
2018筑波 UBC筑波 グローバルリーダーズ・プログラム 
１．概要 
【プログラムの特徴】将来、グローバル社会で活躍を志す⾼校⽣を対象にした全コース英語開講によるプログラムです。 
筑波⼤学（東京キャンパス）とカナダのブリティッシュ・コロンビア⼤学（UBC）において、両校の⼤学教員から、英語コミュニケーション、⼤学体験
型講義、プロジェクト指導を受講します。 
   
筑波⼤学事前研修 

○ネイティブスピーカー講師による英語４技能「読む・書く・聞く・話す」を伸ばす英語コミュニケーション研修 
○国内外の⼤学進学後に役⽴つ論⽂レポートの書き⽅、研究⽅法の受講 
○研修⽣7〜8名に 1名の教員による少⼈数ゼミ形式指導により英語による研究論⽂作成およびプレゼンテーション技法学修 
○実際のグローバルマネジャーから、国際経営の最前線で働くことについての講演会 

カナダ UBC研修 

○事前登録したコースについて、カナダ⼈を中⼼として世界 40か国近くから集まる⾼校⽣と⼀緒に UBC教員の講義を受講 
○多国籍チームに分かれた最終プレゼンテーション 
○滞在中は、UBC学⽣寮に宿泊し、毎⾷、⼤学カフェテリアで⾷事 
○放課後はワークショップやイベント（例年シーカヤックや BBQ等） 
○週末にはダウンタウンや近郊へのエクスカーション 

統合研修 

UBCから帰国後、TOEFL iBTによる英語⼒測定、個別英⽂論⽂の完成と最終プレゼンテーション 

※⼀定成績を収めた修了⽣には、筑波⼤学とブリティッシュ コロンビア⼤学それぞれから受講修了証が授与されます。 

【対象者】 
  ⾼校 1年⽣~3年⽣の⽣徒（2018年 4⽉1⽇時点） 

【募集定員】 
  40名（最少催⾏⼈数 25名） 

【プログラム⽇程】（予定） 
①筑波⼤学事前研修 

 ⽇程   （2018年） 時間  

4⽉1⽇（⽇） 10:00-17:00 

4⽉7⽇（⼟）・14⽇（⼟）・21⽇（⼟） 14:30-17:30 

5⽉6⽇（⽇） 10:00-17:00 

5⽉19⽇（⼟）・26⽇（⼟） 14:30-17:30 

6⽉16⽇（⼟）・30⽇（⼟） 14:30-17:30 

7⽉14⽇（⼟） 14:30-17:30 

場所︓筑波⼤学東京キャンパス⽂京校舎 
 
②カナダ UBC研修 
⽇程︓2018年 7⽉15⽇（⽇）-7⽉29⽇（⽇）（I 期） 
         2018年 7⽉29⽇（⽇）-8⽉12⽇（⽇）（II 期） 
        ＊I期か II期のどちらかに参加 
場所︓ブリティッシュ・コロンビア⼤学 バンクーバー・キャンパス（カナダ） 

詳細︓https://extendedlearning.ubc.ca/programs/future-global-leaders 
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③統合研修 
最終発表リハーサル 
⽇程︓2018年 9⽉上旬（予定）場所︓筑波⼤学東京キャンパス⽂京校舎 
最終発表会および修了式 
⽇程︓2018年 10⽉上旬（予定）場所︓筑波⼤学東京キャンパス⽂京校舎 

【選考⽇程】 

 応募開始     2018年 1⽉ 7⽇（⽇） 

 オンライン申し込み締切 2018年 1⽉26⽇（⾦）９︓００AM（時間厳守） 

 応募書類提出締切 2018年 1⽉26⽇（⾦）必着  

 書類選考の結果発表 2018年 2⽉ 2⽇（⾦）１２︓００PM（当ウェブサイト上に掲⽰） 

 ⼆次選考（TOEFL ITP Level 1・英語集団⾯接） 2018年 2⽉11⽇（⽇・祝）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 2⽉28⽇（⽔）１２︓００PM（当ウェブサイト上に掲⽰） 

