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　　外国人教員による少人数授業

　　欧米諸国中心の海外語学研修

　　分野に縛られない幅広い就職実績

本学科には専任の外国人教員が在籍しています。外
国人教員による授業は少人数（15 名前後）クラスで
行 わ れ、 英 語 の ４ 技 能（reading, writing, listening, 
speaking）を徹底的に鍛え上げます。また、外国人教
員は重要なコア科目やゼミナールも担当します。密度
の濃い英語教育は実践英語学科だけのメリットです。

本学科の専門科目の多くは英語関連科目ですので、語
学研修で修得した単位と幅広い互換性（最大 48 単位）
を持っています。そのため、最長で約１年間語学研修
に行ったとしても４年次で卒業可能です。これは就実
大学の中でも実践英語学科だけの強みです。海外経験
を積むのなら、実践英語学科一択です。

ビジネスの第一線で活躍したい？英語の先生になりた
い？本学科の卒業生は有名企業、公務員、英語教員に
至るまで、さまざまな分野で活躍しています。本学科
での学びは特定の分野に縛られることがないため、自
らの将来の可能性を幅広く切り拓くことができます。

「全部入り」は実践英語学科の強みです。

真の英語漬けは実践英語学科だけ
　実践英語学科の最大の特長は「英語漬け（Total Immersion）」です。初年次から外国人教員による少人数
授業を毎日実施し、英語力を徹底的に鍛え上げます。その英語力を基盤として、３年次以降は英語にまつわ
るさまざまな領域（文学、文化、通訳、翻訳、コミュニケーション、言語など）について専門的研究に取り
組みます。また、学科独自のイベントでは英語を実践的に活用する機会が数多く設けられています。
　「英語だけ学んでも…」と思う人もいるかもしれません。しかし、本学科で培われるのは英語力だけでは
ありません。英語漬けの環境で英語と本気で向き合うことで、優れたコミュニケーション能力や専門的な分
析能力が身に付きます。本学科で培われるこれらの能力に対する社会からの高い評価は、数々の優れた就職
実績に裏付けられています。つまり、本学科で得られるのは「英語力＋α」です。
　一般に「充実した英語教育」を謳うところは無数に存在します。しかし、本学科の英語漬けの環境は他と
は比べものにならない、群を抜いたものとなっています――実践英語学科の「英語漬け」は本物です。
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必修科目
English Reading Ⅰ（習熟度別）
English Reading Ⅱ（習熟度別）
Oral Communication Ⅰ
Oral Communication Ⅱ
英文法Ⅰ（習熟度別）
英文法Ⅱ（習熟度別）
インターネット英語Ⅰ
インターネット英語Ⅱ
英語の発音

基礎ゼミナールⅠ
基礎ゼミナールⅡ
ライティング演習Ⅰ
ライティング演習Ⅱ
英語表現演習Ⅰ（週 2 回）
英語表現演習Ⅱ（週 2 回）
イギリス文化研究入門
アメリカ文化研究入門

英語コミュニケーションコース
英語コミュニケーション１
英語コミュニケーション２
英語コミュニケーション５
英語コミュニケーション６
英語コミュニケーション７
英語コミュニケーション８

英米文化コース
異文化理解と交流１
異文化理解と交流２
イギリス文化研究１
イギリス文化研究２
イギリス文化研究３
アメリカ文化研究１
アメリカ文化研究２
アメリカ文化研究３

通訳翻訳コース
通訳演習１
通訳演習２
通訳演習３（ビジネス実務）
通訳演習４（ビジネス実務）
翻訳演習１
翻訳演習２
翻訳演習３（ビジネス実務）
翻訳演習４（ビジネス実務）

選択科目
英語教育入門
英語学研究入門
翻訳演習入門
通訳演習入門
言語文化購読１
言語文化購読２
言語文化購読３
言語文化購読４

必修科目
English Reading Ⅲ（習熟度別）
English Reading Ⅳ（習熟度別）
Oral Communication Ⅲ
Oral Communication Ⅳ
Extensive Reading Ⅰ
Extensive Reading Ⅱ
ライティング演習Ⅲ
ライティング演習Ⅳ

