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MLCについて
Michigan Language Center (MLC)は1978年より、ミシガン州アナーバー市に
て、質の高いESLプログラムを提供してきました。 これまでに50ヶ国以上、50,000
人を超える卒業生たちが以下を実現：

 n アメリカの大学・大学院に入学
 n 仕事場での英語力発揮
 n ネイティブ・スピーカーとの会話のためのコミュニケーション能力のアップ
 n アメリカの文化とのふれあい、より深い理解

MLCは、U.S. Department of 
Homeland Security’s Student 
and Exchange Visitor Program 
(SEVP)公認の「I-20（在留資格証明
書）」を発行できる学校です。F-1（学生
ビザ）申請の際は、このI-20を自国の米
国領事館に提出します。

アナーバー市について
MLCはミシガン州のアナーバー市に位置し、ミシガン大学の
セントラル・キャンパスの道を挟んだ反対側にあります。
 アナーバー市のハイライト：
• 活気ある町の中心部
• 楽しい学生の町
• 安全な環境 
• 充実した娯楽施設とレストラン 
• 多様な文化と美術
• 熱気あふれるスポーツ
• 便利な公共交通機関 
• 美しい四季のうつろい

アナーバー市は、2017年のniche.comの調査で「アメリカで
1番住みやすい町」に選ばれました。また、ミシガン大学、トヨ
タ自動車、Google等の大手組織が所在しています。活気あふ
れる町を、英語を学びながら体験しませんか？



MLC流
「MLC流」という価値観が、MLCを唯一無二にする。
MLCは、学習や成績面は勿論のこと、異文化交流や友情の育みも大切にする、語学
学校以上のコミュニティです。 理想の実現のために、MLCが重視している点：

n 多様で友好的な学生コミュニティ
  50ヶ国を超える国々からの、年齢も目標
   も様々な学生たち

n 質の高い指導者
  TESOL認定された、経験ある、親切で熱
   心な教師陣

n 綿密、且つ、興味をそそるカリキュラム
 全レベルの生徒に合うように配慮・熟考

n アメリカの文化とのふれあい
 ミシガン州アナーバー市に位置、アナー
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MLCの英語プログラムは学生個々の目標に
合わせ、コミュニケーションをベースとした、
リーディング、ライティング、スピーキング、発
音、リスニングのクラスをご用意しています。
初心者から上級者までのレベルに合わせ
た、やりがいある様々なカリキュラムで学生
を後押しします。 プログラムの概要例：
	 n   集中英語プログラム (週20時間、全般

的な英語力)
	 n TOEFL、IELTS 対策
	 n 大学などの学生向け英語
	 n  仕事場向けの英会話、プレゼンテーショ

ン、リーディング、ライティング
	 n   日常生活向けの英会話、リーディング、

ライティング

英語プログラム

“ 現在、コンコーディア大学に留学しています。1学期間、MLCで授業をとっていました。スピ
ーキングやエッセイ・ライティングの授業は、大学に向けて良い準備期間になりました。仕事
や大学で来る人など、いろんな人がいますが、みんな真剣に勉強しています。スタッフや先生
はとてもアットホームで、みんなでホームパーティーをしたり、映画を見に行ったり、りんご狩
りをしたり、楽しい行事もたくさんあります。”

—中村美沙



MLCは、優秀な学生に対して、提携し
ている大学への出願のお手伝いをし
ています。この場合、TOEFLやIELTS
のような英語検定試験が出願の際
に免除されることがあります。対象学
生は、MLCの上級英語コースを完了
し、MLCの大学レベルのテストに合格
後、大学への条件付き入学許可を得る
ことができます。

大学への近道 - 
ユニバーシティ・パスウェイ

MLC ユニバーシティ・パス
ウェイの利点
n  大学の高額な集中英語クラス（ESL
など）より、MLCで時間もお金も大
幅にセーブ

n  提携大学への出願の際の
TOEFL、IELTSのテスト準備・受験
ステップの短縮

n  MLC入学前、在学中に大学カウン
セラーへの相談で複数の提携大学
への出願

提携大学一覧と具体的な必要条件は、MLCのウェブサイトをご参照
ください：englishclasses.com. 

 • アメリカン大学 
• オーバーン大学 
• コンコーディア大学 
• 東ミシガン大学 
• フロリダ国際大学 
• カンザス大学 
• ルイジアナ州立大学 
• セントラルフロリダ大学 

• デイトン大学 
• イリノイ大学シカゴ校 
• マサチューセッツ・ボストン大学   
• ミシガン大学　フリント校 
• パシフィック大学
• サウスカロライナ大学

提携大学一部：



ビジネス英語
お仕事の都合でミシガン南東部にお住まい・お勤
めの方、またはアナーバー市に短期間滞在される
方でも、MLCでビジネス英語のスキルアップが可
能です。スピーキングとリスニング能力、また、総
合的なスキルの向上をご希望の方は、集中英語プ
ログラム（全日制・定時制どちらでも）を受講する
ことができます。

さらに、MLCではビジネス・スピーキングのクラス
をご用意しています。
正式クラス名「ビジネス英語をアメリカ人のよう
に使いこなす（Speak Business English Like 
an American）」は、ビジネス英語のエキスパ
ートであり、ライターのエイミー・ギレット（Amy 
Gillett）氏が担当します。

ACCET認定されているMLCのクラスは、世界的な企業に勤めるビジネス・プロフェ
ッショナルへの指導実績があります： ロバート・ボッシュ (Bosch), フォード・モタ
ー (Ford Motor Company), マキシオン・ホイールズ (Maxion Wheels), 三菱自
動車 (Mitsubishi Motors), トヨタ自動車 (Toyota), 東洋シート (Toyo Seat)

エイミー・ギレット
ギレット氏は、ビジネス慣用句と表現の第一人
者である。 スタンフォード大学とコーネル大学
を卒業し、ミシガン大学ロス・スクール・オブ・
ビジネスの管理職への指導を行った。

TOEFL対策やライティングの授業のおかげで、英語力がアップし、自信がつきました。先生方
もみんな優しくて丁寧。分からないところは、より丁寧に、細かく説明してくれます

-岡部みなか



料金
MLCは、1セッション23日間を、年間10セッションご用意しています。
下記の料金は1セッション毎の料金です。

集中英語プログラム（全日制）
Intensive English Program*
週20時間：$1350

定時制
週4時間：$375
週6時間：$450
週10時間：$825

教材費：$150（平均）
教材費は受講料に含まれていません。

住居
MLCの学生向けに少数ご用意していま
す。空き状況と料金は、お問い合わせく
ださい。

その他
ユニバーシティ・パスウェイ：$250

*F-1 学生ビザ保持者は、必ず全日制のプロ
グラムを受講

お申し込み方法
集中英語プログラム：
オンラインより、お申し込みください --> english-
classes.com/application
ユニバーシティ・パスウェイに関するお問い合わせ：
MLCウェブサイト内、University Pathway下の

「University Pathway Inquiry Form」より、お問
い合わせください。
ビジネス英語のクラスに関するお問い合わせ： 
MLCウェブサイト内、Business English下の

「Business Inquiry Form」より、お問い合わせく
ださい。
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