【プログラム参加費⽤】 
 約 58万円 下記の費⽤が含まれます 

・筑波⼤学、UBCの研修費⽤および教材費東京（⽻⽥）-バンクーバー間の往復航空券代 
・バンクーバー空港と UBCの往復送迎費 
・UBC滞在時の学⽣寮宿泊費、⾷費、各種アクティビティ参加費 
・UBC滞在中の医療保険 
・TOEFL iBT テスト受験料（UBCセッション帰国後）修了式参加費 
・AIU こども総合保険(筑波⼤学研修での保険） 

＊パスポート取得代、海外旅⾏保険、電⼦渡航認証（eTA）、超過⼿荷物料⾦、個⼈的な⽀出（交通費、⽂具、お⼩遣い、お⼟産代等）は費⽤に含まれていません。 
＊希望者には、プログラム研修を使⽤⽬的とするパソコンを無料で貸し出します。 
＊UBCには、筑波⼤学教職員が引率し、開講中キャンパス構内に滞在します。 

2.プログラム詳細と⽇程 
筑波事前研修 （筑波⼤学 東京キャンパス⽂京校舎） 

事前研修は、a. 英語コミュニケーション、b. レクチャー、c. セミナー、d.グローバル・リテラシーから構成されており、筑波⼤学講師らが指導しま
す。 

a.英語コミュニケーション ネイティブスピーカー講師による英語４技能「読む・書く・聞く・話す」を伸ばす英語コミュニケーション研修。 
b.レクチャー リサーチ・メソッド、アカデミック・ライティング、アカデミック・プレゼンテーションの３講座。 
c.セミナー 研修⽣7〜8名に 1名の教員による少⼈数ゼミ形式指導により、英語による研究論⽂作成およびプレゼンテーション技法を学
修。 
d.グローバル・リテラシー 実際のグローバルマネジャーから、国際経営の最前線で働くことについて学ぶ。 
事前研修は、筑波⼤学東京キャンパス⽂京校舎における 2018年 4⽉1⽇（⽇）の 1 day campから始まり、まずはプログラム・ガイダンス
や交流会などが⾏われます。その後 UBC出発までの間に、1 day campをもう 1回、⼟曜⽇の午後の講義を全８回受けることになります。 

Dates（予定 Tentative） Lessons （予定 Tentative)  

4 月 1 日（日） 10:00-17:00 Icebreakers, How to Use Chromebook (PC), English 
Communication 

4 月 7 日（土） 14:30-17:30 Seminar, Global Literacy 

4 月 14 日（土） 14:30-17:30 Academic Writing, Global Literacy 



4 月 21 日（土） 14:30-17:30 Research Methods, Global Literacy 

5 月 6 日（日）10:00-17:00 English Communication 

5 月 19 日（土） 14:30-17:30 Seminar, Research Methods 

5 月 26 日（土） 14:30-17:30 English Communication 

6 月 16 日（土） 14:30-17:30 Seminar, Global Literacy 

6 月 30 日（土） 14:30-17:30 English Communication 

7 月 14 日（土） 14:30-17:30      Seminar, Academic Presentation 

カナダ UBC研修（ブリティッシュ・コロンビア⼤学バンクーバー・キャンパス 

筑波⼤学での事前研修修了後、研修⽣はⅠ期 (2018/7/15-7/29)、もしくはⅡ期（2018/7/29-8/12）のいずれか 2週間、カナダブリティ
ッシュコロンビア⼤学バンクーバーキャンパス（UBC）を訪問します。UBC研修の⽬的は、同⼤学の教授らによる FGL (Future Global 
Leaders)コースの受講を通して、IRPの研究課題に関連したアカデミックな知識を広げることです。このセッションでは、カナダおよび 20 ヶ国以
上の国々から参加している⽣徒たちと⼀緒に学び、⽣活することを通して、専⾨知識および異⽂化対⼈コミュニケーションを学ぶ。 

