
Commitment : UMCは生徒の未来や希望を応援します！

Connection : 人・国・社会を繋ぐ橋となる国際力豊な生徒の育成

Compassion: 思いやりの心を育成し、社会への貢献をすることで自信を生成

献身的な思いやりを持って
世界をつなごう！

UMC企業ミッション

Montreal



Montreal キャンパス
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Our facilities Montreal campus

各クラスの平均人数は7-8名の少人数で、
生徒と教師の距離が近く、教師は生徒一人一
人に十分なケアを行うことができます。生徒
の要望も対応でき、非常に質の高い授業をご
提供しています。

Languages Canada とALTOにより質の高い教
育をご提供できることが保証されています。

UMCは、トロントとモントリオールの両都
市にあり、学生はトロント校とモントリオー
ル校の間で転校が可能です。１つの都市で滞
在することに飽きてしまった場合や、各キャ
ンパスにないプログラムを受講したい場合な
ど、生徒の目的によってキャンパスを移動で
きます。
両キャンパスともに、日本人スタッフが常時
滞在しており、学生の皆様のサポートしてい
ます。

他の多くの教育機関と比較するとUMCの授業料は、
リーズナブルな価格になります。

授業の後、フリーカンバセーション・映画鑑賞・課
外活動など多くのアクティビティーがあります。強
制参加ではなく、学生が興味のあるものに参加して
いただいて結構です。
他のクラスの学生ともコミュニケーションをとる機
会にもなりますし、モントリオールの街を発見する
良い機会にもなります。

UMCモントリオール校の特徴

少人数制

トロント校への転校可能

政府機関により認定された学校

多様なアクティビティー

親子長期留学

語学plusの力 インターンシップ

英語・仏語の修得加え、現地企業で働くことで語学
の向上はもちろんのこと、日本と北米のビジネスや
経営方針の違いなどを学ぶことができます。

親子で長期留学するには、経済的、安全性、トライ
リンガル教育など様々な面でメリットがあります。

v
低授業料



Montreal campusPrograms

時間割 時間 (分) レッスン 月 – 木 金曜

9:00 – 9:45
9:45 – 10:30

45
45

1
2

コミュニケーション
文法

フォーカスクラス
10:45 – 11:30
11:30 – 12:15

45
45

3
4

リーディング
ライティング

12:15 – 13:00 ランチ

一般英語 (ESL) / フランス語 (FSL) コース

。

スケジュール

UMCは政府機関であるLanguage Canadaに
属しており、質の高い教育を提供していま
す。英語とフランス語を共通言語とするモ
ントリオールでは、両方の言語を勉強する
ことが可能です。当校ではESL、FSLともに
スピーキングに重点をおいてます。授業は
文法、ライティング、発音、そして実用的
に使いこなれるようなカリキュラムが組ま
れています。経験豊富な先生軍が、授業の
中でそれらをバランスよく取り込み高質の
カリキュラムをご提供しています。

レベル: A1- C2

期間: 8週間 / 各レベル

開始日: 毎8週 (UMC MTL校カレンダー参照)

プログラム：

Standard: 月曜 –金曜 (9:00 -12:15)

Standard Plus: 月曜 –木曜 (9:00 -14:30)

Intensive: 月曜 –木曜 (9:00 -14:30) 金曜 (9:00 -12:15)

Standard Plusと Intensiveプログラム受講者で

B2レベル以上の学生は、午後のクラスは目的に

合わせてクラスを選択！

13:00 – 13:45
13:45 – 14:30

45
45

5
6

スピーキング/ 会話
選択クラス

プログラムレベル

初級 中級 上級

レベル 1 2 3 4     5 6 6+

CERF A1   A2 B1  B1+ B2 C1 C1+



Montreal campusPrograms

Business English & French

受講対象者: レベル 5+

期間:  8 週間
開始日:  公式開始日毎8週 (カレンダー参照)

UMCのビジネス英語プログラムでは、体験型学
習を行っています。学生は専門的な発言や書き
方を学ぶだけでなく、プロジェクトやプレゼン
テーションを通じて実生活の場で練習する機会
も与えられます。
学生は企業のツアー、ビジネス関係者との交流、
セミナーなどを通じて、カナダのビジネスにつ
いて体験することができます。 8週間の修了後、
希望者にはインターンシップを受講する資格が
与えられます。

