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を前にして怯むことなく、前のめりで見つ
める眼差しを描いたものですが、ここには
本学のグランドビジョン、Tsuda Vision 
2030に示されたモットー、『変革を担う、
女性であること』が象徴的に表れていま
す」と髙橋裕子学長は、今日まで受け継が
れる津田塾大学の伝統を説明します。

グローバル社会で活躍するための
最先端の英語教育を展開

　「英語の津田」と称されるように、津田
塾大学は先進的な英語教育で注目を集
めています。この「英語力」は、世界に挑む
津田梅子にとって、何よりも必要だったも
のだと言えます。その上で、英語力ととも
に日本語力も重要なのだと髙橋学長は指
摘します。
　「女性が自立した個人として、さまざま
な分野で社会参画するためには、自分自
身で考える力を鍛えなければなりません。
そのために本学では2008年からライティ
ングセンターを立ち上げました。言葉の力
は、どんなに社会が変化しようとも古びる
ことのない基本的な力です。津田塾で培
う英語力と日本語力、そして専門教育を通

じて、困難を突破していく力や他者と交渉
し調整する力、all-roundな女性としての
姿勢や気概を養います」（髙橋学長）
　さらに、津田塾の英語教育の特徴とし
て挙げられるのが、英語のスコア別クラス
編成であるPACE（3）とTECC（4）です。津田
塾大学の英語教育に長年取り組んできた
田近裕子教授は次のように説明します。
　「TECCは津田塾の英語教育全般を
コーディネートする組織で、入学時から4
年間、さらには大学院まで長いスパンで、
4技能を集中的に教えています。特に、自
立学習者を育てるための教育を行ってい
るのが特徴で、英作文なども教員が直す
のではなく、学生自身がどうすればよいか
考えながら修正できるようなフィードバッ

「女子英学塾」を起源とし、
様々な分野の女性パイオニアを輩出

　津田塾大学の歴史は1900（明治33）
年、先駆的な私立女子高等教育機関の
一つとして開設された「女子英学塾」に始
まります。創設者の津田梅子は満6歳と
なった1871（明治4）年、岩倉具視大使
一行とともに渡米し、11年間、ワシントン
D.C.郊外の町で勉学に励みました。その
後、再留学を経て女子英学塾を創設。女
子高等教育のパイオニアとして、女性の
社会参画の推進に果敢に挑戦します。
　「ここに一枚の絵（右上図）があります。
梅子がアメリカ合衆国という未知の大陸

クの方法をとり、最終的に全員がアカデ
ミックな論文が書けるように育てていま
す。そのために、日本語力もセットで鍛え
ていきます。発音に関しても、教職に就く
人は音声学を必修としており、ネイティブ
スピーカーの教員のもと、ディスカッショ
ンやプレゼンテーションスキルを鍛えてい
ます」
　髙橋学長も、「津田の英語教育にはアメ
リカやイギリスなどの地域研究をはじめ、
英語学や英米文学、歴史学、さらにコミュ
ニケーションスタディーズなど、さまざま
な専門を持つ教員が参画しており、それ
がこの特色あるプログラムを生み出してい
ると思います。こうした、4技能を土台とし
た実践的な教育を通じ、英語を駆使して
グローバル社会に生起するさまざまな課
題解決に寄与することのできる女性を育
成しています」と語っています。

多くの学生が海外に挑戦
国際ボランティアでも活躍

　留学や国際交流が盛んなことも、津田
塾の大きな特徴です。海外留学する学生
を官民協働で支援する「トビタテ！留学
JAPAN」の2016年までの派遣留学生数
は11名で、学生数の割合では全国トップ
クラス。また、国際ボランティアへの参加
人数も2016年度は28名で、全国6位、女
子大学1位を誇ります。
　「本学の英語教育プログラムを修得す
れば、リサーチペーパー(研究論文)を英
語で書く訓練まで行っていますから、海外
での大学院教育にまで耐えられる能力が

身につきます」と髙橋学長。
　そして、学生の海外留学や受入留学
生のサポートを行っているのが国際セン
ター（5）です。津田塾大学では英国のエ
ディンバラ大学やドイツのブレーメン応
用科学大学、韓国の梨花女子大学、アメ
リカのカリフォルニア大学デービス校など
11の国・地域にある26大学と協定を締結
（2017年9月現在）。私費を含めると、1年
間に50～60人の学生が留学し、約450人
の学生が語学研修等に参加しています。

世界を舞台に活躍する
「志高い」津田塾の女性たち

　女子大学生の就職を常にリードしてき
た津田塾大学では、キャリアプランをしっ
かり描き、全力で就職活動に取り組む結
果、96%の学生が第1・第2志望の企業に
就職（2016年度）。総合職や専門職に就
く学生が多いのも特徴です。
　「7月7日、ニューヨークの国連本部で
核兵器禁止条約が採択された翌日の新
聞に、国連職員として歴史的瞬間に立ち
会った本学OGの一人が紹介されていま
した。振り返ると、女性の社会進出が今よ
りもずっと困難だった時代に、津田梅子
は世界に旅立ち活躍をしました。そうし
た、凛とした美しさをたたえた卒業生を
ロールモデルとして、ぜひ志高く学生時代
を過ごしてください」と語る髙橋学長。田
近教授も、「リスクを恐れず、ぜひ前を向
いて進んでほしい。失敗から学べる人に
は、素晴らしい将来があるのですから」と
エールを送っています。
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女性が変われば、
世界が変わる。
社会に多様性（ダイバー
シティ）を実現するため、
優れた女性を育成する。

