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Take the leap . . .

           . . . i
nto English!
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英語学科では、「英語コミュニケーション力」
を備えた学生を育てます。

英語力＋社会人基礎力

いま社会でさかんに求められている「人間力」と
は、基礎学力や専門知識とともに「社会人基礎

力」すなわち「前に踏み出す力」「考え抜く力」「チームで働く
力」を備えていることだと言われています。これはまさしく、
英語コミュニケーションの世界が基盤としている力そのも
のです。英語コミュニケーション力とは、いうまでもなく、単
なる英語力のことではありません。英語を媒介として他者
に働きかけ、自己の考えを深め、よりよい状況を目指してと
もに働くことのできる力のことです。英語学科の教育が目
指すのは、高い英語力と「社会人基礎力」をあわせ持つ「人
間力」にあふれた英語コミュニケーターを育てることです。

What?
Ê英語コミュニケーション力

�� 四技能(聴く・話す・読む・書く)を徹底指導しています。
�� 経験豊かなネイティブ・スピーカー陣を中心とした学内外での�
「英語使用空間」プログラムが充実しています。
�� 「英検」・「TOEIC」・「TOEFL」等の対策を強化しています。
�� 年度始めにプレースメントテストを実施し英語力を診断します。
�� ２年次に２つのコース（英語スタディーズコース、�
英語メディアコース）を設定しています。
�� 半年留学しても４年間で卒業できます。
�� 就職関連科目を充実させ就職のサポートを強化しています。
�� 学内外での各種スピーチコンテスト参加者への入念な個人指導�
を行っています。
�� 教職課程履修者への基準を設け指導を強化しています。
�� 教育実習前の発音個人矯正指導を入念に行っています。

Seinan Jo has a very active “ESS” 
circle.  We take part in speech con-
tests, enjoy english activities, and 
have a summer trip every year!  
本学にはとても活発なESSがあります。
メンバーはスピーチ・コンテストへの参
加や英語での各種の活動、毎年の夏の
旅行などを楽しんでします。

ESS activities
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Become a woman who can 
communicate on the world stage...

キャンパスは「英語使用空間」

英語学科では、授業はもちろん、 English Camp やスピー
チ・コンテスト、英語劇、コーラスなど、学生自身も企

画・運営に参加し、英語を楽しみながら「使う」機会が豊富に用意され
ています。ネイティブスピーカー教員や留学生だけではなく、日本人
学生同士や教員とも英語で話し、活動する日常をつくりだすことによ
って、語学だけではない英語コミュニケーション能力そのものを身に
つけて行きます。豊富な英語イベントは、授業で身につけた成果を実
際に試すチャンスでもあり、さらなる学習動機へとつながっています。

How?

行　事　名 対　象　学　年
４月
４月〜２月
毎月
５月
８月
８月〜９月
１０月
１０月
１０月、２月
１１月
１２月
２月〜３月

Hanami Event
English Lectures
Extended English Discussions
English Camp
ESS Camp
Cultural Studies Abroad
Mallory  Cup English Speech Contest
Zion English Speech Contest
Cultural Events
Movie Month
Christmas Intensive
Study Abroad

全学年
全学年
全学年
１年生・２年生
全学年
３年生・４年生
小学生・中学生
１年生・２年生
全学年
全学年
１年生
１年生・２年生
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１年 ２年 ３年 ４年
専門基礎科目 専　門　基　幹　科　目

