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Times Higher Education「世界大学ランキング 2019」において
カナダで 1位 *、世界では 17 位に位置付けられた

北米屈指の名門、トロント大学。
カナダの文化に触れながら、理想的な環境の中で

英語力の向上を目指すサマーコース。

カナダNO.1 大学 *

トロント大学が主催
英語とカナダの文化を学ぼう！

研修を主催するトロント大学は、
「Times Higher Education 世界大学ラ
ンキング 2019」において世界 17 位、
カナダ国内ではトップに位置付けられ
る、北米屈指の名門大学です。現在ト
ロント大学は 17 学部、13 の教育附属
病院、75 の博士課程を有するカナダ
最大規模を誇り、カナダの高等教育お
よび研究機関のリーダーとしての役割
を担っています。
トロント大学が主催するサマーコース
には、毎年 30 か国以上の国々から、
約 150 名の参加者が集まり、国際色豊
かなプログラムとなっています。プロ
グラムの特徴は、一般英語からビジネ
ス・アカデミック・試験対策・スピー
キングなど、幅広い選択肢のあるプロ
グラム構成です。授業を指導するのは、
多くが修士号を保持する経験豊富な講
師陣。また、トロント大学の現役の大
学生が中心となるカウンセラーは、参
加者の目線で日常生活をサポートをし
てくれます。カウンセラーはプログラ
ム開始前から寮に滞在し、トレーニン
グプログラムを受け、参加者が「楽し
く・安全に」滞在できるようサポート
をします。

滞在中は Program Cordinator とカウ
ンセラーが中心となって、学生のサ
ポートを行います。Cordinator とカ
ウンセラーは寮に滞在し、困った時に
は 24 時間対応をしてくれます。カウ
ンセラーはトロント大学を中心に、地
元の大学生が務めています。
また、プログラムを運営する IEP - 
International  English Programs の オ
フィスはWetmore Hall 内にあり、12
名のスタッフが勤務しています。日本
語を話すスタッフもおり、海外研修が
初めてという人も、安心して参加する
ことができます

授業への出欠、クラス内での積極性、
クイズ、テスト、プロジェクトでのプ
レゼン評価などにより成績が出ます。
プログラムを修了時には、トロント大
学が修了書を発行します。

トロントはオンタリオ州の州都です。
オンタリオ州はカナダ東部の五大湖
からセント・ローレンス川にかけて広
がる丘陵地帯にあり、ナイアガラの滝
をはじめ、幾千もの湖が点在する自
然豊かな州です。その中心にあるト
ロントは、「世界の街角が集まってき
たような町」という表現がぴったりの
大都会です。ここには 100 以上の異
なる民族の人々が暮らし、ダウンタウ
ンを歩けば、中華街、ギリシャ人街、
リトルイタリー、コリアンタウン etc.
といったエスニックタウンに出会う
ことができます。訪れる先々で全く違
う風景と空気に出会える、まさに多様
性の国カナダを象徴する都市と言え
ます。サマーコースが行われるのは 3
か所にあるキャンパスの内最も大き
なセントジョージ・キャンパス。緑豊
かなダウンタウンにあります。

トロント大学主催 

サマースクール

到着時から滞在中も

初海外でも安心のサポート

研修成果を評価する

トロント大学発行の修了書

世界中を旅した気分になる

多文化都市、 トロント

トロント大学主催・夏季研修　　　University of Toronto, International Programs

■ 参加者の国籍は？
※ 2019 年の総参加者数のデータ
    （トロント大学 IEP 提供）
※参加時期により国籍割合は異なります。

7 月

8月

参加人数：120 名
参加者国籍：24 ヶ国

参加人数：140 名
参加者国籍：24 ヶ国
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午前中と午後にそれぞれ単独の
コースがあります。授業は午前に
1コースのみの受講、または午前
と午後を目的に合わせて組み合わ
せることができます。

≪午前の授業≫ ※ 1つ選択
■ General English
（全レベル対象、週 15 時間）
■ Academic English
（中級以上対象、　週 15 時間）
■ English for Global Business 
（中級以上対象、週 15 時間）

≪午後の授業≫  ※オプション
■ Speaking and Society
（中級以上対象、週 10 時間） 
■ University Lecture Series　
（上級以上対象、週 6時間）

