
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■渡航期間■                             ■日程■ 

2018年 8月 6日（月）～9月 2日（日） 4週間 

■研修校■   
University of Toronto,   

School of Continuing Studies  

English Language Program  

■滞在方法＆食事条件■  
ホームステイ（寝室一人部屋、朝夕 2食付） 

*上記期間は日本人が大変多い時期となり、滞在先に他の日本人留学生また

は、他国の留学生が滞在している場合があります。ホームステイ先は派遣国

の国籍をお持ちの方に限定してはおりますが、様々な人種、民族、家庭環境

の方がおります。それらを理由にホームステイ先を指定したり変更したりする

ことはできません。  

■引率者■ 予定なし 

■募集人数■   
10名 （最少催行人数 10名） 

■研修費用■  約 54.0 万円（お一人様） 
*上記費用は、2018年 3月のレートをもとに算出されたものです。参加費には

外貨建てのものが含まれますので、為替レートの変動により、総額が変更に

なる可能性がありますのでご注意ください。参加費の支払いは、申込金 5月

下旬、残金納入 6月下旬～7月上旬を予定しています。 

■単位■   
こちらのプログラムは「海外短期留学関係科目Ｂ（２単位）」として認定される予定です。 

  

月日 予定（予定） 滞在 

8/6(月) 

羽田空港集合後、出発のご案内 

17:40（予定）羽田空港よりトロント空

港へ向けて出発（AC002） 

16:45（予定）トロント空港到着後、各

滞在先に移動 

ホ
ー
ム
ス
テ
イ 

8/7(火) 

｜ 

8/31(金) 

University of Torontoにて研修 

9/1（土) 

トロント空港へ移動 

13:40（予定）トロント空港より羽田空

港に向けて出発（AC001） 

機
中
泊 

9/2(日) 15：35（予定）羽田空港到着後、解散 ‐ 

※利用予定航空会社：AC（エア・カナダ） 

※日程表は 2018年 3月現在のものです。現地事情及び 

航空会社の都合により、変更になる場合がございます。 

 

201８年度 明治大学文学部 

夏期トロント大学 短期語学研修プログラム 

カナダ・ 

企  画 明治大学 文学部    

研修手続き 国際教育交換協議会（CIEE）日本代表部 

旅行手配 （株）カウンシル・トラベル 観光庁長官登録旅行業第１２１０号 日本旅行業協会（JATA）正会員 

東京都渋谷区神宮前 5-53-67 コスモス青山   

 

University of Toronto 



【研修費用に含まれないもの】 

 海外旅行保険 

 カナダ電子渡航システム eTA申請料（CA$7） 

 ご自宅から羽田空港まで/からの往復交通費 

 渡航手続き諸費用（パスポート取得時の印紙代等） 

 個人的な小遣い（電話代、クリーニング代、追加飲食費用等） 

 超過手荷物料金 

（航空会社の規定による超過手荷物運搬料金） 

 研修日程以外および自由行動時に伴う費用 

 滞在先から研修校までの交通費 

 帰国時の羽田空港出迎えサービス 

 その他、旅行関係費用に含まれていないサービス費用 

【研修費用に含まれるもの】 

 語学研修費 

 滞在費（ホームステイ、1日 2食付） 

 往復航空運賃（エア・カナダ/エコノミークラス利用） 

 燃油特別付加運賃 

（2018年 5月末まで：21,000円） 

 空港関連諸税（2018年 3月現在：7,460円） 

 現地空港送迎費用 

 帰国時空港チェックインアシスト 

 Health Insurance 

 CIEE研修手続・サポート費用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆現地情報 Toronto 

