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NYU の言語学科棟（左）と図書館（右） NYU に隣接するワシントンスクエアパーク。
後ろの凱旋門から5番街が北に伸びる

セントラルパークの一角にあるメトロポリタン美術館

セントラルパーク

本学の国外研修制度を利用して、この 4 月より
1 年 間、 ア メ リ カ の ニ ュ ー ヨ ー ク 大 学（New 
York University, NYU）で研究に携わっていま
す。私は理論言語学という領域を研究しています。
これは簡単に言うと、なぜ我々人間（だけ）が言
葉を用いる能力を備えているのか、について考え
る学問です。この説明からわかるとおり、私の研
究は、ニューヨークという都市はおろか、アメリ
カという国を対象にしているわけでもなければ、
英語という言語（だけ）を対象としているわけで
すらありません。人間言語の研究ですから、その
対象は英語や日本語、イタリア語、スワヒリ語な
ど、原理的にはなんでも構わないのです。ではな
ぜニューヨークを選んだのか。それは、ここが世
界的に重要な言語学者が集まり、最も活発に情報
が行き交う場所だからです。

そのため、ニューヨークやアメリカについて、
専門家ならではの視点からお話をするという芸当
は私にはできません。言語研究について話を聞き
たい人は、私の授業に参加してください。

では何についてお話ししましょうか。これを書
いているのは 6 月ですが、多くのアメリカの大学

は 5 月中には年度が終わって長い夏休みに入り、
大学周辺は静かになります。私の研究の大半は論
文を読み、様々な言語現象について考えを巡らせ

（、ときおり他の研究者と意見を交わしたり情報を
交換したりす）る作業なので、論文と PC とフ
レッシュな頭さえあれば、そこが私の「研究室」
になります。というわけで最近は、晴れた日は公
園の芝生の上が、雨の日は美術館や博物館のカ
フェが、私の研究室になっています。この研究室
から見える景色について、少しお話ししましょう。
「人種のるつぼ（melting pot）」という言葉は

ご存知でしょう。アメリカ、特にニューヨークの
ような大都市の人種的・民族的多様性を表す比喩
ですが、完全に溶けて（melting）混ざり合って
しまうとそこに多様性は残りません。そこで最近
は、様々な要素がごた混ぜになりながら完成する
鮮やかな総体というイメージをとらえるため、
ニューヨーカーの大好きな「サラダボウル」に例
えることが多いようです。私はセントラルパーク
やワシントンスクエア、バッテリーパーク、目新
しいところではハイラインなど、様々な公園に研
究室を構えているのですが、確かにそこから見え

猪熊作巳准教授の在外研究報告

「研究室」から見える
ニューヨークの模様
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南アジア系スーパーが
並ぶ通り

高架下を走る中南米系の大通り。
スペイン語の看板が目立つ

荒れ果てた廃線を再整備して遊歩道になったハイラインブライアントパーク。
天気のいい日は人であふれる

9 . 11跡地のモニュメントと、
再建された One World Trade Center

マンハッタンに先んじて行われた、クイーンズの LGBTQ パレード

る景色はとても鮮やかです。人種や民族だけでな
く、年齢や性的指向、そして貧富の差すら、この
街に鮮やかさを加えています。

一方で、こちらで暮らす中で、「サラダボウル」
に対する違和感も芽生えてきました。私は大学ま
で地下鉄で 40 分ほどの、クイーンズ区ジャクソ
ンハイツという町にアパートを借りています。ク
イーンズはマンハッタン島の東に位置するベッド
タウンですが、町ごと、あるいは通りごとに、中
華系や南アジア系、中南米系など様々な移民街が
広がります。アパートの前の通りは中華系が多く、
スーパーマーケットでは中国語が飛び交います。1
ブロック歩くとタイ料理店が 10 軒ほど立ち並ぶ
交差点に出ます。駅を反対側に降りればインド系
の食材や雑貨が揃います。それぞれのエリアで目
や耳に入ってくる言語は異なり、お店によっては
英語を話さない店員もいます。通りを歩いている
と、マンハッタンで抱いたごた混ぜという印象は
消え去り、むしろ中国やメキシコにでも来たよう
な感覚に襲われます。現地に住む知人の言葉が印
象的でした。「ニューヨークは地下鉄で世界旅行が
できる街なんです。」

