２０１８年度

津 田 塾 大 学
オープンユニバーシティ
アカデミックライティング講座のご案内
◆Academic English Writing
(Summer Intensive and Fall Courses)
Graduate students majoring in language related areas or Social Sciences who need to prepare for writing theses in
English are invited. Also welcome are any teachers of English writing who would like to brush up their own knowledge
of English writing. The first semester starts from paragraph writing and moves on to essays, paraphrasing,
summarizing and citations. The second semester focuses on writing theses and published papers. Individual feedback
on writing will be provided on weekly in-class writing with a minimum amount of homework.
英語論文を投稿、発表したいと思っている大学院生に最適のコースです。8 月講座は基礎・準備編、秋の講座は実
践編です。論文の構成、APA に準拠した引用方法、 英文のスタイル、出版につながるライティングのテクニックな
どを実際に書くことで身につけていきます。講師は津田塾大学大学院生への丁寧な英文添削・英語論文指導で定評
のある浜谷エロイーズ 先生です。

＜夏期＞

◆講座名：Intermediate Academic English Writing
◆インストラクター：Hamatani Eloise

◆英語レベル：Intermediate

◆内容：This English writing class is for graduate students majoring in language related areas or Social Sciences and/or
those who would like to enter such a graduate school program in the future. It is also for teachers of English writing who
would like to update their own knowledge. The course will cover paragraph writing and multi-paragraph texts especially
patterns most frequently found in academic writing. It will also cover paraphrasing, summarizing and citations in the
APA system. The instructor will correct and comment on weekly in-class writing and return it in the following class with
advice. There will also be class discussion of examples and group work with texts. There will be little or no homework,
although this will depend on student wishes. Students will be able to ask the instructor for comments on their outside
English writing if they wish.
◆日程／時間：①8 月 4 日 ②8 月 11 日 ③8 月 18 日 ④9 月 1 日 ⑤9 月 8 日
全 5 回 ※8 月 25 日は休講
土曜日 10:30‐12:00 + 13:00‐14:30（各２コマ続き、90 分×2＝180 分）
◆料金（税込）：学生：37,500 円
一般：52,500 円
◆定員：10～12 名（最小催行人数 5 名）

＜秋期＞

◆講座名：Advanced Academic English Writing
◆インストラクター：Hamatani Eloise

◆英語レベル：Advanced

◆内容：This class is for graduate students majoring in language related areas or Social Sciences who need to be able
to write papers and/or their thesis in English (APA style). It is also for graduates of MA programs who would like to
publish and/or present their MA research in English. The course will look into how theses and published papers are
structured, how grammar is related to function, and the differences between thesis writing and writing for publication.
The instructor will correct and comment on weekly in-class writing and return it in the following class with advice. Much
of the in-class writing will depend on the students’ needs and wishes. There will be very little homework, although there
will be some. Students can ask the instructor for comments on their outside English writing if they wish.
◆日程／時間：①9 月 15 日 ②9 月 22 日 ③9 月 29 日 ④10 月 6 日 ⑤10 月 13 日 ⑥10 月 20 日
⑦11 月 10 日 ⑧11 月 17 日
全8回
※10 月 27 日、11 月 3 日は休講
土曜日
16:20‐17:50（うち、①、②、⑤、⑥は、90 分×２コマ＝180 分で、16:20‐19:30）
◆料金（税込）：学生：45,000 円
一般：63,000 円
◆定員：10～12 名（最小催行人数 5 名）

説明会と申込方法については裏面をご確認ください。

「アカデミックライティング講座」説明会の開催について
講座について詳細を確認したい方、ご関心のある方は、ぜひ説明会にご参加ください。参加費は無料です。
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。
日時 ： ２０１８年６月２３日（土） １３：３０～１４：３０
会場 ： 津田塾大学 千駄ヶ谷キャンパス
定員 ： ２０名（先着順）

申し込み方法
① 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。
② 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。

講座開講日の７日前をめどに、本学より受講証・領収証をご自宅に送付いたします。
この時点にて、講座開始が決定します。
※掲載されている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。

◆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
（休業日：土曜、日曜、祝日、年末年始）

ホームページ：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

