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国際英語学科のカリキュラムは、1）高度な英語力養成、2）英語教育分野、3）国際関係論・国際協力論、4）英語学（学術研究）を基軸とした

科目で構成されています。

Fieldwork in Vietnam アジアで英語を体験

10日間程度の短期海外フィールドワーク（International Fieldwork）も選択履修科目として提

供しています。写真はベトナムのJICA事務所を訪問したときのものです。ナビゲーターは櫻田教

授（元三菱総研上級研究員）。アジアの共通言語は英語です。発展著しいベトナムで政府機関や

民間企業を訪問してアジアの発展について研究します。

日本の課題を一緒に考えてみませんか

COMMON CONCEPT ― 「英語を学ぶ」から「英語で学ぶ」へ ―

日本人の英語力の問題点がよく話題になります。英語検定試験の1

つとしてアメリカETSが作成するTOEFLという試験があります。

2019年のTOEFL iBTにおける日本人受験者の合計平均点は

OECD加盟国の中で最下位でした。アジアの28ヶ国・地域のなか

でも26位という結果でした。これはかなり深刻な状態と言えます。

グローバル化が進み英語が世界語として使われる今日、このまま

でよいのでしょうか。

教室ではreading、writingなど一般的に4技能と呼ばれ
るスキル科目からdiscussion skillsなど英語でのコミュニケー
ション能力を磨く上での実践的英語スキルの習得科目が多数提
供されます。授業では、学生は自らスピーチ原稿を作成しそれを
もとに教室内でのプレゼンテーション、ディスカッションに参加
するという、極めて能動的な受講姿勢が要求されます。それだけ
に、教室は常に活気と緊張感に満ちており、充実した授業内容と
なっています。また、国際英語学科では全ての学生が卒業までに
TOEICスコア、730点以上を取得することを学科目標としてお
り、目標達成を見据えた授業内容となっています。

国際英語学科では、中学校・高等学校での教員免許状取得
のための教職課程を設けています。加えて、小学校児童などを対象
とした児童英語教育指導員養成コース（本学独自資格）も設けて
おり、特別なカリキュラムを用意しています。これらは将来、英語の
先生を目指す学生のためのコースです。2021年度の国際英語学
科卒業生のうち4名が教員採用試験に現役合格し、近隣県の教育
現場（福岡県教育委員会、福岡市教育委員会、大分県教育委員会、
佐賀県教育委員会）へと巣立っていきました。これまでに多くの卒
業生が中学・高校の現場で活躍しています。グローバル社会の

「エッセンシャル・ワーカーとしての英語教師」を育成します。

国際政治や国際協力分野の最新の動向や課題について、
実務家教員から学びます。それらにはアジア、アフリカなどの発展
途上国の貧困問題や成長戦略、国連平和維持活動の現状、国連、世
界銀行、アジア開発銀行などの国際機関の役割と活動実績につい
て、実際に現場に足を運んだ経験のある実務家教員の体験談をも
とにした、リアルな学びの機会をお届けします。

世界共通語としての英語を、言語学の視点から少し学究的
につき詰めます。例えば、英語の成り立ち、アメリカ英語とイギリス
英語の相違点、歴史、社会言語学的観点からの探求など、研究対象
としての英語学習の深掘りを目指します。このプログラムによって
英語学に関心を深めた学生で過去、大学院への進学を果たした先
輩も居て、現在はより専門的な学究生活を満喫されています。

国際英語学科では、英語を基軸として幅

広い教養教育プログラムを提供し、学生

たちが国際人としての豊かな教養を習得

できることを目指しています。高度な英語

力・批判的思考力・グローバルな視点を

育成するための課題解決教育プログラム

を、私たちはEAGL Liberal Arts（ELA）と

呼んでいます。この

教育内容について

少し具体的にご紹

介しましょう。

2021年3月に世界経済フォーラムがジェンダー・ギャップに関する

報告書を発表しました。男女格差を測る日本のジェンダー・ギャップ

指数は156カ国中120位でした。指数は、経済、政治、教育、健康の4

部門で構成されており、特に日本は「経済分野」で117位、「政治分

野」で147位という結果でした。改善に時間がかかるのは事実です

が、「変える行動」を取らない限り改善することはありません。
（Global Gender Gap Report 2021
 資料：https://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2021.pdf）