英語表現演習Ⅲ（週 2 回）
英語表現演習Ⅳ（週 2 回）
検定英語Ⅰ（TOEIC）（習熟度別）
検定英語Ⅱ（TOEIC）（習熟度別）

選択科目
児童英語
児童英語教育法
英語学研究１（概論）
英語学研究２（演習）

全コース必修科目
英語ゼミナールⅠ
英語ゼミナールⅡ
英文購読Ⅰ
英文購読Ⅱ

全コース選択科目
検定英語Ⅲ（TOEIC）
検定英語Ⅳ（TOEIC）

全コース必修科目
卒業研究
英語ゼミナールⅢ
英語ゼミナールⅣ
英文購読Ⅲ
英文購読Ⅳ

英語コミュニケーションコース
英語コミュニケーション３
英語コミュニケーション４

コース別必修科目（英語学ゼミは３コースから１つ選択）

黒＝日本人教員担当　橙＝外国人教員担当　青＝日本人教員または外国人教員担当

毎日実施される外国
人教員の授業を中心
に、英語の基礎を徹
底的に粘り強く叩き
込みます。

１年次

外国人教員の授業を
中心に、１年次で鍛
え上げた英語力を実
用レベルにまで引き
上げます。

２年次

選択したコースに分
岐して、専門領域に
応じた英語力を引き
上げ、卒業研究に着
手します。

３年次

各専門領域の研究を
より一層深め、論文
執筆指導を行い、卒
業論文の完成を目指
します。

４年次

▼　▼　▼

▼　▼　▼

▼　▼　▼

◀　◀　◀学科所定の単位を修め、卒業論文の審査に合格することで、学長
から「学士（人文科学）」の学位が授与され、卒業となります。

英語漬けの専門教育カリキュラム
本学科のカリキュラムは「英語漬け」そのものです。外国人教員担当でも日本人教員担当でも、専門教育科
目では英語にまつわるさまざまな事柄を扱います。概略的に言うと、１年次と２年次で英語の基礎となる内
容を徹底的に鍛え上げ、３年次と４年次で鍛え上げた英語力を活用して、「人文学（＝人間の正体）」につい
ての専門的な研究を行います。とくに本学科の１年次と２年次では外国人教員による英語の必修科目が数多
く設定されており、それらの科目を必死になって乗り切ることで、実用レベルの実践的な英語力を身に付け
ます。専門教育カリキュラムの概要は以下の通りです。
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本学科では２年次の 12 月初旬にゼミナールの志望調査を行い、
成績（GPA）に基づいて、志望するゼミナールへの配属が決定されます。！



実践英語学科の主要年間行事

本学科の初年次生は入学して間
もなく、大型船と小型ボートを
乗り継ぎ、香川県小豆島のさら
に向こう側にある無人島「余島」

新入生研修旅行
４月中旬（初年度生対象）

へ英語キャンプに向かいます。
学生約 10 名につき外国人教員
１名が付き添い、スポーツ、バー
ベキュー、キャンプファイヤ、
ミーティングなど、英語を使っ
たさまざまなアクティヴィティ
に取り組みます。このキャンプ
を通して、学生も教員もみんな
打ち解け合い、円滑なコミュニ
ケーションが可能になります。
１泊２日の英語漬けは非常に密
度の濃いものですが、物怖じせ
ずに英語を使うことができるよ
うになります。

ITCL（International Theatre 
Company London）から英語圏
の本場の役者さんをお招きし
て、学内で英語の舞台を鑑賞し

英語劇
５月中旬（全学年＋学外希望者対象）

ます。毎年、学内外から多くの
来場者があり、会場が満員とな
ります。舞台の端に日本語の字
幕も表示されるようになってい
ますので、初めての人でも安心
して観劇できます。また、本学
科の学生に限り、観劇後に舞台
の役者を交えたパーティーに
参加できます。つい先ほどま
で舞台で熱演していた役者さん
たちと英語でお話することがで
きるという非常に貴重な機会が
設けられており、賑やかなパー
ティーになります。

