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u Welcome to our Department of English 

ようこそ英語学科へ
2006年４月に発足した「英語学科」は高校生の皆さんの期待に応えるべく、
堅実にまっすぐな道を歩んでいます。入学された皆さんには、建学の精神で
ある「感恩奉仕」を４年間で体験していただき、「育てる」を基軸にした教育
で、卒業後には女性として教養に満ちた一人前の人間として、社会で活躍で
きる人材に育って欲しいと考えています。以下は英語学科の「教育目的」です。
　　　　　　　　　　
英語学科の教育目的
英語学科は、英語によるグローバル・コミュニケーション能力をもち、国際的
視野と地域的視野に立って思考し、自主的に行動できる有能な人材を育成す
ることを目的とする。

＜開講年次別開講科目一覧＞
開講年次 開　講　科　目

4年次選択科目
4th Year Elective Courses

English ExtensionⅠ,  English ExtensionⅡ,  Public Speaking,   英語通訳ガイド演習Ⅲ,  
英語通訳ガイド演習Ⅳ

4年次必修科目
4th Year Required Courses

卒業研究

3・4年次選択科目
3rd & 4th Year Elective Courses

英語で話す日本の心Ⅰ,  英語で話す日本の心Ⅱ,  英語通訳ガイド演習Ⅰ,  英語通訳ガイ
ド演習Ⅱ, 英語通訳演習Ⅰ,  英語通訳演習Ⅱ,   Academic English Writing,  時事英語研
究Ⅰ,  時事英語研究Ⅱ,  応用ビジネス英語,  英米文学研究,  英米文学特殊講義,  簿記演
習,  文化人類学,  統計学入門,  生活の中の数学,  職業選択と能力開発,  国際ビジネス論,  
航空ビジネス研究,  小学校英語教育入門,  小学校英語教育研究

3年次必修科目
3rd Year Required Courses

Advanced English DiscussionⅠ, Advanced English DiscussionⅡ, 専門演習Ⅰ,  
専門演習Ⅱ

2・(3)・(4)年次選択科目
2nd・(3rd)・(4th) Year Elective 
Courses

日本の歴史と文化地理Ⅱ,  Area StudiesⅠ,  Area StudiesⅡ,　英語学概論Ⅰ,  英語学概
論Ⅱ,   異文化間コミュニケーションⅠ,   異文化間コミュニケーションⅡ,  日本語表現法 ,  
時事英語入門,  応用時事英語,  ビジネス英語入門,  国際経済入門,  国際関係入門,  簿記
入門,  現代ビジネス人材論,  インターンシップ

2年次必修科目
2nd Year Required Courses

English DiscussionⅠ, English DiscussionⅡ, Multimedia English, English Presentation, 
Extensive ReadingⅢ, Paragraph Writing, Creative Writing,  
英語文学入門Ⅰ, 英語文学入門Ⅱ, 基礎演習Ⅱ

1・(2)・(3)年次選択科目
1st・(2nd)・(3rd) Year Elective 
Courses

英検演習A,  英検演習B,  英検演習C,  英検演習D,  英検演習E,  TOEIC演習A,  TOEIC演習
B,  TOEIC演習C,  TOEIC演習D,  TOEIC演習E,  日本の歴史と文化地理Ⅰ,   欧米文化交流研
修A,  アジア文化交流研修A,  欧米文化交流研修B,  アジア文化交流研修B

1年次必修科目
1st Year Required Courses

Oral EnglishⅠ, Oral EnglishⅡ, Practical Eng. PhoneticsⅠ, Practical Eng. PhoneticsⅡ, 
Intensive ReadingⅠ, Intensive ReadingⅡ, Extensive ReadingⅠ, Extensive ReadingⅡ, 
Grammar & CompositionⅠ, Grammar & CompositionⅡ，基礎演習Ⅰ

1年次〜４年次　総合人間科学 
（全学科共通）
Comprehensive Human 
Sciences

○文化と宗教系科目（全学科共通）
○環境と情報系科目（全学科共通）
○心身と健康系科目（全学科共通）
○国際社会と現代系科目（全学科共通）

※教職課程（英語教員）関連科目・日本語教員養成課程関連科目は 4ページ に別途記載
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英語力をぐんと伸ばそう！
Increase your English proficiency!