午前中のコアクラスと

午後のオプションクラス

一般英語の他、アカデミック
英語やビジネス英語も

Immerse yourself 

in the ultimate English experience 

at the largest university in Canada

Course Facts
研修場所 トロント大学 ニューカレッジ

ロケーション トロントのダウンタウンキャンパス St George Campus 内
のニューカレッジ施設にて実施。

英語授業
午前 /午後のクラスから組合せ、または終日コース。
時間数：週 15 ～ 25 時間

クラス編成 1クラス　15 ～ 16 名

滞在 寮（1人部屋・シャワー・トイレは共同）

通学 徒歩　※所要時間：5分程度

食事
大学の食堂にて月～金曜日に提供
※朝食のみ、朝昼食付、朝昼夕食付から選択できる。基本研修費
用には朝食のみが含まれる。

課外活動
＆小旅行

≪課外活動≫　
ナイアガラの滝、CNタワー観光、メジャーリーグ観戦、オンタ
リオ湖クルーズ、美術館見学、カラオケ、カナダワンダーランド、
エスニックタウン巡り、スポーツアクティビティ、ショッピング
※費用がかかるものは、その都度現地にて支払い

午前 + 午後を通して学ぶ
試験対策コース

ダウンタウンのキャンパス
トロント中心部で徒歩通学！

バラエティに富んだ活動
放課後、 6 時半から開始

TOEFL iBT, IELTS それぞれの試験
対策に特化した終日コースもあ
ります。
■ TOEFL iBT Preparation
（中級以上対象、週 25 時間）
■ IELTS Preparation
（中級以上対象、　週 25 時間）プログラムが行われるのは、緑豊かな St 

George Campus です。授業が行われる校舎
は、Wetmore Hall, Innis Collge, Anthropology 
Building など滞在する寮から約 5分ほどの場所
にあります。通学にも、ショッピングや観光に
も大変便利です。

夕方からは様々なアクティビティが
企画されています。アクティビティ
には、カウンセラーを務めているト
ロント大学の学生も同行します。

▲ アクティビティ予定表例

トロント大学の寮に滞在
快適な滞在環境

研修期間中はキャンパス内の大学
寮に滞在します。寮の部屋はすべ
て 1人部屋で、トイレ・シャワー
は共有となります。室内では LAN
ケーブルによるインターネット接
続が可能です。また、室内に電話
があり、コーリングカードを利用
して使用することができる他、日
本からの電話を直接受けることが
できます。
キャンパスの前にトラムの停留所
があるので市内の移動は大変便利
です。また、コンビニ、銀行、レ
ストラン、トロント大学図書館な
ども徒歩圏内にあります。

食事は月～金曜日に学生食堂（Wetmore 
Hall 内）を利用できます。ビュッフェ
スタイルで、メインの食事の他、サラ
ダバー、飲み物、スープ、フルーツ、
デザート（アイスバー）など、豊富な
バリエーションが提供されています。
ミールプランは、朝食のみ、朝昼食付、
朝昼夕食付の 3通り、基本の研修費用
には、朝食のみが含まれていますので、
昼食付、昼夕食付プランを希望の場合
は食事オプションを追加してください。

トロント大学主催・夏季研修　　　University of Toronto, International Programsトロント大学主催・夏季研修　　　University of Toronto, International Programs
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■ Speaking and Society ( 週 10 時間 )  
※初級～　授業時間：13:00~15:00　　
その名の通りスピーキング、リスニング、
発音矯正のクラスです。
■ University Lecture Series　( 週 6時間 )
※上級～　授業時間：午後の時間帯で実施
トロント大学の学びのスタイルを体験する
セミナーです。トロント大学の講師によっ
て実施されます。以下のようなテーマを含
み、将来カナダの大学での学習を目指して
いる学生におすすめです。週 6時間の授業
に加え、週 4時間の自習があります。
Research Topics in Social Psychology
Political Economics in Globalized World

午前～午後のフルタイムで試験対策コースを
受講するプランです。

■ TOEFL iBT Preparation　( 週 25 時間 )
TOEFL iBT 試験対策コースです。ベテラン講
師が全てのスキルにおいて高得点を取るテク
ニックを教えます。コース最後には模擬テス
トを行います。※中級～　

■ IELTS Preparation　( 週 25 時間 )
IELTS 試験対策コース。高得点を取るための必
要なスキル向上、テクニックを学びます。
※中級～　　

目的と英語レベルに合わせて
午前中の基本クラスを選ぶ

午後に選択科目を追加し
さらに充実した研修に！

午前 + 午後の授業で
英語試験対策コース

午前の基本プログラム 終日のプログラム午後の選択プログラム

■ General English 　( 週 15 時間 )　
※初級～　授業時間：9:00~12:00
コミュニケーション能力の向上に焦点を当
てながら、すべてのスキルをグループディ
スカッションやロールプレイなど、様々な
教材、クラスアクティビティを通して勉強
します。初日のプレイスメントテストにて
初級～上級のクラス分けを行います。

