Courses

UNIVERSITY & COLLEGE (UCP) | 8 weeks

UNIVERSITY

PATHWAYS

ADVANCED

C1-C2 C1-C2

CEFR

コースのオプション

YOUTH

SUMMER CAMP (July & August)

8-16 years old

クラススケジュール
BEGINNER & INTERMEDIATE (1-6)
レギュラー

8:15-9:25

9:30-10:30

月曜日〜 金曜日
月曜日〜木曜日

スキル

金曜日

DELF準備

10:40-12:30

12:30-13:30

13:30-15:30

15:35-16:30

文法

ランチ

カンバセーション

無料のチュートリアル*

ランチ

カンバセーション

無料のチュートリアル*

カンバセーション

無料のチュートリアル*

文法

インテンシブ

スーパー
インテンシブ

月曜日
火曜日〜金曜日

ADVANCED (7-8)
レギュラー

インテンシブ

スーパー
インテンシブ

スーパーインテンシブクラス無し

発音/ TEFAQ準備
8:15-9:25

スキル
スキル
9:30-10:30

月曜日
火曜日〜金曜日

文法

ランチ
ランチ
12:30-13:30

ライティング

ランチ

スキル

ライティング

ランチ

スキル

ライティング

ランチ

金曜日

金曜日

文法

10:40-12:30

月曜日〜

月曜日〜

文法

スーパーインテンシブクラス無し

ディベート

* 無料 サバイバルクラス火曜日と木曜日夜04時 - 午後5時00分

13:30-15:30
ワークショップと
プロジェクト
ワークショップと
プロジェクト
ワークショップと
プロジェクト

15:35-16:30
無料のチュートリアル*

無料のチュートリアル*

無料のチュートリアル*

「英語コースを4ヶ月受講してから、
フランス語も勉強しようと決心しました。
最初フランス語は一言も話すことができず、
不可能ではないかと思いましたが、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
フランス語で教わる環境にいたことが、
上達を早めてくれたと思います。」
（デオク・ヨン・キム［韓国］）

選択式フランス語クラス
フランス語を勉強する学生は、レベル５もしくは６以上に到達すると、いくつかの必須
クラスの代わりに、選択式クラスを選択できるオプションが与えられます。
インテンシブ・プログラムの学生はビジネス・コミュニケーションもしくはDELF対策
クラス（両方も可）を、必須クラスの代わりに受講できます。スーパー・インテンシブ・
プログラムの学生は、ケベック文化もしくはTEFAQ対策クラスがオプションとして
与えられます。
選択式試験対策クラス

期間

必要到達レベル

ビジネス・コミュニケーション

4週間

インテンシブ： 5または6

DELF対策クラス
DELFとは、英語におけるTOEFLに相当するフランス語
試験です。このクラスでは、リーディング、ライティング、
スピーキング、リスニングの4技能をそれぞれ特訓します。
カナダへの移民を考えている人、フランス語圏の大学への
進学を考えている人におすすめです！

4週間 x 週6時間
= 合計24時間
または
8週間 x 週6時間 = 合計48時間

インテンシブ： 5または6

TEFAQ対策クラス
TEFAQは、フランス語読解能力やスピーキング能力判定を
通して、フランス語に対する一般的な知識を測定する
試験です。移民やビジネスその他さまざまな用途に、
この試験のスコアが利用されます。このクラスでは、
効果的なTEFAQ試験対策を行います。

4週間 x 週5時間
= 合計20時間

スーパーインテンシブ：
5または6

ケベック文化クラス

4週間

スーパーインテンシブ：
5または6

ディベート対策／時事問題クラス

4週間

スーパーインテンシブ：
7または8

「モントリオールは英語とフランス語の
バイリンガル都市なので、外国語を勉強する
には最高の環境です。私は英語を勉強する
ためにモントリオールに来て、フランス語も
少し勉強しました。その他にも、
モントリオールは素晴らしい点がたくさん
あります。安全で清潔、公共交通機関も
充実しています。」
無料
チュートリアル
および/または
無料英語*