⽇程︓I期（Term I） 2018年 7⽉15⽇（⽇）-2018年 7⽉29⽇（⽇） 
         II期（Term II）  2018年 7⽉29⽇（⽇）-2018年 8⽉12⽇（⽇） 
        ＊I期か II期のどちらかに参加 
場所︓ブリティッシュ・コロンビア⼤学 (UBC) バンクーバー・キャンパス  

a. コース選択 
各研修⽣は、UBCセッションのＩ期、もしくはⅡ期でそれぞれ開講される１０のコースの中から１つに登録されます。適切な⼈
数⽐率を保つため、各コースにおける筑波-UBCグローバルリーダーズ・プログラムからの研修⽣数には上限があります。応募者
は、優先順位に従って受講したいコースを申込⽤紙に記⼊してください。定員を上回るコースについては、選考にもとづいて決定
します。（Preparing for University Successは筑波-UBC グローバルリーダーズ・プログラムの対象とはなりません） 

b.  構成とスケジュール 

2週間の UBC研修では、午前中には授業、午後はワークショップやイベント（例年シーカヤックや BBQ等）、週末にはダウン
タウンや近郊へのエクスカージョンが提供されます。コース編成とサンプルスケジュールは、UBC FGL ウェブサイトをご覧ください。 

UBC Term I コース詳細 (予定） 

 7⽉15⽇（⽇）-7⽉28⽇（⼟）（7⽉15⽇東京発-7⽉29⽇東京着） 

UBC Term II  コース詳細（予定） 

7⽉29⽇（⽇）-8⽉11⽇（⼟） （7⽉29⽇東京発-8⽉12⽇東京着） 

A Global Approach to City-Making 
Applied Science: Problems, Puzzles and Algorithms  
Clinical Neuroscience: Exploring Brain Dysfunction  
Health Psychology: The Intersection of Psychology and 
Medicine 
Introduction to Engineering 
Law and Society: Fundamental Concepts 
Medical Sociology: The Intersection of Health and Society 
Moral Machines: Implications of Automation 
Multinational Corporations and Globalization 
Politics, Economics and Diplomacy in a Global Context 

Applied Ethics in the World Today 
Crime and Society: Contemporary Topics 
Creative Writing for New Media 
Digital Media Entrepreneurship 
Healthy Cities: The Intersection of Health and Urban 
Planning 
Innovative Solutions to Climate Change 
Introduction to Chemical Engineering 
Law and Society: Fundamental Concepts 
Problems in International Politics 
The Impact of the Internet on Democracy, Human Rights 
and War 
Pre-Varsity Baseball (3 years of competitive baseball 
playing experience required)  
※Pre-Varsity Baseball を希望される方は諸条件があります。応

募前に事務局までお問い合わせください。 
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統合研修（筑波⼤学 東京キャンパス⽂京校舎） 

UBCから帰国後は、英⽂最終レポートの完成、TOEFL iBTによる英語⼒測定、英語での最終プレゼンテーションが⾏われます。 

個⼈リサーチ・プロジェクトに基づく英⽂最終レポートを提出することにより（UBCから帰国後 2週間以内）、筑波と UBCの各研修の総仕
上げを⾏います。研修⽣は、2018年 10⽉上旬（予定）に⾏われる最終発表会において、⾃⾝の研究成果を英語で発表し、筑波⼤学
教授らが、個別の発表について評価し、コメントします。 

また、英⽂最終レポートの成果にもとづき最も優れた⽣徒には Best Paper Awardが贈られます。 
a. 英⽂最終レポート 

各研修⽣は、UBC研修から帰国後、2週間以内にそれぞれの最終レポート（2,000 ワード以上、図表を含む）をメールで提
出します。 
Ⅰ期 (Term I）参加者のレポート提出期限︓ 2018年 8⽉12⽇（⽇） 

