
カナダ・ケベック州には州独自の移民選考プログラムがあり、中でも PEQ (Programme de l’expérience québécoise) – Québec 

Graduate (ケベック経験者クラス／ケベック州に居住する外国人就労者および留学生対象)に注目が集まっています。連邦政府の

移民プログラムは条件が年々厳しくなっていますが、PEQ は年齢制限がなく、またこれに繋がるコース完了後の就労経験や雇用

主も求められないことから、移民プロセスが早いという特徴があります。フランス語力は求められますが、条件を満たすまでの期間

には余裕があり、ほとんどの場合、フランス語は初心者から学習をスタートしています。 

参加都市 モントリオール 

 

 

 

PEQ について 

ケベック州独自の移民プログラムです。条件を満たすことで、ケベック州永住権を

申請することができます。 

＜留学生枠の条件概要＞ 

①18 歳以上で、コース完了後にケベック州で就職し、定住する意志があること。 

②要件を満たすケベック州のディプロマ取得済みか、取得予定であること。 

③中級・上以上のフランス語力（B2 レベル）があること。 

 

参加条件 

・18 歳以上で、最終学歴が高校卒業以上 

・フランス語を学ぶ意欲があること 

・事前に語学コースを受講し、要求される英語力／フランス語力の条件を満たすこ

と ※スコア不要のパスウェイあり 

・心身ともに健康で、犯罪歴がないこと 

 

 

 

プログラム概要 

 

 

 

 

 

 

 

コース詳細日本語

概要は、専用資料

をご請求ください。 

専門コース入学に必要な英語コースまたはフランス語コース、PEQ につながる専門コースおよび PEQ のフラ

ンス語条件を満たすためのフランス語コースを、それぞれの語学力や希望コースに合わせてプランニングい

たします。専門コース修了後は 3 年間の就労ビザ (Post Graduate Work Permit) が発給され、修了までにフラ

ンス語で B2 レベルが取得できない場合でも、この 3 年間で証明することで先につなげることができます。 

【語学学校】 

 

BLI Montreal は、１９76 年創立の英語とフランス語の語学学校です。専門コースへのパ

スウェイコースを提供しており、PEQ で求められるフランス語の TEFaQ 試験対策コース

も随時行われています。英語は 12 レベル、フランス語は 13 レベルに分かれており、規

定のレベルを修了することで専門コースへの入学を可能にしています。 

【専門学校】  ※使用言語が英語では BLI レベル 8、フランス語では BLI レベル 10 修了が条件 

Mile Stone College 

 

コンピュータサポート／言語： 英語／コース期間： 16 ヶ月 

＜コース内容＞ 

The occupation and the training process, Time Management, Systems Analysis 

Communication in French, Internship: Technical Support 等のクラスを受講します。 

 

Lester B. Pearson  

Continuing Education 

 

①インテリアコーディネーション・ビジュアルディスプレイ／言語： 英語／コース期間：16 ヶ月 

＜コース内容＞ 

Determine their suitability for the occupation and training process, Sell products and 

services, Design a window display,等のクラスを受講します。 

②クッキングアートスペシャリスト／言語： 英語／コース期間： 18 ヶ月 

＜コース内容＞ 

Professional Cooking Modules と Market-Fresh Cuisine Modules で構成されたコースで

す。Health and Safety, Cooking Techniques, Menu Planning,等のクラスを受講します。 

③ビューティーケアスペシャリスト／言語： 英語／コース期間： 17 ヶ月 

＜コース内容＞ 

Aesthetics Modules および Hair Removal Modules で構成されたコース。Occupation & 

Training Process, Foot and Nail Care, Personalized programs 等のクラスを受講します。 

④自動車整備士／言語： 英語／コース期間： 16 ヶ月 

＜コース内容＞ 

Determine their suitability for the trade and the training process, Inspect electrical and 

electronic systems, Avoid health, safety and environmental hazards 等のクラスを受講。 

Commission scolarie 

de Montreal 

 

①ジュエリーメイキング／言語：フランス語／コース期間：16 ヶ月 

＜コース内容＞ 

Situation métier et formation, Techniques de sertissage, Santé et sécurité Bague forgée 

avec cabochon, Propriétés desmétaux, Bijou articulé 等のクラスを受講します。 



 ②産業デザイン／言語：フランス語／コース期間：16 ヶ月 

＜コース内容＞ 

Métier et formation Correction d`un dessin, Résolution de problèmes appl. Au dessin 

industriel, Interprétation de dessins techniques 等のクラスを受講します。 

③建設産業・メンテナンス／言語：フランス語／コース期間：16 ヶ月 

＜コース内容＞ 

Situation au regard du métier et de la démarche de formation,  Application de 

méthodes logiques de diagnostic, などのクラスを受講します。 

INSTITUT Grasset 

 