英語圏では年末にさまざまな
パーティーがあります。それを
まとめてやってしまおう！とい
うのが American Holiday です。

American Holiday
11 月下旬（全学年対象）

感謝祭、ハロウィーン、クリス
マスにちなんだ多種多様な料理
が並び、室内の飾りつけもゴタ
混ぜで賑やかな雰囲気になりま
す。一番の目玉は「ターキーの
丸焼き」で、外国人教員と学生
が協力して時間をかけて調理し
ます。このパーティーには毎年
たくさんの学生・教員・職員が
参加して大いに盛り上がりま
す。会場がやや窮屈ですが、そ
れがまた賑やかな雰囲気を盛り
立ててくれます。年末まで賑や
かなのが実践英語学科です。

試験やレポートに追われる学生
を元気づけるべく、７月末あた
りにバーベキューパーティーが
開催されます。「ANZAC」とは

ANZAC
７月下旬（全学年対象）

Australia New Zealand Annual 
Cook-out の頭文字を取った名
称であり、その名から想像され
るように、ふだん口にすること
がない珍しい「カンガルー肉」
を食べることができます。この
パーティーにはたくさんの外国
人教員も参加しますので、バー
ベキューを楽しみながら英会話
も楽しむことができます。ま
た、上級生と下級生の交流の場
ともなっていますので、試験や
レポートについて相談し合う場
面を目にすることもできます。

英語合宿 STIP
９月下旬・３月下旬（全学年対象）

STIP（Shujitsu Total Immersion 
Program）は実践英語学科限定
の英語合宿です。学生自らが日
本語厳禁・英語漬けの１泊２日
を企画・運営し、英語だけを使っ
てさまざまなアクティヴィティ
に取り組みます。この合宿は９
月と３月の計２回実施されま
す。９月はこの合宿のメインで
あり、上級生が下級生をリード
します。３月は９月に参加した
下級生のリーダー研修であり、
その下級生が次の９月の合宿で
リーダーとなります。活動場所
は、ある時は県北の山奥、ある
時は市内というように、学生が
企画する内容に応じて変わるた
め、参加するたびに毎回異なる
合宿になるという面白さもあり
ます。この合宿のポイントは当
日のアクティヴィティだけでは
なく、そこに至るまでの過程に
もあります。企画・運営に長い

時間をかけ、上級生と下級生が
さまざまなアイデアを出し合
い、時には必要な物品の買い出
しまで行います。その過程で自
分の意見を積極的に打ち出す力
や他者とのコミュニケーション
能力・連携能力なども徐々に育
まれます。このような学生の、
学生による、学生のための英語
合宿を経験することができるの
は、本学の中でも実践英語学科
だけです。日本語厳禁・英語漬
けの環境を、他者から課せられ
るのではなく、自分たちの力だ
けで創り出す楽しみを、ぜひ経
験してみてください。
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小野　望生

厳しくて楽しい英語漬け――在学生Now#1

　森部　葵
人文科学部  実践英語学科３年（岡山県立瀬戸高校出身）

Ｑ．なぜ実践英語学科を選んだのですか？
Ａ．もともと英語好きだったということが一番の理由で
す。高校まで色々な科目を勉強をしてきましたが、その
中でも、英語は勉強の積み重ねが正直に成果となって現
れるので好きです。また、アルバイト等でさまざまな人々
と接する中で、英語の必要性を強く感じていたからです。

Ｑ．外国人教員の授業はどんな感じですか？
Ａ．一にも二にも「実践的」です。最初は外国人の先生
方が何を言っているのか全然わからなくて、とても不安
でした。でも、そこで恐れずに自分から先生方に話しか
けてみると、「いや、そうじゃないよ、ここはね…」と
いう感じで次第に英語でやり取りができるようになりま
した。やはり英語は実際に使ってみるというのが重要な

唯一の実践的な英語環境――在学生Now#2

レポート作成などで、先生の研究
室で専門書とにらめっこすること
もあります。先生と世間話で盛り
上がることもしばしばです 。

んだなぁと実感しました。

Ｑ．実践英語学科で楽しい／大
変なことは？
Ａ．楽しいことは、友人といる
ことです。うちの学科には英語
好きの人が集まっているので、
勉強で切磋琢磨できるし、海外
に興味があるなど趣味も似てい