英語の四技能を徹底指導するための段階的な科目配置 専　門　展　開　科　目

聴	く

話	す

読	む

書	く

２ 
年 
次 
よ 
り 
コ 
ー 
ス 
分 
け

卒 
業 
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究

２・３・４年次の選択科目の中から「英語スタディーズコース」科目、「英語メディアコース」 
科目、及び「留学希望者」用科目を指定

総　合　人　間　科　学
（　文化と宗教　）（　心身と健康　）（　環境と情報　）（　国際社会と現代　）

資　　格
（ 希望者 ）

教職に関する科目【 中学校教諭一種免許状（英語）・高等学校教諭一種免許状（英語） 】
日本語教員養成に関する科目【 日本語教員養成課程修了証 】

（就職関連科目の段階的配置）

英語力・コミュニケーション 
能力等がＵＰ（↑）

国際化に対応できるように英語を駆使しての情報
処理能力獲得やマスメディアに関わる基本情報獲
得をめざすコース

結果

英語 
スタディーズ 

コース
English  
Studies 
Course

英語 
メディア 
コース
English  
Media 
Course

2013年度　英語学科　教育課程の展開

海外留学

国内大学院
等進学

就　職

半年間
留学

（希望者）

留学・進学・就職のどの分野でも活躍できるよう
に英語の総合的な運用能力向上をめざすコース
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Open your mind, stretch your 
boundaries, and find yourself!

全 学
年を対象とした約4週間の短期語学研修プロ
グラムでは、全期間中滞在先の家庭にホーム
ステイしながら大学で英語やその国の文化・
歴史に関する授業を受けます。近郊の名所見
学や地域の人々との交流も行われます。実施
時期は、２月中旬から３月中旬頃までです。

自由参加プログラム

3年次の授業科
目「文化交流研究」では、４月から本学キャンパス
で講義を受けた後、夏休みに約3週間海外の大学
で現地文化研究を行い、履修単位が与えられます。
テーマとなる国はアメリカ、イギリス、カナダ、オー
ストラリア、ニュージーランドなど年度によって変わ
ります。また、2年次から4年次にかけて、他学科と
共通の「海外研修」でも単位履修が可能です。

授業の一環として

日本語
教員養成課程履修の有無に関わらず、本学在学中(但し
卒業には５年必要)、または卒業後の１年間オーストラリ
アの学校の日本語教師アシスタントとして現地での日
本語教育に携わりながら英語を学ぶことができます。

日本語教師アシスタント

日本語
教員養成課程を履修する学生は、海
外の大学での教育実習プログラムに
参加できます。

日本語教育実習

「心の国境を越えたら、本当のわたしが見えてきた…」 
外国で英語を学ぶ理由は、英語力を上達させるためだけではありません。新しい文化や経験
に心を開き、よりパワフルで自立した女性となり、無限の可能性へ向かって扉を開くことなので
す。西南女学院大学の英語学科では、外国で勉強する様々なプログラムを提供しています。

Where?
海外語学研修・海外実習プログラム

１ 年 間 の 学 習
が終了すると、２年次に「English Studies Course」と
「English Media Course」に分かれます。そして、２年
次の後学期に、希望者は半年間の海外留学が可能で
す。留学先は本学と協定を結んだ大学になります。例
えば、英国のウィンチェスター大学(The University of 
Winchester)が代表例です。帰国後は単位互換が認
められ、留学期間を含め４年間で卒業が可能です。

授業の一環として
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Develop your skills and 
build your qualifications!

How?

本学科の日本語教員養成課程修了者は日本語教員として九州でも高い
就職実績を誇っています。充実した科目設定はもちろん、

国内外の大学や日本語学校で行う独自の実習プログラムが「実践に
強い」学生を育てています。卒業後に海外での就職を希望する学生
にとっては、日本語教員はもっとも実現可能性の高い分野です。また
国内でも、日本語学校だけでなく定住外国人の子どものための公立
小中高校での日本語指導など日本語教師の活躍の場はますます広
がっています。 また、現在までに25名の学生が1年間のボランティア
活動で、オーストラリアのカレッジ（中高一貫校）の日本語教員アシス
タントとして教壇に立っています。

2002年の課程開設以来の就職実績（延べ人数）

就　職　先 人　数

中国の大学教員 ２名

中国の日本語学校専任教員 ４名

国内日本語学校専任教員 ４名

国内日本語学校非常勤教員 ３名

中学校教諭一種・高等学校教諭一種免許状（英語）、日本語教員養成課程修了証
英語教職課程で将来に向けた攻めのキャリアアップを！

英語教師への道は、決して容易とは言えませんが、４年間で培った英語力をフルに活かすことの
できる貴重な職域の一つです。そのために、英語力を徹底して伸ばすこと、次いで、しっかり