【トロント】 トロントはカナダのオンタリオ州の州都で、カナダ最大の都市。

北米五大湖のオンタリオ湖の北岸にあり、対岸はナイアガラの滝。人口は約

500万人。トロントは、数多くの国から移り住んだ人々がそれぞれの文化を大

切に共存している街で、「人種のモザイク」とも呼ばれる多民族多文化のコスモ

ポリタン。街には、チャイナタウンやコリアンタウン、リトル・イタリー、リトル・イ

ンディア、グリーク・タウン等たくさんのエスニック

タウンがあり、活気にあふれている。大都市でも安全で治安もよいので、「世界で最も住

みやすい都市」のランキングで常に上位にランクイン。経済、文化の中心でもあり、エンタ

ーテイメント（ミュージカルや映画の撮影）やプロスポーツ（野球、アイスホッケー、バスケ

ットボール等）も盛んな街。 

【気候】 トロントは、隣接するオンタリオ湖の影響もあり、カナダの他都市より比較的

日本に近い気候の変化と言えます。トロントの夏は6月から8月で、暑い日には30℃ちか

く気温があがりますが、8月の平均気温は25℃前後の日が涼しい日が多いです。  

★ 8月の平均最高気温25.3℃ / 平均最低気温17.3℃ 

 

◆研修校情報 University of Toronto 

【トロント大学】  

トロント大学は1827年に創立され、カナダ最大規模の大学です。研究・学術に

おいては世界的リーダーとなっていて、インスリンの発見等によりノーベル賞

受賞者も輩出しています。現在約 80,000人の学生が学んでいます。 

トロント大学英語学習課程は、ESL（第二言語としての英語）教育を専門として

50年以上の経験を持ち、国際的に高い評価を受けています。 

トロントは、人口 500万人を擁するカナダ最大の都市であり、様々な民族が 

生活し多民族文化を持ち合わせ「人種のモザイク」と呼ばれている街です。 

このプログラムは課外活動が豊富なため、様々な国の人と交流ができるでしょ

う。 

  

 



◆研修内容 English Plus 4週間 

【概要】  
トロント大学の School of Continuing Studies が提供する「English Plus」は、日常の

様々な場面で使える英語をバランスよく学ぶため、個人的理由で英語を学びたい人、 

または仕事上英語の勉強が必要な人など、どんな目的の人にも、自分自身の語学力を 

磨き、自信をつけ、英語を学ぶ喜びを見つけることが出来るプログラムです。特にオーラ

ル・コミュニケーションに焦点を当て、参加者のスピーキング力とリスニング力の向上に

力を入れています。 

 講義 80時間 （20時間／週）  

 プレイスメントテストによるクラス分けされた、少人数制クラス(15人前後) 

 日本の他大学または世界各国の学生と共に英語を学べます。 

※日本人参加率がかなり高い時期になります。 

 

【特徴】 
 教材はテキストだけではなく TVのニュース番組やインタビュー、歌等様々なツールを使用 

 生徒主体の参加型クラスアクティビティ 

（ロールプレイやディベート、インタビュー、ペアやグループによるプロジェクトやプレゼンテーション等） 

 自由参加の”Conversation Café"が週 1程度開催される。リラックスした環境で、英会話を楽しむことが可能 

 授業以外にも、ソーシャルアクティビティ、スポーツ、ボランティア活動等に参加可能 
 

 

         豊富なボランティア活動とアクティビティ！！ 

Volunteer  毎週水曜日 5：00pm.ボランティアに参加する為のミーティングが開催されます。 

希望のボランティアを選んで参加し、社会貢献を通じて現地の方との交流や語学力向上ができます！ 

（ボランティア活動でお世話になっている団体例）   

Canadian Cancer Society, The MLSE Foundation, Sporting Life 10k, and more!  

