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新入生を軽食や飲み物でもてなすイベントです。友達を作った
り、先生や先輩から大学生活について聞く絶好のチャンスです！

新入生歓迎会新入生歓迎会

学生が発行する英語の文芸誌で、誰でも詩や小説などを投稿
できます。英語、文学、出版業などに興味がある人にお勧めです。

CROP 学生創作作品CROP 学生創作作品

卒業論文の発表会は、発表者と参加者が研究内容について直
接対話しながら進めるポスター・セッション形式で行われます。

卒業論文・修士論文ポスター発表会卒業論文・修士論文ポスター発表会

英文学科卒業生教員が講師を務め、講演やワークショップが行
われます。現職教員と交流することができる大変有意義な会です。

卒業生英語教員の会卒業生英語教員の会

Department of English
「英語の明学」英文 学科へようこそ

イギリス文学イギリス文学

「英語の明学」「英語の明学」
ならではの英語教育ならではの英語教育
約30名のネイティブ教員約30名のネイティブ教員

本 場で鍛える本 場で鍛える
海外留学・海外留学・
インターンシップインターンシップ

英語でディベート英語でディベート
会話力と思考力を会話力と思考力を
高める高める

卒業生英語教員が卒業生英語教員が
教員志望学生を教員志望学生を
バックアップバックアップ

アメリカ文学アメリカ文学 英語学英語学学びの領域
英文学科では、英語という世界に通じる言葉の能力を養い、さまざまな可能性や自らの世界を広げてゆくことを目指します。
英語を通じて、言語やコミュニケーションのあり方への認識を深め、さらには英語圏の多様な文化や表現の世界へと自らをひらい
てゆくことは、他者に対する寛容の精神、自分自身の新しいあり方の発見へと繋がることになります。そして最終的には、自分の考
えを世界に対して的確に伝える表現力と知識と感受性を身につけることが目標となります。

少人数制の英語環境で、読解・会話・聞き取り・作文など
の基本訓練を行います。また、オンラインプログラムでの
学習や、オーストラリア、アメリカ、スイスなど海外の大学
とのビデオ会議形式の授業など、多様な学びを展開してい
ます。

英語で生活する環境の中、英語、文学、文化を学びたい
人にはアメリカ、イギリス、カナダなどの大学への短期・長
期の留学制度、また語学研修と組み合わせたインターンシッ
プ制度があります。英文学科の先輩達の留学体験談を聞
ける学科独自の説明会など、留学へのサポート体制は万全
ですので安心して参加できます。

3・4年次には英語運用能力をさらに高めるために、「スピー
チ」「ディベート」「ディスカッション」などを扱った科目を設
置しています。英語で自分の意見を伝える力を育み、異文
化コミュニケーションへの実践力を培います。

例年 12月には「卒業生英語教員の会」が開催され、卒業
生教員の講演やワークショップを通して現職教員と学生が
交流し、英語教育に対する学びを深めます。また、「英語
教員採用試験対策セミナー」では卒業生教員による面接
試験対策なども行われ、多くの合格者を輩出しています。
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C L O SE  U P!

英語の素養を伸ばし、異文化への深い理解と洞察力を身につけます。
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英文学科 4 年間の流れ

英語力を磨く 専門性を高める使える英語力を身につけます
少人数ゼミとユニークな講義を通して、
専門領域をじっくり学びます

自律学習、アクティブラーニングへのサポート

GTEC® Academic で使える
英語力の伸びを継続的に測定 英語オーラル

コミュニケーション

必修科目

専門科目を英語で学ぶ

● Topics in British Culture
● Topics in American Culture
● Topics in Linguistics

留学へのサポート イギリス文学コース / アメリカ文学コース 英語学コース

1
年次

2
年次

3
年次

4
年次

1・2  
年次

4-year curriculum

英語関連
科目

専
門
基
礎
科
目

基礎科目

イギリス文学入門
アメリカ文学入門

英語学入門

イギリス文学概論
アメリカ文学概論

英語学概論

発展科目

イギリス文学コース

アメリカ文学コース

英語学コース

基礎演習

文学部共通科目

明治学院共通科目　ヘボン・キャリアデザイン・プログラム

卒業論文

1年次と2 年次には「読む」「書く」「話す」「聞く」の 4 つのスキルを集中的に磨きます。基礎から上級レベルまで網羅した
科目群がバランスよく配置されており、習熟度別のクラス編成で個 の々レベルに適した授業を受けることができます。