子どもたちと向き合う姿勢を伸ばすことが重要です。英語教師を目指す者にとって、この二つは最も基本
的な要点です。卒業までに、37単位を取得しなければなりませんが、これらは卒業単位には含まれません。
それだけに、強い意思と学習に取り組む積極性が求められます。カリキュラムの内容は、教育系の大学に
比べても決して見劣りしません。「英語教科教育法」だけを例に挙げても、Ⅰ〜Ⅴまであります。また、新た
な可能性を開くために小学校の英語教育関連の科目も含まれています。４年次の教育実習では、中学・高
等学校の教育現場で生徒たちへの英語指導を経験します。行き届いた指導と学生たちの不断の努力が実
を結んで、英語学科の教職課程を終えた多くの卒業生が、中学・高等学校の教育現場で英語教員として活
躍しています。

英検、TOEIC、TOEFL
試験対策として1年から4年次まできめこまかい「英語資格演習」を設定し、試験
に強い英語力を鍛えます。
�　英語資格演習 Ⅰ （英検）　 �　英語資格演習 Ⅱ （TOEIC）　　
�　英語資格演習 Ⅲ （TOEIC）　 �　英語資格演習 Ⅳ （英検＆TOEIC）
�　英語資格演習 Ⅴ （TOEFL）　 小学校外国語活動関連科目

�　小学校英語教育入門
�　小学校英語教育研究
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イケア・ジャパン株式会社
私が 本 格 的 な 就 職

活動を始めたのは
大学３年次の10月で、内定
をいただいたのが４年次
の10月でしたから、ちょう
ど１年間の活動でした。こ
の１年は確かに長く、何度
も不採用の通知を受け取
ると、投げ出したいと思う
こともありました。しかし
それと同時にたくさんの
方々と出会い、普段はなか
なか聞くことのできない
話を聞くことができ、人間
として成長できた１年でも
あったと感じています。実
は私には、就職活動を開

始する以前より、どうして
も就きたい職業がありまし
た。しかしながら、実際に

様々な業界の方と話をして行くうちに、それが本当に自分のやりたい仕事なの
か疑問をもつようになりました。そこで、ひとつでも多くの企業を訪問し、実際
に話を聞き、満足の行くまで諦めずに活動を続けました。そしてその結果、今
回の内定先に出会うことができたと思っています。これからの皆さんは、心が
折れそうになることもあるかと思いますが、自分自身の成長のために後悔のな
い就職活動をして欲しいと思います。

新日鉄エンジニアリング株式会社
私が就職活動におい

て意識したことは
３つあります。まず自分の
ペースをつくり自分自身と
しっかり向き合うこと、そ
してとにかくやってみるこ
と、最後に体験を分析し
て次ぎに活かすことです。
中でも最も苦労したこと
は、自分自身と向き合うこ
とです。今までの自分のス
タイルは、迷ったらとにか
くやってみて、その体験を
分析することでしたが、そ
の目的は英語力を上げる
ことでした。そのために、
まずは今学んでいる英語
を卒業後どういう形で活
かしたいのか、勉強として

の英語ではなく、仕事とし
ての英語に考えを切り替え
ることからスタートしまし
た。就職活動においては、

漠然と理想を抱くのではなく、自分の性格や能力を知った上で仕事を選ぶ必
要があります。毎日働くならどのような仕事をしたいのか、毎日通うならどこに
住みたいのかなど、現実的に考えることで自分の気持ちに整理がつき、面接の
際も自分らしく考えや姿勢を述べることができます。自分らしさを知ることが
できたら、あとは悔いの残らないように全力でアピールしてください。　

