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アカデミック・　　ステーション３階にあるアカデミック・ステーションでは、助手が勤務しており、学生のみなさんが安心して学生生活を送れるようにサポートしています。

アトリウム
１階の中央の吹き抜けから上を見上げると、

９階までの教室や廊下を見渡すことができます。

上から１階まで見下ろすと・・・

図書館
図書館には、学術・研究に必要な資料がたくさん収蔵されているのは

もちろん、個室やPCルームもあり、学生のみなさんはそれらを自由に利

用できます。

プラザ
まずは、入り口正面。ゲートを抜けると、ホテルのロビーのような

くつろぎスペースが。

新キャンパス誕生

2014年4月に渋谷キャンパスがオープンし、英文学科
は日野キャンパスから移転しました。新しい設備が
いっぱいの渋谷キャンパスを少し探検してみましょう。

渋谷キャンパス　創立120周年記念館



食 堂
明るく清潔感のある食堂では、日替わりのおしゃれなメニューが毎日

の楽しみ。もちろん、栄養バランスもバッチリ。

教 室
CALLシステム（コンピュータを活用した外国語教育システム）を備え

た教室などで、最新の設備も利用しながら学べます。

英文学科研究室英文学科研究室では助手と助教が勤務しています。なかでも助手は実践の英文科出身の先輩。心強い存在です。

研究棟からの眺め

英文学科研究室のある14階からの眺めは

最高！

夜は、ライトアップも。

近隣の施設にも・・・	
キャンパス内はもちろん、
近隣にも、魅力的な施設が
たくさんあります。 

Bunkamura
コンサートホール、劇場、美術
館、映画館といった文化施設の
ほか、カフェやアート関連のお
店があり、ゆったりと文化・芸
術に触れることができます。

渋谷図書館
大学のすぐそばにあります。
約10万冊の収蔵を誇るそう。

宮下公園
都会の真ん中の公園。フットサ
ルやボルダリング、冬にはス
ケートも楽しめます。

渋谷公会堂
有名アーティストが日々ライブ
を行っています。「音響家が選
ぶ優良ホール100選」の一つに
選ばれたとか。

渋谷ヒカリエ
洋服・化粧品・雑貨な
どを扱ったおしゃれな
お店でショッピングを
楽しめるだけでなく、
劇場やギャラリーで芸
術に触れることもでき
ます。



　2013年4月から今年の3月末まで、アメリカはニューヨーク州シラキュースにあるシラキュース大学で
在外研究を行いました。シラキュース大学は1870年に創立され、現在、学生数約2万人、アメリカの大
学としてはそれほど古くもない中規模の私立大学です。私がお世話になったのは、Maxwell School of 
Citizenship and Public Affairsという社会科学系のスクール（日本の大学でいえば学部のようなもの）に属
する歴史学科でした。このスクールは他の学科では国際関係が有名で、アメリカ人学生だけでなく外国から
の留学生、大学院生がたくさん在籍し、また、日本からは毎年経済産業省の方などが大学院でMPAという行
政修士号を取得しています。

　シラキュース大学は全米トップクラスにランクされるいくつも
のメジャー（専攻）がある上に、スポーツも盛んです。キャンパ
ス内にはドーム型競技場があり、そこでは各種スポーツの試合が
行われます。人気があるのはアメリカン・フットボールとバス
ケットボールで、試合当日は学生や一般の地元ファンが大学名の
入ったTシャツを着て大勢観戦に集まり、ドーム内はスクール・カ
ラーのオレンジ一色に染まります。その人気はプロ・スポーツを
しのぐほどで、伝説のコーチ、ジム・ベイハイム氏に率いられる
バスケットボール・チームは、2012～13年のシーズンに全米ベ
スト4まで勝ち上がり、大いに盛り上がりました。
　私自身、1年間カレッジ・スポーツももちろん楽しみましたが、
在外研究の目的はシラキュースを含むニューヨーク州中央部から
西部の歴史を知ることでした。シラキュースは1825年のエリー
運河が完成して発展した土地です。エリー運河とは、ニューヨー
ク州を南北に流れるハドソン川と五大湖の一つエリー湖を結ぶも
ので、鉄道が普及する以前、物の流通や人の移動を水運が担って
いた時代、その開通は大きな経済効果を生み出しました。シラ
キュースはまた、19世紀前半の人の移動とともに奴隷解放運動
など社会改革運動が盛んになった土地でもあります。そのため、
全米初の（世界初という人もいます）女性の権利を求める大会が
1848年に行われたセネカ・フォールズという町も、シラキュース
から車で1時間弱のところにあります。 
　シラキュースは現在もニューヨーク州で4番目に大きい都市です

