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TUJ Continuing Education is open to anyone wishing to develop skills for 
personal and professional advancement. Both online and on-campus courses 
are taught in English and held on evenings and weekends to accommodate 
the schedules of working individuals. There are three semesters, with courses 
starting in January (spring), May (summer), and September (fall). 

Fall 2022 

Application Begins July 1, 2022
Early Bird Discount Deadline July 29, 2022 
Information Sessions July 23, 2022 (Japanese | Online)

August 6, 2022 (English | Hybrid)
English Level Check August 6, 2022
Application Deadline August 30, 2022
Withdrawal Deadline September 10, 2022 
Semester Begins September 13, 2022
Semester Ends December 3, 2022

• Please note that some courses have different start and end dates from the 
normal schedule.

• Registrations submitted after the deadline will be accepted on a space availability 
basis. 

• Please note that the course schedules are subject to change and are only meant 
as a guide to classes offered at the time of printing.

• Hybrid: You can join at our Setagaya campus or online from home depending on 
your preference.

• Students are advised to check our website (https://www.tuj.ac.jp/cont-ed) or call 
our office for the latest and most up-to-date information.

Information Session and English Level Check 

Before every semester, we hold information sessions where you can learn 
about our courses. You can also take a free English Level Check that can help 
you choose the right courses.

Information Session

Come join our online/on-campus information sessions to learn all about TUJ 
Continuing Education. You can find out about the courses and consult with 
our staff.

July 23, 2022 (Japanese | Online) August 6, 2022 (English | Hybrid)

Register to attend at: www.tuj.ac.jp/cont-ed/about/form-info-session

English Level Check 

If you are planning on taking the English Language or Focus on Specific 
Language Skills courses or if you’d like to check your English proficiency before 
applying for the other courses, we recommend that you take the English Level 
Check first. It is free, and you will have a chance to learn about the program 
as well. 

August 6, 2022 (On-campus)

Sign up here: www.tuj.ac.jp/cont-ed/about/form-english-placement-tokyo

Application Procedure

TUJ Continuing Education has a new online course catalog and registration site!

1.  Find and register for a course
Browse the online catalog of courses and workshops. During the
registration period, add courses you want to take to your cart. We accept
applications on a first-come, first-served basis. We recommend that you
apply as early as possible. Your seat will only be reserved upon confirmation
of payment.
https://cont-ed.tuj.ac.jp/search

2.  Confirm the information on your AAI (Application Acknowledgment
and Invoice) form
You will receive an AAI form by email within three business days.

3.  Pay the entrance fee (first time only) and your tuition
After receiving your AAI form, please submit your payment prior to the
designated deadline. We accept credit card (VISA or MasterCard) or bank
transfer. Please follow the instruction on the AAI form. Please note that
students are responsible for paying any bank charges.

TUJ Bank Account Information

Bank: Mizuho Bank, Azabu Branch (531)
Account Number: 8014690 (Futsu)
Recipient*: TUJCONTEDUTEMPLE
*Recipient’s name in Katakana: コンテイテンプル

Starting Your Course

The first day of classes is announced on each course detail page on our 
website. Room assignments will be posted when you arrive at TUJ on the 
first day. All on-campus courses are held at the TUJ campus in Sangen-jaya, 
Setagaya-ku, unless otherwise specified. You will also receive the information 
by email approximately one week before classes start.

Textbooks

Please purchase your textbooks after you receive the course confirmation. 
Students should communicate with the bookstore directly for returns, 
exchanges, or refunds.

Tuition and Fees

Fees vary according to the type of course and the number of class hours. 
Please consult our course schedules for the fees applicable to specific courses.

One-Time Entrance Fee

There is a one-time entrance fee of ¥10,980 (tax included) for new students. 
Workshops and seminars do not require payment of the entrance fee. Course 
code suffixed with a dash and WS is a workshop. (e.g. SWC101-WS)

Textbook Fees

Textbook and/or material fees are separate from the tuition fees. These fees 
vary by course, but usually range from ¥2,000 to ¥8,000.

Tuition Discount Opportunities
Early-Bird Discount

As a Continuing Education student, you are entitled to a 15% discount for 
every course you register for and pay for by the Early-Bird discount deadline.

"Friends of TUJ" Discount Program

We offer a special discount program called "Friends of TUJ" to employees 
at corporations and organizations that register with us. Employees at the 
corporations and organizations enrolled in this discount program will receive 
15% off all tuition and fees for any Continuing Education course or workshop. 
There is no cost for an organization to register for the discount program.