P&G Japan
私が就職活動を始め

たのは３年次の９
月でした。その頃まだ漠然
とした将来のビジョンしか
もっていなかった私にとっ
ては、何から手をつけた
らよいのかわからない状
態でした。そのため、まず
私は軸を見つけるために、
幼稚園時代から現在まで
の間に将来なりたかった
職業を書き出していきま
した。すると、ひとつの軸
が見えてきたので、友人や
知り合いに自分の第一印
象や性格などを尋ねまし
た。また、小・中・高時代
の成績も見ました。同時
に、自己研究と他己研究
の結果を元に企業研究を

行いました。TOEICスコア
は最低600点、P&Gに関し
ては800点が必要であった
ため、就職活動と並行して

英語の勉強もしました。私は、就職活動とはいっても、日常生活の延長線上だ
と考えていたので、本や新聞などを読み、話し方の癖にも気をつけ、日常生活
を変えました。私から皆さんにアドバイスすることは、「いろんな経験を積む
こと」と「自分を信じること」です。これらは、どの企業の方も口を揃えておっ
しゃっていた言葉です。様々な経験をすることによって、面接官と「話」をする
ことができます。面接官は「このひとで大丈夫」と安心しないと採ってくれませ
ん。ですから、自身をもって企業と向き合うことが、何よりも大事です。

05

浦野　史弓さん
   福岡県立新宮高等学校出身

小松　ゆいさん�
   福岡県立田川高等学校出身

上口　紗和さん�
   九州国際大学付属高等学校出身

You can become whatever you wish. . . 

英語学科卒業生の主な就職先 
	� 運輸業:	全日本空輸、ANA福岡空港、�
スターフライヤー、マカオ航空、日本通運、宮崎交通�
	� 製造業:	新日本製鐵八幡製鐵所、新日鉄エンジニアリング
	� 金融・保険業:	山口銀行、大分みらい信用金庫、�
第一生命保険
	� 販売・小売業:	資生堂販売、コーセー化粧品販売、�
イトキン�、P&G�JAPAN、イケア・ジャパン
	� その他:	TBWA/HAKUHODO、ホテルウイングインタ
ーナショナル、ヤフーカスタマーリレーション、ジャパ
ンイマジネーション、ジェイアール西日本広島メンテ
ック、西鉄旅行、エルクホームズ、新小文字病院�、山
九、ネッツトヨタ山口、パナソニックテレコム
	� 英語教員:	佐賀県立多久高等学校、常磐高等学校、就
実高等学校(岡山)、折尾愛真中学・高等学校、北九州
市立門司中学校、北九州市立城南中学校、行橋市立
中京中学校、鎮西敬愛学園
	� 学校職員:	北九州市立花尾小学校
	� 日本語教員	:	大連大学教員(２名)�
	� 公務員	:	下関市役所
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. . . and English will help you get there!
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ANA福岡空港株式会社
昨年は東日本大震災と

いう大災害で、日本中
が絶望と悲しみに包まれま
した。その時、自分にできる
ことは何なんだろうかと、と
ても心が揺らぎましたが、ま
ず自分が自立をして一人前の
社会人となり日本を支える
一員になることが大切だと
考えました。あれから１年が
経過し、今年も就職活動が
本格的に始まりました。思い
返せば私も皆さんと同じよう
に大きな不安をもっていまし
たし、内定をいただくまでに
は数えきれないほどの挫折
を経験しました。そんな時に
知り合いの元グランドスタッ
フの方とお話をする機会が
あり、仕事の楽しさや大変さ

を聞いているうちに、もう一
度チャレンジする気持ちにな
り、それからは迷いなど一切
なくなり、がむしゃらに頑張

ることができました。TOEICのスコアを上げるために英単語を覚え、過去問を制
限時間内で解き、時間配分のコツを掴んだり、また、学内のエアライン対策講座
を受け、面接対策やメイクやマナーなどを学んだりして選考に備えました。特に
面接は様々な質問の答えを丁寧にひとつずつ考えました。このように準備をす
ることは、面接時の不安解消にとても役立ったと思います。就職活動中はとて
も不安で辛い毎日ですが、社会人になるための第一歩です。皆さん、悔いの残ら
ないように最善の努力をしてください。