 

インフォメーションテクノロジー／言語：フランス語／コース期間：16 ヶ月 

＜コース内容＞ 

Systèmes d"exploitation Support aux usagers et développement de materiel didactique l, 

Ordinateurs et systems informatiques, Programmation mathématique などのクラスを受

講します。 

【サンプル・プラン／英語力が中級・下レベルで、コンピュータサポートコース（英語）に進学希望】 

BLI にて英語研修受講（3 ヶ月程度） ⇒ Mile Stone College コンピュータサポートコース（英語）に入学・受講

開始（16 ヶ月） ⇒ Post Graduate Work Permit 取得（3 年）＆フランス語対策 ⇒ フランス語 B2 レベル取得 

⇒ ケベック州永住権申請（2 段階／Diploma 取得後 3 年以内に申請する必要あり） 

入学日 

 

専門コースの入学日から遡って英語研修コース／フランス語研修コースの入学日を決めます。語学コースは

毎週月曜日（祝日の場合は翌火曜日）に入学可能です。専門コースは、ウェイティングリストが出る場合があ

り、半年～1 年待ちになる可能性がありますので、早めにお問合せ、ご相談ください。 

 

滞在方法 

ホームステイ／レジデンスを手配 

長期滞在の場合、英語研修／フランス語研修中はホームステイ（個室・食事は 3 食、2 食、自炊から選択可能）

やレジデンス（民間学生寮・各種）に滞在し、その間にフラットシェアを探し移動する方が多いです。 

家族同行について 配偶者の方がパスウェイプログラムにて専門コース就学の間、もう一方の配偶者は就労ビザを申請すること

ができます。また、子供は無料で公立校での就学が可能となります。ご家族での渡航、親子留学プランでのサ

ポートも可能です。 

 

 

プログラム費用 

(2019 年) 

 

※＄＝カナダドル 

※カナダドル建ての費

用は請求時の当社

レート適用で日本円

に換算されます。 

手続代行料： 無料！ ／申込金・サポート費（プログラム費用からの内金）： ￥３０，０００ 

英語研修＆TEFaQ（仏語）試験対策 専門コース（期間） コース費用 

入学金  $150 コンピュータサポート（16 ヶ月） $22,000 

授業料（フルタイム） $320／週 ※1 インテリアコーディネーション（16 ヶ月） $23,000 

授業料（インテンシブ） $350／週 ※1 クッキングアートスペシャリスト（18 ヶ月） $26,700 

TEFaQ 試験対策コース $1,200／4 週 ビューティーケアスペシャリスト（17 ヶ月） $21,000 

教材費 $20～ ※1 自動車整備（16 ヶ月） $25,500 

滞在手配料 $200 ジュエリーメイキング（16 ヶ月） $19,691 

ホームステイ費用 $235／週 ※2 産業デザイン（16 ヶ月） $18,071 

レジデンス費用 $1,350／月 建設産業・メンテナンス（16 ヶ月） $22,021 

空港送迎（片道） $120 インフォメーションテクノロジー（16 ヶ月） $24,323 

※1 フルタイムコースは週 24 レッスン（月－木：9 時～14 時／金：9 時～12 時 20 分）、インテンシブコースは

週 30 レッスン（月－木：9 時～15 時 15 分／金：9 時～12 時 20 分）です。さらにレッスン数の多いコースも

あります。教材費は受講週数により$20～＄100、テキストは現地購入で実費個人負担です。 

※2 上記は一人部屋・3 食付の料金です。一人部屋・2 食付は$220／週、自炊は$175／週です。 

【その他必要になるもの】 

外国送金手数料￥７，５００  渡航費用（飛行機代）／海外留学生保険料 

学生ビザ代理申請手数料 １８，０００円  学生ビザ申請料＄１５０ *2019 年 1 月現在  

TEFaQ 受験料、ご家族同行時の小中学校手配費、お小遣い・交通費、専門コース受講期間中の生活費など 

 

お申込の流れ 

１）現在の英語／フランス語力および希望の専門コースをお知らせください。プラン案をご案内いたします。 

２）お申込みが決まりましたら、お申込書、パスポートコピーをご提出ください。各学校・コースの返金規定は、

お申込み確定後にご案内・配布しております。 

３）申込金・サポート費（プログラム費用からの内金）をお支払いいただきます。２）＆３）をもって正式申込みと

なり、現地手続きや各種サポートを開始いたします。 

  
〒060-0042 札幌市中央区大通西5丁目 大五ビル２F 

TEL 011-232-0292  FAX 011-232-0291   

Email info@ibunka-koryu.net  https://www.ibunka-koryu.net 


