
理学UPLBコース	
•  英語研修に重点をおいた海外学修プログラム	
•  研修先：フィリピン大学ロスバニョス校(UPLB	・フィリピン）	
•  UPLB・文理学部(CAS)の提供する3週間の英語語学研修	
　　(LITE)プログラム(「農学UPLB英語コース」と共催；9/9〜9/29	(決定)）　	
　　→　総合教養科目・「グローバルチャレンジ実習」として	

	 	2単位認定	
•  対象学生：　学部1，2年生	
•  募集人員：　5名	
	国立フィリピン大学（University of the Philippines, UP)は1908年に設立され、フィリピンで唯一の国立大学でナンバーワンの存
在であり、フィリピン国内に８つのキャンパスを有し、総学生数
は6万人を超える。ロスバニョス校(略称UPLB）はロスバニョス
(ラグナ州/ルソン島中部）にあり、11000人の学生と1000名の教
職員を有している。UPLBは農学部、文理学部、農業工学部、経済
経営学部など11の学部等と10の国立研究センター／研究所からな
る。フィリピン高等教育局はUPLBの５つの学部等を中核的研究拠
点に選定し、また2つの学部等を発展拠点として選定している。神
戸大学とは2006年以来、全学での大学間協定が締結されている。 
 
問合せ先 ：　鍔木基成　mtsubaki@kobe-u.ac.jp　	



Registration 

Fees 

Proficiency Exam 

 

For  more information, please contact: 

The Coordinator  

LITE Program 

CAS, UPLB 

College, Laguna 4031 

Tel No.: (63) 536-2402 

  Email: lite_cas@yahoo.com 

bini_reg@yahoo.com 

_____________________________________________ 

 

LANGUAGE 

I NSTRUCTION 

TOWARDS 

EXCELLENCE 
           PROGRAM     

_____________________________________________ 

LITE 

The Tutors 

Registration for any LITE Program course 

should be made at the LITE Program Office 

(Second Floor, CAS Building). Payment of fees 

is at the Office of the CAS Dean, CAS Building 

or at the UPLB Foundation, Inc (near PNB, Col-

lege Branch).  

UNIVERSITY OF THE PHILIPPINES LOS BAÑOS   

Language tutors are faculty members of the De-

partment of Humanities, College of Arts and Sci-

ences, UPLB who have either master’s  or doc-

toral degrees and who have been teaching in 

their areas of specialization for many years. 

The English Proficiency Examination (EPE)/

Diagnostic test (DT) must be taken before the 

start of a course. The schedule of the EPE/DT is 

to be arranged (TBA). The administration of the 

EPE/DT for specific reasons can also be made 

upon request for a fee.  

Information on fees is provided upon request 

mailto:lite_cas@yahoo.com
mailto:bini_reg@yahoo.com


The ENGLISH PLUS is three-to four-week 

course that covers two areas: 

Pronunciation Improvement and Oral Presen-

tation Skills and Conversational Fluency. It is 

supplemented by a 2-hour daily guided inter-

action and a cultural exposure trip within 

UPLB and IRRI including around the province 

of Laguna.  

LITE also offers, on request, one-on-one or small 

group tutorials in the following languages:  

• English,   

• Filipino,  

• Spanish 

• Nihonggo  

• French.  
Tutorials for TOEFL and other English examinations are 

also offered, upon request. 

Special short-term courses are offered for small 

groups, on request. 
 

• Business English (Business Correspondence, Ef-

fective Oral  Presentations, Report Writing) 
 

• Occupational English (English for domestic help-

ers, hospital. Workers, restaurant workers, hotel  

workers, etc). 

 

Upon completion of a course/tutorial program, the 

student receives either a Certificate of Proficiency, a  

Certificate of Completion, or a Certificate of Atten-

dance. 

Intensive English for International 

Graduate Students (IEIGS)   

LITE Offerings 

English Plus Course for  

International Students 

Tutorial 

Special Languages  

Courses 

LITE offers the following types of language courses:                      

The Intensive English for International Graduate Stu-

dents (IEIGS),  a 150-hour course intended for  interna-

tional graduate students of UP Los Baños, provides 

training at two levels of proficiency – intermediate and 

advanced – in three aspects of English – reading, gram-

mar and composition, and speech communication.  

Intermediate Level  
 

Reading: Vocabulary building, reading comprehension 

of narrative texts and simple expository writing 

 

Grammar and Writing: Tense, agreement, modifiers, 

prepositions., conjunctions, and writing effective para-

graphs  

 

Speech communication: Listening and speaking in so-

cial and academic contexts, voice and diction, formu-

lating and responding to questions, and oral reporting. 
  