∎ 入学後の学生の成長記録
u Placement  
    Test

英語学科では入学時と
１学年終了時に英語の
プレイスメント・テストを
実施しています。これら
を通して、学生は自分の
英語の力や一年間の学
習の成果を知ることがで
きます。右の表は2013年
度入学生の入学時と翌
年の２月に実施したプレ
イスメント・テストの結果
からの抜粋です。

u External Examination Training

英語学科では英語資格取得関連科目として、各自の英語力のレベ
ルに応じて選択できるように、以下の10科目を開講しています。

科 目 名 最低目標点 科 目 名 最低目標級
TOEIC演習A 400点 英検演習A 準２級
TOEIC演習B 500点 英検演習B ２  級
TOEIC演習C 600点 英検演習C ２  級
TOEIC演習D 650点 英検演習D 準１級
TOEIC演習E 750点 英検演習E 準１級

※上記10科目はすべて選択科目ですが、入学後は全員が、TOEIC 
650点以上、英検２級以上を取得して卒業することを最低目標に
置いています。

u Extensive Reading extension

「エクステンシヴ・リーディング」と「リーディング・マラソン」
英文を早く正確に読めるようになると、英語力全般とテストのス
コアが格段に伸びることが認められています。英語学科では、 

「Extensive Reading I • II • III」という必修科目で英文を大量に読
む方法を学習する一方、全員が２年間で100万語以上の英語を
読むことをめざす「Reading Marathon」という多読プログラムに
参加しています。学生は、図書館に備えられた多くのレベル別の

英語図書の中から自分が選
んだ本を読んだ後に、オンラ
イン上で読解力をチェックす
る小テストを受けます。テスト
に合格すれば、その本の語数
が語数のポイントとしてカウ
ントされます。左側の写真は、
英語学科1•2年生の学生が、
その学習成果に対する学科
表彰を受けた時のものです。

u Data

入学時 
の点数

翌年２月 
の点数

伸びた点数

学生A 239 268 29点
学生B 238 266 28点
学生C 199 256 57点
学生D 188 235 47点
学生E 168 228 60点
学生F 173 218 45点
学生G 116 165 49点

（本テストの満点は300点）

u Data

次の表は在学生のTOEICデータを一部抽出したも
のです。

学生 
(在学学年)

初回のデータ 
(学年)

最新のデータ 
(学年)

伸びた点数

学生A (４年) 820点 (３年)
学生B (４年) 620点 (2年) 770点 (４年) 150点
学生C (４年) 420点 (1年) 705点 (３年) 285点
学生D (３年) 550点 (1年) 740点 (２年) 190点
学生E (３年) 650点 (1年) 740点 (２年) 90点

※学生Eは２年次に、英検準１級に合格。

u CHIeru e-Learning

オンライン学習システムCHIeru（チエル）
英語学科の学生は全員 、学内だけでなく自宅のコン
ピュータからもアクセスできるCHIeru（チエル）とい
うオンライン学習のプ
ログラムに参加してい
ます。資格試験対策も
含めて、英語力の向上
に効果的な学習方法で
す。学生は毎月の目標
マイルを目指して、短
時間でも頻繁に学習す
ることが義務づけられ
ています。20〜30分の
CHIeru（チエル）学習を
週に３〜４回おこなう
ことを奨励しています。



SEINAN JO GAKUIN UNIVERSITY, FACULTY OF HUMANITIES, DEPARTMENT OF ENGLISH • 西南女学院大学 人文学部 英語学科04

資格・免許・修了証を取ろう！
Gain qualifications!

日本語教員になろう！
Gain Japanese teaching qualifications!

∎ 英語の資格 ➡ 卒業時までに全員TOEIC 650点以上、英検２級以上の取得が目標

∎日本語教員養成課程修了証
u Outline

  日本語教員は日本語を母国語としない
人に日本語を教える教育者です。大学
で日本語教育の課程を修了しているこ
とや、日本語教育能力検定試験に合格
することなどが、日本語教師として採用
される際の基準です。