アメリカ滞在記 －ニューヨーク州シラキュース
　稲垣伸一教授の在外研究報告

ドーム型競技場で行われるカレッジ・スポーツ。
バスケットボール・チームからは、今年のNBA
ドラフトで2名の選手が指名された。



が、東京やその近辺に住む人が訪ねると、おそらくかなり田舎に
感じられるでしょう。 ダウンタウンを一通り見て回るには1～2時
間もあれば十分ですし、アパートの敷地内でも野生の鹿が朝晩見
られるくらいですから。都会暮らしに慣れている人には退屈かも
しれませんが、それでも「シラキュースといえば、ここ！」と言
えるような市民が集うパブや肉料理の店があり、田舎暮らしも慣
れてしまうとなかなか趣のあるものです。ニューヨークやロサン
ゼルスのような大都会はアメリカではむしろ例外で、ほとんどの
人は土地があり余るほどある田舎に住んでいるものと考え、ある
意味「アメリカ人らしい」生活を1年間送ることも、今回のもう一
つの目的でした。 東京と違うといえば気候もかなり違います。夏
はそれほど気温も湿度も上がらないためおおむね過ごしやすいで
すが、冬は雪がかなり降り積もり、とにかく寒い。一番寒い日で
－25℃位まで下がり、12月初めから帰国する3月末まで1日の最
高気温が0℃を超える日はほとんどありませんでした。 
　ほんのたまにニューヨークやボストンといった「おまち」に行
く以外、ほとんど毎日大学の図書館に通った1年間は、終わってみ
るとあっという間でした。このような貴重な研究の機会を与えて
くださった実践女子大学および文学部英文学科に、帰国した今、
心から感謝しています。雪をかぶりながらじっと一方を見つめる鹿

（ある冬の朝、アパートの外で）

全面氷結したシラキュース近郊のオノンダガ湖

学生も盛んに留学しています！
学生の留学制度については
次のページを参照ください。

ダウンタウンに残るエリー運河跡。池の所が元の
運河で、両脇（写真奥）には、開通当時建てられ
た2つの銀行の建物が現在も残る。



 実践女子大学の
        海外留学制度

● 短期留学（夏期海外語学研修）

本学では毎年、夏期に海外語学研修を
行っています。

派遣先一覧
　・ワシントン大学（アメリカ）
　・フレーザーバレー大学（カナダ）
　・サセックス大学（イギリス）
　・壇国大学校（韓国）
　・北京大学（中国）

● 長期留学（６ヶ月以上）

交換留学生として長期留学する場合、
交換協定を結んでいる以下の大学に派
遣されます。

交換協定校一覧
　・フレーザーバレー大学（カナダ）
　・オランダ国立南大学（オランダ）
　・壇国大学校（韓国）
　・中国伝媒大学（中国）

 英文学科 2013年度卒業生 就職状況
 2013年度 英文学科卒業生の就職内定率は
 

                                                      です（2014年5月1日現在）。
 

金融業、航空運輸業、学校教育など、
多くの業界で活躍しています。

              卒業生みなさんの活躍を

　　　　　　　　　　　　　　　　応援しています！

%



一般入試
★ 自分の得意科目を活かしてチャレンジ。

【試験日】
・Ⅰ期・・・・・・・・ 2015年1月23日
・Ⅱ期 ３科目型・・・・2015年2月 2 日
          ２科目型・・・・2015年2月 3 日
・Ⅲ期・・・・・・・・ 2015年3月 6 日
※Ⅰ期は大学キャンパスに加え、地方（仙台・新潟・長野・静岡）でも実施しています。

センター試験入試
★ 1月の大学入試センター試験の結果で合否を判定。地元での受験が可能。

AO入試（専願）
★ 面談と課題を通して、総合的な視点で判定。

【試験日】　2014年9月20日と9月27日の2回
※面談あるいは課題に英語を用いる場合があります。

推薦入試（専願）
★ 小論文や面接による試験。高校時代の実績が勝負。

【試験日】
・公募推薦、卒業生・在学生子女推薦・・・2014年11月23日
・指定校推薦・・・2014年11月9日

特別選抜入試（海外帰国子女・社会人）
★ 海外の高校で学んだ人や社会で働いたことのある人が、経験を活かして
　 チャレンジ。

【試験日】　2014年11月23日

編入学試験
★ 大学・短大の卒業生や卒業見込の人に向けた試験。さらに深く学びた
　 い人へ。

【試験日】　2014年11月1日

2015年度入学予定者対象　入試情報
（英文学科・日程）



助教・吉本 真由美
　４月から実践女子大学英文学科の助教として着任いたしました。専門は英語学・言
語学です。人間が言語を発し理解する際に、どのようにして文が生成され、どのよう
にして文の意味が解釈されるのか、という疑問をテーマにして研究しています。 

＜学生のみなさんへ＞　
　学生生活は長いようであっという間です。ぜひ何か一つでも目標を胸に抱いて、
充実した時間を送ってください。みなさんが目標を達成できるよう、できる限りの
サポートをしたいと思います。質問や相談事があれば、いつでも遠慮なく研究室に
来てください。

渋谷キャンパスへのアクセス
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助手・石坂 紗希
　今年度より助手に着任しました、石坂です。私も実践女子大学で４年間を過ごし、
昨年度英文学科を卒業しました。新しく開校した渋谷キャンパスで助手として、そし
て一卒業生としてみなさんの学生生活の手助けができれば、と思っています。

＜学生のみなさんへ＞
　4年間の大学生活は本当にあっという間です。勉強に限らず、留学やインターン
シップなど、今しかできないことにどんどんチャレンジしてください！！

渋谷駅までのアクセス
　総武線　千葉駅から　約1時間
　湘南新宿ライン　大宮駅から　約40分
　東急東横線　横浜駅から　約30分
　常磐線　柏駅から　約1時間

英文学科連絡先
　〒150-8538
　　東京都渋谷区東1-1-49
　　実践女子大学　英文学科研究室
　　TEL: 03-6450-6877
　　FAX: 03-6450-6878

実践女子大学渋谷キャンパスは、
渋谷駅から徒歩約10分、
表参道駅から徒歩約12分です。

2014年度から英文学科の仲間入りをしたメンバーです。新任
紹介