■ Academic English　( 週 15 時間 )
※中級～上級　授業時間：9:00~12:00
中級～上級レベルの学生を対象にしたプロ
グラムです。読解、プレゼン、セミナーディ
スカッション、エッセイ、リサーチスキル
などアカデミックスキルの向上を目的とし
ています。大学レベルの英語力向上を目指
すコースで、課題も多いため、しっかりと
学習したい方にお勧めです。申し込み時に
学生の英語力の証明は必要ありませんが、
英語力が受講レベルに達しているか、不安
な場合は IELTS や TOEIC などのスコアをお

知らせください。

■ English for Global Business (週15時間)
※中級～　授業時間：9:00~12:00
ビジネスシーンで使える英語を学ぶプログ
ラムです。グローバルな社会で使える様々
な英語表現を学ぶだけではなく、交渉、ミー
ティングやプレゼンなどで使用する正確な
文法表現などが学べます。

Daily Schedule
　8:00 - 09:00 朝食

　09:00 - 12:00 午前の授業

　12:00 - 13:00 昼食

　13:00 - 15:00
※受講授業により異なります 午後のオプション授業

　15:00 - 17:30 アクティビティ
自由時間

　17:30 - 19:30 夕食

　19:30 - 22:30 夜のイベント

　23:00 完全消灯

トロント大学主催・夏季研修　　　University of Toronto, International Programsトロント大学主催・夏季研修　　　University of Toronto, International Programs

■ プログラム費用
到着・開始日　7/31　→　終了・出発日　8/20（3週間）

午前科目　 ( 週 15 時間 )
General English
Academic English

English for Global Business
306,000 円

<追加オプション>
午後科目　 ( 週 10/6* 時間 )

Speaking and Society
University Lecture Series* 98,000 円

午前 +午後の科目　 ( 週 25 時間 ) TOEFL iBT Preparation
IELTS Preparation 409,000 円

<費用に含まれるもの>    授業料、登録料、現地保険料、寮滞在費 ( 個室 )、平日の朝食、往復空港送迎、手続費用

■ 食事の追加費用 (3 週間 )　※オプション
Lunch を追加　（月～金） 24,000 円

Lunch + Dinner を追加　（月～金） 44,000 円
※週末の食事は各自で別途おとりください

■ 往復航空券（エアカナダ便）　　
7/31　東京（成田）→ トロント直行 233,000 円

※空港諸税、燃油サーチャージは別途
■ 国内線乗継ぎ追加料金
大阪・福岡：無料　  福岡・札幌：15,000 円8/20　トロント→ 東京（成田）乗継

　※航空券はオプション手配です。ご自身にて別途手配いただくこともできます。

■ 日程表

7/31 トロント到着。
送迎車でトロント大学の寮へ

8/1

▼

8/19

International English Program
■午前コース　週 15 時間
　午後コース　週 10 時間 ※オプション
■試験対策コースは
　午前+午後週 25 時間
■放課後はアクティビティや
　イベントに参加 　 ≪学生寮泊≫

8/20 寮を出発。送迎車にて空港へ移動。
空路にて日本へ出発　　　

カナダの eTA（電子渡航許可）が必要
※ eTAはｵﾝﾗｲﾝにて各自で取得（費用 C$7）。



6

EXPAND YOUR
GLOBAL NETWORK
IN AN INSPIRING
UNIVERSITY
SETTING

プログラムの質問は　　
　　　　こちらから　　
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出発までの　出発までの　StepStep

01 説明会 ・ ウェビナー ・ ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞに参加 　

02 申込み 　

03 渡航準備

トロント大学研修は参加者の内、同一国籍の割合が制限されています。例年早い段階で満席になってしまうことがあります
ので、早めに具体的な検討を始めてください。
まずは情報収集。自分の目的を明確にし、それが希望する研修で実現できるのか、検討しましょう。

■ＵＴＳのカウンセリング
プログラムの内容をもっと知りたい！そんな時は UTS のカウンセリングをご利用下さい。カウンセリング方法は、ご来社、
お電話、E-mail、Zoom など、ご都合に合わせてお気軽にご相談下さい。

【来社】
日時：月～金曜日（祝日を除く）　　09：00 ～ 17：00
場所：UTS オフィス（JR 渋谷駅徒歩 10 分）
TEL: 03-6418-0711　E-mail：tabigaku@uts-japan.co.jp