さらに、このような民族的・出自的なつながり
は居住地域を越えるようです。ニューヨークの休
日にはしばしば、民族ごとのパレードやお祭りが
開かれます。ここ数週間でも、イスラエルパレー
ドやプエルトリコパレードが 5 番街を使って開か
れました。日系の桜祭りも毎年 4 月下旬に行われ
ますし、6 月末には性的マイノリティ（LGBTQ）
の人々を中心とした大規模なパレードもあります。
出自や背景を共有する人々が普段の生活圏を越え
て集まり、マンハッタンのど真ん中を走る大通り
を練り歩く様子は圧巻です。

ここに、網目状のアイデンティティが見てとれ
ます。ニューヨーク市民、アメリカ国民であると
いう意識に折り重なるように走る、自らのバック
グラウンドへの意識。ルーツから切り離された個
人がごた混ぜになっているのではなく、様々な
ルーツから伸びる糸が織りなすタペストリーとし
て、ニューヨークの景色を眺めてもいいのかもし
れません。

3



アメリカ合衆国西海岸の名門校、カリフォルニア大学
バークリー校にあるインターナショナル・ハウス。ここ
で世界中から集まった留学生たちが寝食をともにする。

インターナショナル・ハウスにある学生のためのラウ
ンジ。学生たちは深夜までここで語り合い、またヨガな
どのサークル活動を楽しんでいる。

TOEFL 形式の問題を用いて、海外留学の際に必要とされる
リーディング、リスニング、ライティング、スピーキング
の4技能を総合的に習得することを目指しています。

各回の授業内容
（全15回のうち、その半分）

第1回目	 イントロダクション
第2回目	 Skimming and Scanning
第3回目	 Making Inferences
第4回目	 Using Context Clues
第5回目	 Identifying and Using Rhetorical Structure
第6回目	 Identifying and Using Main Ideas and Details
第7回目	 発表
第8回目	 まとめ

自習用の教材として、TOEFL 対策の e-learning 教材を使
用しています。自宅や大学の PC、あるいはスマートフォン、
タブレット端末を用いて、自分の好きな時間に好きなペース
で、TOEFL の出題形式や時間制限に慣れるためのトレーニ
ングや、現在の実力のチェックなどを行っています。

海外留学のための情報収集の仕方や、英語による講義の
ノートテイキングの方法も学習します。

ポイント

ポイント

ポイント

英文学科では、2018年度から新カリキュラムがスタートしました。
その中から、新規開講の「Introduction to TOEFL」という授業 
について、紹介します！

Introduction to TOEFL
―海外留学にチャレンジ

新カリキュラム
授業紹介

例えば
第5回目の授業
では……

バイリンガルなど複数言語話者が
2つ以上の言語を切り替えながら
会話する現象（code	 switching）	
についての英文を読み、そのような	
パフォーマンスの持つ意味について
英語で議論します。
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留学先の寮―サセックス大学

授業風景―フレーザーバレー大学

サセックス大学

オランダ国立南大学

フレーザーバレー大学

マーストリヒト駅（オランダ）オランダの街並み

カナダ先住民の文化を象徴するトーテムポール

短期留学
（海外語学研修）

本学では毎年、 夏期 に以下の大学で海外語学
研修を行っています。修了すると2単位が認定
されます。

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）
 フライブルク大学（ドイツ）新プログラム

 西部カトリック大学（フランス） 新プログラム

 檀国大学校（韓国）
 北京大学（中国）

また、春期 にも海外語学研修を行っています。
派遣先
一 覧

 ラーマン大学（マレーシア）
 ワデル・ランゲージアカデミー
  （アカデミックボランティア，アメリカ）

長期留学
（6カ月以上）

交換留学生として長期留学する場合、以下の 
大学に派遣されます。留学先で取得した単位の
一部が本学の単位として認定されるため、留学
しても4年で卒業することが可能です。