Temple University Student, Alumni and Parent Discount 

As part of our commitment to the lifelong learning of our students, all 
individuals who are currently enrolled in or have graduated from a TUJ 
degree program may receive 20% off all tuition and fees for any Continuing 
Education course or workshop. This offer is also extended to parents of 
currently enrolled undergraduate students at TUJ.

Refer-A-Friend Campaign

Please refer a friend or colleague who has never taken a course at the 
Continuing Education program. Each of you will receive a ¥3500 discount on 
your next Continuing Education course. 

Note: The usage of multiple discounts is not allowed, except the refer-a-friend campaign.

Welcome to  
Continuing Education at TUJ! 

2022年秋学期  コーススケジュール
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テンプル大学ジャパンキャンパス（TUJ）生涯教育プログラムは、幅広い分野において公開
講座を提供する、単位取得を目的としないプログラムです。授業は全て英語で、社会人に
も受講しやすいよう夜間や週末に行われます。コースは、春学期（1月）、夏学期（5月）、
秋学期（9月）の3回開講されます。キャンパスとオンラインにて講座を提供しています。
オンライン授業は、どこからでもアクセスができます。コーススケジュールをご覧いただき、
キャンパスとオンラインのどちらで提供されているかご確認ください。 

2022年秋学期

申込開始日 2022年 ７月1日
早期お申し込み割引締め切り日 2022年 ７月29日
プログラム説明会 2022年 7月23日 （日本語・オンライン）

2022年 8月6日 （英語・ハイブリッド）
英語レベルチェックテスト 2022年 8月6日
申込締め切り 2022年 8月30日
申込キャンセル最終日 2022年 9月10日 
学期開始日 2022年 9月13日 
学期終了日 2022年 12月3日

• コースによっては、授業開始・終了日が通常と異なる場合があります。詳しくはホームペー
ジをご確認ください。 

• 締め切りを過ぎてからのお申込みは、定員に空きのある場合にのみ受け付けます。 
• 各コースの残席については電話にてお問い合わせください。
• ハイブリッド：ご希望に応じてキャンパス（世田谷区）での対面・オンライン（Zoom）でご

参加いただくことができます。 
• コーススケジュール一覧および最新情報は、生涯教育プログラムのウェブサイトでご覧いた

だけます。 (https://www.tuj.ac.jp/jp/cont-ed)

プログラム説明会と英語レベルチェック 

各学期の申し込み時期に合わせて、プログラム説明会を実施しています。また、レベルに合っ
たコース選択ができるよう、無料の英語 レベルチェックも実施していますのでぜひご利用く
ださい。 

プログラム説明会
プログラム説明会では、プログラムやコースの説明だけでなく、受講相談なども設けられてい
ます。ズームでのオンライン説明会とキャンパスでの対面による説明会があります。ぜひご参加
ください。（参加は任意です）

2022年7月23日（日本語・オンライン） 2022年8月6日（英語・ハイブリッド）

生涯教育プログラムウェブサイトのオンラインフォームからお申込みください。 
www.tuj.ac.jp/jp/cont-ed/about/form-info-session 

英語レベルチェック 
英語・語学関連コースを受講予定の方には、無料の英語レベルチェックを受けることをお勧め
しています。当日はプログラムに関する説明も行います。（参加は任意です） 

2022年8月6日（キャンパスでの対面）

生涯教育プログラムウェブサイトのオンラインフォームからお申込みください。
www.tuj.ac.jp/cont-ed/about/form-english-placement-tokyo

受講申し込み方法

テンプル大学ジャパンキャンパス(TUJ)生涯教育プログラムのオンラインコースカタログとオン
ライン受講お申込みサイトが新しくなりました！

1.  受講お申込み
オンラインカタログでコース、ワークショップの情報を確認します。受講したいコースをカー
トに入れます。受講のお申し込み受け付けは、先着順とさせていただきます。また、講座は定
員になり次第締め切らせていただきますので、お早めにお申し込みください。受講料お支払
いの確認をもって受講の席の確保をさせていただきます。
https://cont-ed.tuj.ac.jp/search

2.  『お申し込み確認書』を受け取る
受講お申込み後、通常3営業日以内にE-mailで『お申し込み確認書（Application
Acknowledgement and Invoice form)』をお送りします。