Program
ビジネスコミュニケーション1
プロフェッショナルで丁寧な英語、
ソフトスキル・カスタマーサービスのスキル

ビジネスコミュニケーション 2
プレゼンテーションと円滑化スキル
問題解決と批判的思考スキル

インターンシップ用の語学スキル
就職活動の準備、履歴書の作成、面接練習
プロフェッショナルスピーキング

St. Lawrence Market 

ビジネス間の顧客サービスを比較します。

Scotia Bank

学生は施設を見学し、セミナーを通じて様々な
サービスについて学びます。

Job Fair

カナダの雇用主と面会する機会も設け、レジュ
メライティングに関するセミナーやワーク
ショップに参加します。

Ikea 

ブランド管理などを学びます。

Time Period class

9:00-10:15 1 Business Communication 1

10:45-12:15 2 Business Communication 2

13:00-14:30 3 Language skills for internship

Field Trip 例



Montreal campusPrograms

受講レベル: 4+

期間: 4 週間

開始日: 毎4週間 (モントリオール校のカレンダー参照)

UMC IELTSプログラムは、学生が6.5のスコアを取得できるようカリキュ

ラムが組まれています。IELTSテストの傾向や対策を熟知した先生による

スコアアップを目指した指導の下、集中的に学びんでいきます。

授業では読解、筆記、聞き取り、会話の4つのテストセクションに焦点

を当てます。攻略スキルと徹底練習を組み合わせる事により、応用問題

や説き方を学ぶことで、 IELTS に必要なスキルを短期間で習得できます。

IELTS テスト対策プログラム

インターンシッププログラム

• 一般事務
• 会計
• 観光業
• サービス業
• ゲーム関連
• プログラミング
• ファッション関係
• グラフィック
• エンジニア

UMCモントリオール では、フルタイムビジネス英語プログラムを終了した
生徒様でインターシップを ご希望される方には、現地企業/日系企業での有
給インターシップ又はボランターンシップを ご提供しています。これまで
に修得した語学力を実践の場で活かせる絶好の機会です。
ワークショップでは、まず最初に生徒様のご希望職種、経験、志望動機な
どについてカウンセリングを行い 、 できるだけご希望に合った企業をご紹
介していきます。また 履歴書とカバーレターの作成、インタビューの練習
を行い、現地企業に面接に行くための 心構えや準備をしていきます。現地
企業で仕事をすることは、 語学面だけでなく異文化やビジネススタイルの
違いなどを経験することができます。

ワークショップ 1 ワークショップ 2

1. 履歴書、カバーレター作成

2.    カウンセリング
 希望職種
 学歴、経歴
 志望動機
 目的、目標
 インターシップをどのように

活かしたいか

1. 履歴書、
カバーレター修正・訂正

2.   面接の心構え

3.   インタビュー練習

ワークショップ 3

1. 履歴書、カバーレター完成

2. インタビュー練習

3. インタビュー企業ご紹介
インタビュー企業面接アレンジ

ご希望企業との面接

インターシップ例



Montreal campusPrograms

一般英語 / フランス語コースでは、現地の社会
人や学生が、語学のブラッシュアップを目的と
しています。短時間で集中的に語学力の向上を
目指したカリキュラムが構成されています。当
校の卒業生も、語学維持やさらなる向上の為に、
このクラスを利用されています。

テスト対策クラスでは、カレッジや大学進学、
又は永住権申請時に必要となる方を対象に英語
/ フランス語のスコアを短期間で高得点取得を
可能にできるカリキュラムを組んでいます。

Eveningコース

このクラスはコミュニケーションに必要なの
全てのスキルを上達できるよう、発言能力と
聴解能力の向上を目的とした授業内容を提供
しています。
コース内容は 1) リスニングと発音、2) ディ
スカッションとコミュニケーションの2つの
セクションに分かれています。
毎週、各セクションごとにビデオに録ること
で、生徒それぞれの癖や改善点を知ることが
でき、より流暢でスムーズな会話力を身につ
けるよう練習していきます。

• 一般英語 / 一般フランス語
• テスト対策クラス

英語：IELTS / TOEFL 
フランス語：TCF / TEFAQ 

English / French 

ダイナミックパワースピーキング



Montreal campusPrograms

親子プログラムール

• 就労ビザ又は学生ビザ保有であれば、お子様は無料で
公立学校にて義務教育を受けることができる。
（英語・仏語選択可能）

(ケベック州政府、教育委員会により規定が異なることがありますので、

お申込みの際は要確認)

