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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。

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。

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！

英文学科の主な行事
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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。

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。

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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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、「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）
	 西部カトリック大学（フランス）
	 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）
	 フライブルク大学（ドイツ）
	 サンディエゴ州立大学（アメリカ） 新プログラム
	 ◦アカデミックボランティア	

	 ワデル・ランゲージアカデミー（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、交換協定
を結んでいる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）
	 銘傳大学（台湾） 新プログラム

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！
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2019年3月に
英文学科を卒業した学生の

就職率は

全日本空輸（4名） 小山町役場

日本航空（2名） 平塚市役所

JALスカイ（2名） JTB

ANAエアポートサービス

慶應義塾大学大学院

実践女子大学大学院

日本電気

AIRDO キッコーマン食品

です97.4％
2019年5月1日現在

卒業論文タイトル
紹介

2018年度 英文学科
卒業生の進路

就職状況

就職先・進学先一覧
（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、
卒業後も多くの業界で活躍しています！

ファッションから見るヴィクトリア朝の女性像―『ジェーン・エア』を通して―
『ロミオとジュリエット』における悲劇のパロディ性
英国上流階級に仕える使用人―ヴィクトリア朝における労働者階級の暮らしの比較
ホームズというキャラクター―ワトソン、モリアティーとの関係性
Harry Potterにおける倫理的概念

イギリス文学

『ハックルベリ・フィンの冒険』における人種差別と女性観
『ティファニーで朝食を』研究―カポーティが想い描くティファニーという場所―
アメリカ社会がディズニー映画に与えた影響
トニ・モリスンの Sulaに見る peaceの象徴
Waldenにみるソローが作る空間―自然と社会の交流

アメリカ文学

オーストラリア英語―起源・発音・表現―
意味拡張の一考察―「かわいい」から ‘kawaii’へ―
英語圏の子供の言語習得
スピーキング指導の問題と実際―効果的な指導を目指して―
英語におけるラテン語の影響について

英 語 学

2018年度 卒業論文タイトルの一例
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新任紹介

入試情報

新しい教員を迎えました！

専門はアイルランド文学・文化、英語圏の詩、日本語詩
です。近年は、国民国家や民主政、ファシズムといっ
た論点を軸に、アイルランドなどポストコロニアル地域
における文学を通じた主体形成を研究、そうした地域
と日本文学との比較も視野に入れています。授業では
19世紀までのイギリス詩のほか、小説家ジェイムズ・
ジョイスの短編集を丁寧に読み、学生の皆さんに論理
的・批判的思考の展開を促しています。一方通行になら
ないよう、皆さんに絶えず問いかける姿勢を心がけて
います。
実践女子大学だからできること、大学生の 4年間で

しか得られないことがあります。その後の人生でもへ
こたれないレジリエンス（こころの復元力）を、動揺
する日本のなかでもたくましく生き抜ける基礎を、実
践の英文学科で育んでくれればと願っています。

諏
す

訪
わ

 友
とも

亮
あき

 専任講師
この春に博士号（学術）を取得したばかりです。博論
のテーマは「なぜアメリカは月を目指したのか」とい
うものでした。この問を突き詰めていくと、なぜアメ
リカは戦争ばかりしているのか、なぜアメリカ人たち
は今もなお 17 世紀のアメリカ人の言葉を好んで引用す
るのかなど、さまざまな問に答えられると考えていま
す。アメリカという文明の特殊性に惹かれて研究を続
けています。
以前、学生から「なんで研究や勉強をずっとしてる

んですか」と聞かれたことがあります。その際、私は
「自由になるため」と答えました。確かに知識の海に溺
れて身動きが取れなくなることもありますが、最終的に
そこから抜け出すと、素晴らしい知的自由が待っていま
す。受験勉強は確かに辛いものですが、頑張ってやり
きって、大学でお会いできるのを楽しみにしています。

青
あお

砥
と

 吉
よし

隆
たか

 助教

2020年度 入学予定者対象

英文学科 入試情報

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 ：2020年 2 月 2 日
 3科目型 ：2020年 2 月 3 日
Ⅱ期  ：2020年 2 月17日
Ⅲ期  ：2020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
 ：2019年 1 1 月16日

指定校推薦 ：2019年 1 1 月17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 ★

2019年 9 月 7 日
   及び

2019年 9 月22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

2019年 1 1 月16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

2019年10月26日
試験日
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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 実践女子大学文学部英文学科教授

稲垣 伸一
実践女子大学文学部英文学科教授

大関 啓子
実践女子大学人間社会学部人間社会学科教授

広井 多鶴子
実践女子大学文学部英文学科准教授

志渡岡 理恵

講座の
概  要

メイポールダンス、袴、自転車。下田歌子が自立自営

しうる女性を育てるために欧米から採り入れたもの 

の中で、これら3つのものは現在も受け継がれている。

これらに象徴される女子教育の理念とは何か？下田が

海外視察で吸収し、日本で展開させた女子教育の 

理論と実践を、英米の女性解放運動の歴史と照らし 

合わせながら振り返り、女子教育の未来を考える。

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。

実践女子大学・実践女子大学短期大学部
2019年度創立120周年記念公開講座

文学部英文学科

「動く」女性―日英米の女子教育と服装改革の歴史

英文学科公開講座
のお知らせ

日 時  2019年10月13日 日  13時～15時

会 場  実践女子大学渋谷キャンパス 8階 804教室

学園祭「常磐祭」期間中！


