東京大学グローバルリーダー育成プログラム(GLP)
GLP-GEfIL 募集要項
2017 年 4 月 11 日
グローバルリーダー育成プログラム推進室
１．概要・趣旨
「グローバルリーダー育成プログラム」
（GLP）は、国際社会における指導的人材の育成を目的
とし、学部学生を対象とした特別教育プログラムです。GLP-GEfIL（Global Education for
Innovation and Leadership)では、学部前期課程（1・2 年次）での GLP 指定科目の履修等を基
礎としつつ、語学力や意欲によって選抜された学生（100 名程度）を対象として、主に学部後期
課程（3 年次以降）において、英語による分野横断型の教育プログラムを提供します。修了要件
を満たした学生には、東京大学公式の修了証を交付します。
以下の要領にて、
「GLP-GEfIL」の第 3 期履修生を募集します。将来のグローバルリーダーとし
て、国際社会において先導的役割を果たしたいという強い意志を持つ多くの学生が参加するこ
とを期待します。
GLP-GEfIL の概要と履修の流れ
GLP-GEfIL では、「GEfIL 実践研究」
、「グローバルリーダー講義」、
「GEfIL 海外プログラム」
（GLP-GEfIL 履修期間中 2 回）及び「GEfIL 共通授業科目」を通じて、実践的な英語力、実践
力・課題解決力、チームワークスキルやプロジェクト・マネジメント能力など、グローバルリ
ーダーとしての力を培います。GLP-GEfIL は、学部前期課程での GLP 指定科目（6 単位以上）
の履修に加えて、2 年次 12 月以降これらの学修を経ることにより、修了が認定されます。
詳細は GLP-GEfIL ホームページをご覧ください。
http://www.glp.u-tokyo.ac.jp/

※「GEfIL 実践研究」と「グローバルリーダー講義」は、所属学部の授業と重ならないようにするために、
土曜日または平日の夜間の開講を予定しています。
※「GEfIL 海外プログラム」は夏季のプログラム以外に、春季、冬季に開催されるプログラムもあります。
各自のスケジュールに合わせて、無理のない決定をサポートしています。

２．募集人員
100 名を上限とします。
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３．応募の流れ・スケジュール
時期

学生のアクションなど

2017 年 4 月中

募集要項の確認等

旬～

・ 募集要項の確認
・ 応募締切日時に間に合うよう英語能力試験（TOEFL iBT 又は IELTS）の
申し込み

4 月～7 月

説明会への参加など申請に向けた準備
・ 個別説明会

駒場キャンパスにて開催

4/13（木）、4/17（月）
、4/19（水）、6/15（木）
、6/20（火）、6/21（水）、
6/27（火）
、6/30（金）、7/3（月）
、7/7（金） ＊各日 19:00～20:15
・ 募集要項を精読し、応募書類の準備
6 月～8 月 31 日

Web による申請（英語）及び証明書等の提出

9 月 中 旬 ～ 11 選抜
月中旬

・ 書類審査結果は、9 /29 （金）までに通知
・ 面接審査は、原則として 10/6（金）～11/2（木）に実施、対象者は各
自、Web から面接の予約を行う

11 月下旬

選抜結果通知

12 月 2 日(土)

GEfIL 第 3 期履修生

認定式・オリエンテーション

４．資格・条件
以下の資格・条件をすべて満たす必要があります。
（１）応募時点で教養学部前期課程 2 年生であること、ただし PEAK 学生は教養学部前期課程 1
年生を対象とする。
（２）学部前期課程において GLP 指定科目を「グローバル教養」
「実践力・課題解決力」
「実践的
外国語能力」の 3 区分から 2 区分以上にわたり、6 単位以上受講し、単位を取得している又
は取得予定であること。なお、取得予定としてた GLP 指定科目の成績が確定次第、グローバ
ルリーダー育成プログラム推進室に成績表を提出する。
（３）面接審査の段階で、進学学部が内定していること。
なお、資格・条件を満たさない場合には、遡って申請資格を失う。

５．選抜基準
以下の諸点を総合的に勘案して判断します。
（１）将来のグローバルリーダーとして、国際社会において先導的役割を果たしたいという強
い意志を有すること。
（２）英語による授業の理解、海外派遣における外国人学生や教員とのディスカッション等に必
要となる、高水準の英語のコミュニケーション能力を有すること。（TOEFL iBT100 以上
IELTS7.0 以上を目安とする。ただし、若干下回る程度であれば応募を受け付け、書類や面
接審査等により総合的に判断する。
）
（３）上記（１）、
（２）のほかに、以下の点も適宜考慮します。
・前期課程において良好な成績を修めていること。
・自身の進学学部の教育カリキュラムに加えて、当該プログラムを履修することが可能な
能力と意欲を有すること。