【ウェビナー】
2022 年 4 月 19 日（火） 午前 10 時～
※ウェビナー申込みはホームページ www.uts-japan.co.jp から

お申し込みは所属大学の大学生協旅行取扱店舗にてお手続きいただけます。参加プログラムが決まったら、大学の生協カウン

ターにてご相談ください。お申込書をご記入いただき、お申込金 52,000 円（※プログラム費用の一部）をお支払いいただく形

となります。お申込書とお申込み金の受け取りをもって正式な申込みとさせていただきます。

お申込書の記入方法、お申込金の支払い方法など詳しくは生協カウンターにてご確認ください。

　　　　　

いよいよ出発です。ご出発当日は、出発時刻の 2 ～ 3 時間前には空港に到着し、時間に余裕をもってチェックイン手続き
を行ってください。

■渡航準備
日本から持っていく荷物の準備、海外旅行保険や国際電話などの加入、生活費の準備と換金についてなど、UTS がお渡し
する研修の手引書を参考に渡航の準備を進めます。

 ・パスポート取得（未取得者のみ）
 ・ビザについて　（該当者のみ）
 ・海外旅行保険の加入
 ・現地通貨の準備　( トラベルマネーカード、クレジットカードなど )
 ・携帯電話などの準備

■ビザについて
渡航先の国、また渡航者の国籍によって、出発前にビザの取得が必要な場合があります。このパンフレットで紹介するプ
ログラムに参加する日本国籍者の場合は、以下のようになっています。外国籍の方には別途ご案内します。

カナダ  ：６か月未満の滞在は、事前のビザ取得不要　（※各自オンラインにて電子渡航許可（eTA）を取得。実費 C$7）

■研修費用のお支払い （約 1 ヶ月前目安）
研修残金を大学生協にてお支払いいただきます。生協からの案内に沿ってお支払いのお手続きをお願いいたします。

■出発目オリエンテーション
出発前の最終確認を Zoom にて実施します。

04 出発　 　

国連大学国連大学
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　　研修費用のお支払い

トロント大学にて受入れが確定した時点で、留学費用、およ
び航空券代金等の旅行手続き諸費用の合計の請求書を発行し
ます。指定された期日までにお支払い下さい。

　　
　　お申込み後の取消し

【トロント大学サマーコース　参加取消条件】
（1）参加者は以下に定める取消し料を支払っていつでも留学
を取消すことができます。
（2）取消し料は、現地の受入日を基準として算定致します。
【取消しの方法】
電話のみによる取消し、変更はお受けできません。当社営業
時間内に、書面にてお知らせ下さい。

《プログラム費用の取消し料》※トロント大学の規定に準じます

取消日 取消料

お申込日～ 6/17
52,000 円

（当社手続費用 +登録費）

6/18 ～ 7/1
52,000 円

+
残金の 50%

7/2 以降 全額

《航空券の取消し料》
取消日 取消料

お申込日～ 5/31 15,000 円

6/1 ～ 6/29 30,000 円

6/30 ～ 7/28 80,000 円

7/29 以降 全額

【返金の手続き】
研修開始前の取り消しにより、当社から返金がある場合は、
上記の取消し料を差し引き、返金を行います。
【当社からの解約】
申込者に下記の事由が生じた場合、当社は参加者に通告の上、
この条件に基づく契約を解約することができるものとします。
（１）申込者が虚偽の申告をしたとき。
（２）病気その他の事由により申込者がプログラムを続行で
きないと判断したとき。
（３）申込者又はその関係者が、他の申込者に迷惑を及ぼし、
若しくはプログラムの円滑な運営を妨げたとき又はその可能
性が極めて高いとき。
（４）天災地変、戦乱又は暴動、運輸機関等の事故又は争議
行為、官公庁の命令、その他事業者の責に帰さない事由によ
り、プログラムの実施が不可能になり、又は不可能になる可
能性が極めて高いと判断したとき。
（５）申込者が定められた期日までにプログラムへの参加に
必要な書類を送付しなかったとき。
（６）申込者が長期にわたり連絡不能又は所在不明となった
とき。
（７）申込者が定められた期日までに対価を支払わなかった
とき。
前項に基づき解約された場合、既に支払われた費用について