 

Activities   ほぼ毎日アクティビティが開催され、週末にも様々なアクティビティがあります。 

(アクティビティによっては別途費用が必要なものと無料のものがあります) 

 

 (アクティビティ例)  ※内容は変更になることがあります。 

ナイアガラの滝、CN タワー、アルゴンキン公園、ホッケー（NHL)・バスケット

（NBA）の試合、コンサート、展覧会や、スポーツクラブなど 

詳細はトロント大学ウェブサイト⇒https://english.learn.utoronto.ca/ja/student-life/ 

 
 

◆出発までのスケジュール 

日程 行事 

4月 18日（水）12：40～13：20 募集説明会＠和泉キャンパス 

4月 17日（火）～5月 1日（火） 募集期間  

5月 15日（火） 参加者決定 

5月 18日（金）12：40～13：20 第 1回オリエンテーション【手続き編】＠和泉キャンパス 

5月 28日（月） 提出書類及び申込金（5万円）締切 

6月上旬/中旬 19:00-20:30（予定）※
1
 第 2回オリエンテーション【危機管理と異文化理解編】＠和泉キャンパス 

6月下旬~7月上旬（CIEEより請求書を発行） 参加費残金納入（7月上旬~中旬頃） 

7月上旬 19:00-20:00（予定）※
1
 第 3回オリエンテーション【出発準備編】＠和泉キャンパス 

※
1
参加者には具体的な日程を後日お知らせします。 

※上記スケジュールは変更となる場合もございます。 

https://english.learn.utoronto.ca/ja/student-life/


 

◆手配団体・旅行会社について---CIEE、カウンシル・トラベルとは--- 

国際教育交換協議会（CIEE）日本代表部は、本部をアメリカにおく、非営利・非政府（NPO・NGO）の国際交流団体です。 

このたびの夏期語学研修の「研修手続きの代行部分」を担当し、関連旅行会社 ㈱カウンシル・トラベルは航空券等の

「旅行手配」をお受けします。 

※業務の範囲：CIEEおよび㈱カウンシル・トラベルは、ご出発前までのお手伝いをいたします。 

添乗員として研修に同行することはありません。あらかじめご理解のうえお申込みください。 

プログラム主催：明治大学文学部  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆キャンセル料（取消料）について 

お申し込み後に参加をキャンセルされる場合には、以下のキャンセル料を申し受けます。 

 

CIEE 

 
①取消手配料 ⇒キャンセルされた日によって料金が変わります 

②研修校取消料 ⇒各研修校で決められているキャンセル料です 

ｶｳﾝｼﾙ・ﾄﾗﾍﾞﾙ 
 
③旅行費用取消料 ⇒往復航空運賃等に関するキャンセル料です 

 
 
①＋②＋③＝キャンセル料 

 

申込み取消し受付け日 ①取消手配料 ②研修校取消料 ③旅行費用取消料 

出発日の 31日前まで ¥37,800 ＠ 0% 

出発日の 30日前から 22日前まで ¥48,600 ＠ 20% 

出発日の 21日前から 14日前まで ¥59,400 ＠ 20% 

出発日の 13日前から出発日 3日前まで ¥70,200 ＠ 20% 

出発日前日及び前々日 ¥70,200 ＠ 50% 

*＠=研修校で規定されている取消料 

 

※上記①と②について申込み取消し受付け日とは、参加者から書面で変更依頼を当協議会が受取った日を 

指します。電子メールによる代用は受付けられません。当協議会の執務時間（9:30～17:30）外、土日祝日・

年末年始休暇は翌営業日扱いとなります。 

※ご出発当日・出発日以降にキャンセルされた場合、返金はありません。 

※旅行費用とは往復航空券代、燃油特別付加運賃、帰国時空港チェックインアシスト費用を指します。 

㈱カウンシル・トラベル：旅行手配会社                      

CIEEのトラベルサービス部門。CIEEの国際交流プログラムに参加する方々の旅行手配をサポート。 

→本プログラムの航空券・ビザ、および海外旅行保険手配を行います。 

国際教育交換協議会（CIEE）：研修手続き代行団体 www.cieej.or.jp/    
英語の試験 TOEFLの日本事務局、および高校生、大学生、小・中・高等学校の教員を対象に様々な国際交流プログラムを提供する 

非営利団体。→明治大学文学部より委託を受け、本プログラムの申し込み手続きを実施します。 

University of Toronto, School of Continuing Studies ：現地での研修を提供 