（アラン・ティスカリーニョ
［グアダラハラ、メキシコ］）
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プログラム＆
コースチャート
英語

レベル

1

プログラム

CEFR

2

3

4

A1

5
A2

6

7

8

大学

B1

B2

C1

-

レギュラー

•

•

•

•

•

•

•

•

インテンシブ

•

•

•

•

•

•

•

•

スーパーインテンシブ

•

•

•

•

•

•

•

•

大学＆

•

試験と証明書の準備

選択授業

大学準備（ UCP ）

CEFR

ビジネス英語

•

•

•

ムービー会話

•

•

•

ホットトピックス
（ディベート）

•

•

•

ミュージカル会話

•

•

•

文学＆ライティング

•

•

•

TOEFL

•

•

•

IELTS

•

•

•

TOEIC

•

•

•

FCE

•

•

•

BEC

•

•

•

TKT

•

•

•

ヨーロッパ共通言語参照レベル

A1:
初心者レベル
日常的な表現および
極めて基本的な表現を
理解し、使用することが
できる。

A2:
基礎レベル
複数の文章および頻繁に
使用される表現が
理解できる。
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1

2

3

4

5

6

7

8

大学

A1

A1 - A2

A2

A2 - B1

B1

B1

B2

B2

C1 - C2

レギュラー

•

•

•

•

•

•

•

•

インテンシブ

•

•

•

•

•

•

•

•

スーパーインテンシブ

•

•

•

•

•

•

•

•

フランス語

レベル

プログラム

CEFR

大学＆

•

インテンシブ

スーパー

集中的な選
択科目

大学準備（ UCP ）

ビジネスフランス語

•

•

DELF準備

•

•

TEFAQ準備

•

•

ケベック文化
クラス

•

•

希望言語の個人レッスン
何語を勉強できるのか、
スタッフまで
お問い合わせください！
英語とフランス語以外の
言語学習を希望する学生は、
個人レッスンを受けられる
可能性があります。

B1:
中級レベル
職場や学校、休暇などの
さまざまな状況で
インプットされる、
標準的な情報の要点を
理解することができる。

B2:
中上級レベル
自らの専門とする分野、
職場や学校、休暇など、
具体的及び抽象的な
トピックに関する複雑な
文章の要点を理解する
ことができる。

C1:
上級レベル
内容が複雑で、かつ
長い文章を幅広く理解
し、意味を正しく読み
取ることができる。
自分の意見を流暢に、
かつ自発的に述べる
ことができる。

C2:
最上級レベル

見聞きするほとんど
すべての情報を容易に
理解することができる。
最も困難な状況にあっても、
自発的に、極めて流暢かつ
正確に自分の意見を述べ、
意味の微妙な相違を正しく
使い分けることができる。
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プレミアム・プログラム
以下のニーズに
応えます：
• ネイティブ
並の語学力を
身につけたい
•

•

•

短期大学で
学びたい
総合大学で
学びたい
就職したい

大学進学対策コース（UCP)
こんな人にオススメ！UCPプログラム?
UCPプログラムは、すべてのプログラムのなかでもっともハードルが
高いですが、最上級レベルの語学トレーニングを受けることができます。
コース修了時には、ネイティヴに劣らない言語能力を獲得し、他の
ノンネイティブの外国語学習者に差をつけることができるでしょう。
言語学習と平行して、受講者はカナダでの経験をより意義深いものに
できるよう、北米文化についても学習していきます。

