
Living & Learning at the TUT Global House
TUTグローバルハウスで学ぶ

大学と連携しながら、
宿舎（ユニット）を自主的に運営

Living the life of a students’ 
own accord within the units in 
cooperation with the university

大学や地域を巻き込んだイベント
などの企画を実施

Proactively lead events and 
activities involving university and 

local communities

半期ごとのレポートによる自己評価を
通して成長にコミット

Submission of reports twice a 
year with self-assessment and 

commitment to growth

グローバル社会で活躍する疑似体験を通じて、コミュニケーション能力や人間力を獲得
Obtain interpersonal and global communication skills, reflecting the experience of a global society.

生活・学習プログラム
Living & Learning Program

成長のステップ  Pathway

シェアハウス型ユニットに居住し、グローバル社会の多様性を肌で体感

Experience the diversity of the global society by living in 
shared-house style units

体感する ExperienceSTEP1

ユニットでの生活と、イベント等の企画・実施を通して、お互いを理解・
尊重し、連帯・共感する力とセンスを身につける

Develop skills and a sense of solidarity and empathy towards 
each other based on mutual understanding and respect through 
every day life in the unit and the experience of planning and 
implementing activities independently

センスを身につける Develop meaningful skillsSTEP2

文化・価値観の相違から生ずる課題を、対話を通じて自主的に解決する
ことで、生活の質を高める

Students improve their quality of life by resolving various 
issues that arise from differences in cultures and values by 
themselves through dialogue

生活の質を高める Improve quality of lifeSTEP3

「TUTグローバルハウス」は、国内にいながら国際的な生活を体験できる、ユニークな
シェアハウス型宿舎です。
"TUT Global House" is unique shared-house style multicultural boarding house.

グローバル社会の疑似体験を通じてコミュニケーション能力や人間力を養います。
GAC students obtain interpersonal and global communication skills by reflecting the experience of a global society.
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Features
特色

+

+

GACの日本人学生と外国人留学生が共同生活をします。・
「生活・学習プログラム」に参加します。・
学部期間中は全員入居し、「生活・学習プログラム」を
修了することが必須です。

・

Both international and Japanese students of GAC live 
together.

・
Students engage in a "Living & Learning Program".・
Living in the TUT Global House and completing the 
"Living & Learning Program"during undergraduate 
period is compulsory.

・



・ 個室設備：エアコン（冷暖房）、クローゼット、移動式棚、 
カーテン（遮光、レース）、照明器具、室内外物干し
・ ユニット内共用設備：エアコン（冷暖房）、冷蔵庫、オーブン機能
付き電子レンジ、ＩＨコンロ、ダイニングテーブル&チェア、 
食器棚、全自動洗濯機、衣類乾燥機、掃除機

・ Equipment of a private room: air conditioner (cool/warm), closet, shelf, curtains 
(thick, lace), lighting device, laundry pole
・ Equipment for common use in a unit: air conditioner (cool/warm), refrigerator, 

microwave with oven function, IH cooking oven, dining table & chairs, cupboard, 
fully automatic washing machine, clothes dryer, and vacuum cleaner

Floor
plan
間取図

Annual
Schedule
年間スケジュール

Apr. Welcome party 

May. Goal setting1

Jul. TUT EXPO, TUT summer festival 

Sep. BBQ party

Oct. Social gathering with companies
Report submission1

Nov. Sports festival, Goal setting2

Mar. General MTG, Farewell party, 
Report submission2

4月 ウェルカムパーティー

5月 前期目標設定

7月 TUT EXPO( 世界のお茶会 )、 夏祭り

9月 バーベキューパーティー

10月 企業交流会、前期レポート提出

11月 スポーツ大会、後期目標設定

3月 GAC総会、歓送会、後期レポート提出

H30 年度実績
Example of 2018 
academic year 
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