3年次以降は希望する 3つのコースの中から選択し、学んだ英語を生かして専門知識を習得できるようになっています。
専門コース「3・4年次演習」では、指導教員と学生の人間的な触れ合いのなかで、専門的な研究に取り組みます。

オンラインのライティング学習ツールや、リーディ
ング個別学習ツールなどを導入し、個々の学生
の自律学習もサポートしています。選択科目では、
ソーシャルメディアを活用し英語圏の学生と授
業内外で協働調査する科目や、MOOCs（大規
模公開オンライン講義）で配信される英語講
義教材を活用する授業など、ディスカッション、
アカデミックプレゼンテーション、ディベート力、
コミュニケーション力を磨く授業があります。

グローバル化社会で使える英語の 4技能 (読む、
書く、話す、聞く ) を身につけるために、入学時か
ら GTEC® Academicを受験して、各自のスコアレ
ポートに記載された学習アドバイスを参考にして、
4技能のスキル・アップに取り組みます。

海外の大学から英語で配信される
オンラインコースを教材とし、リベ
ラルアーツと英語発信力を教室内外
で学習することでグローバル人材に
必要な能力を養います。

英文学科では毎年たくさんの学
生が学内のさまざまな長期・短
期協定留学制度を利用して留学
を実現させています。入学時か
ら戦略的に留学準備ができるよ
う学科独自の留学促進セミナー
を行い、TOEFL®・IELTS™対策
準備や留学相談などのサポート
をしています。

イギリス文学コース、アメリカ文学コースでは、作品に密着
した文学研究と文化・地域研究が相互補完的な関係に置か
れ、より深い理解を目指します。“文学 ”の枠組みにとどま
ることなく、広く英語圏の演劇、音楽、映像、歴史、社会
問題など、グローカルな地域研究も含めたさまざまな文化的
側面から多角的に考察します。

英語学は明学ならではの伝統ある学問分野。英語という言
葉の仕組み（英語学・言語学）や英語を教える方法論（英
語教育学）を学べます。音声、文法、意味の研究を主とした
範囲の言語研究にとどまらず、言語習得や言語使用の側面
からも先端的な研究分野に触れ、ことばと人間について深く
研究できます。

各コースの専門的な内容を「英語で」学ぶ必修授業です。リーディング予習課題、
講義ノート、ディスカッション、期末レポートなど、すべてに英語で取り組みます。

PIC K  U P! PIC K  U P!

3・4
年次

イギリス文学入門

イギリス文学について複合的視野
を持って理解するために、イギリス
の地理や歴史、中世から近世まで
の社会など、基本的な知識を習得
しながら学んでいきます。

アメリカ文学批評

ティーンエイジャー向けのア
メリカ文学作品を素材に、
批評手法について学んだ
後、英語で書かれた批評文
を実際に読み、批評理論に
関する理解を深めます。

社会言語学

英語と日本語を対象に、日
常の言語使用と文化・社
会・思考に関わるさまざまな
トピックから、言語のバラエ
ティ及びバリエーションに関
わる側面を考察します。

英語教育基礎論

日本人学習者が英語を習得
するプロセスについて学び、
中学校・高等学校において
効果的な英語科指導法や
求められる英語教師像につ
いて考えます。

3年次・4年次演習
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ACUCAコンソーシアムに加盟
しているアジア各国のキリスト
教系の大学への交換留学で
す。留学期間は 1 学期間。

春休み夏休み期間中 1か月程度の
留学期間の中で、本学協定校や本
学認定の語学学校において、語学や
フィールドトリップなど質の高いプロ
グラムを受けることができます。英語
圏を中心にヨーロッパ、アジアへの
短期留学が可能。単位認定されます。

英語教員免許取得までの 4年間の流れ

教職課程での学び

英文学科での学び

教職課程科目

英語科教育研究

英語科教育研究

英語教育科目

教育実習

教職実践演習

ACUCA (The Association of Christian 
Universities and Colleges in Asia) Program

ISP (International Student Program)

派遣留学 国際貢献インターンシップ

短期留学プログラム

1・2  
年次

3  
年次

4  
年次

UC (University of California) Program

グローバルキャリアインターンシップ

英語教員を目指す

海外留学・インターンシップ

From learning to teaching English

Messages from our graduates
Study and internship abroad

中学校や高等学校の英語の先生になるには、英語教員免許状が必要です。英文学科では、卒業に必要な科目の単位修得に加え、教職課
程を履修することにより、中学校・高等学校の英語教員免許状を取得することができます。また、英語教員免許は 3～ 4年次にどのコース
を選択しても取得できます。

