
Department of English　英語学科

Graduate’s Voice  卒業生の声

福岡大学で学んだ知識やスキルを活かしながら、様々な分野で活
躍する英語学科の卒業生の声をお届けします。



オールイングリッシュの授業で
早い段階でリスニング力が向上

日本航空株式会社

菊次 菖 さん （2020年卒業）

　私は、将来のために英語力を向上させたいと考
え、英語学科へ進学しました。
　本学科では、外国人の先生が英語のみを使って
進める授業が多く、出席するだけでもリスニング力
が身に付いたと思います。最初は、授業についてい
けるか不安でしたが、先生が簡単な単語を使って
進めてくださったので、リスニングが苦手な私でも
安心して取り組めました。先生との距離が近く、友
人とロサンゼルス旅行に行った話をしたところ、授
業の時間を使って旅の思い出を英語で発表する機
会を与えていただいたことがとても印象に残ってい
ます。
　福岡大学は、総合大学だからこそ多くの選択肢

があります。学びたいことが学べる環境で、自分の
興味のある分野を見つけ、芯を持って好きなことを
探究してください。

※2020年取材時の情報です。

人文学部 英語学科 4年次生
福岡県 京都高校出身

吉原 鉄平 さん

　都市部でありながら自然豊かな立地に、海外の
複数の大学と交流がある、福岡大学なら英語につ
いてたくさんの知識を習得できると思いました。
　英語圏には、アメリカやイギリスなどさまざまな
国や地域が含まれます。それらの多様な歴史や文
化、言語に触れられるところは、本学科の魅力だと
思います。例えば「アメリカ文化各論B」では、なぜ
アメリカ発祥の音楽は人々の心を魅了するのか。「イ

ギリス文化各論A」では、どうしてイギリスで「ジェン
トルマン」という言葉が浸透したのか。そんな身近
な疑問から、個性豊かな英語圏の社会を多角的に
見つめることができます。
　興味のある地域について学びを深めることや、留
学や友人の話から幅広く海外について知ることも
可能です。学生生活を通して、自分の興味や関心を
模索するのにも最適な環境が整っています。

文化や歴史、言語から読み解く多様性
英語圏の社会を、広く深く捉える

時間割 [4年次後期]
MON TUE WED THU FRI

9：00 自然科学と人間
教職実践演習

新しい地球観
生活と環境の化学10：40

心理学B
英語圏地域研究B スピーチ・コミュニケーション演習ⅡB

13：00
アメリカ文化各論B14：40

16：20
その他カリキュラムの詳細は

検索 ›福岡大学 シラバス

※2020年取材時の情報です。

英語学科

■求める人材像（求める能力）

■英語学科での4年間

Department of English

● 中学校・高等学校
　 教諭一種免許
● 日本語教員

■取得可能な主な資格

英語学科では英語学とスピーチ・コミュニケーションを主に学ぶ「言語・
コミュニケーションコース」と、英米の文学・文化を主に学ぶ「文化・文学
コース」の2コースを設置しています。ただし、両コースともに「読む・書
く・聴く・話す」の4技能の高度化を前提としており、TOEIC®等の資格試
験でハイスコアを得ることも目標の一つになります。また、高度な英語
力を身に付ける過程を通して国際的な視野や異文化への理解力も養い、
将来、グローバルに活躍できる人材となれるように学んでいきます。