プレゼンテーションをするときのツールやテクニックが
身につきます。

•

適切なノート取りのテクニックや学習習慣を育てると同時に、
無自覚な盗用を避ける方法が身につきます。

•

将来の研究や就職後のキャリアを通じて、高いレベルで
アカデミックな情報を発信できるようになります。

•

複雑な議論に参加して、自らの意見を平明な言葉で述べる
ことができるようになります。

•

異文化のなかで自信を持って働けるようになります。

ALIレベル8
英語＆フランス語
ALI UCP
プログラム

C1

7.5-8

110-120 900-990

大学能力レベル

言語リファレンスのヨーロッパ共通フレームワーク*

DALF

•

Cambridge

大学でリサーチをおこなう方法や議論をするときの
テクニックが身につきます。

TOEIC

•

プログラム修了までには、どの短期大学・総合大学の
一年生にも引けをとらないだけの語学能力が身について
います。具体的には下記の対応表をご参照ください。

TOEFL
IBT

アカデミックな文章を読んだり書いたりする能力が
鍛えられます。

IELTS

•

到達レベル予想：

CEFR*

このプログラムを選択すると：

CAE

C1

「ALIのUCPプログラムで、私は本当に色々な
ことを学びました。このプログラムを受講した
おかげで、ライティング能力が向上し、良いプレゼンの
作り方が分かっただけでなく、実際の大学生活をどう
過ごせばいいのか、具体的に分かりました。
このプログラムを受講する前に、このコースが本当に
アカデミックなレベルが高く、そのぶん大変だと
いうことを知っておいたほうがいいです！」
LUISA ALDANA
London School of Business

ALIパスウェイ・サービスについて
短期大学／総合大学への進学を考えていますか？
ALIパスウェイ・サービスは、短期大学もしくは総合大学への進学を考えている
学生にとって最適なプログラムです。
専属のパスウェイ・コーディネーターは、学生一人ひとりの将来の目標に合わせて
教育機関やプログラムを選択し、スタートから入学するまでの入学申請プロセスを
サポートします。パスウェイ・プログラムの登録学生は、1対1のカウンセリングを
受けることもできます！

ALIパスウエイ・サービス
提携大学からの条件付き入学許可証：ALIと提携を結んで
いる大学から、条件付き入学許可証を入手することが
できます。これによって学生ビザの申請が可能になります。
無料カウンセリング：UCPプログラム修了者は、修了後も
無料でカウンセリングサービスを受けることができます。
大学生活計画サポート：UCPプログラム修了者は、修了後も
無料でプログラム・コーディネーターと面談し、大学での
勉強や研究に関して助言を受けることができます。
就学ビザおよびCAQ申し込みサポート：CAQおよび
スタディ・パーミットの申し込みをサポートします。

あらかじめ知って
おくべき情報：
• 18歳以上でなければ
なりません。
（例外もあり得ます）
• ほとんどの大学では応募資格
として、高校卒業もしくは
専門学位が要求されます。
• すべての学生がALIの入学
必要条件を満たしている
必要があります。

移民情報
私たちの移民コンサルタントは、
移民に関するあらゆる質問に
お答えします。留学生は学期中は
週20時間まで、夏季休暇期間は
フルタイムの就労が認められて
います。卒業後は、卒業から最長
3年までの就労ビザを申請する
ことができます。

• UCPプログラムを受講して
北米の短期大学および総合
大学に対する万全の準備を
整えることを強く勧めます。

キャリアサポート・サービス
既に就職して自分のキャリアをスタートさせている人や、
これからスタートさせる人のために、私たちはさまざま外国語や
プロフェッショナルなオプションを用意して、キャリアゴールへの
到達をサポートします！
• ビジネス英語コース
• 就職セミナー
• 専門能力開発オンラインセミナー
• ALI卒業生による国際ネットワーク
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その他にもさまざまな
サービスが有ります

夜間コース
昼間は時間が取れませんか？
忙しくてなかなか時間が取れない人は、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。
英語／フランス語会話コース

フランス語ライティングコース

ケンブリッジBEF対策コース
（ビジネス英語検定）

• Pre-intermediate

• Intermediate

• Intermediate - Advanced

• Upper-intermediate

• Upper-intermediate

• Advanced

このコースでは、職場や学校でフランス語
ライティング能力を向上させなければ
ならない人をサポートしていきます。丁寧な
メールの書き方、くだけたメールの書き方、
仕事でやり取りするための手紙の書き方
など、さまざまなライティング様式を経験
できます。文法はかならずしもこのコースの
最重要課題ではありませんが、必要に応じて
文法やボキャブラリーも授業の教える内容に
含まれます。