ます。大変なことは、何でも自分でしなくてはならない
ことです。時間割から空きコマの使い方まで、何もかも
を自分で決めなくてはならない。当たり前のことですけ
どね（笑）「当たり前」が実はとても大変なんです。

Ｑ．実践英語学科ならではというポイントをひとつ。
Ａ．英語の勉強は誰でもできるけど、外国人の先生方と
接する機会はうちの学科が抜群に多いです。授業以外で
も頻繁に会って話をするくらいですからね。

人文科学部  実践英語学科４年（岡山県立倉敷青陵高校出身）

で他の人と相談するときに、どうしても日本語を使いた
くなるのですが、そこはグッと堪えて…それが本当に大
変なんです。でも、そのおかげで英語力が着実について
きたという感触を得ています。あと、私はとてもシャイ
で、当初は「人前で英語で話すなんて！」という気持ち
でいましたが、今ではそれも克服できたと思います。

Ｑ．実践英語学科で楽しい／大変なことは？
Ａ．同じ学科にいる友人は勉強や関心のベクトルが同じ
なので、どんな話をしていても楽しいですね。大変なの
は…そうですね、英語のライティングでしょうか。ひと
つのレポートを仕上げるまでのステップがとても多く
て、完成したときの達成感はひと際です。うちの学科に
は他にも英語の必修科目がたくさんありますから、本当

恥ずかしがらずにプレゼンができ
るようになるまでがとても大変で
した。２年前の自分が今の姿を見
たら驚くかもしれません。

に目が回ります（笑）

Ｑ．実践英語学科ならではとい
うポイントをひとつ。
Ａ．やはり外国人の先生方と接
する機会の多さです。こんなに
少人数で英語を使う機会はうち
の学科にしかないんじゃないで
しょうか。まさに英語漬け。

Ｑ．なぜ実践英語学科を選んだのですか？
Ａ．英語が好きというのもあるのですが、何よりも実践
英語学科では外国の人々と接する機会が飛び抜けて多い
というのが第一の理由です。ふだんの生活の中では中々
そういう機会に恵まれませんから。

Ｑ．外国人教員の授業はどんな感じですか？
Ａ．毎回、授業の冒頭で「日本語を使うな」と釘を刺さ
れますので、結構厳しいです（笑）グループタスクなど
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実践英語学科に入って大きく変化したのはコ
ミュニケーション能力です。以前はコミュニ
ケーションに苦手意識がありましたが、それは
思い込みだとわかりました。授業の中でさまざ
まな先生方や仲間とやり取りをするうちに、相
手に伝えようとする気持ちが大切なのだと気づ
き、コミュニケーション能力が大幅に改善しま

した。また、海外へ留学したときに、「黙って
いる方が不自然」という環境に揉まれ、アウト
プットが積極的になり、コミュニケーションに
より磨きがかかりました。就職先は海外展開を
積極的に行う企業ですが、私は岡山愛がとても
強いので、岡山を拠点として海外を行き来する
というワークスタイルを堅持するつもりです。

 コミュニケーションの「気づき」――
｜蜂谷菜摘｜平成 28 年度 卒業（株）萩原工業 内定※

もともと空港のグランドスタッフのような英語
を使った仕事に携わりたいと考えて実践英語学
科に入りました。当初は海外語学研修に参加す
るために、勉強に、アルバイトに、とにかくバ
タバタする毎日でした。実際に語学研修に参加
してから、私の姿勢は大きく変わりました。明
確な目標を定めて、その目標に至るための努力

を怠らないという姿勢が身につき、最終的に警
察官になろうと決心しました。英語に加えて幅
広い知識を身につけ、体力作りにも専念し、無
事県警に採用されました。実践英語学科はいい
意味で自由が利く学科だと思います。目標を定
めるのが早ければ早いほど、それに向かってい
くらでも有利に駒を進めることができます。

 目標に向けた計画と努力を怠らない――
｜綾部美咲｜平成 28 年度 卒業　岡山県警察 内定※

実は英語に興味があって実践英語学科に入った
わけではなかったのですが、折角の機会だと考
え、英語を専門的に学ぶことにしました。勉強
に身が入らないこともありましたが、素晴らし
い外国人の先生方に恵まれて、英語を駆使する
楽しさが徐々に芽生えました。ただ、それに加
えて、思考力が伸びたことや、楽しい仲間に巡

