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文学部 英文学科

留学について
日本女子大学は、創立当初より100年にわたり幅広
い国際交流を行い、世界の女子教育と積極的に関わ
ってきました。その実績をふまえ、世界のどこでも通用
する自立した学生を育成するため、留学の質をレベル
アップし、留学を希望する学生一人ひとりに合わせた
さまざまなプログラムを用意しています。

［ 主な協定大学 ］（一部抜粋）

アメリカ ウェルズリー・カレッジ、オレゴン大学

イギリス ブリストル大学、ヨーク大学

カナダ マギル大学

フランス ボルドー・モンテーニュ大学

日
本
女
子
大
学 

文
学
部 

英
文
学
科

英文学科
就職決定率

97.5％
2020年度

117名／120名中

卒業生の就職状況
就職を希望する本学科の学生のほとんどが
正規雇用での内定を獲得しています。就職
希望者以外の学生の多くは大学院等の進学
や留学を希望し、それぞれ研究の道を歩んで
います。

［ 2020年度 主な就職先 ］
株式会社ビーエスフジ、楽天株式会社、東日本旅客
鉄道株式会社、丸紅株式会社、三井住友海上火災
保険株式会社、東京海上日動火災保険株式会社、
三菱地所レジデンス株式会社、アクセンチュア株式
会社、大学職員、地方公務員、公立校教員



ウプサラ大学には、スウェーデン出身の学
生はもちろん、世界中から学生が集まってい
ます。その為、授業においても、寮生活にお
いても、習慣や文化が違う人達とどう向き合
えば良いのか戸惑うこともありました。しか
し、それと同時に、新たな視点を得る事がで
き、多くの刺激を受けることができています。
後期からは、学生経営カフェの責任者を務
めています。留学生という枠を超えて、この
様な経験ができているのもウプサラ大学に
留学しているからこそです。楽しかった事、
辛かった事全てを含め、かけがえない時間を
過ごすことができています。

小さいころから留学に強い関心があり、入
学後すぐに準備を開始しました。3年生の後期
に渡米し、約10か月間、オレゴン大学にて女
性史を中心にアメリカの歴史や文化を学ぶ授
業を履修しました。今もなおアメリカ社会に残
る人種差別や性差別の現状を考察すること
で、現代社会の動きに対する理解を深めるこ
とができました。移民国家と呼ばれるアメリカ
で、世界中から集まった学生たちと、日本の教
育では見ることのできなかった複雑な視点か
ら歴史についてもう一度考えるという機会は
非常に貴重なものであったと感じています。

宮川 さくら子さん
2019年卒業

オレゴン大学（アメリカ）に
協定留学

藤野 あゆなさん
英文学科3年

ウプサラ大学
（スウェーデン）に
協定留学

教員になって感じること
昨年4月から教員として働き始め、今年から1

年生の担任を持ちました。初めて自分のクラスを
持つ事はとても嬉しく思う反面、生徒一人一人
見る事、担任業務の大切さを日々感じます。毎日
生徒の様子は違いますし、一人一人見た上で全
体を見てどう授業をするか、HRを行うか日々考え
ています。その中で生徒から学ぶものがあり、勉
強、反省と改善の毎日です。また本校は支援教
育を行う普通校でして、特性を持っている生徒が
多いです。副担任と日々相談して連携しながら
HR運営をしています。他にも教科担や他クラス
の先生方の協力に助けられています。日々大変
ですが、生徒の成長や笑顔を見るだけで、日々
頑張れますし、やりがいを感じます。

英文学科や教育課程について
日本女子大学の授業はレポートまたは発表が

多かった印象です。私は文をまとめる事と発表が
大の苦手で大学一年生の時は本当に苦労しまし
た。しかし、先生方に相談してアドバイスや厳しい
お言葉を頂き、苦手を克服しました。発表に関して
は今の授業やHR活動を行う上で大いに役立って
います。今は堂 と々生徒の前に立てていると思いま
す。また生徒にも意見や文をまとめてから話す事
を日々指導しています。教育課程で学んだ支援教
育なとは大いに役立っています。支援が必要な生
徒が多いので、学んだ事
を活かして教室整備や生
徒対応をしています。