Ⅱ期 (Term II）参加者のレポート提出期限︓2018年 8⽉26⽇（⽇） 

 b. TOEFL iBT 
研修⽣は、UBC研修からの帰国後、2018年 8-9⽉に TOEFL iBTを受験します。筑波⼤学から渡す受験⽤のバウチャー・コ
ードを基に、研修⽣は⾃分に都合のよい⽇にちや場所を TOEFL テストのホームページで選択して、受験します。 

c. 最終プレゼンテーションリハーサル 
最終プレゼンテーション（英語）に向けて、リハーサルのためのセミナーが開かれます。⽇程︓2018年 9⽉上旬（予定） 

d. 最終発表会 
⽇程︓2018年 10⽉上旬（予定） 
フォーマット︓10分間の英語でのプレゼンテーション＋5分間の質疑応答 

e. 修了式 
修了式は最終発表会の午後に予定しています。修了式では、筑波⼤学附属学校教育局教育⻑から修了証が授与されます。 

 

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。 

i. 2018年 4⽉1⽇現在、⾼校 1年⽣~3年⽣であること。 
ii. 下記に記載の期⽇までに必要なオンライン申し込みおよび応募書類提出を⾏うこと（時間厳守）。 

【選抜について】研修⽣の選抜は、 
1)オンライン申し込み および     Application Form & Essay の郵送（⼀次選考） 
2)TOEFL ITP Level 1（⼆次選考） 
3)英語集団⾯接（⼆次選考）を総合して判断します。2)と 3)は⼀次審査合格者のみに⾏われ、いずれも 2018年２⽉1１⽇
（⽇・祝）（終⽇）に実施します。 
なお、2018年 2⽉1１⽇（⽇・祝）まで有効な TOEFL ITP Level 1のスコアをお持ちの⽅は、⼀次選考時にスコアを提出していただ
ければ⼆次の TOEFL ITP Level 1受験を免除いたします。 

【募集定員】 
40名（最少催⾏⼈数 25名） 

【選考⽇程】（選考料不要） 

 応募開始     2018年 1⽉ 7⽇（⽇） 

 オンライン申し込み締切 2018年 1⽉26⽇（⾦）９︓００AM（時間厳守） 

 応募書類提出締切 2018年 1⽉26⽇（⾦）必着  

 書類選考の結果発表 2018年 2⽉ 2⽇（⾦）１２︓００PM（当ウェブサイト上に掲⽰） 

 ⼆次選考（TOEFL ITP Level 1・英語集団⾯接） 2018年 2⽉11⽇（⽇・祝）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 2⽉28⽇（⽔）１２︓００PM（当ウェブサイト上に掲⽰） 
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4.研修⾵景 
2018筑波-UBCグローバルリーダーズ・プログラムの研修⾵景です。⾸都圏の 16校から計 25名の⾼校⽣が参加しています。 

 
2018年 4⽉1⽇（⽇） 

「オリエンテーション」 
「イングリッシュ・コミュニケーション」  
レスリー・ジェームズ講師、ティファニー・ロス講師 

 

 
 

 
 
2018年 4⽉14⽇（⼟） 

「グローバル・リテラシー」 
さまざまな分野でグローバルに活躍されている外部講師の⽅から、計 8回にわたって講義を受けます。 
 

 
 
 
 
「アカデミック・ライティング」 
筑波⼤学⼤学院国際経営プロフェッショナル専攻 ジャン・クロード・マスワナ准教授 
 

 
 
 
 
2018年 4⽉21⽇（⼟） 

「リサーチ・メソッズ」 
筑波⼤学⼤学院国際経営プロフェッショナル専攻 デセアテニコフ助教 
 

 