株式会社 山田屋
私 の１年前の就職活動

について振り返って
みます。私は大学祭実行委
員や他大学野球部のマネー
ジャーなどの経験から、「笑
顔の現場に携われる仕事」
に就きたいと思い、ブライダ
ル関連の企業を中心に受験
しました。まずは、自分のこ
とを全く知らない相手に知
ってもらうために、様々な角
度から自分を知る必要があ
ったので、とにかく色々な人
に「私はどういう人間か」を
尋ねました。そうしながら自
分の知らない自分を知るこ
とに努めました。自己分析

や他己分析を通して面接で
話す材料を集める一方で、学
内で開講された面接対策講

座を受けて、話し方のコツを学びました。就職活動中は、すべて自分で考え行
動しなければならないという点で、迷いや不安が絶えませんでした。そのとき
は、同じ境遇にいる友人の存在や、思い描いた仕事に就いている自分を想像す
ることが、モチベーションにつながっていたと思います。入社後はブライダルス
ペシャリストとして、就活中の夢だった多くの人の笑顔を引き出す仕事をしてい
きたいです。

学校法人大原学園

厳 しい就 職 氷 河 期と
言われる中、「私を

落とした企業は絶対に後悔
する」という強い気持ちを
もって就職活動に臨みまし
た。就職活動というのは、本
当に初めてのことばかりで
す。私自身、エントリーシー
トが上手くかけずに苦戦しま
したし、初めての面接では、
想像以上に緊張し、悔しい
思いもしました。しかし、就
職活動は大変なことや辛い
ことばかりではありません。
自己分析をすることで今ま
での自分を振り返り、見つめ

直すことができます。普段の
生活では知り合うことのでき

ない人たちとの貴重な出逢いが数多くあります。そういったことに喜びを感じ、
成長しながら就職活動を楽しんでいたことが、内定へとつながるきっかけにな
ったのだと思います。現在、皆さんは就職活動に取り組んでいる最中だと思い
ます。そういうときは、大変なことも多く、気持ちに余裕がなくなってしまうこと
もあると思いますが、その中で得られる出逢いや新たな自分に目を向けて、楽
しみながら取り組んでみてください。

下関市役所
私 は 就 職 活 動 にお い

て、あらゆるチャンス
を活かすことに力を注ぎまし
た。就職活動と直結していな
いことであっても、それらの
経験は自分の糧となり武器
となると考えたからです。実
際、海外研修やボランティア
活動は、内向的だった私に自
身を与えてくれました。そし
て、３年次の11月頃から就職
活動をしていくうちに、身体
障害者枠というのが公務員
にも大手の企業にも設けら
れていることを知りました。
そこで、身体障害者手帳を
保持する私は、翌年２月から
公務員試験に向けて勉強を

始めました。実際、無理かもしれないと思った時期もありました。しかし、最後
まで諦めずに努力し続けたから今の自分があるのだと思います。チャンスは与
えられるものであり、自分で掴みにいくものです。人生で配られたカードを有効
に使うことが、未来の自分を幸せにする近道であると私は考えます。皆さんが
辛い時期を乗り越え、最後には自分の夢を叶えることができるようになること
を願っています。

片山　光さん�
  福岡県立田川高等学校出身

田代　菜摘さん�
  熊本フェイス学院高等学校出身

河上　由香利さん
  福岡県立宗像高等学校出身

和田　八重さん
  山口県立豊浦高等学校出身
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オープンキャンパス（キャンパス見学会）
7/21(土)・8/26(日)・9/22(土)

いずれの日も13:00-16:30

「英語学科」ってどんなところですか？

キャンパスは英語使用空間！！

西南女学院大学の英語学科では、キャンパスにいながら海
外留学をしているかのような「英語使用空間」 づくりを

目指しています。Native Speakerの先生や提携校からの留学生
だけではなく、日本人学生同士や教員とも英語で話し、英語で
行事を行い、英語でキャンパスライフを楽しみましょう。もちろ
ん、今のあなたが英語が得意である必要はありません。英語を
「使いながら覚える」ことで自然に英語力が身につきます。

