派遣先大学概要
※以下の内容は令和元年 6 月現在の情報であり，大学の都合により予告なく変更される場合があります。

University of Toronto

大 学 名

トロント大学

学 生 数

約55,300名

所 在 地

Toronto, Ontario, Canada, M5S 1A1

留学期間

令和2年9月から1年間

対

象

URL

大学：http://www.utoronto.ca/
交換留学: http://www.studentlife.utoronto.ca/cie/inbound-exchange

学部生，大学院生
以下の要件を満たす者。
・ 学部：TOEFL-iBT 89 点（Writing 22 点以上）または IELTS 6.5 以上（全てのセクショ
ンが 6.0 以上であること）
※ Faculty of Law での受入れには，TOEFL-iBT 100 点（Reading と Writing 25 点以
上）または IELTS 7.0 以上（全てのセクションが 6.5 以上であること）が必要です。
※ John H.Daniels Faculty of Archtecture での受入れには，TOEFL-iBT 100 点
（Writing 22 点以上）または IELTS 6.5 以上（全てのセクションが 6.0 以上である
こと）が必要です。
・ 大学院：TOEFL-iBT 93 点（Writing 22 点以上）または IELTS 7.0 以上（全てのセク
ションが 6.5 以上であること）
※ いくつかの専攻では上記のスコアよりも高いスコアが必要です。スコアを満たさな
い場合，当該専攻に所属することはできません。各専攻のスコアは，トロント大学
の各専攻のウェブサイトを確認してください。

受入基準
・ 以下のプログラム・コースは交換留学生には開講されていません。
St . Geor ge Campus
Dent ist r y, Mast er of Financial Economics (MFE), Medicine, Mast er of Law (LLM),
Management (MBA), Mast er of Educat ion (MT), Nur sing, Academic Br idging
Pr ogr am, Phar macy, Concur r ent Teacher Educat ion Pr ogr am (CTEP),
Rehabilit at ion Science/ Occupat ional Ther apy
Scar bor ough (UTSC) Campus
All Joint Pr ogr am Cour ses (Par amedicine and Jour nalism), Co- op (wor k
placement ) pr ogr ams
Rest r ict ed cour ses
Bef or e choosing your cour ses, not e t hat t he r est r ict ed pr ogr ams above ar e not
available t o exchange st udent s. Addit ionally, some specif ic cour ses may not be
available t o exchange st udent s even t hough admission int o t he r elevant
academic f acult y is possible. Please be pr epar ed t o be f lexible.
奨 学 金

日本大学からの奨学金 A 区分（北米・欧州地域） 100,000 円 （令和元年度参考）

宿

トロント大学が紹介する学外のアパート等
（学生寮は基本的に満室のため入寮することができません。）

舎

1

現地で発生
する費用の
目安（年間）

備

考

宿舎費，食費 CAD10,865 – 18,248
派遣先大学指定保険料 CAD 612
書籍代，通信費，小遣い等 約 CAD7,000
※現地での費用については，個人差があります。
※その他，航空券，保険等が必要となります。募集要項を参照してください。
・ 基本的に St. George キャンパスの Faculty of Arts and Science に所属することになり
ます。
・ Dentistry, Medicine, Rehabilitation Science/Occupational Therapy, Nursing,
Pharmacy, Management (MBA), Master of Financial Economics (MFE), Master of
Law (LLM) and Bachelor of Education (BEd). The Academic Bridging Program, the
Concurrent Teacher Education Program (CTEP), as well as the Co-op (work
placement) program at UTSC are also not available to exchange students. Other
programs — e.g., undergraduate Biochemistry — have traditionally had only a limited
capacity for hosting exchange students.

Faculties & divisions（詳細は

https://www.utoronto.ca/academics/academic-units を参照）

※交換留学生の派遣先大学における科目の受講可否の最終決定権は，派遣先大学にあります。交換留
学生が希望する留学先学部・科目について，受入れまたは受講が認められないことがある旨，予めご承
知おきください。
APPLIED SCIENCE AND ENGINEERING
LAW
ARCHITECTURE, LANDSCAPE, AND ARTS
MANAGEMENT
AND SCIENCE
MEDICINE
CONTINUING STUDIES
MUSIC
DENTISTRY
NURSING
EDUCATION
PHARMACY
FORESTRY
PUBLIC HEALTH
GRADUATE STUDIES
SOCIAL WORK
INFORMATION
KINESIOLOGY AND PHYSICAL EDUCATION
以
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上

