2018

ジュニア・グローバルリーダーズ・プログラム

１．概要
【内容】
ジュニア・グローバルリーダー育成プログラム(JGLP)は、実践的な英語コミュニケーション・スキル育成
を目的とします。本プログラムはすべて英語で開講され、少人数グループでの活動が中心となります。そ
して、下記三点のスキル向上を特に目指します。




英語 4 技能（聞く・話す・読む・書く）の実践的なコミュニケーション・スキル
将来グローバルに活躍するために不可欠な異文化対人関係スキル
Tsukuba-UBC Global Leaders Program 等、筑波大学附属学校教育局主催の各種グローバルリーダーズ・
プログラム等の参加に求められる英語能力
※Tsukuba-UBC Global Leaders Program 等への参加には別途出願が必要です。

【日時】
2018 年 10 月 13 日（土）
・27 日（土）
・11 月 3 日（土・祝）
・17 日（土）
・24 日（土）
・12 月 1 日（土）
2019 年 1 月 12 日（土）・19 日（土）・2 月 9 日（土）・16 日（土）
・23 日（土）
・3 月 2 日（土）
�いずれも 14:30-17:30
�最終日の 2019 年 3 月 2 日（土）には TOEFL ITP テストを受験します。
【場所】
筑波大学東京キャンパス文京校舎（丸ノ内線茗荷谷駅下⾞「出口１」徒歩４分程度）
対象︓首都圏在住の中学 3 年生、高校 1 年生（ＳＧＨ指定校・アソシエイト）
※自己の責任において通学可能な場合、首都圏以外に在住する生徒の応募も可。
※中学３年生の場合は、SGH 指定校・アソシエイトの系列中学校*であること。（*進学する⾼校として
SGH 指定校・アソシエイトが見込まれること）
※SGH についてはこちらのサイトをご参照ください
http://www.sghc.jp/
【講師】

ホー ム

Ms. Bryony Dunlop
ニュージーランド出身。11 年前より日本で英語教師として勤務。現在は、東京の高等学
校で英語を教える傍ら、留学のアドバイザーを務める。毎年春には高校生のニュージー
ランド研修の引率も行う。2 年前より筑波大学附属学校教育局主催グローバルリーダー
ズ・プログラムの English Communication Instructor。

Ms. Tiffany Ross
アメリカ合衆国・オレゴン州出身。2011 年〜2016 年に JET Program の外国語指導助手
（ALT）のために来日し、千葉県の中学校・小学校で教壇に立つ。現在は帝京大学（八
王子キャンパス）にてユニタス外語学院の英語講師として勤める。

上記 2 名の講師の他にもバイリンガルのＳＡ(Student Assistant)数名が授業の補助をします。

【募集⼈数】
40 名（最少催行人数 30 名）

【受講料】
10 万円（授業料、Chromebook レンタル、教材費、講義開催中の通学保険、TOEFL ITP 受験料(修了テス
ト）、授業運営にかかわる諸経費、英文修了証（70%以上の授業に出席し、学修要件を満たした受講者。遅
刻・早退は 0.5 回）
Chromebook について：研修ではノートパソコンを使用して学習を進めます。筑波大学所有の Chromebook
を一人一台貸し出します。
貸出機種 Chromebook Acer C738

２．プログラム詳細と日程
第１回
２０１８年
１０⽉１３⽇（⼟）
Icebreaking, Learning English using Chromebook
第２回〜第４回 Group Presentations
１０⽉２７⽇（⼟）
１１⽉ ３⽇（⼟・祝）
１１⽉１７⽇（⼟）
Learning how to present. Introducing different aspects of Japan and Japanese culture to foreigners. Trainees will
present from a multitude of options like food, technology, festivals, transportation, clothing, martial arts, traditional
arts, fine art, politics, geography, education, famous places, prefectures, seasons, temples, shrines, famous cities,
islands, language…
第５回〜第８回 Pair Presentations
１１⽉２４⽇（⼟）
１２⽉ １⽇（⼟）
２０１９年
１⽉１２⽇（⼟）
１⽉１９⽇（⼟）
Introducing different countries and their cultures. Each will present a different country each lesson to introduce to
everyone that no group has chosen before.
第９回〜第１１回 Individual Presentations
２⽉ ９⽇（⼟）
２⽉１６⽇（⼟）
２⽉２３⽇（⼟）
Four different TOEFL style questions. The students will present with topics based on different styles of TOEFL
questions like compare and contrast, give your opinion, choose a side, view both sides and describe something.
第１２回
３⽉ ２⽇（⼟）
TOEFL ITP

３．出願と選抜
【出願要件】本プログラムへの出願において、以下の２つの条件を満たすことが必要です。
1. 2018 年 4 月 1 日現在、首都圏在住*の SGH 指定校・アソシエイトの高校 1 年生または SGH 指定校・アソ
シエイトの系列中学校**の 3 年生であること。
2. 下記期日までに応募を完了していること（時間厳守）。
*自己の責任において通学可能な場合、首都圏以外に在住する生徒の応募も可。
**進学する高校として SGH 指定校・アソシエイトが⾒込まれること。
【選抜について】
研修生選抜は以下の 2 段階で⾏います。
（選考料不要）
⼀次選考︓書類選考
申し込みフォームに必要事項を入力し下記のテーマで 250〜300 語の英文エッセイを書いてください。
Please explain the objective(s) that have motivated you to apply for this program in light of your
future academic goal in 250-300 words.
⼆次選考：TOEFL ITP （⼀次選考合格者のみ）
【募集定員】
40 名（最少催行人数 30 名）
【選考日程】
応募締め切り

2018 年 8 月 8 日（水）10:00AM（時間厳守）

⼀次選考の結果発表

2018 年 8 月 21 日（火） 3:00PM（当ウェブサイト上に掲示）

⼆次選考（TOEFL ITP）

2018 年 8 月 28 日（火）午前中 筑波大学東京キャンパス文京校舎

最終合格者の結果発表

2018 年 9 月 14 日（金） 3:00PM（当ウェブサイト上に掲示）

＊記載されている情報は 2018 年度時点のものになります

