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の

ゼミ相談会
4年生になると、ゼミに所属して卒業論文を執筆することになります。この

「ゼミ相談会」は、4年次でのゼミ配属に先立って、3年生のうちに、卒業 
論文のテーマをどのようなものにしたいかを考え、英文学科の各ゼミの特色
をよく理解しておくために開かれています。
……と、このように聞くと、「3年生でもう卒業論文のテーマなんて！」と 
緊張してしまうかもしれませんが、そこは大丈夫。テーマが決まっている 
人も決めかねている人も、いろんなゼミの先生と直接話すことで、何か方向
性が見えてくるはずです。
新入生歓迎会と同様、お料理とお菓子を囲んで気軽に先生とお話しをする、
楽しいイベントです。

英文学科 主な行事
英文学科では、学生が安心して学業を進めることが 

できるように、さまざまなイベントを開催しています。

その主なものをご紹介しましょう！

新入生歓迎会
大学に入学してドキドキの新1年生を迎えて、歓迎会を
開催しています。当日は、美味しいお料理とお菓子を 
囲んで、1年生同士はもちろん、英文学科の教職員とも
ざっくばらんに話すことができます。2年生による 
スピーチもあり、先輩の体験談を聞くことで、学生生活
や学業のことなど、さまざまなヒントが得られます。
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卒業パーティー
卒業論文を無事に提出し、所定の単位も残すことなく 
取得したら、いよいよ卒業です。英文学科では、卒業生
が主催する卒業パーティーが開催されます。長いようで
短かった4年間、たくさんの思い出を胸に、皆でわいわ
いとお食事をしたり、写真を撮ったりと、とても賑やか
なひとときです。これからそれぞれの道に進んでいく 
卒業生を見送り、教職員にとっても感慨深く誇らしい 
一日となります。

実践英文学会
英文学科では年に1 ～ 2回、「実践英文学会」を開催して
います。「学会」という名前からもわかるように、講演等、
専門性の高い内容を扱うことが多いですが、2015年度 
には、英文学科の卒業生を招いて、それぞれの卒業後の
キャリアについてお話しいただく、というシンポジウム
を開催しました。最近は大学の学園祭にあわせて開催 
することも多く、学外の方々にも気軽に参加していただ
いています。

昨年度の卒業論文のテーマを6ページで一部紹介しています。
こちらもあわせてご覧ください。

ゼ ミ 合 宿
4年生になってゼミに所属すると、いよいよ具体的に卒業論文の
研究に取り組んでいきます。
ゼミ合宿では、主に夏休みを利用して、ゼミのメンバーで卒業論文
の中間発表会などを行います。研究の進め方や内容について先生
からアドバイスをいただけるほか、ゼミ生同士でも研究内容につ
いて意見を交わしあい、研究の展望を開く良い機会となります。
中間発表会のあとには、合宿所の美味しいお料理と温泉という 
ご褒美もついています！
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私がカナダにあるフレーザーバレー大学に留学しようと志したきっか
けは、入学して間もない頃に実践女子大学内の掲示板に貼ってあった留
学説明会のお知らせを目にしたことからでした。元々英語に触れること
が大好きで、高校生のときから、大学生になったら長期の留学に挑戦す
ることをひとつの目標としていました。いくつかの留学説明会に出席し
ましたが、自然豊かな中で勉強や生活をしてみたいという理由でカナダ
へ留学することを決めました。12 月の選考結果で留学することが確定し、
その時から英語の知識を深めることはもちろんのこと、留学先のフレー

ザーバレー大学でしか経験できないことに挑戦したいと考えていました。
カナダの地へ渡って間もない頃は、日本で英語の勉強をしていたにもかかわらず、いざ英語を使う

場面になるとなかなか自分の思いや考えを咄嗟に発言することができず、また相手の言いたいことを
聞き取ることもできず、英語でコミュニケーションを取ることの難しさを実感しました。留学当初
は、間違った英語を話すことを恐れていて、何か発言する前に頭の中で文章を組み立てているうちに
話題が変わってしまい、結局発言することができない、ということもありました。しかし、日々の生
活で多くの人々と接しているなかで失敗を恐れずに発言すること、そして失敗を通して学べることが
あるということに気がつくことができました。