2018年 5⽉6⽇（⽇） 

「イングリッシュ・コミュニケーション」 
レスリー・ジェームズ講師、ブライオニー・ダンロップ講師 
留学に関するアドバイス・ディスカッション 
2⼈1組に分かれての英語プレゼンテーション 
 

  



2018年 7⽉15⽇（⽇）-29⽇（⽇） 
Ⅰ期⽣14⼈UBC研修 
2018年 7⽉29⽇（⽇）-8⽉12⽇（⽇） 
Ⅱ期⽣11⼈UBC研修 

研修⽣らはそれぞれ事前に申し込んでいた Introduction to Engineering  や Politics, 

Economics and Diplomacy in a Global Context など、それぞれのコースに分かれて、 
カナダ⼈や他の外国⼈の⾼校⽣と学習をしました。 
2週間の研修期間中には、⽇本企業現地訪問や⽇本企業のビジネスパースンによる
講演会なども⾏われました。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
UBC滞在中は⼤学の学⽣寮に泊まり、カフェテリアで⾷事をとります。 
 

 
 
 
 
 

 
 
2018年 10⽉7⽇（⽇） 

最終発表会・修了式（筑波⼤学東京キャンパス⽂京校舎） 
最終発表は 10分間のプレゼンテーションと 5分間の質疑応答です。研修⽣はそれぞれのテーマに沿った英語の発表を⾏いました。 
 
 
 
 
 
修了式では、筑波⼤学附属学校教育⻑より⼀⼈⼀⼈に修了証が授与されました。 
また、各研修⽣がテーマに沿って執筆した 2000語の英語論⽂について、 
とくに優秀な作品については Best Paper Award, Award for Excellence, Honorable Mention, Judge's Choice が 6⼈に贈られました。 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

スライドショー︓https://youtu.be/16D0laOJHVk 
  

  

   

https://youtu.be/16D0laOJHVk


５．修了生・保護者からのフィードバック 
 

2018筑波-UBC グローバルリーダーズ・プログラム 修了生の声(抜粋） 

 The seminars were helpful upon writing my report. 
 I think the aspect that I can improve not only my English skills but also my presentation, speaking, typing and 

listening skills were useful. 
 The presentation practices in English Communication classes were useful for me because I had to make some presentations 

in English in the UBC FGL class I joined. I guess without these practices in Tsukuba Global Leaders Program, I could 

hardly use Google Slide app. 
 Taking communication classes in English, listening English spoken by native speaker, and making presentation about 

many kinds of themes were very good ways to prepare for studying abroad. 
 

2018筑波-UBC グローバルリーダーズ・プログラム 保護者の声(抜粋) 

 プログラムは⼤変充実していました。事前研修によるスキルアップのほか、仲間との切磋琢磨した学び、現地での広く新しい出会い、論⽂の作成と発
表、ととてもよかったと思います。 

 今回初参加で、留学も初めてでした。本⼈からの体験談、講義参観を通して、とても有意義な活動に参加させていただいたと思いました。グローバルリ
ーダーズ育成のテーマを常に感じられた活動だったと思います。 

 特に事前研修ではとても丁寧にご指導いただき感謝しております。娘はスピーチで緊張しなくなった、在籍⾼校でもスピーチを誉められるようになったと申
しております。この度の研修が少し本⼈の⾃信になったようで、嬉しく思います。 

 UBC では英語圏の⽅との交流は難しくなかなかできなかったようでしたが、ロシアや中国から来ていた⼈たちと交流を持てたりしたようでした。バンクーバー
市街地に出るプログラムなども、⽇本⼈は⼀⼈だったこともあったようで、よい経験になったようでした。本⼈は初めての海外で予想以上に⾃分の英語が
通じないことにショックを受けておりましたが、とても楽しめたそうです。 