BEC英語検定は、国際的なビジネス
環境におけるコミュニケーションで
使用される英語に特化した試験です。
受講者はBEC試験の対策をすることが
できます。

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。

TOEIC対策コース

TEFAQ対策コース

• Upper-Intermediate - Advanced

• Upper-Intermediate - Advanced

このコースはリスニングとリーディング
技能の向上に重点を置いています。
TOEICは国際環境で働く人々の日常的な
英語能力を測る試験で、英語能力の判定
基準として広く世界中で認定されています。

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、
実際に試験を受けるための対策を勉強して
いきます。

ご存じですか？
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ALIは
ケンブリッジ
英語検定と
TOEICの公式
試験会場です。
試験センター

AU THO RI ZED TEST PROVIDER

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（13ページをご覧ください）。
準備が整ったら、ALIで実際に試験を受けてください！
テスト

TARGET

ALI OFFERS：

BEC

高度な仕事に就くために必要な英語力とはなんでしょうか。
これは国際ビジネス環境で必要とされる種類の英語に特化した試験で、
既に就職した人やこれから就職する人にとって最適です。

試験対策クラス
実際に試験をALIで
実施します。

CAE

大学への入学申請や学生ビザの申請時に、高度な英語能力を有している
ことを証明するのに最適な試験です。この試験対策をすることで、
実際に大学や職場で必要な英語能力を身につけることができます。

実際に試験をALIで
実施します。

DELF

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。

試験対策クラス

FCE

日常的な英語作文や英会話能力を証明するための試験で、
就職や留学実現の手段として受験できます。
中上級レベルの英語能力があることを証明できます。

試験対策クラス
実際に試験をALIで
実施します。

IELTS

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。

試験対策クラス
実際に試験をALIで
実施します。

KET

基礎レベルの英語能力を有し、ごく簡単なコミュニケーションが英語で
できる人に最適な試験です。既に英語学習を始めていることを証明する
ことができます。

実際に試験をALIで
実施します。

PET

中級レベルの英語能力があることを証明したい人に最適の試験です。
仕事や勉強、あるいは旅行で英語を使ったコミュニケーションが
可能だと証明できます。

実際に試験をALIで
実施します。

TEFAQ/TEF

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。

試験対策クラス
実際に試験をALIで
実施します。

TKT

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。

試験対策クラス
実際に試験をALIで
実施します。

TOEFL

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 試験対策クラス
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。

TOEIC

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。 試験対策クラス
実際に試験をALIで
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。
実施します。
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その他にもさまざまなサービスが有

The
TKT course was one
of the best experiences
I had in ALI. It helped me not
only about English and teaching
but also in terms of finding a job.
Now i am working as an English
teacher in my country, giving
private and school
classes.

Allison Pinzon

English teacher - Colombia

/ 23 /

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！

オンライン・クラス
カナダにいても、世界のどこに
いても、ALIはあなたの語学学習を
サポートします！

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。

ALI校舎への通学ができない人、自宅で勉強したい人にお勧めの
プランです。お気に入りの場所で、ゆったりと座りながら
オンラインの世界にログインし、勉強を始めましょう！

日本語プログラムが新設されました！
日本語初級コースでは、3種類の文字（ひらがな、カタカナ、
漢字）、文法、そして基礎的なボキャブラリーを勉強します。
コース修了後には、日本語で簡単な会話ができるようになる
だけでなく、ひらがなとカタカナに加え、およそ50の漢字が
書けるようになります。
日本語プログラムの構成：
• 40時間の授業＋最低5時間の会話クラブへの参加
• 会話クラブ（授業とは別のサービスとなるため、受講者
以外も有料で参加できます）は、教室で開催される場合と
オンラインで開催される場合があります。
• 日本語検定試験対策ワークショップの実施
• 日本に関連するさまざまなイベント開催
（ゲストレクチャーによる講演、日本映画の上映会、
陶磁器プレゼンテーション、お茶会、フードイベントなど）
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ALI滞在・宿泊サービス
住みやすい環境を見つけよう
ALIは学生が快適な滞在先を見つけるお手伝いをします。
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など、
さまざまな形態の滞在をバックアップします。