• 英仏完全バイリンガル都市、トライリンガル教育が可能！

• カナダは、住みやすい国ランキングベスト２

• 移民受け入れ寛容、永住権取得のチャンス有！

• アジア人・日本人が少ない

• 生活費安価
（トロントやバンクーバーより、家賃や交通費が安い！）

• 子育てしやすい環境
（保育園 / 学童教育充実、イベント/ アクティビティー満載、
お稽古事豊富、ゆったりした環境、子育てに優しい社会）

英語やフランス語が出来なくても
安心のパッケージサービスをご提供！

サービス内容例：
• 住居探しや契約のお手伝い
• お子様の教育委員会への同伴
• 入学手続きのサポート
• 銀行口座開設、携帯電話契約
• 家具購入お手伝い・・・など

長期親子留学の魅力

Kids 放課後プログラム

サマープログラム

ランディングサービス

親子留学や駐在員のお子様を対象に、語学のフォロー
アップクラスをご提供しています。現地校の英語・
フランス語についていけない、親御様の方では宿題な
どを見る事が困難・・・といった点を補足できるよう
努めています。お子様とご父兄ともに、モントリオー
ルでの生活を円滑に行えるよう当校では充実したサ
ポートをご提供しております。

海外から参加するお子様のみならず、現地の子供達も参加
するサマーキャンプですので、ローカルな話題や文化に触
れる機会が多く、より深くモントリオールの生活を体験す
ることができます。英語のみならず、フランス語にも触れ
ることができ、お子様の言語に関する視野が広がる良い
チャンスです。



Programs

受講サンプル

ESL 16週 + ビジネス英語8週 + ワークショップ＋インターンシップ

24週間お申込みの例

モントリオール校 16週 + トロント校 8週

２都市滞在 多目的型

ワーホリ 語学 plus型

Montreal campus

その他 お申込みの例

ESL 32週 + ビジネス英語 8週 + ワークショップ+ インターンシップ

ワーホリ 語学＋経験型

二か国語よくばり型

２都市滞在型

ファミリー長期滞在型

ESL 24週 + FSL 24週 / ESL 32週 + FSL 16週

モントリオール校 ESL 32週 + トロント校 選択プログラム16週

親御様：ESL / FSL 36週 お子様：現地公立校 英語/フランス語 １年



Commitment
UMCは質の高い教育、学習環境を提供する事

を約束し、生徒様が充実したキャンパスライフを
過ごせるようサポートしています。また、テストや
課題だけでなく、演劇等の発表、英語・仏語会
話クラブ、ボランティア活動、映画やスポーツな
ど様々なアクティビティーを通して学んだ語学を

発揮する機会を提供します。



Connection
UMCは世界中の生徒様を繋ぐ架け橋となる場

を提供しています。世界各国から集まった生徒
様がUMCでの出会いを通して、言語だけでなく

異文化を学ぶ機会を提供しています。クラス内
の授業だけでなく、課外活動やプロジェクトなど
を通して、様々な国籍の友達と関われるよう努
めています。

。

Compassion
UMCは思いやりの心を育む場所でありたいと思

います。授業ではグループでの課題やプロジェ
クトを通してチームワークの大切さを学びます。
学校外ではボランティアによる地域活動に参加
することで、社会との繋がりを持ちます。UMCの

生徒様が、社会に貢献できる国際人になること
を応援しています。



Homestay

ホームステイの経験は、異文化や国際的
感覚を養っていくのに、良い機会です・

価値観の違いや文化的な違いを理解し、
異文化を尊重することは、国際人としての
大きな一歩です。

UMCでは、生徒の皆様が安全で快適なステイ

ができるよう、ホームステイファミリーとは頻繁
に連絡を取り合っています。



Montreal campusOur facilities

Greater opportunities to make 
lifelong friends from all over the 

world 

モントリオール校国際比較:

アジア, 62%

南米, 30%

ヨーロッパ, 5%

中東, 2%

その他, 3%

トロント校国際比較:

アジア
35%

南米
30%

中東
15%

その他
10%



アクティビティー Montreal campus



春、夏のモントリオール



秋・冬のモントリオール



ｗ

いろんな所にある壁画



UMC Montrealで楽しい
留学ライフを過ごしませんか!

UMC Montreal
360 Rue Mayor 3 & 4F
Montreal, QC, H3A 1N7
1.514.281.0606


