
英米文化・文学コース

英語学・英語教育学コース

通訳翻訳プログラム

● Working EnglishⅠ・Ⅱ
● Academic WritingⅠ・Ⅱなど
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修道
スタンダード科目

共通教育
科目

グローバル
科目

● 修大基礎講座 　● 初年次セミナー ● 大学生活とキャリア形成● 情報処理入門Ⅰ

就職

カリキュラム

「ハリー・ポッター」シリーズの映画で使用されているイ
ギリスの口語英語表現を考察。英語の訛りと方言、階
級差による英語、著者の独自の表現スタイルなど、イギ
リスにおけるさまざまな英語の側面から3作品のセリ
フを分析した。

スピーチ分析を通して見る
バラク・オバマとドナルド・トランプ
オバマ元大統領とトランプ前大統領のスピーチで用い
られている言語的特徴を探った。総語数をはじめとし
て、法助動詞、発話行為動詞、人称代名詞、語彙レベ
ル、頻出語句、形容詞、使役動詞など多様な角度から
の分析を行った。

This thesis surveyed the use of the English language on public 
transport in Hiroshima. It focused on where, how, and why 
English was used, and whether or not this English would be 
useful in assisting foreign travellers in the prefecture. It 
involved a linguistic landscape survey of English usage in and 
around city buses, JR trains lines, and the Astram Line 
transport system. 

ハリー・ポッターにおける口語英語表現について

高度な英語運用能力を育成するとともに、英語圏の言語、文学についての幅広い教育を行うことによって、
グローバルな視野と広い教養、高度なコミュニケーション能力を備えた人材の養成を目的とします。

【教育研究上の目的】

人文学部

「読む」「書く」「聴く」「話す」の英語の
4技能を確実に高めます。

1年次

毎日英語を使い
英語力の土台を築く

基礎力を高めながら
ゼミで専門分野に触れる

英語英文学科の4年間

Pick up Study

3年次

Pick up Seminar 卒研テーマ例

成長実感メモ

2つのコースとゼミで、さらに高度な英
語力を育みます。両コースとも通訳翻
訳プログラムを履修できます。

各自の研究テーマを
より深める

少人数ゼミナールで自分自身のテーマ
を追究していきます。

2年次

「卒業研究」に取り組み、4年間の成果を論文または
実践的な翻訳として形にします。

4年次

研究テーマをより深め、
卒業研究としてまとめる

多様な業界の中で、英語を活かせる進路を選べます。

就職

英語力で地域に貢献

Active Englishでは、基礎的な語彙や文
法知識を強化することに加えて、スピー
チ、ロールプレイ、ディスカッションなど
のオーラルコミュニケーション活動を行
います。

英語で話す時の
コミュニケーション能力。

Active English　
BARRS, Keith 教授

通訳翻訳プログラム

４年間で何を身につけ、
どう変化したと思いますか？

進路データ

●オタフクソース（株） ●国税専門官 ●国立大学法人広島大学 ●ソニー損害
保険（株） ●大和ハウス工業（株） ●中国木材（株） ●西日本旅客鉄道（株） 
●（株）ＮＩＰＰＯ ●（株）ＰＡＬＴＡＣ ●（株）広島銀行 ●広島電鉄（株） ●（株）
プリンスホテル

主な内定先

公務
4.7%

サービス業
11.8%

 卸売業・
小売業
31.7%製造業

7.1%

不動産業・
物品賃貸業
1.2%

金融業・保険業
14.0%

情報通信業
8.2%

2020年度実績

株式会社プリンスホテル 就職

４年間を通じて英語力はもちろん、異なる価値観や考えを持つ人と
のコミュニケーションの取り方が身についたと感じています。1年次から
毎日ネイティブの先生による英語の授業を受けますし、留学生と一緒に
授業を受ける機会もあり、彼らと互いの文化の違いについて議論したこ
とは強く印象に残っています。ここで培った、言葉の壁を超えて思いを
伝えようとする挑戦心や、偏見を捨て、周りに流されることなく自分の
意見を発信する力を今後も磨いていきたいです。

ゼミナール 大澤 真也 教授

長原 雪乃 2021年3月卒業 広島県立五日市高校出身

留学プログラム

人文学部
総合科目

● 卒業研究

● イギリス、アメリカ、ニュージーランド、カナダなど 短・中・長期プログラム（留学期間：1ヵ月～1年）

● 英語力養成系科目 ●資格試験対策科目
（Preparation for TOEFLⅠ・Ⅱ、Preparation for TOEICⅠ・Ⅱなど） 

●英米の言語文化Ⅰ～Ⅵ● 言語文化研究特講
● 地域文化研究Ⅰ～Ⅲ ● 地域文化研究特講

● 英語音声学
● 英語研究Ⅰ～Ⅲ ● 英語の諸相Ⅰ～Ⅵ
●英語学・英語教育学ゼミナールA・B

●英米の文化・文学ゼミナールA・B

● 人文系科目（現代社会学など）
● 人文学部特別講義・演習    ● 差別問題論
● ボランティア論   ● 日本文化史Ⅰ・Ⅱ

● 通訳演習Ⅰ～Ⅲ　● 翻訳入門　●実務翻訳演習Ⅰ（英日）・Ⅱ（日英） ●文芸翻訳演習

● WritingⅢ・Ⅳ 
● Social EnglishⅠ・Ⅱ

● DiscussionⅠ～Ⅳ
● PresentationⅠ・Ⅱ

● 語学系科目
（Media EnglishⅠ・Ⅱ、Business EnglishⅠ・Ⅱなど）
●インターンシップ

（Active EnglishⅠ～Ⅷ、ReadingⅠ・Ⅱ、
WritingⅠ・Ⅱ、English OnlineⅠ・Ⅱ）

主専攻科目

※カリキュラムは変更が生じる可能性があります。
※修道スタンダード科目、グローバル科目、共通教育科目は必修科目、履修必修科目のみを掲載しています。　※主専攻科目の科目名は履修が可能になる最初の学年に配置しています。
※教育職員免許状を取得するためには、教職関連科目の他に修得しなければならない主専攻科目等があります。取得可能な教育職員免許状及び各種資格については「取得できる資格・免許状」ページをご確認ください。

教職関連科目 ● 教職入門（中等）　● 教育制度・教育課程論（中等）
● 教育原理（中等）など

● 中等教科教育法（英語）Ⅰ～Ⅳ● 教育心理学（中等） ● 中等生徒・進路指導論
● 中等教育方法論　　● 中等教育相談など

● 教育実習　● 教職実践演習 
● 教育実習事前事後指導

建設業
2.4%

教育・
学習支援業
10.6%楽しく学べる英文法！

みんな夢中で学んでいます。

高尾 紗弥
広島県・比治山女子高校出身

ゼミでは英文法を学んでいます。堅苦し
い内容ではなく、歌詞や広告、映画のセ
リフなどを取り上げて文法を考えていく
ため、みんな楽しく学んでいます。

医療・福祉
2.4%

 運輸業・郵便業
5.9%

詳しい内容は「全学部共通の学び」ページへ

詳しい内容は「全学部共通の学び」ページへ

詳しい内容は「全学部共通の学び」ページへ
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