日本語教員養成課程履修者の目標

〓
日本語教育能力検定試験合格





u Outline
  「英語」の免許状→教職課程を

修了すると「高等学校教諭一種免
許状」（英語）・「中学校教諭一種
免許状」（英語）が取得可能

英語教職課程履修者の目標

〓
TOEIC750点以上

〓
英検準１級以上

u Gain English teaching qualifications! u Data

【主な結果】
  2012年北九州市公立中学

校教員に現役合格！
  2013年福岡県立高等学校

教員に現役合格！
  2014年北九州市公立中学

校教員に現役合格！
  福岡県私立高等学校教員

採用など

u Data

【主な結果】
  2013年度福岡日本語学校で現役
採用！

  2014年度北九州YMCAで現役採
用！

  2014年度日本語教育能力検定試
験に合格！

  2014年度グリフィス大学大学院 
（オーストラリア）に合格！

英語教員を目指す人
【英語指導法に関する科目】
・ 英語教科教育法Ⅰ　・ 英語教科教育法Ⅱ
・ 英語教科教育法Ⅲ　・ 英語教科教育法Ⅳ
・ 英語教科教育法Ⅴ

【教育実習・教職実践演習関連科目】
・ 事前及び事後の指導　
・ 教育実習 Ⅰ　　　　・ 教育実習 Ⅱ
・ 教職実践演習　などの科目

日本語教員を目指す人  
【日本語教員養成に関する科目】

• 日本語学概論 

• 日本語教育方法論Ⅰ

• 日本語教育方法論Ⅱ

• 日本語教育方法論演習Ⅰ

• 日本語教育方法論演習Ⅱ

• 日本語教育実習

特長
1.  実践に強い学生の育成

• ３年間の充実したカリキュラムときめ細やかな指導
• 日本語教育実習や海外でのインターンシップ

2. 日本語教師としての就職支援
• 日本語教育能力検定試験に合格するための徹底したサポート

3. 大学院進学者への支援
• 国内外の大学院への進学希望者に対しての特別指導

∎ 教育職員免許状

英語教育実習の授業

養成課程責任者
横溝紳一郎教授

日本語教育実習の授業
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海外で学ぼう！大学院で学ぼう！
Study abroad! Graduate school!

u Short-term studies

短期海外語学研修
  ３週間〜４週間の異文化交流プログラムは、１年生から

４年生まで参加可能で、15回の講義を受講後、夏期に実施
(科目名：「欧米文化交流研修B」・ 「アジア文化交流研修B」) 
→授業との組み合わせで各２単位取得可

  2015年度研修先:  
①ランガラ大学（カナダ）→目的 : 授業で学習したことを
異文化体験で身につけ、国際的視野を広げる。(2016年度
の研修先はウィンチェスター大学の予定) 
②Regional Language Centre（シンガポール） 
目的：授業で学習したことを異文化体験で身につけ、国際
的視野を広げる。

u Medium-term studies

中期海外留学
  ２年次後学期に半年間の留学プログラムを用意→目的 

: 語学力を強化しながら異文化理解を通してチャレンジ
精神などを養う。(留学先 : 英国 University of Winches-
ter• ニュージーランド Nelson Marlborough Institute of 
Technology)→単位認定制度有り→４年間で卒業可能

u Cultural studies

短期異文化交流研修(３週間の春期海外研修)
  2015年度研修先→Nelson Marlborough Institute of 

Technology(NMIT、ニュージーランド)→目的 : 語学研修・
異文化体験をしながらプレゼンテーションにより日本文
化などを発信する→単位認定無し

u Long-term studies

長期海外留学
  ２年次後学期から３年次前学期まで１年間の留学プログラム

を用意→目的：１年間英語力を強化しながら異文化理解、交渉
力、チャレンジ精神、情報収集能力などを養う。(対象者：選抜
による特別に優秀な学生1〜２名)  (留学先 : 本学協定校)→単位
認定制度有り→４年間で卒業可能

u Graduate school

大学院進学
  卒業後、国内外の大学院へ留学可能→これまでの実績：

鹿児島大学大学院、九州大学大学院、英国の大学院など
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授業外での特別指導にチャレンジしよう！
Try our extra programmes!