り合えたことも、自分にとっては大きな収穫で
した。そうした経験もあって、自信を持って相
手と接する力もついたので、就職活動は比較的
スムーズだったと自負しています。興味がない
事柄であっても、始めてみると楽しい発見はた
くさんありますし、身につく力もあります。「興
味」の入り口は意外なところにありますよ。

 英語に興味があったわけではないけど…――
｜香々美文吾｜平成 28 年度 卒業（株）JR 西日本 内定※
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実践英語学科には日本語禁止の授業が多く、当
初は「伝えたいことが英語にならない！」とい
うジレンマに幾度も陥りました。そんな気まず
い状況でも、笑顔を絶やさずにいれば相手と話
をうまく展開できることに気が付きました。そ
うするうちに、どんな相手と話をするときでも
笑顔を絶やさないという姿勢が自然と身に付き

ました。実は、こうした姿勢が就職活動でも大
いに役立ちました。就職先での面接では、回数
を重ねる度に緊張が高まり、声が震えた場面も
ありましたが、実践英語学科で培った姿勢で
堂々と乗り切ることができました。今思い返し
てみれば、実践英語学科で過ごした日々から英
語以上のものを得ていたのだと実感しました。

 実践英語学科の強みは英語だけではない――
｜山本梨加｜平成 27 年度 卒業（株）テレビせとうち 内定※

実践的に英語を使うコミュニケーションの授業
は、英語が大好きになるきっかけになります。
先生方はとても優しく、授業以外の時間でも気
軽に話しかけてくれ、困ったときは相談に乗っ
てくれます。話せる、聞ける内容が増えること
で、自信を持ってコミュニケーションがとれる
ようになり、以前よりも海外の文化に興味を持

つようになりました。自分で計画を立てて海外
へ旅行することで、異文化に直接触れるよい経
験になりました。就職活動では、そうして学ん
できた英語や海外での経験が本当の自分らしさ
を引き出してくれました。無事内定を頂くこと
ができたのは、実践英語学科で自分らしく学び、
その力を信じて頑張った結果だと思います。

 自分らしく学び自分の力を信じる――
｜石井孝子｜平成 27 年度 卒業（株）廣榮堂 内定※



実践英語学科の英語漬けの授業では、言いたい
ことを上手く伝えることができず戸惑うことが
多くありました。しかし、そうした中で日本語
と英語のコミュニケーション能力が鍛えられ、
就職活動で大いに役立ちました。入学当初は「人
の役に立つ仕事に就きたい」と曖昧にしか考え
ていませんでしたが、自分の意見を積極的に打

ち出す実践英語学科の環境に揉まれるうちに、
金融業界を志すようになりました。信念を曲げ
ず、鍛えられたコミュニケーション能力を活か
すことで、第一志望の銀行から内定を頂くこと
ができました。実践英語学科で学んだ一番大切
なことは、つねに挑戦する姿勢です。みなさん
も実践英語学科で必ず夢を叶えてください！

 挑戦しようとする姿勢が何よりの学びだった――
｜菊伊由美｜平成 27 年度 卒業（株）トマト銀行 内定※

分野に縛られない幅広い就職実績
実践英語学科出身学生のおもな就職内定先（平成 24年度～）―――
ANA（全日空）、岡山空港、高松空港、OHK岡山放送、TSC テレビせとうち、両備HD、萩原工業、林原、廣榮堂、
JFE 条鋼、H.I.S.、JR 西日本、SMBC 日興證券、中国銀行、トマト銀行、日本生命、第一実業、住友林業HS、
ホテルニューアワジ、ホテルグランヴィア岡山、岡山県公立中学校英語教員、岡山県警察、福山市役所ほか。

ご覧のように、実践英語学科の卒業生は、本学科で培った英語力だけではなく、コミュニケーション能力や
連携能力なども発揮して、さまざまな分野で活躍しています。大学で学ぶことは必ずしも就職に直結するわ
けではありません。しかし、本学科の卒業生は「英語」というひとつの外国語について徹底的に、専門的に
学ぶ中で「自分だけの強み」を生み出し、夢を実現させています。ビジネスの第一線で活躍したい？英語教
員として活躍したい？――実践英語学科なら「どちらか」ではなく「どちらも」選択できます。自分の将来
の可能性を幅広く切り拓くのであれば、実践英語学科です。

