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津田塾大学 オープンユニバーシティ
募集要項 ２０１７年度 秋期
２０１７年９月２６日（火）～１２月１８日（月）
■Global Education and Sustainable Development Program
無料説明会
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（本学千駄ヶ谷キャンパス）のいずれかにご参加ください。
日時 第１回目 9 月 12 日（火）19 時～21 時 第 2 回目 9 月 21 日（木）19 時～21 時。
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
【対象】This course is for anyone with limited or no
experience in non-governmental organizations but
would like to increase their knowledge on the issues
English for Non
while learning and practicing the key English
vocabulary and concepts regarding NGOs.
Governmental
【内容】This is a vocabulary and knowledge expansion course.
9月27日～12月6日
Organizations:
Class participants should expect to gain an increased
18：50－20：50
English vocabulary related to the current issues
59,400
vocabulary and
水曜日
concerning non-governmental organizations and global
全11回
conversational
society, as well as gain a further understanding of
those issues.
skills
The course will be conducted in a workshop format;
development
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】This course is for anyone wanting to gain a deeper
understanding of sustainable development and current
issues. Each week in this workshop we investigate a
9月30日～12月16日
different key issue facing global society. This course
uses interactive methods to help participants learn
10：00－12：00
Current Issues in
more about problems, people’s needs and possible
土曜日
54,000
Sustainable
全10回
solutions. Topics vary by semester and may include
poverty, food security and hunger, climate change,
Development
education, HIV/AIDS, refugees, energy, ODA and aid,
※10月28日,11月25日は休講
gender equity, human rights, conflict and disasters.
This is for anyone wanting to work in INGOs, preparing
to study overseas or wanting to learn more about what
is going on in the world.
【英語レベル】High Intermediate
【内容】This is an advanced writing skills course. In this
course, you will practice skills connected to wellorganized and effective writing. In addition, the
9月28日～12月14日
course will cover writing styles and formats necessary
for persons working for organizations with an
18：50－20：50
Professional
international dimension, including press releases,
木曜日
59,400
全11回
report writing, grant and budget proposals, and email.
Writing Skills
Past participants have included those working in nongovernmental
organizations,
international
or
※11月23日は休講
multinational organizations, and those wishing to
attend graduate school. Other persons interested in
improving their writing skills are more than welcome
to attend.
【英語レベル】High-Intermediate and above
【内容】This course is for anyone wanting to gain a deeper
70,200
understanding of community development, current issues
9月30日～12月16日
and wants the opportunity to learn from fieldwork
13：00－15：00
NGO Stories from
（津田塾
specialists. This is for anyone interested in INGOs, or
土曜日
全10回
wanting
to
learn
more
about
what
is
going
on
in
the
大学
the Field
world.
Learn about current community development
在学生)
issues from experts in the field. This course includes ※10月28日,11月25日は休講
35,100
several classes by experienced instructors and guest
speakers with practical experience in the field.

16

Tai, Richard

16

Rossitto,
Sarajean

10

Meyer, Thomas

Rossitto,
Sarajean

30
ゲスト
スピーカー

【英語レベル】本講座は日本語で行います。
【対象】持続可能な開発や現在の国際情勢について深く理解したい方
フィールドワークに関心を持っている方
国際組織や NGO で働きたい方
大学院留学の準備をしている方
NGO Seminar:
キャリア形成について学びたい方
Stories from the 【内容】NGO セミナーとキャリアセミナーを交互に実施します。NGO セ
Field
ミナーはグローバル社会や国際協力の課題など、現場のニーズ
に即した知識の習得を目的としています。現場の専門家からの
Career Seminar:
最新のコミュニティ開発問題についてのセミナーです。キャリ
Learning from
アセミナーは経験豊富な専門家からのキャリアのグローバル
others’ career paths
スキルを獲得するための開発のセミナーです。 海外で働きた
い人に役立ちます。

10 月 4 日
10 月 25 日
11 月 1 日
11 月 22 日
18：50－20：50
水曜日
全4回

面接試験クリニッ 【対象】国際機関・国際的企業などでの採用面接に必要なコミュニケ
ーション力を上達させたい方。
ク：
【内容】インタビューテクニックの習得を目標とします。模擬面接（ビ
Competencybased
デオ撮影）の後、具体的な改善点のコーチング、アドバイス
が受けられます。実践力をつけるため、国連機関志望者には
Interviewing
最適です。
Techniques

11 月 23 日
10：00－11：30
休憩
12：20-13：50
休憩
14：10-15：40
木曜日
全1回

Seminar series

9,800
（津田塾
大学
在学生)
4,900

50

ゲスト
スピーカー

8

黒田 順子

21,000

■観光英語
講座名

Welcome
to Sendagaya
（レクチャー）

Welcome
to Sendagaya
（ワークショップ）

対象

料金(税込) 定員 インストラクター

期間/時間

【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。

10月16日、10月23日

【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
る英語をワークショップ形式で教えます。
※レクチャーの受講が必須です。