学内外の「英語使用空間」を活用しよう！
Use our English environment!

u Support

学科教員のサポート対策
  授業時間外英語資格対策講座→

学科教員が総力を挙げて、春期と
秋期に英語資格対策講座で希望
学生へのサポートを実施

u Campus events

英語学科の主な「英語使用空間」
活用例→すべてに教育目的と課
題有り

  Hanami Event : 新入生を歓迎
し、学科の雰囲気に自然に溶け
込んでもらうために企画された
英語を使った交流会

  English Camp : １・２年生の交
流、卒業後のキャリアへの意識
や国際的視野の養成、授業成果
の中間発表を目的とする一泊研
修合宿

  English Lectures : ゲストスピー
カーによる英語レクチャーを通
した幅広い教養の修得と国際的
視野の養成

  Christmas Intensive : 西洋文化
の象徴のひとつであるクリスマ
スに関わる様々な活動を終日英
語のみで実施

u Speech contests

  学内外のスピーチコンテストやプ
レゼンテーションコンテストの指導
→ネイティブ．スピーカーによる特
別指導で入賞者複数輩出

u Data

教員による授業外サポート
教    員 サポート例
教員A 英検２級一次、英検準１級二次、TOEIC中級
教員B 英検２級二次、英検準１級二次、TOEIC中級、TOEFL
教員C 英検２級一次・二次、英検準１級一次・二次
教員D 英検準１級一次、TOEIC中級・上級
教員E TOEIC初級・中級
教員F 英検２級二次、英検準１級二次
教員G 英検２級二次、英検準１級二次
教員H TOEFL

!



English Lectures

English Lectures

Hanami Event

English Camp

English CampChristmas Intensive
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色々なボランティア活動に参加しよう！
Volunteer activities!

u Helping others

学内外のボランティア活動
英語学科の多くの学生たちは、学内外
における数々のボランティア活動に一
生懸命取り組んでいます。

Golden Z クラブ
  世界中の女性をとりまく問題の解決を

目指して、国連と協働している女性団体
「国際ゾンタ」の大学生組織「Golden 
Z（ゴールデンジー）クラブ」が、九州で
は唯一、西南女学院大学に設立されて
います。リーダーシップを養い、社会貢
献の精神を育てるために、メンバーた
ちは、カンボジアの教育支援、地域の
小・中学校での学習支援、 留学生の支
援活動などさまざまなボランティア活
動をしています。

カンボジア教育支援プロジェクト
  カンボジアでは経済的な理由のために

教育を受けることが困難な子ども達が
たくさんいるということを知った学生達
が、自分たちで何かできることをしたい
という思いで始めたプロジェクトです。

(1) カンボジアの子ども達に教科書を！
市内のイベントや大学祭で、カンボジ
ア産の黒胡椒を使ったクッキーやポッ
プコーンを販売するなどして、集まった
お金でカンボジアの学校に教科書を贈
っています。

(2) カンボジアの子ども達と共に学ぶ！
スタディ・ツアーを実施し、現地の状況
を観察したり、学校を訪問して子ども達
と交流したりしています。学校では、一
緒に折り紙をしたりカンボジアの踊り
を踊ったりして、互いの文化について学
びます。

日本語ボランティア
  北九州市の公立小学校で、外国人児童

に対する学習支援のボランティアをし
ています。外国人児童の多くは、日本語
で行われる授業についていけずに苦
労しています。そうした児童の隣に座っ
て、児童の母語を使って授業について
説明をしたり、先生や他の児童の間の
コミュニケーションを円滑に進めるお
手伝いをしたりしています。教職を目指
している人には、特に貴重な経験とな
ります。



Golden Z Clubの認証式

Cambodia Project

Japanese teaching volunteers
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就職率と就職先
Gaining employment!

u Employment rate and place of employment (3 year data)

【就職率】

英語学科の最近3年間（2012～2014年度）の平均就職率は、 93% 以上です。

【主な就職先】
英語教員(公立・県立採用試験合格者)

  北九州市立中学校(2012•2014年現役合格)
  福岡県立高等学校(2013年現役合格)
  佐賀県鳥栖市立中学校

英語教員(私立中学校・高等学校で正式採用 
・常勤講師など)

  九州産業大学付属九州産業高等学校
  敬愛高等学校
  常磐高等学校 など

英語教員(その他)
  大分県、熊本県、行橋市などの公立中学校、福岡

県の私立中学校・高等学校 など
日本語教員

  北九州YMCA学園、福岡日本語学校（日本）
  大連大学（中国）

運輸➡エアラインCA
  全日本空輸(株)
  日本航空(株)
  マカオ航空

運輸➡空港グランドスタッフ
  ANA福岡空港(株)
  ANAエアポートサービス(株)
  スカイビルサービス(株)
  (株)JALスカイ九州
  (株)JALスカイ
  (株)スターフライヤー
  西鉄エアサービス (株)
  宮崎交通(株)

運輸(その他)
  九州旅客鉄道(株) 