カナダでの生活は、毎日が楽しく充実した時間を過ごすことがで
きました。その中で私にとって特に貴重な経験は 2 セメスターを通
して現地のクラブ活動に参加したことです。私は FWB（Friends 
Without Borders）と Japanese Culture Club の 2 つに所属して
いました。FWB では、毎週与えられた議題についての討論をグルー
プごとに行い、活動の終わりごろにグループごとの意見を発表しま
す。以前から人前で自分の意見を発することが苦手で、それを克服
したいという思いから参加していましたが、クラブメンバーの支えの
おかげで回を重ねるごとに発言数も多くなり、自分自身の成長を感じ
ることができました。Japanese Culture Club では、メンバーの多く

が日本語や日本の文化に興味を持っている学生で、英語教師になるために日本に 1 年ほど滞在したこ
とのあるクラブメンバーを筆頭に、現地の学生と私たち日本人学生によるお互いの文化や言葉を学ぶ
授業を毎週行っていました。日本とカナダでの文化の違いは多く、お互いに母国の文化が身に染み付
いてしまっていましたが、毎回の授業を通してさまざまな異文化を学ぶことができ、カナダの文化に
対して興味がわくようになりました。

この 8 カ月間の留学を通して、大学生の今しかできない貴重な経験に多く
触れることができました。日本に帰国してからはカナダに
いた時と同じように毎日が英語であふれる日々を過ごすこ
とは難しいですが、積極的に英語に触れる機会を増やし、
この留学の経験をこれからにつなげていきたいと思います。

本学の留学制度を利用して、短期もしくは長期留学する学生も！

以下は長期留学した学生からの体験記です。

海外留学体験

カナダ
フレーザーバレー大学

英文学科 3年

片山 彩
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本学の留学制度

について、

詳しい内容は

次のページに！

私は交換留学生として 11 カ月間オランダのマーストリヒトで留学をさせて
いただきました。マーストリヒトはオランダで一番古い都市ということで、
街中を歩けばゆったりとした雰囲気の中に美しい建物が建ち並んでいます。
首都アムステルダムから電車で約 150 分かかる位置にあるので、観光客で賑
わう街というよりも地元の人やそこで学ぶ学生たちの笑い声が
聞こえてくるような街です。首都からは遠いものの、バスや自
転車でベルギーやドイツには大変行きやすい位置にあります。
クリスマスの時期に行ったドイツの有名なクリスマスマーケッ
トは、素敵な思い出の 1 つです。

留学先のオランダ国立南大学では、現地の学生と共に英語で
授業を受けました。オランダの公用語はもちろんオランダ語で
すが、オランダ人のほとんどが英語を話すことに全く抵抗がな
く、私からみると彼らの英語はネイティブと変わらないレベル
でした。私は European Studies というコースでヨーロッパの政治やマーケティングなどを学びまし
た。初回の授業ではテンポの速さと自分のリスニング力にギャップがあり、先生が話していることを
聞き取るだけで精一杯でした。また、交換留学生に向けた英語とオランダ語の授業も週に 1 回ずつあ
りました。私は言語を学ぶ事が好きなので、今まで触れた事のないオランダ語という未知の言語を学
べることに大変ワクワクしました。発音や綴りが日本語とかけ離れているので難しいですが、習いた

てのオランダ語をクラスメイトや友人に向けて使うと、
彼らはすごく嬉しそうな顔をしていました。

留学当初は英語を間違えてしまうことを恐れてクラス
で静かな子を演じていましたが、段々と自分らしさを出
せないことが苦しくなり、相手の立場になって自分を客
観視してみました。そして、英語を間違えずに話すこと
よりも相手に自分を伝えることや相手を知ることが重要
であると気付きました。それからは人と会話することを
大切にし、積極的にクラスメイトに声をかけるようにな

りました。授業ではプレゼンテーションをすることが大変多かった
のですが、その際もクラスメイトとコミュニケーションを取ってい
くことで仲が深まりました。留学先で得た友人は、留学中の私の心
を温めてくれる良き友達であり、私の英語力の成長をそばで見守っ

てくれる良き先生でもありました。

オランダ国立南大学
英文学科 4年
河合 あすか

5



サセックス大学

留学先の寮（サセックス大学）

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）
 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）