3.  入学金（初回のみ）と受料講料を支払う
『お申し込み確認書』に記載されている授業料をご確認の上、クレジットカード（VISAまた
はMasterCard）または銀行振り込みにてお支払いください。お振り込みの際は、必ず振込
依頼人として受講される方のお名前の前にStudent IDをご入力ください。なお、振込手数
料はご自身の負担となります。

支店: みずほ銀行麻布支店(531)
口座番号: 普通口座8014690
受取人(※): TUJCONTEDUグチテンプルキヨウイクサポート
※カタカナの場合は「コンテイテンプル」とご入力ください。

受講開始日
ウェブサイトの各コース詳細ページにて講座の受講開始日をご確認ください。受講生には、
授業初日の1週間前を目安に教室番号をご案内します。受講開始日に指定の教室にお越しく
ださい。

テキストについて
テキストの詳細は、オフィスよりご案内いたします。各自、オンラインまたは書店などでお買い
求めください。（返品、交換、返金などについは、直接購入先にお問い合わせください。）

受講料と諸費用

受講料はコースによって異なります。コーススケジュール一覧をご参照ください。

入学金（初回のみ）
初めて受講される方のみ、入学金10,980円（税込）が必要となります。セミナー・ワークショッ
プのみを受講される方は、入学金は不要です。コース番号の末尾に「-WS」があるものがワー
クショップです。

テキスト・教材費
テキスト・教材費は受講料に含まれておりません。別途ご購入いただく講座もありますので、 
あらかじめご了承ください。テキスト・教材費にかかる費用は、受講されるコースによって異な
りますが、通常2,000円から8,000円程度です。

受講費・入学金（初回のみ）割引制度について
早期お申し込み割引
指定の期間内にお申込みとお支払いを完了された場合、受講料が15%割引となります。

 「Friends of TUJ」特別割引
 「Friends of TUJ」特別割引プログラムに参加いただいた企業、団体・組織に勤務されている
方は、コース、ワークショップ、セミナーの受講料と入学金が15%割引となります。ご登録には費
用は一切かかりません。

テンプル大学在学生、卒業生ならびに学部生の保護者割引
本校学生の生涯学習に向けた取り組みの一環となる割引制度です。テンプル大学学位取得プ
ログラムの在学生また卒業生は、生涯教育プログラムの全コースならびにワークショップにつ
いて、受講料と入学金の20%割引を受けることができます。この割引制度は、テンプル大学に
現在在籍している学部生の保護者にも適用されます。

お友達紹介キャンペーン
テンプル大学ジャパンキャンパス生涯教育プログラムのコースをまだ受講したことがない、
お友達やご親戚をご紹介ください。お友達、ご紹介者ともに、生涯教育プログラム受講料から
3,500円の割引が受けられます。

注記： 割引制度の併用はできませんのでご了承ください。

テンプル大学ジャパンキャンパス 
生涯教育プログラムへようこそ 

2022年秋学期  コーススケジュール
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コースタイトル 授業形式 時間数 曜日 時間 回数 開始日 終了日 受講料

一般英語コース（初級）

コースコード

GEC201 オンライン 40 火曜・木曜 19:10-21:00 20 9/13/2022 11/22/2022 63999 

一般英語コース（初級） GEC202 対面

40

土曜 9:00-12:50 10 9/17/2022 11/19/2022 63999 

一般英語コース（中級基礎） GEC301 オンライン 40 火曜・木曜 19:10-21:00 20 9/13/2022 11/22/2022 63999 

一般英語コース（中級基礎） GEC302 対面 40 土曜 9:00-12:50 10 9/17/2022 11/19/2022 63999 

一般英語コース（中級） GEC401 オンライン 40 火曜・木曜 19:10-21:00 20 9/13/2022 11/22/2022 63999 

一般英語コース（中級） GEC402 対面 40

土曜

9:00-12:50

10

9/17/2022 11/19/2022 63999 

一般英語コース（中上級） GEC501 オンライン 　　　火曜・木曜 19:10-21:00 20 9/13/2022 11/22/2022 63999 

一般英語コース（中上級） GEC502 対面 40 土曜 13:30-17:20 10 9/17/2022 11/19/2022 63999 

一般英語コース（上級） GEC601 オンライン 40 火曜・木曜 19:40-21:30 20 9/13/2022 11/22/2022 63999 

一般英語コース（上級） GEC602 対面 40 土曜 9:00-12:50 10 9/17/2022 11/19/2022 63999 

グローバル社会の問題を考える オンライン

20

火曜 19:10-21:00 10 9/13/2022 11/15/2022 49999 

自然な英語のスピーチ：スピード、リズム、抑揚のつけ方を学ぶ SPN101 オンライン 20 水曜 19:10-21:30 8 9/14/2022 11/2/2022 49999 