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）
 檀国大学校（韓国）
 中国伝媒大学（中国）

本学の海外留学制度を紹介します！海外留学制度
の紹介

これまで、たくさんの学生が短期・長期留学制度を
利用して海外で学んできました。
みなさんもぜひ、海外でしか経験できないことに 
挑戦してみましょう！

フレーザーバレー大学およびオランダ国立南大学では
英語を用います。
いずれも英文学科の学生に人気の派遣先です。
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全日本空輸、ANA エアポートサービス、JAL スカイ仙台、住友倉庫、三井住友銀行、

ゆうちょ銀行、みずほフィナンシャルグループ、損害保険ジャパン日本興亜、

明治安田生命保険、野村證券、全国共済農業協同組合連合会、ワールドストアパートナーズ、

イオンリテール、埼玉県警察本部、東京消防庁、新潟県警察本部、ザ・キャピトルホテル東急、

セコムジャスティック、郵船トラベル、エヌ・ティ・ティ・データ、アルビオン、 

ヤクルト本社、新日鐵住金、理想科学工業、オープンハウス、ベルリッツ・ジャパン、

群馬県教育委員会（中学校教諭）、千葉県教育委員会（中学校教諭）、実践女子大学

2018年3月に英文学科を
卒業した学生の

就職率は です96.3％
2018年5月1日現在

卒業論文タイトル
紹介

就職状況

就職先一覧
（抜粋）

4年間の集大成！
英文学科の学生は、自分の興味に応じてバリエーション豊かな
テーマで卒業論文に取り組みます。

英文学科で学んだ学生は、
卒業後多くの業界で活躍しています！

騎士と剣―中世英国騎士道
『四つの署名』における女性像の変容―家庭の天使から21世紀の女性へ
『ロミオとジュリエット』における愛と死―宝塚歌劇版ミュージカルの研究
Pride and Prejudice における幸せな結婚について―Elizabeth が及ぼした影響とは

『ジェーン・エア』と衣装―19世紀イギリスのファッションとその流行

イギリス文学

『アンクル・トムの小屋』における黒人奴隷とキリスト教
『日はまた昇る』から見るヘミングウェイの人生観
The Member of the Wedding から見るフランキーの孤独な心―思春期における葛藤から昇華までの狭間
米国カウンターカルチャー研究―ビート・ジェネレーションの発展と影響
Beloved におけるセサの愛情がもたらした母娘の関係

アメリカ文学

否定接頭辞 un- と dis- に関する一考察
ディズニープリンセスにおけるジェンダー表現―『シンデレラ』と『美女と野獣』のセリフ分析
音声的側面から考察するイギリス英語とアメリカ英語―日本人学習者の視点から
不定詞と動名詞の使い分け
日英語における呼びかけ語―address 用法から見る対人距離

英 語 学

2017年度 英文学科

卒業生の進路

2017年度 卒業論文タイトルの一例
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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 ★

一般入試
★ 自分の得意科目を活かしてチャレンジ ★

Ⅰ期	2科目型	：2019年	2	月	2	日
	 3科目型	：2019年	2	月	3	日
Ⅱ期		 ：2019年	2	月17日
Ⅲ期		 ：2019年	3	月	6	日