 AT A GLANCE ― 本学の実力 ―
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THE世界大学
ランキング日本版

総合評価
第1位

中四国、九州、
沖縄私立女子大学

（THE世界大学ランキング日本版2022）

留学生
派遣総数

（16単位以上取得）
第1位

九州内女子大学

（大学通信『2022 大学ランキング』2021.4.30）

国際英語学科 E A G L
The Department of Engl ish as a Global Language

国際英語学科の英語名称はDepartment of English As a Global Languageです。

私たちは学科名の頭文字をとってEAGL=イーグルと呼んでいます。それではなぜEAGLなのでしょうか。

THE世界大学
ランキング日本版

国際性部門
第1位（THE世界大学ランキング日本版2018・2019）

福岡県私立大学

2年連続

有名企業400社への
実就職率が高い
大学ランキング

第1位（東洋経済新報社 東洋経済オンライン 2021.10.2）

福岡私立女子大学※

※本学による

女性が新しい生き方を見つける

これは福岡女学院大学のMISSION（使命）です。本学は1885年に開

設された「英和女学校」を前進とします。男子教育が中心であった時

代に、米国メソジスト監督教会宣教師Jennie Gheer（ジェニー・ギー

ル）が「女性が新しい生き方を見つける」ことを願って学校を創設しま

した。この願いは創立後137年を経ても生きています。国際英語学科

は4年間の学びを通して、皆さんが新しい生き方を見つけることがで

きるように支援します。

English as a Global Language「世界語としての英語」

英語を母語として使用する国（UK, USA, Canada, Australia, etc.）

があります。その他にも公用語や外国語（ビジネスなど）として世界の

4人に1人が英語を使用していると言われています。英語が「世界語」

と言われる所以はここにあります。アジアにおいてもASEAN（東南ア

ジア諸国連合）の会議で使われるのは英語です。また、インターネット

上では英語が5割以上使用されており英語に国境はないのです。国際

英語学科は皆さんの英語力を徹底して育成します。



必
須
科
目

専
門
選
択
科
目

総 合

基盤教育
科目

Reading Skills Ⅰ・Ⅱ ●

Writing Skills Ⅰ・Ⅱ ●

Leadership and Global Careers ● 
English as a Global Language  ●

福岡女学院学 ●

情報リテラシー ●

女性のキャリア形成 Ⅰ ●

First-year English AⅠ・Ⅱ ●

First-year English BⅠ・Ⅱ ●

中国語 Ⅰ・Ⅱ
韓国語 Ⅰ・Ⅱ

フランス語 Ⅰ・Ⅱ
異文化へのアプローチA（欧米）
異文化へのアプローチB（アジア）
日本国憲法
生命科学入門

※2023年度新カリキュラム

※科目名は変更になる場合があります。

英語を中心とした基礎学習 国際キャリア（国際的企業への就職）の達成！専門分野の学習および長期・短期留学プログラム

● 必修科目
1 年 次 2 年 次 3 年 次

Freshers Seminar Ⅰ・Ⅱ ●

Test Taking Skills Ⅱ

キリスト教の歴史 ●

中国語 Ⅲ・Ⅳ
韓国語 Ⅲ・Ⅳ
フランス語 Ⅲ・Ⅳ

女性のキャリア形成 Ⅱ
インターンシップ

Test Taking Skills Ⅰ ●

Communicative Grammar ●

国際関係・
交流分野

英語教育
分野

英語学
分野

専 門

演 習

Research Methods

Academic Reading Skills Ⅰ・Ⅱ ●

Academic Writing Skills Ⅰ・Ⅱ ●

Discussion Skills Ⅰ・Ⅱ ●

English and British Culture
English and American Culture

Global Affairs I・II
Global and Local Fieldwork

Introduction to English Education
Theories and Methods
Testing and Language Assessment
L2 Acquisition