高度な英語力を身に付け、
国際的な視野や異文化への
理解力を持つグローバルな人材に

C 態度・志向性

D その他の能力・資質

B 技　能

A 知識・理解

自己研鑽により、英語の資格を取得した人やスポーツ活動・競技会等で顕著な成績をおさめた人

広い教養と深い専門知識を身に付け、国際社会、地域社会に貢献したいと考えている人

学習や課外活動から得た経験を踏まえて、自らの視点で物事を順序立てて説明することができる人

高等学校の教育内容を身につけており、さらに英語の学習を深めてゆくのに十分な基礎学力を有している人

Student’s Voice 在学生の声

Graduate’s Voice 卒業生の声

福岡大学 人文学部 Webサイト
検索 ›福岡大学 人文学部

■

■

求める人材像（求める能力）の詳細は ›

専門分野を能動的に探究

２年次に選択したコースに基づき、さらに専門分野
（英語学orスピーチ・コミュニケーション／イギリス文
化・文学orアメリカ文化・文学）を１つ選び、その「演
習」（ゼミと呼ばれる少人数制クラス）を履修。自ら問
題を発見し、その答えを探究することで、創造的に生
きる力を養います。

基礎作り

1年次 卒業後

「英文法」や「英会話」といっ
たスキル系科目で英語力
の土台を作ります。

「概論」で、４つの専門分野
（英語学、スピーチ・コミュニ
ケーション、イギリス文化・
文学、アメリカ文化・文学）
の基礎を入門的に学びます。

専門分野に
ゆるやかにシフト

「英会話」や「ライティング」といったスキル
系科目で、英語力をさらに向上させます。

「概論」での学習をもとに、自分の関心が
ある分野を見定め、「言語・コミュニケー
ションコース」と「文化・文学コース」のど
ちらかを選択し、徐々に「広い学習」から
「深い学習」にシフトします。コース選択後
も、「両コース共通科目」で他コースの学
習もできます。

2年次 3  ⁄  4 年次

グローバル化
がさらに進む
次代の社会で
真の国際人
として活躍

基礎教育 専門教育 専門教育・論文・就職

What’s SIE? ［ Study In English プログラム］

■主な就職・進路先（2020年度卒業生実績）

●人文学部の主な就職先は 49ページ

不動産業、物品賃貸業 3.3 % 大学院進学 4.9 %

建設業 1.6 % 運輸業、郵便業 1.6 % 公務（他に分類されるものを除く） 1.6 %
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英語学科

■求める人材像（求める能力）

■英語学科での4年間

Department of English

● 中学校・高等学校
　 教諭一種免許
● 日本語教員

■取得可能な主な資格

英語学科では英語学とスピーチ・コミュニケーションを主に学ぶ
「言語・コミュニケーションコース」と、英米の文学・文化を主に学ぶ
「文化・文学コース」の2コースを設置しています。ただし、両コースとも
に「読む・書く・聴く・話す」の4技能の高度化を前提としており、
TOEIC®等の資格試験でハイスコアを得ることも目標の一つになり
ます。また、高度な英語力を身に付ける過程を通して国際的な視野や
異文化への理解力も養い、将来、グローバルに活躍できる人材となれ
るように学んでいきます。

高度な英語力を身に付け、
国際的な視野や異文化への
理解力を持つグローバルな人材に

C 態度・志向性

D その他の能力・資質

B 技　能

A 知識・理解

自己研鑽により、英語の資格を取得した人やスポーツ活動・競技会等で顕著な成績をおさめた人

広い教養と深い専門知識を身に付け、国際社会、地域社会に貢献したいと考えている人

学習や課外活動から得た経験を踏まえて、自らの視点で物事を順序立てて説明することができる人

高等学校の教育内容を身につけており、さらに英語の学習を深めてゆくのに十分な基礎学力を有している人

専門分野を能動的に探究

２年次に選択したコースに基づき、さらに専門分野
（英語学orスピーチ・コミュニケーション／イギリス文
化・文学orアメリカ文化・文学）を１つ選び、その「演
習」（ゼミと呼ばれる少人数制クラス）を履修。自ら問
題を発見し、その答えを探究することで、創造的に生
きる力を養います。