試験日

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

公募推薦、卒業生・在学生子女推薦
	 ：2018年 1 1 月18日

指定校推薦	 ：2018年 1 1 月1 1日

試験日

AO入試（専願）

★ 2回の面談と課題を通して、総合的な視点で判定 ★

2018年	9	月	8	日
   及び
2018年	9	月23日

試験日

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

2018年 1 1 月18日
試験日

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 ★

実践女子大学でさらに深く学びたい人へ

2018年10月27日
試験日

新任紹介

入試情報

新しい助手を迎えました！

今年度より助手として着任いたしました、小林
と申します。私も皆さんと同じように英文学科で
4 年間を過ごしました。実践が大好きなので、助
手という形で大学に関わることができ、大変うれ
しく思っています。大学生時代を振り返った時、
在学生の皆さんにも「充実した学生生活を送るこ
とができた」と思っていただけるよう、皆さんの
一番身近な先輩として様々な形でサポートしてい
きたいと思っています。3 階のアカデミックス
テーションの英文学科窓口もしくは 14 階の英文
学科研究室にて、履修や授業、学校生活全般に関
する質問・相談等何でも受け付けています。どう
ぞお気軽にお声掛けください。

小林 美穂
今年度より英文学科助手に着任いたしました青

野と申します。皆さんの学生生活がよりよいもの
となるよう、微力ながら助手としてサポートをさ
せていただきたいと思います。困ったことや分か
らないことなど、どんなに些細なことでも構いま
せんので、何かありましたら 14 階研究室や 3 階
アカデミックステーションへお越しくださいね。

本学の英文学科は、先生との距離が程よく、学
生ひとりひとりがのびのびと勉学に励むことがで
きる環境が整えられています。大学時代は自由な
時間も多く、どう使うかは人それぞれです。勉強
はもちろん、皆さんが限りある時間を自分らしく
使って、本学で素敵な大学生活を謳歌されること
を願っています！

青野 文香

2019年度 入学予定者対象

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

Facebook・Twitterでも
情報を発信しています！

Facebook
https://www.facebook.com/jissen.eibun

Twitter
https://twitter.com/JissenEibun

ブログを随時更新中！

で検索

実践女子大学　英文学科　ブログ

恵比寿→

←原宿

渋谷警察署

明治通り

地下鉄
表参道駅

青山学院大学

青山学院
初等部

國學院
大學

渋谷図書館

クロス
タワー

渋谷
ヒカリエ

渋谷郵便局

骨董通り

常磐松
小学校

渋谷
ファースト
タワー

宮下公園

青
山
通
り

六本
木通
り

渋谷駅

東口

宮益坂口

B1出口

新南口

実践女子大学
実践女子大学短期大学部
渋谷キャンパス
実践女子学園
中学校・高等学校

ハチ公口

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

アクセスマップ

講 師 西川 千春
アメリカ国際経営大学院（現・アリゾナ州立大サンダーバード国際

経営大学院）で修士課程を修了し（MBA）、海外事業を専門とする

在英27年の経営コンサルタント。ロンドン、ソチ、リオ3大会

で言語ボランティアを、また、東京オリンピック・パラリン

ピック競技大会組織委員会ボランティア検討委員を務める。
著書 『東京オリンピックのボランティアになりたい人が読む本』

（イカロス出版、2018年）

佐々木 真理
実践女子大学文学部英文学科教授。女性作家を中心にアメリカ

文学を研究。

深瀬 有希子
実践女子大学文学部英文学科准教授。アフリカ系アメリカ文

学・文化を研究。

講座の
概  要

スポーツを通して世界各国が交流する場である

オリンピック・パラリンピックに、さまざまな国

のさまざまな立場の人たちはどのように関わっ

てきたのでしょうか。異なる立場の人たちがどの

ようにオリンピック・パラリンピックを動かし、

現在のような形で運営するようになったのか、 

また、人々はそれをどのように受容してきたのか

を考えることで、来たる2020年の東京オリン

ピック ･ パラリンピックの可能性と展望を探っ

ていきます。

英文学科では、下記のとおり公開講座を開催します。
入場無料・事前予約不要ですので、ぜひお越しください。

オリンピックとパラリンピックはどのように作られたか
―さまざまな人たちの挑戦

英文学科公開講座
のお知らせ

日 時  2018年10月14日 日 12時30分～14時00分

会 場  実践女子大学渋谷キャンパス	創立120周年記念館5階	502教室

学園祭「常磐祭」期間中！