 事前事後の筑波での研修と現地での⼤学プログラム参加という両⼤学の連携で、内容の濃い充実したプログラムだと思いました。もう少し英語⼒が⾼
まっていたらもっと効果が出たと思います。でも最後のプレゼンで成⻑を感じました。 

 半年にわたる⻑丁場で体系的にプログラムを受講することは受講者本⼈にとって初めてのことで、⾼校⽣の時に経験できたことは⾮常に貴重な機会だった
と思います。この経験を⾜場に、是⾮本⼈にはステップアップしてもらいたいと思います。 

 普段は⼥⼦⾼に通っておりほとんど外部の⽣徒との交流がないので、進学校の⽣徒さんや学年をまたいでの出会いがあり、⾮常に刺激を受けたようでし
た。また、英語の学習に⾮常に意欲的になり、英検の準⼀級を取得できました。春から修了式まで⾮常に貴重な経験をさせていただけたことに⼤変感謝
しております。 

  



6. About 2018 Tsukuba-UBC Global Leaders Program 
【1. Overview of the Program】 
This is a pre-university program which aims to develop high school students’ global mindsets (psychological aspects) and global competencies 
(behavioral aspects) required at their developmental stages to become future global leaders. 

To achieve the above objectives of the program, three sections, namely, Tsukuba session (Tokyo), UBC session (Vancouver) and Capstone session 
(Tokyo) are purposefully designed and integrated to form this program. Trainees will study the international standard of learning strategies and research 
methods that are useful at universities in Japan and overseas, in addition to specialized course subjects. The language of instruction for this program is 
completely in English. 

English communication lessons are also provided to improve communication skills in the classroom as well as to socialize with high school students from 
other countries during UBC sessions. 

【2. Structure of the Program】 

１. Tsukuba Session (Tokyo Campus, University of Tsukuba) 

The Tsukuba session is basically held on two Saturday afternoons per month between April-July, 2018. It is composed of a. English Communication, b. 
Lecture (Research Methods, Academic Writing, Academic Presentation), c. Seminar, and d. Global Literacy. Each session is taught by the University of 
Tsukuba professors, affiliates, or graduate students at Tsukuba Graduate School of Business Sciences. 

Trainees will improve their English communication skills not only for class discussion, report writing, and presentation but also for social interaction with 
high school students from other countries during the UBC session through intensive lessons from native English speaking instructors. 

Research Methods class will teach trainees how to design and complete their research project independently, whereas Academic Writing and Academic 
Presentation courses will instruct how to express the research findings objectively and effectively. 

Chief advisors for the seminar will give advice to each trainee to complete his/her project through small group discussion (7-8 trainees per 1 advisor) and 
individual consultation.  

In Global Literacy class, the trainees will have a chance to learn about firsthand experiences of the Business School students who are active in various 
areas of global business. 

                     Schedule for Tsukuba Session (April-July, 2018) (Tentative) 

Dates Lessons  

April 1   10:00-17:00 Icebreakers, Orientation to Chromebook (PC), English Communication 

April 7   14:30-17:30 Seminar, Global Literacy 

April 14  14:30-17:30 Academic Writing, Global Literacy 

April 21  14:30-17:30 Research Methods, Global Literacy 

May 6   10:00-17:00 English Communication 

May 19   14:30-17:30 Seminar, Research Methods 

May 26   14:30-17:30 English Communication 

June 16  14:30-17:30 Seminar, Academic Presentation 

June 30 14:30-17:30 English Communication 

July 14   14:30-17:30 Seminar, Global Literacy 

２. UBC Session (Vancouver Campus, University of British Columbia) 
After completing Tsukuba Session, trainees will visit UBC (University of British Columbia, Vancouver, Canada) for two weeks during one of the two 
available terms (Term I: July 15-July 28 or Term II: July 29-August 11)  The purpose of the UBC session is to expand academic knowledge by taking FGL 
(Future Global Leaders) courses from UBC professors.  It is also a great opportunity to have cross-cultural, interpersonal communication by studying and 
living together with Canadian and other international students coming from more than 20 countries. 