10月30日～11月27日

19：00～20：30
月曜日
全2回

19：00～20：30
月曜日
全5回

2,700

20

目黒

一生

6,700

20

目黒

一生

■小学校教員向け初等英語教育研究講座
講座名

対象

【対象】勤務校などで研修を担当される小・中学校の
先生、大学で教員養成に携わっている先生
【内容】1）理論と実践の両輪
多重知能理論 を
2）英語教育法の小学校英語授業への応用
3）他教科関連の英語活動
ベースにした授業
多重知能（Multiple Intelligences）理論を学
— comprehensible
び、子どもが全身・全知能を使って参加できる
活動を考えます。多重知能（８つの知能）を活
input 演習
用したリスニング活動や他教科関連の活動等を
通して、小学校で行われるべき英語教育につい
て考察します。

期間/時間

料金(税込)定員

インストラクター

10：30～16：10

土曜日
全１回

11月11日

9,000

20

外山

節子

■学生および企業・社会人向け講座
【技能検定講座】
講座名

対象

TOEIC®対策講座
目標スコア
600～730

【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。

TOEIC®対策講座
目標スコア
860 以上

【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・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。

期間/時間

9月26日～12月12日

9月28日～12月14日
※11月23日は休講

料金(税込) 定員 インストラクター

19：00－20：30
火曜日
全12回

59,640

20

目黒

一生

19：00－20：30
木曜日
全11回

64,240

20

目黒

一生

【一般英語講座】
講座名

通訳メソッドを
使って TED talks
から学ぶ

対象
【対象】TOEIC®スコア550以上程度
【内容】生のスピーチを題材にします。まずは正確
に理解をすることから始め、リピーティン
グやリプロダクションの練習を通してスピ
ーキングの上達にも繋げていきます。

期間/時間

11月6日～12月18日

16：20－17：50
月曜日
全7回

料金(税込) 定員 インストラクター

49,140

15

大島

万里子

（参考）冬学期開講予定科目
■Global Education and Sustainable Development Program
※12 月を目途に募集を開始する予定です。あくまでも現時点での予定ですので、日時等変更の可能性がございます。

English for
Sustainable
Development
Goals:
vocabulary and
conversational
skills
development

Gender in
Development

Professional
Writing Skills

Career Planning
in International
Development

Seminar series
＜NGO Seminar:
Stories from the
Field
Career Seminar:
Learning from
others’ career
paths＞

【英語レベル】Pre Intermediate~Intermediate
【対象】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 regarding the related issues.
【内容】This is a vocabulary and knowledge expansion course.
Class participants should expect to gain an increased
English vocabulary related to the current issues
concerning the Sustainable Development Goals, the
United Nations and global society, as 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】This course is for any one interested in learning more
current issues and how gender is connected to diverse
development issues such as education, poverty,
conflict, disaster response and decision-making.
Each week we read articles from different countries
to understand the recent progress and ongoing
challenges in the struggle for gender equality. We
focus on different themes to learn from best practices
and assess how to move forward to achieve equality.
It explores how people are impacted due to social
expectations and gender biases.
【英語レベル】High intermediate
【内容】This is an advanced writing skills course. In this
course, you will practice skills connected to wellorganized and effective writing. In addition, the
course will cover writing styles and formats necessary
for persons working for organizations with an
international dimension, including press releases,
report writing, grant and budget proposals, and email.
Past participants have included those working in nongovernmental
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.
【英語レベル】High-Intermediate 以上
【内容】This course is for anyone wanting to plot a career
path
in
NGOs,
nonprofit
or
international
organizations. Learn about career development from
program instructors and experts in the field. Find out
about how they pursued their careers while also
improving your resume, interviewing and presentation
skill. This course includes several classes by
experienced instructors and guest speakers with
practical experience. It is useful for anyone wanting
to work or study overseas.
【英語レベル】本講座は日本語で行います。
【対象】持続可能な開発や現在の国際情勢について深く理解したい方
フィールドワークに関心を持っている方
国際組織や NGO で働きたい方
大学院留学の準備をしている方
キャリア形成について学びたい方
【内容】NGO セミナーとキャリアセミナーを交互に実施します。NGO
セミナーはグローバル社会や国際協力の課題など、現場のニ
ーズに即した知識の習得を目的としています。現場の専門家
からの最新のコミュニティ開発問題についてセミナーです。
キャリアセミナーは経験豊富な専門家からのキャリアのグ
ローバルスキルを獲得するための開発のセミナーです。 海
外で働きたい人に役立ちます。

1 月 17 日～3 月 28 日
18:50－20:50
水曜日
全 10 回

54,000

16

Tai, Richard

1 月 20 日～3 月 24 日
10：00－12：00
土曜日
全8回

43,200

16

Rossitto,
Sarajean

1 月 18 日～3 月 22 日
18：50－20：50
木曜日
全 10 回

54,000

10

Meyer, Thomas

Rossitto,
Sarajean

1 月 20 日～3 月 10 日
13：00－15：00
土曜日
全8回

56,160

（調整中）
18：50－20：50
土曜日
全4回

32,400

■観光英語
■小学校教員向け初等英語教育研究講座
■学生および企業・社会人向け講座
※ 冬学期も講座を開講予定です。詳細については決定次第 HP にてお知らせします。

30
ゲスト
スピーカー

50

ゲスト
スピーカー

◆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。
 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。

◆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