藤本 瑠璃さん
2018年卒業

神奈川県公立高校

英文学科では先生より「英語を学ぶのでは
なく、英語を通じて世界を学ぶ」と教えていた
だきました。機内では様々な国籍のお客さまと
英語でお話をします。会話から状況を理解し、
期待に応えるおもてなしでお客さまが笑顔で
喜んでくださったとき、やりがいを感じます。ま
た、日本女子大学ならではの少人数授業で身
についた積極性や、英語で書き上げる卒業論
文作成の際に培った、最後まであきらめない力
が仕事にも活かされていると実感します。
これからも更に英語力を磨き、世界のお客
さまに心に残るサービスをしていきたいと思い
ます。

黒澤 結衣さん
2017年卒業

日本航空株式会社

私は20世紀のアメリカ作家Ernest Hemingway
(1899-1961)を専門としています。彼が若かっ
た頃に出版されたものから死後に出版されたも
のまで数ある作品を精読し、彼の作品において
自己と他者の関わりがどのように描かれている
かについて研究をしています。大学院では学部
で培った知識を深めると同時に、自身の研究分
野の専門性を高めることができます。また、授業
において自分自身の意見を求められる場面が数
多く存在するため、課題を発見する力や論理的
に話す力など、社会に出て働く上でも必要な能
力が自然と身に付きます。

宮崎 あかりさん
英文学専攻
博士課程前期

2019年卒業

私は今銀行のファイナンシャルプランナー
として、お客さまの資産形成に携わる仕事を
しています。初めて会う方と面談を通じて信
頼関係を作り上げていくという仕事にやりが
いを感じています。働く中で日々勉強を続け
ることは大変ですが、大学時代、旅行業務の
資格取得やIELTSのスコア取得という経験が
自信になっています。
社内では今年度よりTOEICスコアが昇格

の条件になったので、今後も英語の勉強を頑
張ります。

亀田 彩夏さん
2017年卒業

三菱UFJ銀行

中高教員

大学院

※在学年等掲載内容はパンフレット制作時のものです。

留　学

私は、海外の方 と々英語で交流したいと思
い、英文学科へ進学しました。今まで受けた
授業の中で一番ためになったのは、プレゼン
テーション・イングリッシュです。授業内では、
多くのクラスメートの前で、パワーポイントを
使い英語でプレゼンをします。初めの頃は事
前準備に時間がかかったり、緊張して上手く
話せなかったりと大変でした。しかし、多くの
プレゼンをこなすことで徐々に慣れ、人前で
英語を話すことに自信を持てるようになりまし
た。今ではアメリカ人の友達と英語で楽しく
会話をしています。

今までたくさんの授業を受けてきました
が、私が特に印象に残った授業はイギリス
史です。授業の教材は、戦争時のイギリス
人夫婦の暮らしを、絵を用いてわかりやすく
描かれている教材を使いました。そのためス
トーリーやセリフから当時のイギリスの状況
や歴史を楽しく学ぶことができました。以前
まで歴史を暗記するのは苦手だった私です
が、当時の人々の暮らしに焦点をあてること
で、違う視点からイギリス史を捉えることが
でき、より深く歴史を理解できたと思いま
す。また、この授業を通して一つの出来事を
多角的に見ることの大切さを知ることができ
ました。

末永 夏貴さん
英文学科2年

英文学科には魅力的な先生と授業がつ
まっています。アメリカ文学講義という授業で
は、文学はもちろん、ディズニー映画や児童
文学を通してアメリカの歴史や人々について
学ぶことができました。また2年次には
Reading Poetryという授業で英語の詩を研
究する機会がありました。自分にとって未知
の世界について好きなだけ学べる環境が、英
文学科にはあります。授業のほかにも、夏休
みを利用して海外へ語学研修に行ったり、ラ
ンゲージ・ラウンジでネイティブの先生と英会
話を楽しんだりして、毎日学校生活を楽しん
でいます。