Each trainee will be assigned to one of the several courses offered either during Term I or Term II of the UBC session. There is a limit to the maximum 
number of trainees for each course. The applicant must indicate his/her priority from 1 to 6 on the application form.  If the number of applicants exceeds 
the allocated slots, the course will be determined based on the screening scores 

The UBC two-week session offers morning classes, afternoon workshops, after school activities, evening programs as well as excursions on the weekend. Course 
structure and sample schedule can be found in UBC’s FGL web site 

https://cstudies.ubc.ca/programs/future-global-leaders


３. Capstone Session  (Tokyo Campus, University of Tsukuba) 
a. Final Paper 

   Each trainee is required to submit an individual final paper (minimum 2,000 words including figures & tables) by email within two weeks after 
returning from the UBC Session.  

Deadline for Term I:     August 12, 2018 
Deadline for Team II:   August 26, 2018 

b. English (TOEFL) Assessment 

Trainees are required to take the official TOEFL iBT test after returning from the UBC session in late August or early September. University of 
Tsukuba will provide vouchers for taking the test, and each trainee is to pick the date and the venue that suit him/her and register online.  

c. Presentation Rehearsal 

Seminar will be held in the beginning of September to practice for the final presentation.  

d. Final Presentation 

Date: TBA (Early October) (AM) 
Location: University of Tsukuba, Tokyo Campus 
Format: 10 min. presentation + 5 min. Q&A 

e. Closing Ceremony 

Closing ceremony is scheduled after the Final Presentation, in the afternoon. Certificate of Completion will be conferred from the Vice 
President of the University of Tsukuba at the ceremony. 

【3. Application and Selection】 
A. Requirements for Application 

In order to apply for this program, an applicant has to satisfy the following two conditions. 

1) A high school student as of April 1, 2018. 
2) Submit an application form with an essay by the deadline below        Please observe the deadline strictly. 

B. Selection 
Selection of the trainees will be done comprehensively by 1) Application with an essay, 2) English communication ability assessed by TOEFL ITP Level 1 
and 3) Interview in English.  Both 2) & 3) will be held on February 11, 2018 only for those who passed the first screening (application with an essay). 

C. Number of Trainees to be Accepted 
Number of trainees to be admitted is up to 40. (25 minimum) 

D. Screening Schedule 
The Deadline for Application and Essay: E-mail:            January 26, 2018 at 9 AM  
                                                                 Postal mail:    Must arrive by January 26, 2018, using either registered mail or Letter Pack 
Announcement of the Result of Document Screening:     February 2, 2018 at 12 Noon (on this website) 
TOEFL ITP Level 1 & Group Interview:                              February 11, 2018 
Announcement of the Final Result:                                   February 28, 2018 at 12 Noon (on this website) 

E. Screening Fees 
There is no screening fee.  

【4. Program Fees】 
About JPY 580,000 will cover the following fees. (The amount may change slightly due to fuel surcharge, etc.) 

Tuition fees and study materials for Tsukuba, UBC, and Capstone sessions. 
Round trip airfare between Haneda and Vancouver. 
Airport pick-up and drop-off between Vancouver Airport and UBC campus. 
Accommodation in the student dormitory, three meals, and costs for activities at UBC. 
Insurance for studying at Tsukuba and Capstone sessions. 
Medial insurance during the UBC session. 
TOEFL iBT test (after the UBC session) 

Closing ceremony and reception fee. 
* Passport fee, overseas travel insurance, eTA, excess baggage charge, and personal expenses (transportation fee within Japan, stationaries, 

allowances, or souvenir costs) are not included in the program fees. 
* University of Tsukuba will lend a laptop computer for students during the program for free. 
* Students will be accompanied by a staff member of the University of Tsukuba during the UBC session. 

 
 
＊記載されている情報は 2018 年度時点のものになります 
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