NOTES

英語プログラムの目標（学芸学部の例）

　欧米視察のためアメリカに旅立つ岩倉使節団に、最年少の女子留学生
として随行した津田梅子（1）により、1900（明治33）年に創設された津
田塾大学。「幅広い視野をもち、自立して社会に貢献するオールラウン
ドな女性を育成する」という理念は今日なお脈々と受け継がれ、2017
年6月にはグランドビジョン「TSUDA VISION 2030（2）」が策定され
ました。
　開学以来の少人数教育と、グローバル化する現代に対応した先進的な
英語教育により、次代の“ロールモデル”として、世界を舞台に活躍す
る優れた女性を多数輩出しています。

『変革を担う、女性であること』を理念に、
グローバル化する世界の中で、英語を駆使し
課題解決に寄与できる女性を育成

津田塾大学
教 育 力
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⑴ 津田梅子
　1864（元治元）年、津田仙の次女として生
まれる。1871（明治4）年、欧米視察のため
アメリカへ旅立つ岩倉使節団に、最年少の
女子留学生として随行。その後、再度の留学
を経て、1900（同33）年に「女子英学塾」を
創設。開学式で述べた「真の教育には、教師
の資格と熱心、学生の研究心が大切である。
学生の個性に応じた指導のためには少人数
教育が望ましい。人間として女性としてall-
roundでなくてはならない」という言葉は津
田塾大学の理念として現在も受け継がれて
いる。1929（昭和4）年逝去。

⑵ TSUDA VISION 2030
　津田梅子の建学の精神に沿いながら、
2030年に向け女子高等教育をさらに充実・
発展させるために津田塾大学が進むべき
方向を示したもの。「変革を担う、女性であ
ること」というモットーとミッション、5つのビ
ジョンからなる。詳細はHPを参照(http://
www.tsuda.ac. jp/about/tsuda/
TsudaVision2030.html）。

⑶ PACE
　Proficiency-Adjusted Classroom 
Environmentの略。入学時のプレースメン
トテストの点数で2～3段階のクラスに分か
れ、自分のレベルに応じたプログラムで無理
なく英語力を高める授業。

⑷ TECC
　Tsuda English Coordination Center 
の略。国内外の英語教育の動向を見据えな
がら、学科の特性により適した講義･演習を
総合的にコーディネート。国際社会や学生の
ニーズの変化を速やかにカリキュラムに反
映できる体制を整え、大学全体の英語教育
の質の向上を図っている。

⑸ 国際センター
　津田塾大学と海外の交流を促す機関。留
学説明会や国際ボランティア説明会、留学
支援のためのTOEFL(R)、IELTS(TM)対策、
TSUDA留学フェアなどさまざまなプログラ
ムのほか、留学アドバイザーによる個別相談
なども行っている。

1・2年次に「聞く」「話す」「読む」「書く」の4技能を集中的に学び、3・4年次はそれらを応用して統合的に学びます。
教材にはグローバルな問題や専門研究につながるテーマが盛り込まれ、広い視野と確かな英語力の習得を目指します。

Listening & Pronunciation

目標

視聴覚センターのCALL教室を活用し、ニュースや映画、ビデ
オ教材を使って、発音と聞き取りのレッスンを行います。

1年次 身近なニュースを聞き取り、正確な発音方法を覚える。
2年次 社会問題や国際事情などの内容を聞き取れる。
3年次 ビデオを見て、細かなニュアンスを聞き取れる。
4年次 映像制作などをとおして、場面に即した内容を実践的に聞き取

れる。

Reading

目標

英語のテキストを自在に読みこなすテクニック
やストラテジーを身につけるのが目標です。原
書の講読をとおして、多彩なジャンルの知識と
語彙を身につけます。

1年次 エッセーや小説などのたくさんの原書を速く
正確に読みこなせる。

2年次 小説・評論などを、より深く正確に読みこな
せる。

3年次 読んだテキストを要約し、それを文書や意見
に表現できる。

4年次 時事的・学究的な文章も読み、それに対する
自分の意見をまとめられる。

Writing

目標

基礎的なパラグラフ・ライティングから、フォーマ
ル・レター、リサーチペーパー（研究論文）まで訓
練を積み、セミナー論文や卒業論文が書けるまで
の確かな文章表現力を身につけます。

1年次 しっかりとした構成のパラグラフが書ける。
2年次 ある程度の長さのエッセーやリサーチペーパ

ーが書ける。
3年次 セミナーレポートが書ける。
4年次 5,000～8,000語の卒業論文が書ける。

Grammar

目標

文法は4技能すべてをひとつ
に束ねる役割を果たします。
文法書の内容を生のデータに
照らして検証し、英語運用の
ための生きた文法を学びます。

英文の構造や仕組みを理解し、英
語の運用ができる。確かな文章理
解力、表現力を身につける。

Speaking

目標

自分の意見を英語で明確に表現することを目標に、ネイティヴ
スピーカーの指導でハイレベルなコミュニケーション力を身に
つけます。

1年次 身近な話題を英語で自然に話せる。
2年次 社会的な事象や問題について話し、ディスカッションできる。
3年次 自分の考えを多数の相手にプレゼンテーションできる。
4年次 アカデミズムの場でもビジネスの場でも通用する英語運用がで

きる。

『アメリカ留学（津田梅子）』守屋多々志作
（梅子は左から二人目）

髙橋裕子学長
（たかはし・ゆうこ）