阿部 花さん
英文学科3年

池田 美月さん
英文学科4年

私は大手ドラッグストアの本部営業担当と
して、日々取引先と協働しながら、消費者の
幅広いニーズに応える製品の提案を行ってい
ます。私は英文学科での学びと海外留学を通
して、異なる文化・価値観を理解する大切さを
学びました。私たちは皆異なる価値観を持っ
ています。国籍、宗教、ときにはジェンダーの
異なる人たちと関わる際、「この人はどのよう
なバックグラウンド、どのようなストーリーを
持っているのか？」と考えると、よりポジティブ
な関係性を築くことが出来ると感じました。学
生時代に身についたこの考えは、今仕事で沢
山の人と関わる上でもとても役立っています。

英文学科の一学生として過ごした4年間
は、本当にかけがえのないものです。私は学
生時代の留学がきっかけで今の仕事を志望
し、現在はワイン専門商社の通販事業部に所
属しています。仕事内容は主にウェブページ
の作成や運営を行なっており、ワインの生産
者情報から醸造について、また各ヴィンテー
ジの違いなど日々英語の文章を翻訳し、自社
サイトに活かしています。今後更なる通販市
場の成長が見込まれる中、日本のみならず海
外からのお客様にもしっかり対応出来るよ
う、英語サイトの運営プロジェクトに携わる事
が今の大きな目標です。

宇田川 珠羅さん
２０18年卒業

エノテカ株式会社

辛川 琴乃さん
2017年卒業

ジョンソン・エンド・
ジョンソン株式会社

尾郷 珠子さん
2018年卒業

長島・大野・常松
法律事務所

国内外の企業法務を扱う法律事務所で、
弁護士秘書として働いています。M&Aの案
件を扱う部署におり、一般的な秘書業務に加
え、法的な意見書の提出等に多く携わってい
ます。英文学科での思い出は、卒業論文で
す。内容は勿論、“論文としての正しい形式”
を最後まで追求されました。正確さと緻密さ
が問われる秘書の仕事において、大きな糧に
なっています。また、1年次から「多岐に渡る
分野の授業を履修するように」という教えは、
英文学科ならではです。幅広い視野を持って
挑戦することの大切さを学び、職業選択にお
いても大変役立ちました。

在学生

卒業生



本学英文学科では学びの集大成として英語で卒業論文を執筆します。そのた
めの準備は1年次から始まり、基礎から応用、実践へと無理なく次のステップに
進めるようにカリキュラムが組まれています。6つの分野から自分の専門領域と研
究テーマを決め、所属する「ゼミ」を選びます。切磋琢磨して学び合い、支え合う
授業は強い絆の生まれる格別な時間です。技能訓練、講義、演習を通して培った
力を存分に生かせる場となることでしょう。4年間の努力が結実した英語の卒業
論文は一生の財産です。

　  文学には興味がありませんが、英語をとことん勉強するならば、国際系・グローバル系学科の方がよいのでしょうか？
英語の実力をしっかりつけたいのなら、むしろ英文学科です。本学英文学科には、「4技能」を磨くための科目が多くありますの

で、まずは英語そのものをしっかり学ぶことができます。そして、本来の英語力をつけるためには、文学、英語学、言語学、文化研
究などを広く学び、英米の歴史的、文化的、社会的背景を知ることが不可欠です。

　  外国人の教員の割合はどれくらいですか？
英文学科専任の外国人教員は3名です（2021年4月現在）。さらに、多数の外国人非常勤講師の教員が英語教育に携わって

います。このほかに、ほぼ毎年、フルブライトプログラムによるアメリカの大学からの招聘教授が専門科目を担当しています。

　  少人数で行われる英語会話の授業などは能力別のクラス編成ですか？
必修科目の一部（インテンシヴ・リーディングやベーシック・ライティング等）では、目白キャンパスの新入生を対象として行われ