実践によるビジネス英語力強化 BES101-S 対面 20 土曜 9:00-10:50 10 9/17/2022 11/19/2022 49999 

ワーキングプロフェッショナルのためのパブリックスピーキング PSP101 対面 20 土曜 11:00-13:20 8 9/17/2022 11/5/2022 49999 

実践英語で鍛えるディスカッション IIO101-S 対面 20 土曜 12:00-13:50 10 9/17/2022 11/19/2022 49999 

ニュースの聞き取りとディスカッション LDN101 対面 20 土曜 13:00-14:50 10 9/17/2022 11/19/2022 49999 

音楽を聴いて語り合おう MAP101 対面 10 土曜 15:30-17:20 5 9/17/2022 10/15/2022 24999 

発音トレーニング・速聴スキルアップコース PRL101 オンライン 20 土曜 15:30-17:20 10 9/17/2022 11/26/2022 49999 

イントネーション：カタカナ発音からの脱却、リズム感のある英語を話そう！ LML101 対面 10 土曜 15:30-17:20 5 10/22/2022 11/19/2022 24999 

英語で学ぶツーリズム・ホスピタリティ（ワークショップ） ETH101-WS 対面 6 土曜 10:00-16:30 1 11/26/2022 11/26/2022 17999 

クリエイティブ・ライティング：ストーリーの伝え方 ICW102 対面 20 金曜 19:10-21:00 10 9/16/2022 11/25/2022 51999 

実践英語ライティング GEW101 対面 20 土曜 9:00-10:50 10 9/17/2022 11/19/2022 51999 

ビジネスレポート・テクニカルライティング BWT202 オンライン 20 土曜 13:30-15:20 10 9/17/2022 11/19/2022 51999 

英語検定試験のためのライティング オンライン 20 火曜 19:10-21:30 8 9/13/2022 11/1/2022 51999 

基礎英語文法 GRA101 対面 20 水曜 19:10-21:00 10 9/14/2022 11/16/2022 49999 

IELTS受験対策コース IELT-1 対面 20 土曜 9:00-11:20 8 9/17/2022 11/5/2022 49999 

TOEFL対策コース - iBT80 TOEFL-80 オンライン 20 土曜 13:30-15:50 8 9/17/2022 11/5/2022 49999 

日本語能力試験 (JLPT) N2対策コース JSL205 オンライン 20 水曜 19:10-21:00 10 9/14/2022 11/16/2022 43999 

日本語会話（中級基礎） JSL201 オンライン 25 土曜 12:00-14:20 10 9/17/2022 11/19/2022 54999 

日本語会話～リーディング・スピーキング～（中級） JSL217 オンライン 20 土曜 15:00-16:50 10 9/17/2022 11/19/2022 43999 

