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Global Education and Sustainable Development Program
An inter-disciplinary program for adult learners interested in learning about current global issues and civil society
and/or preparing for graduate school and careers in international organizations, sustainable development or work
overseas while also advancing their professional English communication abilities.
本プログラムは世界の時事問題や一般社会で起こる問題に関連した様々なテーマについて学びます。対象は、このようなテーマに興味があり、大学
院進学や国際機関で働きたいと考えていらっしゃる方で、実際に仕事をする状況での英語によるコミュニケーション能力を高めたい方に最適です。

インストラクター : Richard Tai 英語レベル: Pre-Intermediate 〜 Intermediate
講座名:

English for Non Governmental Organizations:
Vocabulary and Conversational Skills Development

This course is for anyone with limited or no experience in non-governmental organizations but would like to increase
their knowledge on NGO-related issues while learning and practicing key English vocabulary and concepts regarding
NGOs. Class participants should expect to gain an increased English vocabulary related to current issues concerning
non-governmental organizations 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.

2019年 1 月23日

3月20日 全7 回 水曜日 18:50

-

20:50

※2月6日、2月13日は休講

-

受講料: 37,800円（税込） 定員: 16名

インストラクター : Sarajean Rossitto 英語レベル: High-Intermediate and above
講座名:

Sustainable Development Issues - Winter Intensive Course

This course is for anyone wanting to gain a deeper understanding of sustainable development and the connection
between current issues. In this workshop, we investigate core issues facing global society and how these are connected.
This course uses hands-on activities so that participants may learn more about problems, peoples’ needs and possible
solutions. This course 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. This course serves as a bridge for those who have completed the introductory
courses and is also designed for those without the time to take the weekly courses in the Spring or Fall.

2019年 1 月26日、2月2日、3月9 日、3月16日

全 4 回 土曜日

10:30 14:30（休憩45分）
-

受講料: 35,100円（税込） 定員: 16名

インストラクター : Thomas Meyer 英語レベル: High-Intermediate and above
講座名:

Professional Writing Skills: Project-Based Writing Skills

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 a course-long 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.

2019年 1 月24日

3月14日 全7 回 木曜日 18:50 20:50

-

Global Education and
Sustainable Development
Program

［説明会］

-

※2月7日は休講

受講料: 37,800円（税込） 定員: 10名

Global Education and Sustainable Development Program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。
（参加費無料）
※本プログラムを初めて受講される方は、説明会の受講が必須となります。

日時 ① 2019年1月10日（木）19:00

20:45

-

会場 津田塾大学 千駄ヶ谷キャンパス

② 2019年1月15日（火）19:00

定員 各回30名（先着順）

20:45

-

説明会の前半では全体説明・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。
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ようこそ千駄ヶ谷（英語・スペイン語・中国語）
2020年に東京で行われるスポーツイベントの会場となる新国立競技場に世界で一番近い大学で、外国語を学び、観光案内のボランティア活動や
交流を図るための準備をしませんか？
世界で使用されている三大言語である英語、スペイン語、中国語の基礎的な知識を習得しつつ、実際に外国語を使用する場面を想定した上で練習を
通して学びます。学習した内容を千駄ヶ谷以外の場所でも使用できるように応用することも可能です。基礎的レベルの外国語を学びたい方にも最適です。

講座名:

Welcome to Sendagaya

インストラクター : 目黒 一生

(レクチャー)

対象: 初級者〜

海外観光や来日外国人に使える英語を講義形式で学びます。 ※ワークショップとセットの受講を推奨します。
テキスト: 授業内でプリントを配付します。

2019年 1 月22日、1 月29 日
講座名:

全 2 回 火曜日

19:00 20:30

受講料: 2,700円（税込） 定員: 20名

-

Welcome to Sendagaya

インストラクター : 目黒 一生

(ワークショップ)

対象: 初級者〜

海外観光や来日外国人に使える英語をワークショップ形式で学びます。 ※レクチャーとセットの受講を推奨します。
テキスト: 授業内でプリントを配付します。

2019年 2月19 日

3月19 日

-

講座名:

※講座は主に英語で行います。

全 5 回 火曜日

19:00 20:30

受講料: 6,700円（税込） 定員: 20名

-

Bienvenidos a Sendagaya

インストラクター : 萩原 アイデ 対象: 初級者

海外観光や来日外国人に使えるように、初級レベルのスペイン語を講義形式で学びます。 ※授業の内容によってはロールプレイング方式で授業を行います。
テキスト: 授業内でプリントを配付します。

2019年 1 月21日

3月18日

全 7 回 月曜日

-

19:00 20:30
-

※2月4日、2月11日は休講

受講料: 21,000円（税込） 定員: 20名

インストラクター : 小澤 光惠

講座名:

対象: 初級者

中国語（普通話）の発音と文法を確かめながら、耳と口を使う練習を繰り返し、使える会話表現を学びます。
テキスト: 授業内でプリントを配付します。

2019年 1 月24日

3月14日

全 7 回 木曜日

-

19:00 20:30
-

※2月7日は休講

受講料: 21,000円（税込） 定員: 20名

・開講決定の連絡後、各自でテキストを購入してください。
・本講座の受講を検討されている方で、TOIEC®を受験
したことがない方はご相談ください。

学生および企業・社会人向け講座

大学でのクラス分けや企業内での英語力評価に使われることが多い、TOEIC®対策の講座です。少人数クラスできめ細かな指導を行い、問題演習を
通じて確かな英語力を身につけ、スコアアップをめざします。

講座名:

TOEIC®対策講座 目標スコア 600~730

インストラクター : 目黒 一生

対象: TOEIC®スコア500以上取得済みの方

各回、パート毎に問題演習を中心に行い、テストを受験するために必要なテストテイキング・ストラテジーを学びます。
テキスト:『公式TOEIC® Listening & Reading 問題集4』
出版社: 国際ビジネスコミュニケーション協会 ISBN: 9784906033546

2019年 2月20日

3月20日

-

講座名:

全 5 回 水曜日

19:00 20:30

受講料: 24,850円（税込） 定員: 20名

-

TOEIC®対策講座 目標スコア 860以上

インストラクター : 目黒 一生

対象: TOEIC®スコア730以上取得済みの方

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。
テキスト:『公式TOEIC® Listening & Reading 問題集4』
出版社: 国際ビジネスコミュニケーション協会 ISBN: 9784906033546

2019年 2月16日

3月2日

-

全 3 回 土曜日

13:00 14:30 ＋ 14:40 16:10
-

-

受講料: 35,040円（税込） 定員: 20名

津田塾大学オープンユニバーシティ 受講規約

◎受講の際には必ずお読みください。お申し込みをもって本規
約に同意したものといたします。

◎開講日から起算して14日前（休日の場合は前日）以上の場合は、
無料

◎開講日から起算して13日前から8日前（休日の場合は前日）までは、

◎なお、無料講座及び一部の指定の講座につきましては、
「受
講証の送付」
「受講キャンセル」
「受講証明書・修了証明書
の発行」に関する規約は該当いたしません。

2,000 円

◎開講日から起算して7日前から1日前（休日の場合は前日）までは、受
講料の50％

（なお、受講料のキャンセル料が2,000円を下回る場合は、キャンセル
料は受講料と同額とします。）

●

申込締切日／入金締切日

4. 講座開講日当日以降のキャンセルは原則としてできません。

受講料、および購入したテキスト代の返金はいたしません。

申込締切日および入金締切日は各講座開講7日前（休日の場合は翌日）

です。

ただし、締切日以降、開講が決まっており、定員に余裕がある講座は、開
講日前日（休日を除く）までに入金の確認ができた場合に限りお申し込みが
できます。

●

受講証の送付

お申し込み及び入金の確認後、受講証をお送りします。受講証は常時ご
携帯ください。
◎銀行の振込控えは受講証到着まで保管してください。
◎入金の確認がとれない場合や、不足金が生じた場合は受講できない場
合があります。ご注意ください。

●

休講／補講

1. 災害またはストライキ等のためにJR 中央・総武線、都営大江戸線、東
京メトロ副都心線がすべて運休になった場合、休講とします。

●

講座の変更

一度申し込んだ講座の変更はできません。申し込み済み講座の受講キャン
セル手続きを行い、再度ご希望の講座にお申し込みください。

●

個人情報の取り扱い

お申し込みの手続きをいただくことで、下記の個人情報のお取り扱いに
ついて同意されたものといたします。
手続きの際に提出された個人情報は、次の利用目的においてお取り扱い
をいたします。
① 受講手続きおよび事務連絡
② 講座名簿の作成
③ 講座の円滑な進行補助
④ 講座案内・資料・アンケート等の送付
取得した個人情報は適正に管理し、ご本人の同意なしに第三者に開示・
提供することはありません。

この場合の補講および運休解除後の授業に関しては、状況によりその
都度決定します。
（気象条件の悪化等により休講とする場合は、ホームページ
〈 http://tou.tsuda.ac.jp/ 〉にてお知らせします。）

●

受講証明書･修了証明書の発行

「受講証明書」または「修了証明書」の必要な方は、千駄ヶ谷キャンパス事

2. やむを得ない事情等で休講となった場合の補講は、状況によりその都

務室にてお申し込みください（証明書1通：800円）。なお、修了証明書

3. ご本人の都合で休まれた場合の補講はありません。

郵送します。

度決定します。

●

講座の中止

原則、講座開講７日前（休日の場合は翌日）までに受講者が一定の人数に
達しない場合は、講座を中止します。
講座を中止した場合、事前にご連絡をし、受講料はご指定の銀行口座へ
振込返金いたします。