基礎作り

1年次 卒業後

「英文法」や「英会話」といっ
たスキル系科目で英語力
の土台を作ります。

「概論」で、４つの専門分野
（英語学、スピーチ・コミュニ
ケーション、イギリス文化・
文学、アメリカ文化・文学）
の基礎を入門的に学びます。

専門分野に
ゆるやかにシフト

「英会話」や「ライティング」といったスキル
系科目で、英語力をさらに向上させます。

「概論」での学習をもとに、自分の関心が
ある分野を見定め、「言語・コミュニケー
ションコース」と「文化・文学コース」のど
ちらかを選択し、徐々に「広い学習」から
「深い学習」にシフトします。コース選択後
も、「両コース共通科目」で他コースの学
習もできます。

2年次 3  ⁄  4 年次

グローバル化
がさらに進む
次代の社会で
真の国際人
として活躍

基礎教育 専門教育 専門教育・論文・就職

What’s SIE? ［  プログラム］

■主な就職・進路先（2021年度卒業生実績）

●人文学部の主な就職先は 53ページ

不動産業、
物品賃貸業 2  %

大学院進学 3 %
その他 1 3 %

医療、福祉 3 %建設業 2  %
運輸業、
郵便業

 %

公務（他に分類されるものを除く） 2  %

情報通信業 3  %

福岡大学 人文学部 Webサイト ›

求める人材像
（求める能力）
の詳細は›

■ t ent s oi e 在学生の声

ra ate s oi e 卒業生の声■

より「伝わる」実践的な
英語能力を鍛える授業

この学科の魅力は？Q1 成長したところは？Q2

特別講義を積極的に活用して交換留学へ
大学はチャンスの種がたくさんある場所

人文学部 英語学科 3年次生
千葉県 柏の葉高校出身

佐藤 陸 さん

時間割 [3年次後期]
MON TUE WED THU FRI

9：00
英語文学と社会B

社会学B
異文化コミュニケーションB10：40 生徒指導論（進路指導を含む。）

教育相談政治学B13：00 英語読解ⅡB （SIE）
14：40

英語科教育法Ⅱ
イギリスの文化と文学ⅡB総合的な学習の時間と特別活動の指導法

英会話ⅢB （SIE）
アメリカ文化各論B

英語圏地域研究B
英語科教育法Ⅳ

アメリカ文化・文学演習ⅠB
16：20

その他カリキュラムの詳細は ›

※2021年取材時の情報です。

　本学科にはアドバイザー制度があり、3～4人の
学生に1人の先生が付いてくださるので、授業外で
も交流でき、学習以外の相談もできます。また、1ク
ラス20人という少人数のため、主体的に勉強に取
り組みやすく、学生や先生と議論することで「英語
を使って何をするか」とグローバル社会を見据えた
実践的な学習ができます。

　英語を話すことへの恐怖感がなくなりました。選
抜の「SIEクラス」では話すのも聞くのも全て英語な
ので、必然的に英語の能力が高まります。授業を通
して気付いたのは、大切なのは「伝わる英語」だとい
うこと。そこに重きを置いて学んでいます。また、文
学作品を深く読み解くことを通じて、文脈を考察す
る力も付いたと思います。

日本アイ・ビー ・エム株式会社

荒井 智子 さん （2020年卒業）

英語を使ってグローバルに活躍したいと思い、本
学科を選びました。1年次からキャリアセンターの
英語講座に参加。イギリスへの交換留学を目標に、
授業では先生から教わる内容を自分なりに解釈し
て考えを肉付けするサイクルを習慣にしていまし
た。念願の交換留学に1年間参加でき、マインドと
共にコミュニケーション力が鍛えられたと実感して
います。
中でも、スピーチ・コミュニケーションで学んだ
一つ一つの言葉を大切にすることは、ITコンサルタ
ントとして働く上でも心掛けています。「お客さま
第一」の気持ちで寄り添い、信頼関係を築いて要望
を実現できた時の達成感がこの仕事の魅力です。

チャレンジに打ち克つと次はもっと挑戦しようと思
えて自分の成長にもつながります。大学生活は学内
外に多くのチャンスがあります。自分の好奇心に耳
を傾けてぜひ行動に移してください。

※2021年取材時の情報です。
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