Materials Development

English for Young Learners Methodology

Short Overseas

English Linguistics
English Phonetics
English Grammar

Study Abroad Ⅰ・Ⅱ
Internship

History of English Literature
History of American Literature

Advanced Practicum

Senior Seminar Ⅰ・Ⅱ ●Junior Seminar Ⅰ・Ⅱ ●

キリスト教人間学 ●

女性のキャリア形成 Ⅲ

English for Young Learners Seminar Ⅰ・Ⅱ
English for Young Learners Fieldwork Ⅰ・Ⅱ

Kids Communication

Semantics and Pragmatics
Language and Society
Advanced Discussion

English Literature Ⅰ・Ⅱ
American Literature Ⅰ・Ⅱ

Bilingualism

Regional Development and Economics I・II
Global and Local Fieldwork

専門分野の学習
実践的なフィールドワーク・インターンシップ

Intercultural Communication

4 年 次

卒業研究テーマ例

国際関係・交流分野

● 国連の平和・日本の平和

● 東アジア経済の歴史と最新動向

● アジアの紛争と発展の歴史

英語教育分野

● 自己効力感の英語学習への影響

● フィンランドと日本の教育比較

● 児童向け教材・絵本・アニメの英語分析

英語学分野

● 英語の言語的な分析と批評

● 英米語の比較・韓流ドラマの中の英語

● 世界の英語・外来語としての英語

STUDY ABROAD PROGRAM ― SA奨学金1学期分授業料免除 ―

長期の Study Abroad (SA)（1学期約5ヶ月間、または2学期約10ヶ月間）と短期のShort Overseas (SO)（約5週間）の海外留学プログラム