旅行
  (株)JTB九州
  西鉄旅行(株)
  (株)エイチ・アイ・エス

一般企業
  新日鐵住金(株)
  新日鉄住金エンジニアリング(株)
  日本郵便(株)
  日本NCR(株)
  イケア・ジャパン(株)
  資生堂販売(株)
  P&Gマックスファクター合同会社
  イトキン(株)
  日本生命保険相互会社
  第一生命保険(株)
  第一交通産業(株)
  (株)TBWA/HAKUHODO
  (株)三井住友銀行
  (株)北九州銀行
  (株)鹿児島銀行
  (株)大分銀行
  (株)豊和銀行
  ネッツトヨタ北九州 (株)
  日産プリンス福岡販売 (株)
  (株)九州マツダ
  大和ハウス工業(株)
  積水ハウス(株)
  日之出水道機器(株)
  (株)井筒屋  など

公務員
  防衛省 航空自衛隊
  福岡県警察
  下関市
  北九州市 など
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卒業生の声
Graduating student voices!

u Arisa Fujii

藤井 ありさ さん
企業名/学校名：北九州市立
曽根中学校
福岡県立筑紫高等学校出身

私は３年生になってから本格的に自
分の将来について考え始め、昔からずっ
と憧れのある教師になるための努力を
しました。そのためには、教員採用試験という難関に合格しな
くてはならず、その壁は私には、とてもとても高い壁でした。試
験の内容は、一次試験では集団面接、筆記試験(教職教養・一
般教養・専門科目)、リスニングテスト、二次試験では模擬授業、
個人面接、英語面接、適性検査などが行われます。最初、何か
ら手を付けて良いか当惑していた時に、私にアドバイスを下さ
ったのは、大学の先生と先輩です。アドバイスに従い計画を立
て、ただひたすら、図書館にこもり、朝から夜まで猛勉強に励み
ました。分からないところは質問し、先生と毎日交わすカレンダ
ーも後押ししてくれました。勉強の合間に授業を受け、早く先
生になりたいと勇気づけられました。こんな私でも夢を叶える
ことができたのは「なりたいという強い気持」と「周りの人々の
支え」があったからです。後輩の皆さん、4年間でどのような経験

（私の場合は、部活動、ボランティア活動、英国留学など）をし
てきたかが、最後の最後で自分の自信になります。今しかでき
ないことに全力投球し、充実した学生生活を送って下さい。

u Nana Higashiashidani

東芦谷 菜  々さん
企業名：株式会社 鹿児島銀行
鹿児島県立鹿屋高等学校出身

私の就職活動の基準は、自分のやり
たいことができる会社であり、地元鹿児
島の人のために働けるということでし
た。就職活動が解禁になって間もない
頃は、エントリーシートという限られた字数の中に、自分の思
いをいかに上手に書き留めるか、面接に対してどのような準備
をするかなど、不安な気持ちがありました。しかしながら、やは
り就職活動とは実践あるのみで、多くの企業と面接をして行く
中で、自然と身について行きました。ただ、どの企業にも言える
ことですが、面接を受ける前に、その企業について「知る」こと
がとても大切です。後輩の皆さんには、企業の理念や目標を知
り、自分の思いと重なる部分を見つけることに取り組んで欲し
いと思います。私は、カンボジア教育支援プロジェクトや料理
研究部、ニュージーランドへの語学研修が、経験として私に力
を貸してくれました。ですから皆さんも、将来を見据え、充実し
た学生生活を送って下さい。こころから応援しています。

u Aiko Yamane

山根 亜依子 さん
企業名：株式会社JALスカイ九州
福岡県立ひびき高等学校出身

私は中学校時代からエアライン業界
に興味がありました。実際に就職活動を
始めたのは、４年生の５月からで、航空
会社のみを受験してきました。実をいう
と、３年生の12月に就活が解禁になった時、何もしていません
でした。その頃、私は自信を失い、長年の夢から目を背けてい
たのです。しかし、自分を見つめ直した時、やはり飛行機や空
港、人が好きという思いがこみ上げてきて、もう一度夢を追う
決心をしました。エアライン業界の就職活動は少し特殊です。
面接では綺麗な方ばかりで、ひるむこともありました。また、受
験者数も多いため、第一志望に落ちることもありました。何度
も向いていないのではないかという思いで、涙を流すことも
ありました。しかし、後輩の皆さん、泣きたいときは泣いて下さ
い。友人、家族、就職課のスタッフや先生方と相談して下さい。
そして、面接会場では同じ夢を持ったお友達を作って下さい。
私にとって就職戦線とは、人の支えを大切にしてこそ勝ち抜け
るものだ、と感じています。「夢を夢で終わらせたらダメ」、ひと
りの大切な友人が私に向けたこのことばが、皆さんの「支え」
になりますように祈っています。