Advanced Level  
 

Reading: Vocabulary building and reading comprehen-

sion of expository materials in various academic areas 

Grammar and Writing: Library research skills; writ-

ing a research proposal, abstract, thesis; methods of 

data presentation; and editing one’s work 

  

Speech Communication: Interviewing as a research 

tool, group problem-solving, argumentation (in 

preparation for proposal, thesis defense), and presen-

tation skills 
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平成３０年度神戸グローバルチャレンジプログラム　コース申請書

平成29年9月21日

　　　鍔木 基成

  下記のとおり、神戸グローバルチャレンジプログラムで実施するコースを申請します。

5621
福山　克司

実施年度 30 連絡先（メールアドレス） fukuyama@math.kobe-u.ac.jp

申請部局 理学部
実施

責任者

ふくやま　かつし
連絡先
(内線）

コースの名称 理学グローバルチャレンジプログラム UPLBコース コース
区分
※

サマースクール型

コースの略称 理学UPLBコース
※フィールドワーク型、サマースクール型、学生企画型、

インターンシップ型、ボランティア型 から選択

コース実施期間
※

平成30年6月1日 平成30年10月5日 日間)

※実施期間は３０日以上１年以内、事前学修実施期間５日以上、学外学修実施期間１０日以上、事後学修実施期間５日以上

参加学生決定年月日(予定)

学生募集

開始年月日(予定) 平成30年4月9日

募集対象
学生

所属部局
(全学部・自学部・他学部)

終了年月日(予定) 平成30年4月28日 自学部

平成30年5月20日

日間)

内容

・フィリピン大学ロスバニョス校文理学部において３週間の英語語学研修（LITE)プログラム(UPLB農学英語コースとの共催）を受け
る。原則、午前中2時間、午後2時間程度。
・平日は英語レッスン終了後(16:00〜18：00）にUPLB所属の進行補助学生と様々な交流活動を行う。この活動により状況に応じ
た活きた英語を学ぶ。また派遣期間中、数度のキャンパス内外での集団活動を行い植物園、国際稲研究所、化学研究所等を訪
問･見学する。
・派遣先にて学生ごとに前もって作成した自らの学修計画に基づき、学修プログラムを実践する。学生は派遣期間中はBEEFを利
用して、自己の活動内容や学修したことを学修日誌として作成し、事後学修のための資料とする。

コースの概要
「サイエンスにおける異文化・異分野の理解と文理融合」をテーマとして３つのタイプの海外学修プログラムを提供する。英語研修に重点をおいた海外学修プログラム
（①）(期間、3週間）と、サイエンスを基本として異文化・異分野の理解に重点をおいた学生企画型の海外学修プログラム(②、③）(期間は任意、14日間以上30日未
満）である。①「理学UPLB」コースでは学内での事前学修を6月〜9月初めに行った後、学外(海外）学修を３週間行う。帰国後、事後学修を10月初旬に行う。

期待される
効果・学修目標

理学グローバルチャレンジプログラムで提供する３つのコースにおいては、基本となるサイエンスを学ぶだけでなく、異文化に身を置くことにより、自らの置
く専門分野以外のサイエンスをも含めてより総合的に学ぶことによって、サイエンスの理解をさらに深化させる。ある一定期間の異文化での生活や学修体
験を通じ、自分自身への理解を深めたり、新たな興味を持つ事柄や、より追求したい学修テーマを自主的に発見する機会とする。「理学UPLB」コースは
特に理学全般での英語会話能力・発表能力の向上に重点をおいたプログラムである。

事前学修
（期間・内容）

実施期間
（予定）

平成30年6月1日 平成30年9月8日 日間)

1)海外での安全について　２）海外での健康管理について　３）フィ
リピンの生活と文化　４）タガログ語講座　５）コースの内容と注意事
項

学修活動日数
(１０日以上)

学修時間/日
(見込み)

学修時間数
 =学修活動日数
 ×学修時間/日
 (見込み/h)※

※「派遣先での活動時間」のみとする
(「派遣期間中の自己学修時間」は

含まない) (３５h以上)

事後学修
（期間・内容）

実施期間
(予定)

平成30年10月1日 平成30年10月5日 日間)

派遣先での学修について、振り返りを行い、リフレクションシートを
作成・提出する。全学で実施される「グローバルチャレンジ合同報
告会」に向け、プレゼンテーションの準備を行う。

学外学修
（派遣先・

期間・内容）

【チャレンジターム】

派遣先・
派遣期間（予定）

派遣先
（国名）

フィリピン大学ロスバニョス校（UPLB)(フィリピン）

平成30年9月9日 平成30年9月29日

コース参加学生へ

の費用支援希望
（①②のどちらかに○

印)

①JASSO奨学金

②神戸大学基金

※「①JASSO奨学金（海外留学支援制度(協定派遣)）」による奨学金支給を希望する
　コースは、「(様式２)平成30年度神戸GCP JASSO申請書」をあわせて提出

備　　考
※

※受入機関の事情等により、最少開講人数がある場合は備考欄に記入

認定単位数
単位数※
（予定）

＋学外学修時間 ＋事後学修時間

2 ※「事前学修時間＋学外学修時間＋事後学修時間＝４５時間／１単位」が必要

= 合計学修時間6

7
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