を、履修科目として提供しています。2014年の本学科開設以来、既に211名の学生が長期・短期の留学に参加しています。留学参加率は九州の

大学でも突出して高くなっており、世界8カ国・地域、13の海外提携校での学びの機会を活用しています。留学プログラムがカリキュラムに位置

づけられているため、長期留学をして卒業が遅れることはありません。提携校は全てトップクラスの大学の語学学校です。留学を通した異文化

体験がグローバルな視野を育てます。（詳しくは「2023 GUIDE BOOK」pp.82-83）

模擬国連大会では全国から国連に興味があ

る学生が集まり、実際の紛争を題材に安保理

などでの外交交渉を模倣します。参加者は

各々が加盟国の大使になり切り、その国の利

害を背負ったうえで、決議案の採択を目指し

て多角的な交渉を４日間にわたり繰り広げ

ます。国際英語学科では３・４年生ゼミで広く

国際問題を研究できるので、国際キャリアを

目指す学生にとってオススメの学科です。

今回私は英語会議に参加したため、参加者

の半分以上が外国の方でした。

様々な意見が飛び交い、とても良い刺激にな

りました。専門的な用語が使用され、日常会

話や接客英語とはまた違った英語のスキル

を必要とされた点で戸惑いもありましたが、

新たな学びが沢山ありました。

Study
Snapshots

模擬国連全国大会2019

K.R.さん （福岡女学院高等学校出身） ／ カナダ長期留学経験者

S.A.さん （筑紫女学園高等学校出身） ／ アメリカ長期留学経験者

模擬国連全国大会2021

教職課程 英語模擬授業



2019年度の卒業生のうち、20％近くが東京証券取引所一部上場企業から内定を頂き、参加企業を加えると50％の学生が有力企業に就職を決め

ています。特に強いのは航空業界で、コロナ以前の平均就職率が2割を超えています。コロナ禍においては旅行・航空関係の採用が厳しい状況でし

たが、近い将来コロナは収束します。4年後を見据えた学びを学科全体で支えます。

国際英語学科では Global Essential Worker としての英語教師を育成します。特に力を入れているのが「コミュニカティブな英語指導」です。

英語を使って英語を指導する技術を持った卒業生が多くの中学や高等学校で活躍しています。

国際交流提携校 CAREER DEVELOPMENT ― 卒業後の進路 ―

留学の要件
大学での成績など学部内留学基準を満たしている場合履修が可能となります。また、提携先大学によっては

英語力の最低基準を設けている大学があります。
※為替レートの変動により円換算額は異なります。 ※費用は学校および他支払い先の事情により予告なしに変更される場合があります。※費用は2019年実施時のものです。

レディング大学 イギリス

留学期間

留学に必要な費用

前期・・・・・・・・4月中旬～9月初旬（19週）【予定】
前期・後期・・・4月中旬～12月中旬（30週）【予定】

学 生 寮 学生寮

1学期間⇒約260万円
2学期間⇒約350万円

セントラルワシントン大学 アメリカ

留学期間

留学に必要な費用

前期・・・・・・・3月下旬～8月中旬（23週）【予定】
後期・・・・・・・3月下旬～12月初旬（39週）【予定】

学 生 寮 学生寮またはホームステイ

1学期間⇒約263万円
2学期間⇒約376万円

セントメアリーズ大学 カナダ

留学期間

留学に必要な費用

前期・・・・・・・・3月初旬～6月中旬（17週）【予定】
前期・後期・・・3月初旬～10月中旬（33週）【予定】

学 生 寮 学生寮またはホームステイ

1学期間⇒約139万円
2学期間⇒約232万円

西オーストラリア大学 オーストラリア

留学期間

留学に必要な費用

前期・・・・・・・・4月末～8月中旬（15週）
前期・後期・・・4月末～12月初旬（30週）

学 生 寮 ホームステイ

1学期間⇒約146万円
2学期間⇒約242万円

サザンクロス大学

留学期間

留学に必要な費用

後期のみ・・・8月初旬～2月中旬（29週）【予定】

学 生 寮 ホームステイ

1学期間⇒約225万円

オーストラリア オークランド大学 ニュージーランド

留学期間

留学に必要な費用

前期・・・・・・・・4月中旬～8月中旬（18週）【予定】
前期・後期・・・4月中旬～12月中旬（36週）【予定】

学 生 寮 ホームステイ

1学期間⇒約160万円
2学期間⇒約272万円

R.K.さん
福岡女学院高等学校出身

全日本空輸 株式会社
客室乗務員

勤務先

Q.現在の仕事内容、
　 その魅力・やりがいをお聞かせください。
社長秘書として社長のスケジュール管理や来客対応をする
傍ら、昨年薬院にオープンした本社ショールーム「すりーだ
いや」の受付業務も行っています。 社長の仕事が円滑に進
むよう心配りを意識しながら、社長社員を支える「縁の下
の力持ち」として誇りを持って業務に励んでいます。
Q.大学で学んだこと・経験したことで
　 仕事にいかせていることは?
国際関係論のゼミで紛争問題を学んだ経験から、「人
の数だけ個性や意見 がある」 ということを念頭に
置き、偏った視点を持たないよう心がけています。プ
レゼンテーションの機会が多かったため、伝わりや
すく話すコツや積極的に 聞く姿勢も身につけること
ができました。福岡女学院は女性リーダーの育成に
力を入れています。 少人数制のもと、自分の考えを
述べたり、リーダーシップを発揮したりすることで培
えた積極性は社会人になってもいかされています。

