2017.12.11

津田塾大学 オープンユニバーシティ
募集要項 ２０１７年度 冬期
２０１８年１月１５日（月）～３月２９日（木）
■Global Education and Sustainable Development Program
冬期講座説明会 上記プログラムの講座内容を確認したい方、ご関心のある方は、
下記の説明会のいずれかにご参加ください。参加費は無料です。
※本プログラムを初めて受講される場合、説明会の受講は必須となります。
日時 ①2018 年 1 月 11 日（木）19：00～20：45
② 2018 年 1 月 16 日（火）19：00～20：45
会場 津田塾大学 千駄ヶ谷キャンパス
前半では全体説明・講師紹介・講師による講座内容説明・Q&A を、後半では個別相談を行い、最適なクラスをご案内いたします。
申込方法など詳細はホームページ（http://tou.tsuda.ac.jp/）をご覧ください。

講座名

英語レベル/対象/内容

日程/時間

料金(税込) 定員 インストラクター

【英語レベル】Pre Intermediate～Intermediate
【内容】This course is for anyone with limited
or no knowledge of the Sustainable
Development Goals, but would like to
increase their understanding of the SDGs
while learning and practicing the key.
English vocabulary and concepts
1 月 24 日～3 月 14
English for
regarding the related issues. Class
日
Sustainable
participants should expect to gain an
18:50－20:50
Development Goals:
increased English vocabulary related to
水曜日
37,800
Vocabulary and
the current issues concerning the
全7回（全14時間）
Conversational
Sustainable Development Goals, the
Skills Development
United Nations and global society, as
※2月7日は休講
well as gain a further understanding of
those issues. The course will be
conducted in a workshop format; the
instructor will introduce new material
every week and focus on group and whole
class discussions, pair work exercises
and simulation activities.
【英語レベル】High intermediate and above
【内容】The class focuses on the gender aspects
of a wide range of issues, starting by
looking at the status of women in Japan
① 1月20日
and then changing focus to looking at
② 1月27日
the connection of gender to key social
③ 2月3日
issues such as education, health, pay
④ 3月10日
Gender in
equity, government policy and home
⑤ 3月17日
Sustainable
37,800
violence. Weekly online reading
①～④ 10：00－
Development
assignments introduce background
13：00
information, reports and important data
⑤ 10：00－12：00
to help participants understand the
土曜日
connections between gender and important 全5回（全14時間）
issues such as decisionmaking processes
and justice, education and information
access, gender based crime and justice.

16

Tai, Richard

16

Rossitto,
Sarajean

Professional
Writing Skills

【英語レベル】High Intermediate
【内容】This is an advanced writing skills course
focusing on report writing skills. In
this seven-week specialized course, we
will practice skills connected to writing
well-organized and effective reports,
including focusing on gathering and
synthesizing
various
sources
of
information, writing about specific types
of data, critiquing and analyzing source
material, as well as logical writing
structure. Beyond some assigned readings,
for this term students will be given an
opportunity to choose the topics they
wish to write about as part of courselong writing project. Participants can
include those working in non-governmental
organizations,
international
or
multinational organizations, and those
wishing to attend graduate school. Other
persons interested in improving their
writing skills are more than welcome to
attend.

1月25日～3月15日
18：50－20：50
木曜日
全7回（全14時間）

37,800

10 Meyer, Thomas

※2月8日は休講

■観光英語
講座名

対象

【対象】初級者歓迎
【内容】海外観光で使える英語や来日外
国人に使える英語を講義形式で
教えます。
※WSとセットの受講を推奨します。
【対象】初級者歓迎
Welcome
【内容】海外観光で使える英語や来日外
to Sendagaya
国人に使える英語をワークショ
（ワークショップ）
ップ形式で教えます。
※レクチャーの受講が必須です。
Welcome
to Sendagaya
（レクチャー）

期間/時間

1月15日、1月22日

2月19日～3月19日

19：00～20：30
月曜日
全2回
19：00～20：30
月曜日
全5回

料金(税込) 定員 インストラクター

2,700

20

目黒

一生

6,700

20

目黒

一生

■学生および企業・社会人向け講座
【技能検定講座】
講座名

TOEIC®対策講座
目標スコア
600～730

TOEIC®対策講座
目標スコア
860 以上

対象

期間/時間

【対象】TOEIC®スコア500以上取得済み
の方
【内容】各回、前半はリスニングトレー
ニングを行い、短文から長文ま
で、英文聞き取りのポイントを
身につけます。後半はリーディ
2月15日～3月29日
ングトレーニングを行い、文
法・語法の整理や要点を押さえ
た読み方を学びます。テストを
受験するのに必要なテストテイ
キング・ストラテジーも学びま
す。
【対象】TOEIC®スコア730以上取得済みの
方
【内容】長文の速聴・速読、頻出語彙・
2月17日～3月3日
語法の確認、ビジネス表現の習
得に的を絞って、正確な解答を
導き出すスキルを学びます。

料金(税込) 定員 インストラクター

19：00－20：30
木曜日
全7回

34,790

20

目黒

一生

13：00－14：30
14：40－16：10
土曜日
全3回

35,040

20

目黒

一生

◆お申し込み方法
 Web ページからお申し込みいただくか、ＦＡＸ・郵送のいずれかにより
「受講申込書」を提出してください。※1 受講証明書･修了証明書の発行について
 受講料をお振込みください。
申込締切：講座開講日の７日前

提出先
Web ページ：http://tou.tsuda.ac.jp/
FAX：03-6447-5913
郵送：
〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷 1-18-24
津田塾大学千駄ヶ谷キャンパス事務室 宛

受講料振込先
みずほ銀行 小金井支店
（普）１４０２６２１
ガク）ツダジユクダイガク

「受講申込書」をお送りいただいた後、すみやかにお振込みください。
振込をもって申込の完了となります。
お支払いは全て銀行振込になります。（振込手数料はご負担ください。）
所定の振込用紙はありません。

 受講証・領収証の受領。（本学より送付）
 この時点にて、講座開始が決定します。
（テキストが必要な講座は、この時点で、ご
手配ください。）
------------------------------------------------------------------------------------------------受講規約をご確認の上、お申し込みください。
掲載している内容は、予告なく変更することがあります。また、クラスの申込人数によっては開講できない場合が
あります。ご了承ください。
受講料にはテキスト代は含まれておりません。
※1 受講証明書･修了証明書の発行について
「受講証明書」または「修了証明書」の必要な方は、必ず受講申込時にあわせてお申込みください。証明書 1 通に
つき 800 円をお振り込みください。なお、修了証明書発行の場合には、80％の出席率が必要です。講座最終回終了
後に発行し郵送します。

◆お問い合わせ先
津田塾大学

千駄ヶ谷キャンパス事務室

〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷 1-18-24
TEL 03-6447-5911
FAX 03-6447-5913
Mail tou.office@tsuda.ac.jp
受付時間 8：30～16：30
（土曜、日曜、祝日、年末年始はお休み）
http://tou.tsuda.ac.jp/

JR 総武線・中央線 千駄ヶ谷駅 徒歩 1 分
都営地下鉄大江戸線 国立競技場駅 A4 出口より徒歩 1 分
東京メトロ副都心線 北参道駅 徒歩 9 分