専門能力の育成
会計、投資、金融

財務会計集中講座 - 入門 BFA102 ハイブリッド 30 土曜 9:00-11:50 10 9/17/2022 11/19/2022 89999 

コーポレートファイナンス CFI101 対面 20 土曜 15:30-17:50 8 9/17/2022 11/5/2022 59999 

個人資産管理 FOI104 オンライン 10 土曜 9:00-10:50 5 10/22/2022 11/19/2022 24999 

デイトレーディング入門（ワークショップ） FOI103-WS 土曜 10:00-16:30 1 11/26/2022 11/26/2022 17999 

Fall 2022   コーススケジュール
語学プログラム
英語 
一般英語コース

40

コースタイトル 授業形式

時間数 曜日 時間 回数 開始日 終了日

受講料コースコード

IGI101

受講料コースコード 授業形式コースタイトル

時間数 曜日 時間 回数 開始日 終了日

受講料

時間数 曜日 時間 回数 開始日 終了日 受講料

WST101

授業形式コースタイトル

2022年秋学期  コーススケジュール

一般英語：中上級へのステップアップコース GEC403 対面

20

土曜 10

13:30-15:20 9/17/2022 11/19/2022 34999

コースコード

受講料コースタイトル コースコード 授業形式 時間曜日 回数 開始日 終了日時間数

受講料コースタイトル コースコード 授業形式 時間曜日 回数 開始日 終了日時間数

リーディングとライティング

スピーキングとリスニング

各種テスト対策コース

日本語コース

6対面

https://cont-edjp.tuj.ac.jp/GEC201
https://cont-edjp.tuj.ac.jp/GEC202
https://cont-edjp.tuj.ac.jp/GEC301
https://cont-edjp.tuj.ac.jp/GEC302
https://cont-edjp.tuj.ac.jp/GEC401
https://cont-edjp.tuj.ac.jp/GEC402
https://cont-edjp.tuj.ac.jp/GEC403
https://cont-edjp.tuj.ac.jp/GEC501
https://cont-edjp.tuj.ac.jp/GEC502
https://cont-edjp.tuj.ac.jp/GEC601
https://cont-edjp.tuj.ac.jp/GEC602
https://cont-edjp.tuj.ac.jp/IGI101
https://cont-edjp.tuj.ac.jp/SPN101
https://cont-edjp.tuj.ac.jp/BS101-S
https://cont-edjp.tuj.ac.jp/PSP101
https://cont-edjp.tuj.ac.jp/IIO101-S
https://cont-edjp.tuj.ac.jp/LDN101
https://cont-edjp.tuj.ac.jp/MAP101
https://cont-edjp.tuj.ac.jp/PRL101
https://cont-edjp.tuj.ac.jp/LML101
https://cont-edjp.tuj.ac.jp/ETH101-WS
https://cont-edjp.tuj.ac.jp/ICW102
https://cont-edjp.tuj.ac.jp/GEW101
https://cont-edjp.tuj.ac.jp/BWT202
https://cont-edjp.tuj.ac.jp/WST101
https://cont-edjp.tuj.ac.jp/GRA101
https://cont-edjp.tuj.ac.jp/IELT-1
https://cont-edjp.tuj.ac.jp/TOEFL-80
https://cont-edjp.tuj.ac.jp/JSL205
https://cont-edjp.tuj.ac.jp/JSL201
https://cont-edjp.tuj.ac.jp/JSL217
https://cont-edjp.tuj.ac.jp/BFA102
https://cont-edjp.tuj.ac.jp/CFI101
https://cont-edjp.tuj.ac.jp/FOI104
https://cont-edjp.tuj.ac.jp/FOI103-WS
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受講料

AIのためのPythonとＲプログラミング中級 PYR102 対面 20 土曜 11:00-12:50 10 9/17/2022 11/19/2022 59999 

基礎統計学 DTA102 ハイブリッド 20 土曜 13:30-15:20 10 9/17/2022 11/19/2022 59999 

AWS Academyクラウドコンピューティング入門 AWS101 オンデマンド 20 * * * * * 59999 

AWS Academyクラウドデベロッピング AWS201 オンデマンド 20 * * * * * 59999 

AWS Academyクラウドアーキテクト AWS202 オンデマンド 20 * * * * * 59999 

AWS Academyクラウドオペレーションズ AWS203 オンデマンド 20 * * * * * 59999 

* オンデマンド：自分のペースで学習を進められますが、3ヶ月以内にコースワークを完了する必要があります。

ウェブデザイン入門 WPD101 対面 20 土曜 15:00-17:20 8 9/17/2022 11/5/2022 59999 

効果的な英語指導法 TEJL-1 対面 42 土曜 14:30-17:50 12 9/17/2022 12/3/2022 89999 

プロダクトマネージメント BUS202 ハイブリッド 20 水曜 19:10-21:00 10 9/14/2022 11/16/2022 59999 

ビジネス交渉・実践スキル NEG101 対面 20 土曜 11:00-12:50 10 9/17/2022 11/19/2022 59999 

管理職のための問題解決法 BUS302 対面 20 土曜 15:30-17:20 10 9/17/2022 11/19/2022 59999 

序論・MBA：MBA 10日間 MBA200 対面 20 土曜 13:30-15:20 10 9/17/2022 11/19/2022 59999 

ビジネスプランの立案と遂行（ワークショップ） BPL101-WS 対面 6 土曜 10:00-16:30 1 11/26/2022 11/26/2022 17999 