るクラス分け試験の結果に基づいて、習熟度別クラス編成を行っています。

　  L.L.（ランゲージ・ラボ）実習の施設は充実していますか？
百年館低層棟7階（ITフロア）に、コンピューターを設置したL.L.教室があります。ここでは、専門科目の「アカデミック・ライティング」

「卒業論文セミナー」「言語コミュニケーション演習」「文芸翻訳入門」などの授業が行われています。また、自習時間には、多様な視
聴覚教材を観ることができます。

　  「英語」教員の採用状況を教えてください。
各都道府県の教員採用は少なく大変厳しい状況ですが、公立をはじめ、私立の中学・高等学校に教員として採用された実績を
持っています。

技 能 1・2年次 講 義 1～4年次 演 習 1～4年次

● 入　門
アカデミックな世界への入り口とし
て、1年間で一通りの基礎事項を学ぶこ
とができる入門講義が各専門領域に用
意されています。また、１年次には専任
教員が順番に授業を行い、魅力的な
テーマについて論じる通称「リレー講義」
が行なわれます。大教室で各教員のさ
わやかな弁舌に触れてください。
● 発　展
特定の研究分野、アプローチ、トピッ

クに関する高度な内容の講義が各専
門領域に設けられています。卒業論文
のテーマに出会えるチャンスも多くなり
ます。

専門的な内容について、少人数で発
表、実習、実験を中心に行われる授業
です。受講者同士の討論や教員とのダ
イレクトなやり取りを通して主体的な学
びの専門性の深め、英語の技能を中身
のあるものに変えていきます。本学英文
学科の演習科目はその豊富なラインア
ップに特徴があります。社会の要請に応
える「小学校英語教育教授法」から、実
技系の「文芸翻訳入門」、英米文学の
文化・思想的背景を学ぶのに欠かせな
い「ラテン語」、「古典ギリシア語」、「聖
書」、「ギリシア神話」まで、きめの細か
い科目群がしっかりと6領域を支えてい
ます。

卒業論文セミナー（ゼミ）

6つの専門領域

3・4年次

アメリカ研究

言語・
英語研究英語教育

アメリカ合衆国の
幅広い事例を

歴史と文化を基礎にして
学術的・総合的に

研究します

歴史、文化、社会などの
広い視野からイギリスを
研究する分野です

さまざまな登場人物の
心に響く言葉や
懸命に生きる姿を描く小説、
劇、詩などを研究します

英語と日本語を中心に
ことばと人間について
知的に理解することを目指します

イギリス文学

イギリス
文化研究

アメリカ文学
多民族国家ゆえの

葛藤、孤独、同胞愛を謳う
多様な文学を研究します

言語習得の仕組みや
英語教育の理論、方法を
言語、認知、社会など

様々な観点から研究します

カリキュラムの構成

英文学科 Q&A

● リーディング系
学術的な文章から随筆、小説、詩ま

で、さまざまなジャンルの文章を読みま
す。文学テクストを用いた精読の科目で
は、言葉の意味をじっくり考える面白さを
味わうことができます。
● ライティング系
文法と英作文の基礎から論文作成の

方法まで、段階的に学んで行きます。こ
れにより、自信をもって卒業論文が執筆
できるようになります。
● プレゼンテーション系
オーディエンスを魅了するような英語
独特の話し方や話の構成を学びます。自
分のこと、身の回りのことをプレゼンする
クラスから、専門性の高い内容を扱うク
ラスへとステップアップします。
● コミュニケーション系
ネイティヴ教員によるダイナミックな授
業が用意されています。
● 資格系
TOEICやTOEFLの試験対策を行う選

