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ゼミナール紹介

金子 芳樹 教授

佐野 康子 准教授

グローバル・アジアの開発と国際協力

グローバル社会、国際協力論

音声からことば , ヒト , 社会を考える
英語や日本語の発音と聴取から始
まり、音声が言語とどう関わり情報
伝達へと機能していくかを学びます。

グローバル・アジアにみる
新たな国際関係・開発・国際協力
アジアからグローバル化する世界を
見つめ、世の中のさまざまな問題を
テーマに研究を進めます。

国際問題を考える—複合的視点からの分析
国際社会を分析する複眼的な視
点・思考を身につけ、国際社会が直
面する個別的な問題を考えます。

浅岡 千利世 教授

英語教育、教師教育

ことばと教育 —Issues in Foreign

Language Learning and Teaching

英語教育をはじめ、さまざまなト
ピックを通して、日本における外国語
教育の未来への多様性を探ります。

板場 良久 教授

ポピュラー・カルチャー研究
ポピュラー・カルチャー研究
映 画や広 告、アニメ、 音 楽、 文
化など、幅広いキーワードからポピュ
ラー・カルチャーを研究します。

上野 直子 教授

英語圏のポストコロニアル文学・ジェンダー研究
混成の英国と大西洋世界
主に 20 世紀後半以降の英国や旧
植民地の散文を扱い、文学テクスト
の面白さを理解する力を養います。

工藤 和宏 准教授

異文化間教育

Intercultural Education for a
Better Quality of Life

異文化教育や心理学、社会学の
基本的な概念を学びながら、国境を
越えた相互の文化的信頼を育てます。

児嶋 一男 教授

アイルランド文学、アイルランド・英米の現代演劇
アイルランド現代演劇の研究と翻訳
異文化を理解したうえでの翻訳や
作品論の執筆に向け、英語表現を探
り文化的背景や人間像を探究します。

小早川 暁 教授

英語学、言語学

杉山 晴信 教授

ビジネス英語、貿易・国際契約実務
ビジネス・コミュニケーションおよび
国際商取引の理論と実務
国際商取引の遂行・促進に必要な
ESP を理解し、実務に直結した知識
の習得とビジネスマインドを養います。