●

受講キャンセル

1. 受講料納入後、受講をキャンセルする場合は、開講日前日（休日を除く）
までにご連絡ください。

2. 所定の「キャンセル申出書」をお送りします。必要事項をご記入の上、受
講証・領収書とともに1 週間以内にご返送ください。

3. 納入済みの受講料については、キャンセルのお申し出があった日に応

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、

●

受講に際してのお願い

1. 教室内での喫煙、飲食、録音、録画、写真撮影はできません。

2. 授業中または構内で講師や他の受講生の迷惑となる行動をとる方は受
講をお断りすることがあります。

3. 駐車・駐輪スペースがありませんので、お車及びオートバイ、自転車等
でのご来校はご遠慮ください。

4. 貴重品の管理は各自でお願いいたします。

●

受講規約について

本規約のほか必要に応じて細則を設けることがあります。細則は本規約の一部
を構成するものとなりますので、ご了承ください。
本規約及び細則は事前の予告なく変更することがあります。

じて、振込手数料および次のキャンセル料を差し引いた受講料をご指定
の銀行口座へ振込返金いたします。

2018年10月

受講申込書
津田塾大学オープンユニバーシティの受講規約の内容を確認し、ご了承のうえ、お申し込みください。
◎太枠をご記入ください。緊急連絡（休講等）をすることがありますので、携帯電話番号はなるべくご記入ください。
ご記入いただいた個人情報については以下の目的で利用します。
①受講手続きおよび大学からの連絡

②講座名簿の作成

③講座の円滑な進行補助

④講座案内・資料・アンケート等の送付

申込日
学生番号
（受講生番号）

新規の方は空欄で結構です

年

月

日

１．津田塾大学在学
学籍番号（

性別

氏名

）

２．津田塾大学卒業／ TSB卒業
男・女

フリガナ

生年
月日

ローマ字
〒

年卒（学科

）

）

（旧姓

年

（西暦）

月

日

TEL

住所

FAX

E-mail

本学からの連絡を
メールで受信可能な方は
ご記入ください。

携帯電話

（ＰＣ）
（携帯）

学校名
勤務先名

学年

学生

職業

・

会社員／団体職員

（

・

公務員

・ 自営業

・

主婦

・

教員

・

無職

年

・ その他

）

資格試験対策講座にお申し込みの方は、ご記入ください。
１．いずれのテストも受験したことがない

大学確認印

２．TOEIC®

（

年

月） ３．TOEFL®

（

年

月）

４．英検（二次合格）

（

年

月） ５．その他

（

年

月）

定員に空きがあるかご確認のうえ、お申し込みください。ご入金はなるべく同日にしてください。
（所定の振込用紙はありません）
講座

受講料

受講料振込先
ぎんこう

みずほ銀行

こ が ね い して ん

小金井支店

ふつう

（普）１４０２６２１
ガク）ツダジュクダイガク
*振込手数料はご負担ください

お振込金額 合計

*お振り込みは受講生ご本人の名義でお願いいたします。保護者名義でお振り込みの場合は、余白にその旨、記載してください。

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

http://tou.tsuda.ac.jp/

FAX. 03-6447-5913

申込書送信先
大
学
使
用
欄

e-mail：tou.ofﬁce@tsuda.ac.jp

天候や交通機関の乱れによる休講などについては
ホームページでお知らせしていますので、ご確認ください。

受付入力

振込金額

￥
／

振込確認日

不足／過剰

本受付

￥
／

不足金入金

受講証発送

￥
／

振込確認日

／

／

2018年11月作成

申込方法

1

◎ホーム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。
◎受講料をお振り込みください。
※申込・入金締切：講座開講日の7日前

● 提出先

● 受講料振込先

ホームページ

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

ぎんこう

みずほ銀行

こ が ね い して ん

小金井支店

ふつう

（普）１４０２６２１
ガク）ツダジュクダイガク

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

2

原則として講座開講の7日前に本学より受講証・領収書をご自宅に送付いたします。
この時点で、講座開始が決定します。
（テキストが必要な講座は、受講証・領収書が届き次第、テキストを購入してください。
）

◯ 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。
◯ 受講料にはテキスト代は含まれておりません。

● 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、千駄ヶ谷キャンパス事務室にてお申し込みください。
（証明書1通：800円）
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。

津田塾大学 千駄ヶ谷キャンパス事務室

明治通り

至池袋

● 問い合わせ先
〒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

至新宿
北参道

受付時間 8：30 〜 16：30

● アクセス
至渋谷

JR総武線・中央線 千駄ケ谷駅 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

北
参
道

東京メトロ副都心線

ホームページ http://tou.tsuda.ac.jp/

コンビニ

（閉室日：土曜日、日曜日、祝日、年末年始）

新宿御苑

コンビニ

JR中央・総武線各駅停車

千駄ケ谷

至四ッ谷
交番

国立競技場

津田塾大学
千駄ヶ谷キャンパス

都営大江戸線

東京体育館