そのために、日常の授業だけでなくEnglish Campや
Speech Contest、Christmas Intensive、英語劇、コーラスな
ど、英語を楽しみながら「使う」機会が用意されています。
また、Native Speakerの先生方の研究室はいつもオープン
ですから、ランチタイムや授業の空き時間に学生たちは英
語でコミュニケーションを楽しんでいます。

現在の習熟度にかかわりなく、英語をあなたの第二言語
として「使いながら覚える」ために、ぜひこのキャンパスに「
留学」してください。

授業以外の時間はどう過ごしますか？

いちばん人気はカフェテリア。学内２ヶ所のカフェテリア
は、ランチタイムには席の争奪戦があるほどです。お天

気がよい日には、コンビニのような生協ショップでお弁当を買
って、パティオで食べれば、カフェ気分。ショップでは、お弁当
から専門書、パソコンまで割引価格で購入できます。図書館
も学内のオアシス。お目当ての本はパソコンで簡単に検索で
きるシステムになっていますし、午後８時まで開いているので
授業の後にじっくり調べものができます。また、午後７時まで
開いているマルチメディア教室では、メールチェックやインタ
ーネット検索ができます。全学生にメールアドレスが配付され
ているので、気軽に利用できます。

3大学合同オープンキャンパス
8月5日（日）10：00〜16：00

本学•九州国際大学•九州栄養福祉大学の3大学連携巡回バ
ス運行によるオープンキャンパス（入退場自由形式）

入学した学生たちは、それぞれに個性をもち、異なった伸
び代をもっています。英語学科ではそのような学生たちを
入学時から卒業時まで、幅広い側面から継続的にサポー
トしています。その結果、就職先は、エアライン関係、一般
企業関係、教育関係など多岐に渡っています。英語学科長

人文学部 英語学科・観光文化学科
保健福祉学部    看護学科・福祉学科・栄養学科 
助産別科
〒803-0835　福岡県北九州市小倉北区井堀1丁目3番5号
入試課/TEL(093)583-5123 FAX (093)583-5614
Email: nyusi@seinan-jo.ac.jp
ホームページ： http://www.seinan-jo.ac.jp
English homepage: http://seinan-jo.com

ミッションスクールってどんなところですか？

1年生全員が、週一度チャペルで心静かにお話を聴き、賛美歌を歌
うチャペルアワーがあります。ステンドグラスから射し込む光を浴

びながら奏楽やハンドベルの演奏に耳を傾けるひとときは、西南女学
院生にとって大切な時間となっています。

アドバイザー制度って何ですか？

学生一人ひとりにアドバイザーの先生がついていますので、勉学の
ことだけでなく学生生活全般にわたって何でも安心して相談し

てください。自分の興味や進路の希望に応じた科目をアドバイザーの
先生と相談しながら選び、それぞれの学生にもっとも適したカリキュラ
ムを作りあげることができます。

就職先はどんなところですか？

英語学科の前身である西南女学院短期大学の英語科は特に航空
関係では全国的にも高い就職実績を誇っていました。英語学科

卒業生の就職率は経済不況にも関わらず９割程度に達しています。就
職先は、航空・ホテル・旅行会社・銀行・商社、メーカー等の企業や英
語教員、日本語教師と様々です。

ひとり暮らしは大変ですか？

ひとり暮らしも心配ありません。大学の定めるきびしい基準を満
たした民間アパート・マンションを西南女学院大学の「指定マ

ンション」にしているからです。女性のひとり暮らしで最も気がかりな
のは安全面ですが、指定マンションでは誠実な管理人がいることも条
件のひとつですので、その点は心配ありません。料理や洗濯など、ひと
り暮らしは大変な面もありますが、自立へのワンステップとして多くの
学生のあこがれでもあります。