Q.現在の仕事内容、
　 その魅力・やりがいをお聞かせください。
全日本空輸(ANA)で客室乗務員として、国際線・国内
線ともに乗務をしています。日々のフライトでは、「お
客様を安全に目的地までお届けする保安要員」とし
て、また、「機内でお客様が快適にお過ごしいただける
為のサービス要員」として主にこの2つの役割を十分
に発揮できるよう努めています。狭い空間でいかにお
客様が快適にお過ごしいただけるかを考え、最高の
サービスを提供できるよう心がけています。
Q.国際英語学科に入学して良かったことは何ですか?
私は国際英語学科第一期生として入学しました。今
でも鮮明に覚えているのは、入学後初めての学科オ
リエンテーションです。最初から最後まで英語で説
明があり、とても衝撃を受けました。国際英語学科
は、「英語で学ぶ」ということに重点を置いています。
英語を使って、将来国際的に活躍できるグローバル
な視点を養うことができます。

S.T.さん
福岡県私立筑紫女学園高等学校出身

Q.現在の仕事内容、
　 その魅力・やりがいをお聞かせください。
海・空を超えて荷物を届けるダイナミックなビジネスを支
えています。航空貨物は緊急性の高いものが多く、急な案
件にも素早く対応してお客様に喜んでいただけるのが嬉
しいです。近年は自然災害も多く、輸送が滞ってしまう地域
も少なくありません。そんな時でも日本通運の大きなネッ
トワークをいかして可能な手段で集配を行い、生活に欠か
せない物流を担っていることにやりがいを感じています。
Q.大学で学んだこと・経験したことで
　 仕事にいかせていることは?
国際的な仕事をしたくて、学生時代はTOEICのスコアを上
げることに力を入れ、また、英語力向上のためにアメリカ
へも留学。文化や価値観の違う仲間たちとの出会いや経
験で視野が広がり、海・空を超えて荷物を届ける物流事業
に興味を抱き、将来像を描くことができました。ゼミでは
国際問題について学びました。興味のあることへのさまざ
まな挑戦が将来へのチャンスに繋がったと感じています。

Q.現在の仕事内容、
　 その魅力・やりがいをお聞かせください。
労務管理、予算管理、プラン作成、採用などの店舗運
営に携わりながら、主に人材育成を担当しています。
スターバックスには接客マニュアルがないため、お
客様のニーズを察し、何をできるか考え、応えること
を大切にしています。自ら行ったサービスによってお
客様の笑顔に触れ、感謝の言葉をいただけることに
喜びを感じています。
Q.大学で学んだこと・経験したことで
　 仕事にいかせていることは?
マカオでの海外インターンシップに参加して、多様な価
値観や文化に触れることができました。グローバルなビ
ジネスシーンを体験したことが外資系企業を志望する
きっかけにもなりました。女性のキャリア形成に重点を
置いた就職支援を受けることができたのは、女学院な
らではだと思います。就職支援プログラムを通して基本
的な社会人マナーなども身につけることができました。

九州三菱自動車販売株式会社
総務部 秘書

勤務先

スターバックスコーヒージャパン株式会社
アシスタントストアマネージャー

勤務先 日本通運 株式会社
福岡航空支社

勤務先

M.A.さん
熊本県熊本市立千原台高等学校出身

Q.現在、教員として現場で感じることを教えてください。
在学時のイメージどおり、毎日とても忙しくしています。
しかし、どんなに精神的、体力的につらくても、生徒たち
の笑顔や成長する姿を間近で見ることができると、とて
もやりがいを感じます。大学では、教職課程だけでなく
児童英語教員の免許取得にも勤しみましたが、いざ現
場で授業をするとなると、教えなければならないこと
が多く、限られた時間の中で生徒たちに「読む・書く・聞
く・話す力」すべてを身につけさせるのはとても難しい
です。周りにいる先生方に相談したり、勉強会に参加し
たりしながら自分の授業スタイルを模索しています。
Q.英語教員を目指している後輩や高校生への
　 メッセージをお願いします。
学校の先生として働くには、「愛情、やる気、根性」が大切
だと強く実感します。在学中に英語力はもちろん、教職の
知識もたくさん身につけ、向上心をもって色々なことに挑
戦してみることをおすすめします。ともに頑張りましょう！