u Mao Etou

衛藤 眞央 さん
株式会社 三井住友銀行
大分県立大分雄城台高等学校出身

私が就職活動を通して大切にしてきた
ことは、自分を周りの人と比較しない、と
いうことです。私は３年次の１月から何
社かの試験を受け始めました。図書館の
本を使って自己分析したり、面接のイメージトレーニングをし
たりして、本番に挑むように進んで行きました。しかし、結果は
すべて１次予選落ちでした。周りが２次・３次選考と進んで行
く中、私は３月までそのような結果で、焦りを感じました。そん
なあるとき、母の「周りと比べるな」ということばに動かされ、春
休み頃から新しい行動を始めました。それは、就職課、新卒応
援ハローワークに通い始めたことです。まず、前者では中小企
業の情報を調べたり、相談にも乗ってもらいました。後者では、
エントリーシートの添削、面接の練習をして、他人からどのよう
に見られているかを研究し、自分の直すべきところ、アピールし
ていいところを明確化させました。その結果、１次選考で落選
することは減り、６月下旬に、学校推薦で三井住友銀行ビジネ
スキャリア職に内定をいただきました。これから就職活動を始
める皆さん、自分を他人と比較して落ち込まないで下さい。そ
れよりも、自分なりの方法を見つけ、内定を勝ち取って下さい。


∎ 2014年度卒業生の声：「私はこうして就職戦線を勝ち抜いた」
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卒業生の声
Graduating student voices!

u Riho Murata

村田 理穂 さん
企業名：日産プリンス福岡販売 
株式会社
熊本県立熊本西高等学校出身

私は３年次から就職活動を強く意識
し始めました。学校主催のセミナーに参
加し、先輩方に話をたくさん聞き、就活の準備を始めました。「
合同説明会は意味がない」と言う人がいますが、私は自分が興
味のある業界を絞りきれていなかったので、合同説明会に積
極的に参加しました。業界や大手・中小など会社の規模を問わ
ず、時間の許す限り会社説明を聞きました。それをきっかけに、
本当に自分が興味のある職種と業界を絞ることができました。
そこから自己分析に真剣に取り組み、履歴書をたくさんの人に
見てもらい、仕上げました。私の目指した自動車業界の選考に
は筆記試験があったので、SPI教材を購入し、最低５回は問題
を解き直しました。その結果、受けた筆記試験はすべて通過す
ることができました。また、面接練習にも手を抜かず何度も練
習し、本番では笑顔を絶やさずアピールできました。後輩の皆
さん、時には落ち込むことがあるかも知れませんが、自分を信
じて、笑顔でアピールできるように、日々前進して下さい。

u Kaede Abe

阿部 楓 さん
企業名：日本生命保険相互会社
福岡県立小倉南高等学校出身

私はこの度、日本生命保険相互会社に
内定をいただきました。就職活動は３年
次の12月から開始し、５月に内定が出ま
した。本来なら、業界を絞って就活をす
ると、エントリーシートが書きやすいし、業界研究も一括で調
べることができるので、その方が要領よく進んだのかも知れま
せん。しかし私は、自分の「就活の軸」を決め、その軸に沿って
会社選びをしていたので、苦労はしましたが、エントリーシート
は、じっくりと吟味して書き上げました。必ずどの企業でも聞か
れる「就活の軸」は、高校・大学時代の留学・アルバイトの経験
などを基準にして決めました。例えば、楽しかった経験、先輩後
輩の良い点・悪い点などを学習した結果、どのような会社で働
きたいか、また、仕事で自分の長所をどう活かしたいかを改め
て考えました。すると、学生時代に経験したことはすべて就活
につながっているという結論に至りました。後輩の皆さん、どう
か意義ある学生生活を過ごし、就活ではご自身の輝く部分をし
っかりと表現できるような人になって下さい。