※卒業時点での就職内定先

優れた就職実績には確かな裏付けがある。
――だから、私たちは実践英語学科を選びました。
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私は空港のグランドスタッフになることが夢
で、自分の英語力を伸ばすために実践英語学科
に入学しました。英語漬けの毎日で、人前で話
すことが苦手だった私が、授業中に英語でコ
ミュニケーションを取ることは大変でした。し
かし、仲間と一緒に取り組むうちにコミュニ
ケーション能力も身につき、楽しんで授業を受

けるようになりました。授業内で取り組むト
ピックが難しく、「もう嫌だ」と思うこともあ
りましたが、先生や仲間に助けられながら、ひ
とつずつ乗り越え、自分の自信につながりまし
た。就職活動では、授業などで身についたコミュ
ニケーション能力と自分なら出来るという自信
を持って取り組み、夢を叶える事ができました。

 憧れの空港のグランドスタッフを目指して――
｜江口愛彩｜平成 26 年度 卒業（株）両備 HD 内定※

実践英語学科の必修科目では日本語禁止の授業
が多く、自分の意見や感情を英語で伝えること
が求められました。完璧に喋ることができなく
ても、伝えたいという気持ちや態度に相手は気
づいてくれます。これは就職活動でも同じでし
た。面接では初対面の人に自分をアピールし理
解してもらいます。日本語であっても相手に自

分を理解してもらうのは大変なことですが、授
業の中で自然に身についた「伝えようとする気
持ち」が役立ちました。みなさんにふたつアド
バイス。まず、新しい学年が始まる４月１日に
１年間で挑戦してみたいことをリストにしてみ
てください。それと、良い経験も悪い経験も全
て受け止めてください。応援しています。

 相手に伝えようとする気持ち――
｜郷原百代｜平成 26 年度 卒業（株）住友林業 HS 内定※



就実大学　入試課
703-8516　岡山県岡山市中区西川原 1-6-1

TEL: 086-271-8118　MAIL: nyushi@shujitsu.ac.jp

2017 年度  オープンキャンパス
下記の日程で計５回オープンキャンパスを開催します。学科ガイダンス、ミニ講義など、学生の視点から本
学科の魅力をご紹介します。みなさまお誘い合わせのうえ、ぜひお越しください。スタッフ一同、ご来場を
心よりお待ちしています。

第 1 回 　6 月 18 日（日）10：00 ～ 14：00　（受付開始 9：30）
第 2 回　 7 月 15 日（土）10：00 ～ 14：00　（受付開始 9：30）
第 3 回　 7 月 16 日（日）10：00 ～ 14：00　（受付開始 9：30）
第 4 回　 8 月 19 日（土）10：00 ～ 14：00　（受付開始 9：30）
第 5 回　 8 月 20 日（日）10：00 ～ 14：00　（受付開始 9：30）

開催場所は就実大学（JR 山陽本線・赤穂線「西川原・就実駅」徒歩１分）

MEMO

実践英語学科  出前授業
本学科では語学（英語）関連領域の進路を検討している高校生向けに下記の出前授業を提供しています。出
前授業をご希望の場合は、本学入試課までご相談ください。

「アメリカ文化と音楽」（ローレンス・ダンテ  教授｜英語教育）
　　アメリカの代表的な音楽を紹介し、その背景を説明します。

「通訳の世界へようこそ」（武部好子  准教授｜通訳・翻訳）
　　奥深い通訳の世界を、エピソードを交えながら楽しく体験してみましょう。

「多義語の問題」（小田希望  准教授｜語用論）
　　複数の意味を持つ語の意味同士の関係について考えます。

「英語の姿かたちを削り出す」（西谷工平  准教授｜意味論）
　　英語を例に、私たちの心とことばのつながり・仕組みを探ります。

本学科提供の出前授業のメニュー

オープンキャンパスの詳細はこちら ➡ http://www.shujitsu.ac.jp/
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