英語学
男と女の会話スタイル―ポライトネス・ストラテジーの使用頻度比較
ラテン語が英語に及ぼした影響について
世界の英語文法比較について―インド・マレーシア・フィリピン英語の共通点から
音声学からみた日本語と英語のオノマトペの違い
英語圏の子どもの言語習得

アメリカ文学
『若草物語』におけるジェンダーとアメリカ社会について
エミリー・ディキンソン研究―ディキンソンの繊細さと感受性
マーク・トウェイン『ハックルベリー・フィンの冒険』における奴隷制度と人種差別
The Great Gatsby における本当の幸せのあり方
Charlotte Perkins Gilman 研究―Gilman が Herland に描く女性の在り方の理想

イギリス文学
『ロミオとジュリエット』における恋愛観―タブーという名の魅力的な罠
『ジェーン・エア』から考えるイギリスの女子教育と中流階級の女性
ヴィクトリア朝小説における成長する女性とその脅威
オスカー・ワイルド研究―“The Happy Prince”にみられるワイルドの倫理観

『ハリー・ポッター』の階級差別と J. K.ローリングの想い

2016年度 卒業論文タイトルの一例

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、交換協定
を結んでいる以下の大学に派遣されます。その
際、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）

フレーザーバレー大学

オランダ国立南大学

4年間の集大成！

卒業論文のテーマは

実にバリエーション

豊かです。

オランダの街並み

バッキンガム宮殿
◦ロンドン

実践女子大学の

海外留学制度

卒 業 論 文
タイトル紹介

みなさんも、
本学の留学制度を利用して、
海外に飛び出してみませんか？
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一般入試
★ 自分の得意科目を活かしてチャレンジ ★

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 ★

Ⅰ期	2科目型	：2018年	2	月	2	日
	 3科目型	：2018年	2	月	3	日
Ⅱ期		 ：2018年	2	月17日
Ⅲ期		 ：2018年	3	月	6	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

2017年11月18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
	 ：2017年11月18日

指定校推薦	 ：2017年11月19日

試験日

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 ★

2017年	9	月	9	日
　　　及び
2017年	9	月23日

試験日

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

2017年10月29日
試験日

就職先一覧
（抜粋）

進学状況

就職状況

英文学科の卒業生の中には本学大学院のほか、
他大学の大学院に進学する学生もいます。
2017年度は、上越教育大学大学院 に1名進学しました！

三菱東京 UFJ 銀行、三井住友銀行、みずほフィナンシャルグループ、 
第一生命ホールディングス、損害保険ジャパン日本興亜、全日本空輸、 
JAL スカイ、東横イン、はとバスエージェンシー、オンワード樫山、 
サマンサタバサジャパンリミテッド、三越伊勢丹、叶匠壽庵、アルビオン、 
カネボウ化粧品、喜多方市役所、山梨県庁、実践女子大学

2018年度 入学予定者対象
英文学科 入試情報

英文学科で学んだ学生は、卒業後も多くの業界で活躍しています！

です98.3％
2016年度 英文学科卒業生の

就職内定率は

2017年5月1日現在

2016年度 英文学科

卒業生の進路
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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

恵比寿→

←原宿

渋谷警察署

明治通り

地下鉄
表参道駅

B1出口

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

バス停
「渋谷三丁目」

宮下公園

青
山
通
り

六本
木通
り

生産性
本部

渋谷駅

東口

宮益坂口

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

 学生へのメッセージ 自己紹介

■ブログを随時更新中！
	 	で検索

■ 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

実践女子大学　英文学科　ブログ

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

新任紹介

アクセスマップ

今年度より助手として着任いたし
ました、高橋と申します。私も在学
生のみなさんと同じように大学 
4年間を実践女子大学英文学科で
過ごしました。英文学科に関わるこ
とだけでなく、助手として、先輩と
して、みなさんの大学生活全体を 
サポートしていきたいと思ってい
ます。悩みや疑問などありました
ら、ぜひ14階の研究室へいらして
ください。お話しできることを楽し
みにしています。

大学生活の魅力のひとつは、自由な
時間を多く持てることです。大きな
ことから小さなことまで、興味のあ
るものに思い切り挑戦することが
できます。失敗をしても大怪我にな
りにくいのが学生の特権ではない
でしょうか。いろいろな経験を重ね
て自分らしさを見つけ、個性を大切
にしていってくださいね。

新しい助手を迎えました！

英文学科　助手　高橋　恵美

8