６．応募方法
（１）応募書類・提出方法
以下のとおり、Web 申請及び証明書等（紙媒体）の提出を行ってください。
（i）GLP-GEfIL ホームページより、Web 申請（英語）を行ってください。
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http://www.glp.u-tokyo.ac.jp/
入力内容等は当ホームページより詳細を確認してください。
(ii) 成績表（2S セメスターまでの成績が入ったものを UTask-Web から出力）及び英語能力
を証明する書類（TOEFL iBT または IELTS）を GLP 推進室に郵送、または持参してくださ
い。
(iii)(i)Web 申請が終了していること及び(ii)証明書等の到着をもって、受付が完了します。
【英語能力を証明する書類についての補足事項】
・英語能力検定試験証明は、TOEFL iBT もしくは IELTS の 2 種類のみ有効です。
・TOEFL iBT のスコアは、受験後にウェブサイト上で確認できるスコアのプリントアウトで
も可とします。IELTS はウェブサイトのプリントアウトでは本人確認ができないので、証
明書の写しの提出を必須といたします。
・英語で一定年数の教育を受けている者など、以下の条件に該当する学生は、英語スコア
の提出は不要とします。Web 申請の際に、その旨を記載してください。該当するかどうか
疑義がある場合には、必ずグローバルリーダー育成プログラム推進室事務局に確認してく
ださい。
条件：大学出願資格を取得した時点からさかのぼって連続する 12 年間のうち前半の 6 年
中最低 4 年間、かつ、後半の 6 年中最低 5 年間を英語で教育を受けた者
（２）応募締切日時

Web 申請

2017 年 8 月 31 日（木）23:59

証明書提出

持参する場合

2017 年 8 月 31 日（木）17:00

郵送物に関しては、2017 年 8 月 31 日の消印を有効とみなします。
締切日時以降の申請提出は受付いたしませんので、ご注意ください。
（３）証明書類提出先

(郵送も可)

東京大学グローバルリーダー育成プログラム推進室事務局
〒113-8654 東京都文京区本郷 7-3-1
※開室時間

第二本部棟 1 階

9:30-17:00(土日祝日を除く)

７．選抜
（１）選抜は書類審査及び面接審査により行います。
（２）書類審査により面接審査対象者として認められた学生について、英語による面接審査（20
分程度）を実施します。書類審査の結果は、9/29（金）までに電子メールで連絡します。
面接審査は、原則として 10/6（金）～11/2（木）の間に行います。なお、面接審査対象者
は、面接を受ける前に、以下の点について確認してください。
・3 年次の進学先学部
応募書類提出時点で、3 年次の進学先学部を入力しなかった場合は、Web 応募書類に追
記してください。
・GLP 指定科目の取得（４．資格・条件（２）参照）
応募書類提出時点で GLP 指定科目の取得要件を満たしていない場合には、Ａセメスター
(A1 ターム、A2 ターム)で単位取得予定の GLP 指定科目を Web 応募書類に追記してくだ
さい。
（３）選抜結果は、11 月下旬に電子メールで学生本人に通知します。

８．その他
（１）本プログラムおよび募集に関しての説明会を開催します（全 10 回）
。
詳細は GLP-GEfIL ホームページに掲載いたします。
（http://www.glp.u-tokyo.ac.jp/）
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（２）書類に不備がある場合の連絡や、面接日程、合否等の連絡は電子メールで行うため、応
募後は定期的に電子メールを確認するようにしてください。重要な連絡が迷惑メールフォ
ルダに振り分けられてしまう例もあるため、迷惑メールフォルダも確認してください。ま
た、応募時の申請書に記載の住所や電話番号・メールアドレスに変更があった場合は、速
やかにグローバルリーダー育成プログラム推進室事務局に連絡してください。
（３）GEfIL 海外プログラムにおいては、協賛企業の理解と多大な支援のもとに参加費用の一
部として奨学金が支給されます。協賛企業に対しては、定期的に報告会を開催しており、
参加学生の成果報告が期待されます。資金提供者との懇談会への出席、報告書の提出、ア
ンケート調査への協力等の依頼があった場合にはご協力をお願いします。
（４）募集に関する情報・応募書類等は変更の可能性があり、また有益な情報・よくある質問
等を後日追加して掲載する場合があるため、最新情報を必ずホームページで確認してくだ
さい。
GLP-GEfIL ホームページ：
http://www.glp.u-tokyo.ac.jp/

９．問い合わせ先
東京大学グローバルリーダー育成プログラム推進室
(電話)03-5841-2925
(E-mail) glp-gefil.adm@gs.mail.u-tokyo.ac.jp
※開室時間

9:30-17:00(土日祝日を除く)
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