「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。」
（レーガン・リー、［北京、中国］）
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オプション1

ホームステイ
カナダ文化を知りたい人にお勧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日常会話を通して、外国語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、申し込み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。
ホームステイを選択した場合には以下の条件が保証されます：
1日2食（朝・晩）か、
3食（朝・昼・晩）かを
選択して、ホストファミリー
に提供してもらえます。

個室のベッドルームで休む
ことができます。
洗濯機を使用することが
できます。
インターネットが
利用できます。

（一部インターネットが
利用できないホスト
ファミリーもあります。）
ホストファミリーは
いずれも、最長で35分から
55分でALI校舎まで移動
できるロケーションです。

オプション2

レジデンス（学生共有アパートプラン）
一戸建てもしくはアパートを複数の学生でシェアするオプションです。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。生活能力のある学生にお勧めです。
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：
個別のベッドルームで休む
ことができます。
共有スペースとして、
バスルーム、キッチン、

ラウンジがあり、家具
その他必要な物はあらかじめ
用意されています。
建物内に洗濯機が設置された
スペースが有ります。

インターネットが
利用できます。
最長でも25分から35分で
ALI校舎まで移動できる
ロケーションです。

注意：このオプションには、ホームステイプランで保証されていた食事の提供は含まれていません。

ALIが提供するその
他のサービス：
空港出迎えサービス
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、その他の滞在先まで
送迎します。
医療保険サービス
カナダでは、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。
無料勉強カウンセリングサービス
必要に応じて、学生はALIの
コーディネーターに自分の選択する
コース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。
オリエンテーション
学校周辺の施設や雰囲気に学生が
馴染み、勉強の助けとなるように
ALIは授業初日に学生向け
オリエンテーションを実施します。
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ALI
サマーキャンプ

日中と夜間
どちらの
キャンプも
経験できます！

遊ぶ
学ぶ
探求する

夏休みはモントリオールで開催されるALIのキャンプで過ごしませんか？
世界中から集った8歳から16歳までの子供たちが、新しい言語を学び、
街を探索し、異文化を経験し、カナダでもっとも楽しい場所を訪れ、
素晴らしい時間を過ごす。それがALIのキャンプです！
ALI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、
いずれかへの小旅行を経験できます！2016年からは更にラインナップが充実し、新たにボストン、ニューヨーク、アッパー・
カナダ・ビレッジが旅行先に加わりました。
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キャンプは2種類の中から選べます。
参加者の関心と目標に合わせてお選びください：
オプション1

オプション2

言語イマージョン・キャンプ
（英語もしくはフランス語）
• 20時間の外国語学習
（英語もしくはフランス語）
• 5時間の外国語体験

英語もしくはフランス語＋スポーツ

（美術館、市場、ダウンタウンで、
実際に外国語を使用して練習します）

• 15時間の授業
• 20時間のスポーツ
• 午後のアクティビティ
• 小旅行

• 午後のアクティビティ
• 小旅行

「私が引率した子どもたちは素晴らしい
時間を過ごしました。朝はカナダ人の
子どもたちとスポーツを楽しみ、
午後は英語を勉強したり色々な
アクティヴィティをしたり。オタワや
トロント、ナイアガラの滝やケベックなど、
美しい場所にもたくさん出かけていました。
このキャンプは、子どもたちが単に楽しむだけで
なく、自分に対する自信を深めることができる、
貴重な体験だったと思います。ぜひ多くの子供に
このキャンプを勧めたいです。」
（セシリア・サンチェス・ヴェデュス
コ［児童引率者、メキシコ］）
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