本学は英語圏を中心に世界22の国と地域に広がる80の海外大学と協定を結んでおり、
豊富な留学プログラムを体験することが可能です。

中学校・高等学校の英語教員を志望する英文学科生の授業力を高め、学校現場で力を発揮することのできる教員を養成します。イギリス
文学・アメリカ文学・英語学コースのどのコースに所属していても、英語教育の専門科目を２年次から段階的に学修することができるので、
英語教員に必要な知識や技能をしっかり身につけることができます。

英語教育科目 (英語教育基礎論、英語教育方法論、英語教育実践論、英語教育評価論、Current Topics in ELT、英語教育３・４年次演習 ) 

から16単位以上を選択履修するとプログラム修了認定が受けられます。

英文学科ではオールイングリッシュの授業や、少人数ク
ラス、グループワークも多く、先生や周りの学生と近い
距離で受講します。この環境で文学に沢山触れたからこ
そ深く考える楽しさを学び、多角的に考える力を身につ
けることができました。英文学科で培った英語力や考え
抜く姿勢は夢であった今の職業にも結びついています。

4年間の大学生活を通して、自分の考え方が広がったこ
とを実感できました。特に授業では、さまざまな国の文
学に触れることで「新しい自分」を見つけることができま
したし、サークル活動などでも人脈が広がる喜びを知りま
した。大学生活は自分次第です。皆さんの 4年間がいろ
いろな挑戦で華やかになることを祈っています。

4年間を通して得られたのはさまざま
な発見でした。文学には文化や社会
に思想など、非常に多くの事が詰まっ
ています。遠い異国のそれは、全くの
未知の事でありながら、しかし時とし
て身近に通じる事もあり、今まで見て
いた世界に新しい風を起こしてくれる
のです。英文学科で学ぶことできっと
新しい世界が発見できると思います。

４年間でさまざまな学びがありました
が、中でも教員免許の取得が私を大
きく成長させてくれました。先生方や
仲間に助けられながら、教員になる
ために必要な知識と指導技術を身に
つけることができました。大学生活は
長いようであっという間です。授業や
サークル活動でたくさんの人に出会
い、刺激を受け、実りある４年間にし
てください。 ４年間を通して、自分のやりたいこ

とにいろいろ挑戦することができまし
た。さまざまな分野の授業からの多く
の学び、自分を成長させてくれたボラ
ンティア活動やサークル活動への参
加など、かけがえのない経験が得ら
れました。皆さんも興味があるものに
積極的に挑戦して、新しい世界と出
会い、有意義な大学生活を過ごして
ください。

武藤　梢さん
2020年 3月卒業

若林　達見さん
2020年 3月卒業

小島　涼さん
2020年 3月卒業

堀江　美咲さん
2020年 3月卒業

渋谷　智香さん
2020年 3月卒業

―英語教員を目指す学生のための特色ある英語教育プログラム―

日本航空株式会社
客室乗務員

アパホテル株式会社
新宿 歌舞伎町タワー　宿泊フロント

株式会社東芝
情報システム部

千葉県市原市立菊間中学校
英語教員

新島学園中学校・高等学校
英語教員

カリフォルニア大学 （アメリカ）への交換留学です。 

9 キャンパスの中から、留学希望先を選択します。

カリフォルニア大学以外の海外協定校への交換留学で
す。主に英語・フランス語・ドイツ語・スペイン語・韓国
語・中国語のいずれかを用いて学修を行う大学が留学
先となります。