択科目や「夏期集中授業」が用意されて
います。



イ ギリス 文 学

ア メリカ 文 学

イギリス文化研究

ア メリカ 研 究

言語・英語研究

Hopeful Creative Imagination: Restoration of Wordsworth's Sensibility for Nature

Identity Politics in Toni Morrison’s �e Bluest Eye 

Vegetarianism and Social Problems : �e Human Impact of Vegetarian and Vegan Lifestyles

War Coverage and Power in the United States : A Case Study of the Vietnam and Gulf  Wars 

Metaphors Experienced by the Body

毎年恒例となっている2月の伝統行事「卒論発表会」では、各専門領域から選ばれた計5人の4年生が卒業論文の
要旨を全員の前で発表します。もっとも優れた卒業論文には「島田賞」が授与されます。なお、各分野に分かれて行わ
れる午後の部では、ゼミごとに代表者が登壇します。

この科目は、英語の読解力を高めること
を目的とした1年次の必修科目です。英文
学科では、卒業論文を英語で執筆するた
め、まずは英語の文献を読みこなすことが
必要になります。前期には論説文や説明
文、後期には英米の短編小説を取り上げ、
文法や語彙に注意するだけでなく、文脈を
意識して読むことを学びます。

授業の一例 ［ 2021年度 ］

表現
英語を読み、
書き、話す

教養
英米の文学・言語・
文化・歴史

思考
少人数授業、

英語で書く卒業論文

英文学科で
身に付く3つの力

内野 青葉さん　文学研究科英文学専攻 博士課程前期3年

卒業論文発表会

表現力を磨く
アクティヴラーニングで着実に英語運用能力を習熟

教養力を深める
バリエーション豊富な

科目群が学びの
好奇心に応える

思考力を伸ばす
学生と教員の距離が
近い少人数クラスで
実力アップ

インテンシヴ・リーディング

基本的な英文法を修得し、それを使いこ
なして明晰かつ正確な英文を書く力を身に
つけることを目指します。毎週、様々な話題
についての作文課題を提出し、教員に添削
してもらってリバイズします。これを繰り返す
ことで、英文法が定着し、作文力が着実に
伸びていきます。卒業論文執筆に向けての
大切な一歩となります。

ベーシック・ライティング

Academic Presentation English (APE) builds on the 
presentation skills students learned in Presentation English, 
such as speaking with clarity and con�dence, and using visual 
aids effectively. In APE, students learn more detailed 
techniques for preparing and giving effective PowerPoint 
presentations, such as appealing slide design (placement, 
sizing, spacing, and formatting of written text, graphics, and 
photos), and they are required to research assigned topics of a 
more academic nature for each presentation. Students receive 
written and verbal feedback on each presentation with 
suggestions for improving their PowerPoint presentation skills. 

Academic Presentation English

英語の詩を読む感覚は日本語では味わえ
ない新鮮な異文化体験です。その音楽性に
まず感動するでしょう。そして言葉やイメー
ジがもっている深さ、奥行きに知性が刺激さ
れるはずです。そんな英米詩を少人数で学
べる贅沢な科目です。

リーディング・ポエトリ

Active English is a lively four-skills class which 
encourages improvement in core competences: 
reading, writing, speaking, and listening. Through 
the use of a text book and instructor-supplied 
materials, students explore a number of important 
life-style and global issues, while developing their 
own perspectives on them. 

Active English

アメリカから招聘されるネイティヴの先生に
よる講義を受けたり、日本人教員によるアメ
リカ文化についての講義を受けたりすること
ができます。アメリカの人種多様性に関する
理論的なことから、食文化やファッションな
どの大衆文化に至るまで多岐にわたるテー
マを扱います。

アメリカ文化

17世紀の植民地時代から、1776年の独
立宣言によってアメリカ合衆国となり、1861
年～1865年の南北戦争を経て、超大国へと
発展する20世紀から現代まで、アメリカで書
かれた様々な作品、記録などについて解説し
ます。地域性や民族の観点からも実にバラ
エティに富んだアメリカ文学の面白さを1年
間で実感していただく授業です。