　　プログラムの範囲

（1）このパンフレットで紹介するプログラムは、ここに記
載する申込み条件に基づき UTS 国際教育センター（株式会
社ユーティエス、以下「当社」といいます）が、トロント
大学サマーコースへの参加申込手続きの代行、出発にあたっ
ての情報提供などを行なうものであり、課程修了・資格取
得などを保証するものではありません。受入機関での研修内
容は各教育機関が独自に企画・運営・提供するもので、当
社が自ら研修に関するサービスの提供を行なうものではあ
りません。
（2）この研修は参加者の要望に沿ったサービスの手配を引
き受ける「手配旅行」です。あらかじめ旅行内容等が決め
られている「募集型企画旅行」ではありません。
（3）このプログラムで当社が提供するサービスは以下の通
りです。
■入学申込み手続き代行：入学願書の取寄せ、入学願書の作
成、入学希望校への書類の送付および研修費用の送金、入
学許可証（またはそれに代わるもの）取り寄せを行ないます。
■宿泊手続きの代行：研修期間に合わせた寮の申込み手続
きを行ないます。
■渡航手続きの案内：旅券・査証等の申請方法を案内します。
旅券の取得はご本人で行なっていただきます。査証の取得
も原則としてご本人で行なっていただきますが、査証の種
類により取得代行を行なう場合があります。申請の代行を
依頼される場合は所定の労金を申し受け、別途契約として
代行を行ないます。
■交通機関等の旅行手配：参加者の希望により、トロント
までの日本からの航空便手配を希望に応じ別途契約として
申し受けます。

　　お申し込み条件

（1）当プログラム申込条件をよく理解し、受入国の法令およ
び規則を遵守できる心身共に健全な 18 歳以上の人。
（2）20 歳未満の方は保護者の同意が必要です。
（3）身体の不自由な方で特別な配慮を必要とする方はその旨
を事前にお申し出下さい。可能かつ合理的範囲内でこれに応
じます。尚、この場合医師の診断書を提出していただくこと
があります。状況に応じて介護者や同伴者の同行を条件とさ
せていただくか、場合によってはお断りする場合があります。
（4）下記の事由によりお申込みをお断りする場合があります。
■申込者が未成年で、親権者の同意がない場合。
■申込み期限あるいは留学時期までに留学手続きが完了でき
る見通しがつかない場合。
■申込者が受入国の法令、公序良俗に反する行為をする恐れ
がある、または受入校の研修の円滑な実施に支障をきたす恐
れがあると当社が判断した時。
■主催機関から入学が許可されなかった場合。
■その他、当社の業務上の都合があるとき。

　　お申し込み

お申し込みの際には申込書の提出と、申込金（52,000 円、当
社にて航空便手配を行う場合は、追加で 15,000 円）をお支
払い頂きます。お申し込みの成立は当社がお申込書と申込金
を受領した時点とします。

　

トロント大学夏季英語研修 ・ 参加条件トロント大学夏季英語研修 ・ 参加条件
手配旅行でご紹介する研修へのお申し込みは以下の条件でお受けします。

は一切返金いたしません。また、解約により発生した申込
み学校にたいするキャンセル料や損失は、申込者が負担す
るものとし、別途請求致します。

　　免責事項

当社は次に例示するような当社の責によらない事由により、
申込者が現地学校のプログラムに参加できなかった場合お
よび出発時期が変更になった場合には、責任を負いません。
（1）申込者がパスポートまたはビザを取得できず、日本出
国もしくは渡航先国に入国拒否された場合。
（2）ビザ取得に時間がかかり、出発時期が変更になった場
合。
（3）郵便事情及び学校の事情等、当社が管理しえない事由
により入学許可やその他の書類が届かずビザ申請手続きが
遅延した場合。
（4）申し込んだコース又は宿泊施設が定員に達して、手続
できない場合。
（5）天災、地変、戦乱、暴動、ストライキ等における不慮
の災難、その他不可抗力による場合。
（6）渡航後はご本人の責任において行動していただきま
す。ご本人の故意、過失、受入国の法令・公序良俗もし
くは受入校・滞在先の公序良俗などに違反する等の行為に
よって生じた責任・損害等は全て参加者個人の責任となり
ます。よって現地での学校生活、及びその滞在中の事故な
どのについて当社は一切の責任を負いません。また、それ
らの行動により当社が損害を受けた場合は、当社は参加者
ご本人からの損害賠償を申し受けます。
（7）現地の祝日、学校が定める休校日の授業は行われませ
ん。この場合、授業料に関する払い戻しもありません。休
校日の予定は変更・追加される場合があります。
（8）当社は受入機関から送られてくる最新情報に基づき、
留学プログラムのご紹介・手続きを行ないますが、各受入
機関の事情により、受入条件・研修内容・滞在先・費用・
その他プログラムに関して予告無しに変更される場合や実
施されなくなる場合があります。その際、当社は変更に関
する情報を当社が入手次第、ご本人に連絡いたしますが、
留学プログラムに関する変更や中止については責任を負い
ません。

　　その他

（1）お客様と当社の契約は出発前に当社が事前に手配を行
なった研修期間および滞在期間の終了日までとなります。
（2）当社はいかなる場合も、研修の再実行は行いません。
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≪お申し込みは所属大学の大学生協旅行取扱店舗にて承っています≫


