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私の学生生活は、大好きな家族の元を離れての一人暮らしということもあり、涙
いっぱい、不安いっぱいで始まりました。そんな思いで始まった学生生活ですが、
きめ細かくサポートして下さる先生方や実践女子大学で出会った仲間のおかげで、
とても充実した学生生活を過ごすことが出来ました。在学中は、社会で自立自営し
うる女性として自分はどのように活躍したいか、しっかりと向き合う時間がありました。
その時間があったからこそ、今の自分があるのだと思います。
日本航空に入社して、3年が経ちました。できる仕事も増え、客室乗務員としてのやり
がいと楽しさを日々実感しております。また、客室乗務員に求められる技量と知識が、人として
も成長させてくれていると感じております。JALには「感謝の気持ちをもつ」という言葉があり
ます。私が一番大切にしている言葉です。仲間、先生方、家族、周囲の多くの人たちの協力やサ
ポートがあって今日があるということを心に留め、一日一日を大切に過ごして下さい。

今の目標は、ファーストクラス
の乗務です。
日本航空の客室乗務員として、
一人ひとりのお客さまの心に寄り

添い、「次も JALに乗りたい」と思っ
ていただけるような乗務員になりたい

です。客室乗務員の仕事にはゴールはなく、毎日が
勉強です。これからも学びを忘れず、安全で快適な
空の旅を楽しんでいただくために笑顔でお客さまを
お迎えしたいと思っています。

私は 2012 年度に実践女子
大学文学部英文学科を卒業
し、現在、日本航空で客室

乗務員として働いています。日本航空
は、世界で一番お客さまに選ばれ、愛
される航空会社を目指しています。私
自身その一翼を担うべく、日々邁進し
ております。今は国際線を担当する部
署に所属し、ニューヨークやシカゴ、
パリなどを中心に乗務しています。

学生時代は常磐祭※実行委員会の副委員長として、
常磐祭の企画・運営に力を入れていました。年に一度
の常磐祭ですが、実行委員はそれぞれの担当に分か
れ、一年間かけて入念な準備をします。参加される団
体へ向けて説明会を開催したり、企画会議を繰り返し
行いました。安全で楽しい常磐祭が開催できるように
当日の動きを想定して入念な準備をするという経験
は、今の仕事にも生かされていると思います。
活動中はお互いに熱くなりすぎて、実行委員同士、
または常磐祭に参加される団体の方と意見が対立する
こともありました。常磐祭開催の一週間前からは、学
内にある寮に泊まり込み、仲間と共に朝早くから夜遅
くまで準備をしました。活動が落ち着いている時期に
は、ビアマウントや旅行にも行きました。卒業してか
ら頻繁に会えませんが、寝食や苦楽を共にした実行委
員の仲間は今でも私の心の支えです。

※ 実践女子大学・実践女子大学短期大学部の学園祭

これからの目標は ?

お仕事の内容は ?

高校生、在学生への
メッセージ
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学生時代、力を入れていたことは ?
学生時代の経験は、仕事に生かされている ?



4 年間の接客のアルバイトを通して、目
上の方との接し方について学ぶことができ
たと感じています。やっておけば良かった
と思うことは、海外留学と資格取得です。
お金と時間に余裕があれば、自分自身の経
験と成長のためにも、今のうちにチャレン
ジすることをおすすめします。

私が学生時代に力を入れていたこ
とは、教職の授業や習い事の英会話、
陳建一麻婆豆腐店でのアルバイトで
す。そして何より日野の登山です
(笑 )。夏の暑い日も冬の寒い日も、
日野駅から大学までの坂を歩いたこ
とが良き思い出です。

高校生、在学生の皆さん。
今は勉強や部活動等で忙しいかもしれませ

んが、学生時代の友人を大切にし、今しかで
きないことを思い切り楽しんでください。そ

して、自分の夢に向かって頑張ってください。辛いことや困難
な壁にぶつかった際には一人で悩まず、周りに良き先生や友人
がいると思うので、どんどん相談して意見を求めましょう。も
し落ち込んだ時は、私がそうしていたように、おいしいものを
食べましょう。おすすめは、グランデュオ立川 7階の陳建一麻
婆豆腐店の麻婆豆腐です (笑 )。杏仁豆腐も付いています。