アメリカ文学史

日本人にとって［r］と［l］の発音が難しいの
はなぜでしょう。Fridgeとは何を意味する単
語でしょう。“Please email me.”は通じるで
しょうか。“We met an English history 
teacher.”の持つ２つの意味とは？この授業
では英語と日本語を中心にことばのメカニ
ズムについて解説します。

英語学概論―構造

教育（初等・中等・高等教育）、宗教（キリス
ト教の伝来と発展）、階級制度、食文化、英
語の成立と発展、王室、メディア、ファッショ
ン、スポーツ、美術、デザイン、音楽、絵本、
伝承童謡ほか、イギリス人のくらしに密接に
かかわるさまざまな文化事象をとりあげて、
歴史的社会的背景をおさえながらイギリスの
文化を探ってゆきます。

イギリス文化講義

十八世紀から今日までの代表的なイギリ
ス文学作品を講読しながら、各時代のイギリ
ス文化と、作者の世界観に関する理解を深
めることを通して、社会と文学の関係につい
て学びます。前期は『フランケンシュタイン』
から『ハリー・ポッター』シリーズまで、女性作
家が著したイギリス文学作品を解説し、後期
はヴィクトリア朝小説を中心に取り上げます。

イギリス文学講義

この演習は、英語で書かれた本格的な学術
論文を読みながら、アメリカ史のなかのジェン
ダーについて専門的知識を身につけるととも
に、英語論文の書き方と研究の進め方・方法
について学ぶことを目的としたものです。多く
の学生が何らかの関心が持てるよう、授業で
読むテキストは、化粧産業や被服から女性運
動や黒人女性の歴史など多様なものが含ま
れているものを選んでいます。

アメリカ研究演習 Ⅱ

この授業では、長い伝統を持つアメリカの
ゴシック小説に親しみます。「分身」、「狂
気」、「幻想」、「性」、「身体」、「暴力」といっ
た側面に着目し、19世紀の作品から今世紀
のものまで複数の短編小説に触れると共
に、様々な分野に波及したゴス・カルチャー
（映画、絵本、音楽、ファッション）についても
考察します。

アメリカ小説演習 Ⅰ

子どもが母語を習得するプロセスと、大
人が外国語を習得するプロセスとがそれぞ
れどのようなものであるかを学び、それをも
とに英語教育のあるべき姿について考察し
ます。その中で、言語と認知の関わりについ
ても理解を深めます。テキストや論文の講
読に加えて、データ分析の練習をし、言語
学の方法について学ぶ機会も設けられてい
ます。

応用言語学演習

イギリスの文化や社会について、英語で情
報を取り入れることに慣れるとともに、イギリ
ス文化について基本的な知識を身につける
授業です。イギリスの文化と社会についての
参考書から自分の興味を惹くトピックを選ん
で発表したり、それについて論文を書いたり
します。

イギリス文化演習 Ⅰ

シェイクスピアの英語を実際に体験してみ
よう―これが本授業の目的のひとつです。与
えられた担当箇所を精読しクラスで発表し合
い、随時DVDを鑑賞しながら、作品を原典で
理解していきます。又、作品の背景、登場人
物たちの関係、一つ一つの台詞に込められ
た深い意味を検討することで、英文読解力と
ともに文学の鑑賞力を養成していきます。

シェイクスピア演習

2020年度発表論文リスト

認知言語学のメタファーの概念に基づき、私たちにとって身近な広告と広告内の言葉を考察し、女性が
社会の中でどのように考えられているかということを研究しました。広告の言葉に隠された意味や、私たち
に何を伝えているかということを考察しました。この研究を通して、女性に対する概念が広告の表象や言葉
に反映され、社会の中で認識が広がっていくという関係性を示しました。データとして1920～2010年代の
日本とアメリカの広告を使用したことで、日本語と英語の比較を行い、時代背景による女性表象の変化を捉
えることもできました。

※在学年等掲載内容はパンフレット制作時のものです。

エル