訪日外国人への接客と真の「おもてなし」とは（ワークショップ） FCS101-WS 対面 6 土曜 10:00-16:30 1 11/26/2022 11/26/2022 17999 

問題解決と変換能力 CRT101 オンライン 20 水曜 19:10-21:30 8 9/14/2022 11/2/2022 59999 

組織における行動理論 EOB101 ハイブリッド 20 木曜 19:10-21:00 10 9/15/2022 11/24/2022 59999 

マネジャー、チームリーダー、自身のためのコーチング・スキル（ワークショップ）COA101-WS オンライン 6 土曜 14:30-21:00 1 11/26/2022 11/26/2022 17999 

米国法入門 IAL101 ハイブリッド 20 木曜 19:10-21:00 10 9/15/2022 11/24/2022 59999 

法律文書翻訳 LTS101 オンライン 20 土曜 9:00-10:50 10 9/17/2022 11/19/2022 59999 

法律文書作成法 LLW101 ハイブリッド 20 土曜 12:30-14:20 10 9/17/2022 11/19/2022 59999 

デジタルマーケティング戦略 SMS101 オンライン 20 木曜 19:10-21:00 10 9/15/2022 11/24/2022 59999 

戦略PRとメディア・リレーションズ MER101 対面 20 土曜 11:30-13:20 10 9/17/2022 11/19/2022 59999 

プロジェクトマネジメント入門 BPM101 オンライン 23 土曜 11:10-13:20 10 9/17/2022 11/19/2022 68999 

アジャイル・プロジェクト管理 BPM102 オンライン 20 土曜 14:30-16:20 10 9/17/2022 11/19/2022 59999 

ジェンダーと社会的発展 GEN101 オンライン 10 火曜 19:10-21:00 5 9/13/2022 10/11/2022 24999

判断と意思決定の心理学（ワークショップ） PJD101-WS 対面 6 土曜 10:00-16:30 1 12/3/2022 12/3/2022 17999 

ニュース翻訳とメディア翻訳 MTS101 オンライン 20 火曜 19:10-21:30 8 9/13/2022 11/1/2022 59999 

翻訳実践コース JSL401 オンライン 20 木曜 19:10-21:30 8 9/15/2022 11/10/2022 59999 

通訳技術（中級コース） BIS201 オンライン 20 土曜 13:30-15:20 10 9/17/2022 11/19/2022 59999 

ビジネス通訳 IBP101-S オンライン 20 土曜 15:30-17:20 10 9/17/2022 11/19/2022 59999 

ビジネス文書翻訳 BTS101-002 オンライン 10 土曜 9:00-10:50 5 10/22/2022 11/19/2022 29999 

2022年秋学期  コーススケジュール

コースタイトル コースコード 授業形式 時間曜日 回数 開始日 終了日時間数

受講料コースタイトル コースコード 授業形式 時間曜日 回数 開始日 終了日時間数

受講料コースタイトル コースコード 授業形式 時間曜日 回数 開始日 終了日時間数

受講料コースタイトル コースコード 授業形式 時間曜日 回数 開始日 終了日時間数 受講料コースタイトル コースコード 授業形式 時間曜日 回数 開始日 終了日時間数

受講料コースタイトル コースコード 授業形式 時間曜日 回数 開始日 終了日時間数

受講料コースタイトル コースコード 授業形式 時間曜日 回数 開始日 終了日時間数

受講料コースタイトル コースコード 授業形式 時間曜日 回数 開始日 終了日時間数

受講料コースタイトル コースコード 授業形式 時間曜日 回数 開始日 終了日時間数

受講料コースタイトル コースコード 授業形式 時間曜日 回数 開始日 終了日時間数

受講料コースタイトル コースコード 授業形式 時間曜日 回数 開始日 終了日時間数

データ分析とプログラミング

デザイン

教育

経営管理一般

人材管理

法律関連コース

マーケティングとコミュニケーション

プロジェクト管理

心理学と社会科学 　(パーソナルインタレストと共通のカテゴリです)