1つは、これまで
以上に社会情勢に
ついて情報収集を

することです。もう 1つ
は、ワークライフバラン

スを意識し、業務を計画的に進めて
いけるよう努めると共に、私生活も
充実させたいです。

私が勤務する会社は、味の素のグループ会社として、
マーケティング事業を中心に幅広い事業を行っておりま

す。私の業務内容は、「味の素グループ全体の給与計算業務」です。た
だ、一言で給与計算業務と言っても、皆さんも業務のイメージがつか
ないと思います。私の業務は専門的且つ、日頃から非常に重要な個人
情報を取り扱っているため、あまり詳しくはお話しできないのですが、
大きく 3つに分けて少しだけご説明します。
1つ目は、グループ社員の人事情報管理です。2つ目は、人事情報管
理に基づき各種手当のシステムへの登録を行うことで給与額を算出し、
所得税や住民税などの引き去りも行います。3つ目は、社会保険業務で
す。昨年末からは、マイナンバー関連の書類も取り扱っているため、
私の部署は厳重な管理体制が敷かれています。また、日々電話やメー
ルでの社員からの問い合わせにも対応しています。膨大な個人情報を
取り扱っているということや、お金に関わることなのでミスが許され
ない業務であるため、非常に緊張感を持って業務に取り組んでいます。
疑問点などは都度上司や先輩に丁寧に教えを乞い、正確且つ慎重に業
務を進めています。この業務を通して非常に重要な知識を習得できて
いると実感していますし、充実した会社生活を送っています。

学生時代の経験は、仕事に生かされている ?
学生時代にやっておけばよかったことは？

高校生、在学生への
メッセージ

これからの目標は ?

お仕事の内容は ?

学生時代、
力を入れていたことや

思い出は？



専門性を高めることはとても大切
なことですが、自分が専門としてい
るもの以外のことに取り組む機会を
作ってみるといいと思います。視野

を広げる良い機会になりますし、多方面から自分の
専門を見つめ直すことができます。学ぶことに無駄
なことは一つもないのだと、私は教師になって初め
て気がつきました。たくさんの人から話を聞いて、
たくさんのことを学んでほしいと思います。

良い教師になれるように、
生徒に真剣に向き合い、生
徒とともに学びながら成長
し、常に授業や指導を良く
するために研究を続けるこ

とです。良い教師になることが、
これまでお世話になってきた先生

方や家族、友人にできる恩返しだと
思っているので、この目標が達成で
きるように努めていきます。

学生時代は英語学を専攻してお
りました。1年生、2年生のときは
飲食店のアルバイトに力を入れて
いましたが、3年生になってある先
生の授業を受けるようになってか
らは英語学に魅了され、図書館で
本を読んだり、前よりも英語の勉
強をしたりするようになりまし
た。それから、英語は好きでも何
が好きだとは言えなかった私でし
たが、英語、そして言語に対する
見方が劇的に変わり、言語の構造
について考えるのが楽しくなりま
した。私の視野を広げてくださっ
たその先生をはじめとして、私に
たくさんのアドバイスをしてくだ
さった実践女子大学の先生方には
本当に感謝をしております。

公立の中学校で第二学年の副担任をしております。教科
は英語、校務分掌は教務、その他は生徒会本部や行事委員

会を担当しています。授業は週に 19時間程度持っており、担任は持ってい
ませんが学活や道徳の授業をすることもあります。教務での仕事は時間割
の管理、通知表などの管理をしています。時間割の管理というのは、全て
の教科の年間の時数を把握し、講師の先生方の都合などを合わせ授業がで
きるように時間割を作成し、行事などでつぶれてしまった授業については
振り替えをしたり、土曜公開授業で補ったりして年間の授業時数を確保す
る担当です。通知表などの管理とは、成績をパソコンに入力するように呼
びかけをしたり、成績表や通知表の印刷をしたりする担当です。
その他の担当では、生徒会本部役員の活動をサポートして学校の様々な
行事や活動を行っています。生徒会本部は校内の生徒総会や運動会といっ
た行事だけではなく、校外の活動やボランティア活動にも積極的に参加を
しているため、学校の中心になって動くことが多々あります。
また、部活動ではバレーボール部の顧問をしており、練習・練習試合・
大会などがあるため休日や祝日は部活指導をしています。バレーボールは
学校の体育の授業以外でやったことがなかったスポーツでしたが、外部指
導員に教わりながら球出しをしたり、体力作りや声だしなどの指導を行っ
たりしています。

これからの目標は ?

お仕事の内容は ?
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好きなことや、興味のあ
ること、楽しいと思えるこ
とを学んだり、職業にした
りするというのは本当に幸せな
ことなのだと、日々の業務を行
う中で、また、学生と接する中
で感じます。もしも今、みなさんに「コレ！」と
言えるものがあるのであれば、是非その道に向
かって進んでみて欲しいと思います。

忙しく仕事をする最中、あるいは帰り道
などでふと、「品格高雅にして自立自営し
うる女性の育成」という実践の理念を思い
出すことがあります。学生時代から気に
入っている、この言葉通りの女性になるこ
とを密かに人生の目標としています。