福岡市立中学校教諭

PICK UP!
「英語の先生」として活躍

英語教諭
勤務先

M.F.さん
福岡県公立古賀竟成館高等学校出身

Q.大学院で何を研究していますか。
「生徒が、自身の学習をデザインできる授業づくり」
を主題に実践研究に取り組んでいます。中学の間か
ら自己の傾向を理解し、自分に合った学び方や方法
を選択する練習を行うことで、大人になった時に自
分らしさを大切にしながら社会で生きることができ
ると感じたからです。
Q.どんな英語教師を目指していますか。
生徒が英語を学ぶ楽しさを味わうことができるよう
な授業を行う英語教師になりたいです。そのために、
教材研究はもちろんのこと、生徒一人ひとりの良さ
を引き出すために生徒理解にも力を入れて取り組み
たいと考えています。

大学院
福岡教育大学大学院2年生

勤務先

S.N.さん
佐賀県立鳥栖高等学校出身

M.N.さん
福岡県私立純真学園高等学校出身

福岡女学院大学
セントメアリーズ大学

ランドルフ大学

セントラルワシントン大学

オークランド大学

サザンクロス大学西オーストラリア大学

レディング大学

ランドルフ大学 アメリカ

※食費は
　含まれません

国際英語学科を2021年3月に卒業し、福岡教育大
学大学院に進学。大学院在学中に福岡市の教員採用
試験に合格。卒業後は英語教師として活躍予定。
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国際英語学科は国内外より多様な人材が集い、4年間の学びを通して社会に貢献できる人材を育成します。

したがって、入学試験においても「総合型・学校推薦型入試」をはじめ、共通テストや本学独自の試験を

使った「一般選抜入試」まで多彩な入試を用意しています。基本的には高等学校での全教科に渡る学習

に取り組み、そのうえで基礎力・思考力が問われる共通テスト（外国語・国語）の準備を行うことをお勧

めします。特に英語学習においては次の点に注意して準備を行ってください。

● 語彙力をつけましょう。1冊の単語帳を何度も復習することで力がつきます。

● リスニング教材を使ってシャドーイングを行うと英語処理能力が向上します。

● 読解力は英語処理の自動化と推論を働かせることで上達します。

国際キャリア学部 国際英語学科
〒811-1313  福岡県福岡市南区曰佐3丁目42-1

TEL 092-575-2970（入試広報課）

QRコードもしくは「国際英語学科 Today」で検索をして

国際英語学科の日常をご覧ください。

学 び の
アドバイス

受験生へ

公募推薦試験では英語検定試験（TOEICや英検など）の結果によって小論文を免除します。

国際英語学科 Today

Philippa Nugent 教授

〈専門分野〉応用言語学／TESOL

〈担当科目〉Semantics

平田 恵理 准教授

〈専門分野〉児童英語教育／コーパス言語学

〈担当科目〉English for Young Learners

Shane Doyle 准教授

〈専門分野〉社会言語学／読解・難読症

〈担当科目〉English as a Global Language

真弓 香代子 准教授

〈専門分野〉応用言語学／教員養成

〈担当科目〉Introduction to English Education

川端 清隆 特命教授

〈専門分野〉国際関係論／安全保障

〈担当科目〉International Affairs Ⅰ・Ⅱ

細川 博文 教授

〈専門分野〉応用言語学／認知言語学

〈担当科目〉英語科教育法

櫻田 陽一 教授

〈専門分野〉経済学／開発学／国際協力

〈担当科目〉World Development Assistance Ⅰ・Ⅱ

学科長

（元国際開発コンサルタント）

（元国際連合政治局政務官）