u Rena Honda

本田 玲奈 さん
企業名：株式会社エイチ・アイ・エス
福岡県立光陵高等学校出身

私は就職活動が始まる前に、自己分
析や企業研究の準備に取りかかろうと
しましたが、何を行えばよいのか分から
ず、不安な気持ちでいっぱいでした。そこ
で、先輩方や就職課の方々に相談することで、何から取り組め
ばよいのかを知ることができました。私が就職活動の準備をし
て行く中で一番大切だと感じたことは「自己分析」です。なぜな
ら、「過去・現在・未来」の自分自身について深く考えることがで
きる唯一の機会だったからです。私もこんなに自身と向き合っ
たのは初めてでした。自己分析を行うことにより、自分の性格
や長所・短所、今までに取り組んできたこと、これから目指す目
標など、これまで気づかなかった己を知るきっかけになりまし
た。皆さん、自分自身を知ることにより、一人ひとりに合う業界
や職種、これから目指す目標が必ず出てきます。ぜひ、就職活
動の期間を有効に使って下さい。皆さんのご検討を心より祈っ
ています。

u Yurie Nakagawa

中川 悠里絵  さん
企業名/楽天カード株式会社
福岡県立京都高等学校出身

私の就職活動は、自分の就きたいと
思えることが定まらないまま、３年生の
冬に、就職活動解禁とともに突然始まり
ました。業界を問わず興味のある会社の
説明会に足を運び、各業界の知識を増やしました。時には、一
日に何社にも及ぶ説明会に参加し、グループディスカッション、
面接を繰り返し行いました。私は人前で話すことが得意ではな
かったのですが、その機会が与えられるたびに、自分の中の揺
るぎない信念が確立し、自信をもって自分の意志を伝えること
ができるようになりました。私が「楽天カード株式会社」を選択
した理由は、社会人になっても英語に関わりをもつことができ
るからです。さらに、お金の支払い方法のキャッシュレス化が
世界的にも進んでおり、こうした金融の動向が、クレジットカー
ド業界を繁栄させると確信したからです。就職活動は長期戦
で、自分の思い通りにはいかず、何度もくじけそうになることが
あるかもしれません。しかし、周りは気にせず、本当に自分自身
が納得いくまで会社探しに執着することが大切だと思います。
後輩の皆さんの努力に期待をしています。


∎ 2014年度卒業生の声：「私はこうして就職戦線を勝ち抜いた」
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授業料と生活費を比較してみよう！
Comparing tuition and living costs!

u Reducing the financial burden

自宅通学をして、保護者の経済的負担を減らそう！

１年間にかかる授業料と生活費の比較３例

① 文系国立大学A (東京) (自宅外通学者)
授業料 535,800
生活費 1,386,840
合　計 1,922,640
② 文系私立大学B (関西) (自宅外通学者)
授業料 861,000
生活費 1,386,840
合　計 2,247,840
③ 西南女学院大学人文学部・英語学科 (北九州)
(自宅通学者)
授業料 656,000
生活費 434,600
合　計 1,090,600

※ 上記①・②はそれぞれの地域の大学から英語を中心に学べる学科
を抽出した。(2014年度「蛍雪時代」参考)

※ 上記①・②・③とも授業料のみ記載し、実験実習料、施設利用料など
は除外している。

自宅外通学者の生活費は「第48回学生の消費生活に関する実態調査」
(全国大学生活協同組合連合会調べ)を、自宅通学者の生活費は日本学
生支援機構「平成24年度学生生活調査」の「住居形態別・収入平均額及
び学生生活の内訳(大学昼間部)を参考とした。

  上記３例から、自宅通学者は保護者の経済的負担の軽減に大きく
貢献していることが分かります。

u Advice

自宅通学者へ一言アドバイス
  できるだけ自宅通学をしなが

ら保護者の経済負担を減らし
て、その分、在学中に本学英
語学科で短期・中期・長期の
異文化研修や海外留学にチ
ャレンジしてみませんか！英
語力がグングン伸びますよ！

¥
∎ 授業料と生活費の比較調査

Zemi drama – "Cinderella" 2014 graduation ceremony

Skyping New Zealand students
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「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。

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

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毎年９割以上に達していま
す。(2013度の就職率は97.4％）就職先は、航空会社、旅行会社、銀行、
商社、メーカー等の企業や各種公務員、英語教員、日本語教員等と様
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。

2015年度 English Camp（5月15〜16日実施）

英語学科のホームページ
http://seinan-jo.com

英語学科長
阿部 弘 教授