翻訳と通訳

https://cont-edjp.tuj.ac.jp/PYR102
https://cont-edjp.tuj.ac.jp/DTA102
https://cont-edjp.tuj.ac.jp/AWS101
https://cont-edjp.tuj.ac.jp/AWS201
https://cont-edjp.tuj.ac.jp/AWS202
https://cont-edjp.tuj.ac.jp/AWS203
https://cont-edjp.tuj.ac.jp/WPD101
https://cont-edjp.tuj.ac.jp/TEJL-1
https://cont-edjp.tuj.ac.jp/BUS202
https://cont-edjp.tuj.ac.jp/NEG101
https://cont-edjp.tuj.ac.jp/BUS302
https://cont-edjp.tuj.ac.jp/MBA200
https://cont-edjp.tuj.ac.jp/BPL101-WS
https://cont-edjp.tuj.ac.jp/FCS101-WS
https://cont-edjp.tuj.ac.jp/CRT101
https://cont-edjp.tuj.ac.jp/EOB101
https://cont-edjp.tuj.ac.jp/COA101-WS
https://cont-edjp.tuj.ac.jp/IAL101
https://cont-edjp.tuj.ac.jp/LTS101
https://cont-edjp.tuj.ac.jp/LLW101
https://cont-edjp.tuj.ac.jp/SMS101
https://cont-edjp.tuj.ac.jp/MER101
https://cont-edjp.tuj.ac.jp/BPM101
https://cont-edjp.tuj.ac.jp/BPM102
https://cont-edjp.tuj.ac.jp/GEN101
https://cont-edjp.tuj.ac.jp/PJD101-WS
https://cont-edjp.tuj.ac.jp/MTS101
https://cont-edjp.tuj.ac.jp/JSL401
https://cont-edjp.tuj.ac.jp/BIS201
https://cont-edjp.tuj.ac.jp/IBP101-S
https://cont-edjp.tuj.ac.jp/BTS101_2
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パーソナルインタレスト（趣味と関心） 

インテリアと色彩の関係を考える IID102 対面 20 水曜 19:10-21:00 10 9/21/2022 11/30/2022 45999 

ダンス DAN101 対面 20 土曜 10:00-11:50 10 9/17/2022 11/19/2022 45999 

日本美術を楽しむ WJA101 対面 20 土曜 10:00-12:20 8 9/17/2022 11/5/2022 45999 

アメリカの歴史を学ぶ AHT101 オンライン 20 土曜 11:00-12:50 10 9/17/2022 11/19/2022 45999 

ツアーガイド入門：素晴らしい旅行体験を日本で提供しよう！ IJV101 オンライン 20 土曜 13:30-15:20 10 9/17/2022 11/19/2022 45999 

舞台演技を通じて学ぶ英語 ACT101 対面 20 土曜 13:30-15:20 10 9/17/2022 11/19/2022 45999 

英語で学ぶ日本酒の世界 SAK101 対面 10 木曜 19:10-21:00 5 10/20/2022 11/24/2022 22999 

世界のクラフトビールへのいざない（ワークショップ） BER101-WS 対面 6 土曜 10:00-16:30 1 11/26/2022 11/26/2022 17999 

ポジティブ心理学（ワークショップ） PSY104-WS 対面 6 土曜 10:00-16:30 1 11/26/2022 11/26/2022 17999 

• 財務・会計トレーニングプログラム  |  11 CEU

• 通訳スキルの基礎  |  11 CEU *

• 翻訳スキルの基礎  |  10 CEU *

• 人材管理  |  12 CEU

• インテリアデザイン  |  6 CEU

• 国際ビジネスコミュニケーション  |  12 CEU

• 国際ビジネスマネジメント |  12 CEU

• リーダーシップ・スキル  |  10 CEU

• リーガルアシスタント養成プログラム  |  10 CEU

• マーケティングとコミュニケーション  |  10.6 CEU

• ビジネスマネジメントの基礎  |  12 CEU

• プロジェクト・マネジメント  |  5.8 CEU *

• 日本人のための英語指導法   |  12.6 CEU

*オンラインコースのみで取得できる修了証書です。

注記: 修了証書プログラムのリニューアルに伴い、現在修了証書登録フォームの受付を停止しています。 
修了証書登録フォーム（旧称：修了証書申告フォーム）を提出済みの方は引き続き修了証書プログラムに参加できます。