今、仕事をする
中で、あるいは社会人
としての生活の中で「物事に
向き合い、深く考えること」「自分についてのあら
ゆる責任は自分にあると自覚すること」は自分の中
で大切にしていることです。それは、大学時代に
養った考えですが、特に何か具体的な、特別な経験
をしたわけではありません。一人暮らし、アルバイ
ト、授業の予習復習、レポートの作成など、あらゆ
ることに悩んだり、向き合ったり、決めたりした経
験の積み重ねによるものです。
大学生になると、多くの人がそれまでより自由な
環境の中に身を置かれるのではないかと思います。
その自由さにただ流されることのないように、自分
の意志を持って過ごしてください。大学生なら誰も
が経験するような、些細だと思われるような出来事
も、将来の自分の核となるものを形成する一要素な
のだと心に留めておいてほしいと思います。

短期大学で事務職員を
しています。小さな短大

ですので、私の所属する部署では、学校の運営に
関するあらゆる業務を担当しています。例えば、
履修・時間割・試験・授業に関すること、教員免
許状の取得に関すること、実習に関すること、各
所からの調査・アンケートなどをはじめとして、
教室の機器設備に関することやトイレットペー
パーの発注、蛍光灯の交換など、多岐に渡りま
す。また、年間行事予定に沿って入学式・卒業式
の運営やオープンキャンパス、入試などの業務も
入ってきます。
学生だけでなく、先生方や業者、教育委員会や
実習先など、学校に関わる様々な人とのやり取り
もあり、毎日めまぐるしく過ごしています。

大学生活の中でやり通したと
自信を持って言えるものが欲しいと
いう考えから、教職課程を履修しました。
人前に出ることが苦手な性格で、教育実習は本当に緊張の毎日で
したが、苦手なことにあえて挑み、やり通した達成感は今思い出
しても気持ちの良いものです。
また、4年間同じアルバイトを続けたことも思い出に残っていま
す。老若男女が利用する衣料品の小売店での接客が中心でしたが、
たくさんのお客様とのやり取りの中で培ったコミュニケーション
力は現在にも生かされているように思います。時には外国人のお
客様とのやり取りもあり、英文学科の学生として「ここは！」と
意気込んで接客し、失敗したこともありました。上司や仲間に恵
まれ、とても楽しく仕事をしていたことを思い出します。

高校生、在学生への
メッセージ

これからの目標は ?

お仕事の内容は ?

学生時代、
力を入れていたことは ?

学生時代の経験は、
仕事に生かされている ?



自己紹介

今年度より助手として着任いたしました、吉澤
と申します。大学は学生のみなさんにとって、新
しい知識や技能を習得しつつ、様々な活動を通し
て成長していく大切な生活の場となります。英文
学科の学生として過ごす日々がより一層充実し、
有意義なものとなるよう、丁寧なサポートを日頃
から心掛けていきたいと思っております。

学生のみなさんへ

主体的に学び、活動する機会が増えていく大学
生活のなかには、自分らしさに磨きをかけるため
のヒントがたくさんあります。実践女子大学でし
か得られない人やものとの繋がりを大切にし、学
問に限らず、自ら真剣になって打ち込めるものを
1つでも多く見つけられるような時間を重ねて
いってください。

英文学科で学んだ卒業生は、

今回のインタビュー記事でご紹介した方々の業種以外にも、

金融・保険業や製造業、卸売・小売業など、多くの業界で活躍しています！

です。93.9％2015年度 英文学科卒業生の

就職内定率 は
（2016年5月1日現在）

専門分野はアメリカ文学文化で、主に現代アフ
リカ系アメリカ文学を読みながら多民族多文化社
会の形成について考察しています。ここ数年の研
究テーマは「ニューディール時代のアメリカ黒人
文学文化とナショナリズム」です。1930 年代の
ローズヴェルト政権下で、「連邦作家計画」や「連
邦美術計画」というプロジェクトに参加したアフ
リカ系アメリカ人芸術家による小説、壁画、写
真を分析しています。また時には 19世紀にさか
のぼり、当時生まれた「奴隷体験記」という文学
ジャンルが後の作家に与えた影響についても調べ
ています。
研究室（ゼミ）では、アフリカ系アメリカ文学文化を

中心に、人種、民族、ジェンダーなどの交錯とその表象
について興味のある方を承る予定です。学生のみな
さんとの対話を通じて、新しい価値観やみずみずし
い感性に触れることを心より楽しみにしています。

英文学科 准教授

深瀬 有希子
英文学科 助手

吉澤 未森

英文学科
新 任 紹 介

英文学科 2015年度
卒業生

就職状況



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	：2017年	2	月	2	日
	 3科目型	：2017年	2	月	3	日
Ⅱ期		 ：2017年	2	月17日
Ⅲ期		 ：2017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。

2016年11月19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
	 ：2016年11月19日

指定校推薦	 ：2016年11月20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★

2016年	9	月11日
   及び
2016年	9	月25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

2016年10月30日
試験日

2017年度入学予定者対象
英文学科 入試情報
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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

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

実践女子大学 英文学科 ブログ 検索で

ブログを随時

更新中！

Facebook、Twitterも
始めました！

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

Twitter
https://twitter.com/JissenEibun

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

渋谷キャンパスへの
アクセス