春 秋

海外企業でのインターン
シップ活動を行います。「UC 

R ホスピタリティー・ツーリ
ズム Disney インターンシッ
プ」では、前期は UCR（カ
リフォルニア大学リバーサイ

ド校）Extensionで留学研修を行い、後期は Walt Disney 

World® Resort でインターンシップ活動を行います。

特定の協定大学で履修する留学プログラ
ムです。応募条件を満たす学生は誰でも
留学が可能となります。

世界各地で国際貢献に携わる国連機関
や NPO、NGO などにおいてインターンシッ
プ活動を行います。

各年の免許
取得者数
25名前後

英語教員免許取得者

22の国と地域80の協定校

詳細はこちら

卒業生からのメッセージ

Message

11

Message

2

Message

33

Message

4

Message

55

低学年生を主な対象として、現地の人 と々の
交流及び施設訪問を行うプログラムです。9

月にべトナム、2月にインドでそれぞれ 1週
間程度のプログラムで構成されています。出
発前の事前研修から、国連が定める SDGs 

（持続可能な開発目標）への学びを深めて
参加することができます。

SDGsフィールドスタディーズ
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卒業後の進路

さまざまな分野で活躍する卒業生

MGキャリア講座

主な就職先

明治学院大学 文学部 英文学科
Department of English, Meiji Gakuin University

入試についてのお問い合わせは
「入学インフォメーション」へ

Tel. 03-5421-5151

キャリアセンター主催・全学部対象の課外講座で、人気職種の「エアライン」「ホテル」「広告・メディ
ア」などの就職支援講座を開講しています。各人の希望に合わせて受講でき就職活動に大変役立
つと好評です。

身につけた「英語」を武器に、英語が求められるさまざまな分野で活躍しています。

【運輸・郵便】AIRDO/ANAエアポートサービス /JALスカイ /全日本
空輸 /ソラシドエア /日本航空 /日本郵政 /ヤマト運輸
【教育・学習支援】神奈川県教育委員会 /埼玉県教育委員会 /信
州大学 /東京都教育委員会 /東邦大学 /千葉県教育委員会 /横
浜市教育委員会
【サービス】エイチ・アイ・エス /JTBグループ /ディップ /日本旅行 /パー
クタワーホテル /プリンスホテル /星野リゾート /ホテル小田急 /ミ
リアルリゾートホテルズ
【卸売・小売】Apple Japan/伊東屋 /三栄コーポレーション /ジェイ
アール東海髙島屋 /タペストリー・ジャパン /橋本総業ホールディン
グス /P&Gジャパン /フェラガモ・ジャパン /松屋 /ユナイテッドアロー
ズ /ラルフローレン
【製造】アイリスオーヤマ /アサヒ飲料 /いすゞ 自動車 /コーセー /
ディーエイチシー /東芝 /日清オイリオグループ /日本金属 /日本
航空電子工業 /バンダイ /ファーストリテイリング
【金融・保険】住信 SBIネット銀行 /東京海上日動火災保険 /東京
海上日動コミュニケーションズ /中央労働金庫 /日本生命保険 /野
村證券 /明治安田生命保険 /横浜銀行
【情報通信・マスコミ・コンサルティング】大塚商会 /エヌ・ティ・ティ・
データ /キヤノンＩＴソリューションズ /ソニーネットワークコミュニ
ケーションズ /ジャニーズ事務所 / 富士通 /楽天グループ
【不動産・物品賃貸】住友不動産販売 /三井不動産リアルティ/三
菱地所ハウスネット /三菱 UFJ不動産販売
【建設関連・ライフライン】アパグループ /ENEOSフロンティア /大
和ハウス工業

キャビンアテンダント採用ランキング

ヘボン・エアラインクラス

第2位

キャビンアテンダント（CA）・グランドスタッフ（GS）を目指す3年生を対
象とした大人気の講座です。元国際線CAが書類をはじめ、面接やディ
スカッションを支援、学外でのセミナーや個別カウンセリングも実施し
ています。同じ志を持った仲間たちと将来に向けて努力していきます。

（2014~2018年・関東）*朝日新聞出版『大学ランキング2020』より

白金キャンパス　〒108-8636 東京都港区白金台1-2-37　Tel. 03-5421-5460

横浜キャンパス　〒 244-8539 神奈川県横浜市戸塚区上倉田町1518　Tel.045-863-2062

英文学科オリジナルサイト　https://www.meijigakuin.ac.jp/english/

広告・メディアクラス

広告や音楽・芸能などのエンターテイメント、インターネット・放送・
出版などのメディアに関わる仕事を目指す人を対象とした講座です。
大手広告代理店出身の講師がエントリーシートの書き方から面接練
習まで、広告・メディア業界に特化した能力開発を行います。

ホテルクラス

この講座では、かつてホテル業界で活躍した卒業生が講師となり、
ホテル業界の仕組みや採用の特徴、企業研究、マナーについて講
義します。受講者には「ホテル白金会」という卒業生の会の若手有
志との交流会に参加する機会もあり、現場の声を聞くことができます。

月～金曜日の午前 9時～午後 4時、土曜日は正午まで。ただし、祝日は除きます。
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