2022年秋学期  コーススケジュール

受講料コースタイトル コースコード 授業形式 時間曜日 回数 開始日 終了日時間数

TUJ生涯教育が提供する全てのコースリストはこちらをご覧ください: cont-edjp.tuj.ac.jp

修了証書プログラム

TUJ生涯教育では、ビジネス、ファイナンス、マーケティング、リーダーシップなど、
様々な分野の修了証書プログラムを提供しています。特定の分野における集中トレーニ
ングを修了した学習実績の証明であり、他と一歩差をつける履歴書作りに お役立てい
ただけます。また、上級管理職への昇進、起業、新しいキャリアの追求 など、次のス
テップに進むための実践スキルを約1年以内に取得することができます。修了要件に含
まれる各コースは、夜間、週末、オンラインといった柔軟な学習 形態で、ご自身のラ
イフスタイルに合わせて学習プランを立てていただけます。ぜひ、この機会に修了証書
の取得を目指して、ご自身の市場価値を高めてみませんか。

修了証書は、指定の必須コースと選択コースを修了することで取得できます。通常、　
取得には6～12CEUs（Continuing Education Units）が必要で、3～6学期（1～2年）の
期間が目安となります。1CEUは、10時間分の授業と課題に相当します。

各修了証書の修了要件に関する詳細は、ウェブサイトをご覧ください。
www.tuj.ac.jp/jp/cont-ed/certificate

https://cont-edjp.tuj.ac.jp/IID102
https://cont-edjp.tuj.ac.jp/DAN101
https://cont-edjp.tuj.ac.jp/WJA101
https://cont-edjp.tuj.ac.jp/AHT101
https://cont-edjp.tuj.ac.jp/IJV101
https://cont-edjp.tuj.ac.jp/ACT101
https://cont-edjp.tuj.ac.jp/SAK101
https://cont-edjp.tuj.ac.jp/BER101-WS
https://cont-edjp.tuj.ac.jp/PSY104-WS
https://cont-edjp.tuj.ac.jp/
https://www.tuj.ac.jp/jp/cont-ed/certificate


72022年秋学期  コーススケジュール

17の学習カテゴリでコースや修了証書プログラムを受講することができます。

Banking Career Building 

GED Prep

Operations Project Management Six Sigma & Lean Sustainable Management Women in Business

HR Management LEED Green Building Marketing Nonprofit management Online Learning

Computer Applications Creativity & Innovation Cyber Security & CISSP Data Analytics 

自分のペースで学べる！
170以上の革新的なオンデマンド型オンライン講座と修了証書

TUJ生涯教育では、講師が主導する対面授業のコースから、Zoom を利用してリアルタイムで行われるオンライン 
コース、さらに受講生が都合の良い時間に自分のペースで100％学べるオンラインコースまで、様々な学びの選択肢
を提供しています。

この革新的なオンラインコースのラインナップは、米国におけるオンライン学習の大手プロバイダーMindEdge®社
との提携により実現し、TUJ 生涯教育が提供する 200 以上のコースやワークショップを補完するために厳選された
ものです。

・大人の学習者向けに開発されたプログラム
・インタラクティブな演習、ビデオ学習、実例やケース
スタディを組み合わせた学習

・質問に答えるために、関連分野の専門家へのアクセスを提供
・国際認定を受けた CEU 単位の取得

・自分のスケジュールに合わせて受講可能
・完全に英語で行われる授業
・最短 90 分から 80 時間以上まで幅広い総合学習時間
・リーズナブルな受講料金（3,000円～）

MindEdgeは、米国におけるオンライン学習の大手プロバイダーであり、米国プロジェクトマネジメント協会、人事マネジメント協会（SHRM － 
Society for Human Resources Management) 、米国教育協議会など、主たる資格認定機関の組織からも認められています。本学はアジア太平洋地域
における初のMindEdgeのパートナーです。 MindEdgeで提供されるオンラインコースは、本学が提供する割引制度（早期割引、Friends of TUJ 特別
割引、卒業生割引など）の対象外であり、異なる規約や手続きをご案内しています。

コース一覧はこちら（英語サイト）: www.tuj.ac.jp/cont-ed/mindedge



Contact Information | 連絡先 

Temple University, Japan Campus 
Continuing Education
テンプル大学ジャパンキャンパス 
生涯教育プログラム
Address: 1-14-29 Taishido Setagaya-ku, Tokyo 154-0004 

E-mail: contedinfo@tuj.temple.edu

Tel: 03-5441-9864 (Direct)

Hours | 受付時間 

Tuesday to Friday: 11:30 to 19:00 

Saturdays: 8:30 to 15:00 
(Closed on Mondays, Sundays, and Japanese Holidays)

火曜日 － 金曜日：11:30－19:00 

土曜日：8:30－15:00

(月・日・祝日休み )


	名称未設定