竹田 いさみ 教授

世界ブランド論、グローバル社会

エアライン〈将来の職〉

Traditional Japanese Arts and Culture

と向き合う

日本の伝統芸術や文化についてプ
レゼンテーションやディスカッション
を通して理解を深めます。

エレン 本橋 専任講師

英語教育学、言語マイノリティに対する教育

SLA 研究

船越 健志 専任講師

メディア、批判的レトリック、
コミュニケーション一表象文化論
イメージとメディアの分析を中心
にとらえる表象のレトリックを研究し、
新しい考え方を学びます。

コミュニケーションの効果・影響に関する研究
メディア・対人・異文化といったコ
ミュニケーションの領域について、横
断的に研究します。

自然言語の統語論
世 界中に 6000 以 上もある言 語。
その統語的な側面に焦点をあて、人
間言語のメカニズムを探ります。

片山 亜紀 教授

佐藤 唯行 教授

前沢 浩子 教授

理論言語学、生成文法、統語論

イギリス小説・ジェンダー研究

アメリカ社会史、ユダヤ人・エスニック問題

イギリス文学・イギリス文化

英語圏の現代小説を原書で読む
英語圏の現代小説を原書で読むこ
とで書き手の思いを探り、文化的・
社会的背景の理解へとつなげます。

映画で学ぶエスニック・アメリカ
文化や生活水準の異なるエスニッ
ク集団が存在するアメリカ。その多
人種・多民族社会を考察します。

Modern British Culture 研究

多くの人を引きつけるイギリス文化。
その背後に隠れる複雑な歴史と政治
的課題、問題点を考察します。

亀田 優香

4年

ANA（ 全日本空輸株式会社 ）客室乗務職 内定
栃木県立足利女子高等学校出身

Culture, Language, Identity & Education

TESOL（英語圏外者への英語教育）

英語教育、第二言語習得、コーパス言語学

ゼミ活動を通じて

A. ゾーリンジャー 准教授

日本文化、日本美術史

羽山 恵 准教授

佐々木 輝美 教授

コミュニケーション効果論、ディズニー研究

言語の普遍性：日英語のデータを中心に
日本語と英語の共通性を手がかり
に言語の普遍性について考察。人間
が持つ言語能力について学びます。

社会的、文化的な経験や教育的
背景が、個人のアイデンティティの形
成にどのように影響するかを探ります。

～英語学習・英語教育を科学する～
第 2 言語（英語）の習得や教育の
なかで解明されていない疑問を自ら
研究し、解明していきます。

レトリック理論、コミュニケーション哲学

安井 美代子 教授

英語学科
での4年間

生成文法統語論

世界ブランドとグローバル社会の研究
グローバル社会のさまざまな問題
を、世界ブランドと国際関係の視点
から考えていきます。

日英語対照研究
認知主義に基づく言語理論の考え
方を学び、データの背後に存在する
仮説を論証する過程を学びます。

柿田 秀樹 教授

現代国際社会における紛争・外交・平和
なぜ戦争は絶えないのか？ その影
響は？ 国際社会における紛争や外交、
平和について考えます。

英語学科

音声学（実験音声学）、音韻論、音声教育

水本 義彦 准教授

グローバル・ヒストリー
外国語学部

教員・ゼミナール紹介

教員名

J.J. ダゲン 教授

Issues in English Education

日本の英 語 教 育に関するテーマ
について、研究と議論の 2 つのアプ
ローチで学びます。

J.N. ウェンデル 教授

オーストラリア留学で身につけた英語力
獨協大学の英語学科と他大学の違いは、

身につけるため、レストランでアルバイトをし

国のトピックスについて研究することができま

ました。ベジタリアン、ビーガン、ハラルフー

す。また、年に数回「Letʼs Go シリーズ」と

ドなど、国籍に限らず宗教や主義、嗜好か

いう校外活動があり、ANAとJAL の機体整

英語力を社会で通用するレベルにまで引き上

らくる食習慣の違いを知り、さまざまなオー

備工場や豪華客船「飛鳥Ⅱ」のバックヤード

げることが求められる点です。高校時代は

ダーに対応していく中で、多様な価値観に

を見学。現場で職員の方にお話を伺うこと

英語が得意だったため、自信をもって入学し

触れるきっかけとなりました。

ができる機会はとても貴重です。客室乗務

第二言語習得、社会言語学

たのですが、その自信は早々に砕かれること

員の仕事は保安関連の業務も多く、サービ

Sociolinguistics

になりました。英語学科は帰国子女など海

スと共にお客様の安全を確保する重要性と

外で育った方も多く在籍しており、高校の受

責任をゼミ活動を通して知ることができまし

験英語は通用しませんでした。しかし 2 年生

た。こうした経験の積み重ねが、最良の結

になり、留学を考えたことで、学びに対する

果をもたらしてくれたのではないでしょうか。

性別、世代、政治情勢など多様な
条件によって言語がどのように変化し、
どのような役割を持つのかを探ります。

原 成吉 教授
Ezra Pound, William Carlos Williams

を中心としたモダニズムの詩（学）
、
ポストモダニズムの詩（学）

キャロリン 芦沢 特任准教授
英語教育

D.M. ヴァンヴィーレン 特任准教授
英語教育

意識が大きく変わりました。少人数クラスで

3 段階に分かれているため、自分が今どの
レベルなのかが明確です。身近にお手本が

CA（客室乗務員）という

いるからこそ、勉強の到達目標を立てやすく

夢を叶えるためのゼミナール

なりました。3 年生になって、1 年間の語学
留学へ行くことができました。私が留学した

客室乗務員になるという夢を叶えることが

オーストラリアの大都市メルボルンは、想像

できた大きな理由に、ゼミでの学びがありま

以上に多国籍都市。サービス業に適した語

した。国際社会に造詣の深い竹田いさみ先

留学中のレストランでのアルバイトは、さまざまな

学力をネイティブにひけを取らないレベルで

生のゼミナールでは、世界ブランドや世界各

ンの取り方を学びました。

国籍の人に対する接客の仕方やコミュニケーショ

NEWS

卒業後の進路

累積

取得可能な資格免許
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ツーリズムのプロが教える

世界トップレベルの香港大学で研修

国際ツーリズム講演会

海外学修奨励賞（香港プログラム）

2017 年度 卒業生の業種別就職状況

■ 中学校教員免許（英語）
（申請中）

■ 司書

■ 高等学校教員免許（英語）
（申請中）

■ 司書教諭

エアラインやホテルなどの業界で活躍しているプロフェッショナ

英語学科では、グローバルマインドを持った情報発信型のリー

ルをお招きし、国際ツーリズム講演会を実施しています。2017

ダー育成を目的として、2012 年度から海外学修奨励賞を実施して

ANA 全日本空輸（国際線・国内線、CA・パイロット）

年度は、英語学科の卒業生で現在 ANA のパイロット、シャング

います。これまで毎年、約 10 人の 1 〜 3 年生が、香港大学専業進

JAL 日本航空（国際線・国内線、CA） シンガポール航空

リラホテルの海外担当マネージャー、旅行大手 JTB で最高級ツ

修学院で約一週間の短期研修を行っています（通称「香港プログラ

JTB（ジェイティービー） 近畿日本ツーリスト

アーを企画している方などに講演いただき、エアラインやツーリズ

ム」）。香港大学での英語研修に加え、世界のエアライン“TOP5”に

ム業界を知ることができる貴重な機会となっています。

輝くキャセイ・パシフィック航空の本社研修施設などを見学しています。

主な就職先（一部抜粋｜累積）

ホテルニューオータニ

オリエンタルランド

三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券

公務員・教員6.8%

サービス業他
31.6%

キャセイ・パシフィック航空

帝国ホテル

星野リゾート

中学・高校の英語教員

建設・不動産業3.2％

CA・
エアライン系

500名以上

製造業7.9%
放送・通信・
情報
サービス業
11.1%

ホテル観光業

600名以上

運輸業
14.2%

ホテルオークラ

英語教員

住友商事
金融・保険業
4.7%

1000名以上
卸・小売業20.5%
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