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2018 年 4 月 1 日 

 

英英文文学学科科のの改改革革とと展展望望  
 

 

英文学科では 2018 年度より新カリキュラム（pp.8-9 別表参照）を導入する。この新カリ

キュラムは、以下の 4 点（後に詳述）を意図したものである。 

 

1． 英語力の強化 

2． 英語学関連科目の見直し 

3． 3、4 年次配当選択必修演習科目の充実 

4． 事前事後学習として e-learning を導入 

 

そしてこのカリキュラムはこれまで英文学科が行ってきた改革の延長線上にあるものであ

る。以下、過去における英文学科の改革を振り返り、今回の新カリキュラム導入に至った

経緯と今後の展望について説明する。 

 

 

I  英文学科の教育目的と改革の経緯 

 

I-1  英文学科の教育方針 

英文学科では、学ぶ姿勢を育み英語力を養成するという基本を押さえつつ、幅広い

教養と知識に裏打ちされた問題意識を持ち、社会に貢献できる学生を育てていくこと

を目標に、着実に日々の改革に取り組んできた。 

 

I-2  教育の方向性と改革のこれまで 

上記の認識を踏まえ、目指すべき教育の方向性を明確化した結果として再確認され

たコンセンサスは、「英文学科の教育の方向性」にまとめられている。あらためて確認

すると、要点は以下のようになる。 

 

［方向性］ 

① 英文学科では、大学生としてのしっかりとした基礎の上に英語の運用能力を養

成し、英語圏文化に関する幅広い知識と教養を身につけ、主体的に国際社会で

活躍できる人材を育てることを目的とする。 

② 専門カリキュラムは、大学で学ぶために必要な基礎を築くための初年次教育、

専門分野への入口となる導入教育から始める。そして、年次が上がるにつれて

教養教育と専門教育の充実を図るように工夫していく。 

③ 英文学科という学科の特性から、英語力を身につけることが重要であることは
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言うまでもない。そこで、1 年次と 2 年次では、語彙力、文法、構文、文脈の

理解、文化の違いを学ぶことによって英語の読解力を向上させるとともに、文

章あるいは口頭によるコミュニケーション能力をネイティヴ・スピーカーの授

業で高め、英語を用いて自分の意見を発信する力を養うことに力点を置く。 

④ 3 年次からは、イギリス文学・文化、アメリカ文学・文化、英語学の 3 分野の

専門性を深めることを主眼とする。イギリス文学・文化、アメリカ文学・文化

では、それぞれの国の歴史を踏まえた文学を初めとして、女性文学、映像や音

楽などの文化研究に至る、幅広い分野を扱う。英語学では、英語の発音面、語

や文の成り立ち、英語の歴史の研究などを行なう。 

⑤ 最終的には、4 年間の学修を通して獲得した知識や技能を総合的に活用し、自

ら問題を設定し、その解答に至る過程を論理的に説明する能力を身につける。

その集大成として卒業論文を位置づける。 

 

この方向性に基づく改革の一環として、2010 年度より、本学の教育理念に基づく三つ

の教育方針のもとに、英文学科としてのアドミッション・ポリシー、カリキュラム・

ポリシー、ディプロマ・ポリシーを以下のように明確にした。また、カリキュラムを

一部刷新し、文学や語学というこれまでの固定的な専門分野に加え、それらを包摂し

た幅広い文化領域を扱う科目を明示し、加えて、年次進行の履修モデルを提示するこ

とで、学生の学びの道筋を可視化することを試みた。 

 

 

アドミッション・ポリシー 

英文学科は、英語をはじめとする基礎的な学力があり学習習慣を身につけている人、

英語圏文学・文化や英語学について学ぶ意欲のある人、外国語の運用能力、論理的思

考力、表現力を養成したい人材を入学者として求めます。 

 

カリキュラム・ポリシー 

英文学科のカリキュラムは、多様な文化を深く学び、言語運用能力、論理的思考力、

表現力を養うことで、社会に貢献できる人材を育成することを目的とします。そのた

め、英語圏文学・文化研究と英語学研究を中心に、初年次教育から卒業論文まで体系

的に学べ、英語の 4 技能をバランスよく伸ばし、学生が主体的に学べるカリキュラム

を編成しています。 

 

ディプロマ・ポリシー 

英文学科は、文化の多様性を理解し、英語圏文学・文化と英語学についての知識を深

めた者、研究課題に主体的に取り組み、その成果を自分の言葉で表現できた者、社会

で活躍するために必要な基本的能力と姿勢を身につけた者に学位を授与します。 
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I-3  2013 年度カリキュラムによる改革 

これまでの改革を踏まえて、2013 年度より導入したカリキュラムでは以下の 5 点を

特徴とした。 

 

1. 英語力強化  

英語の基礎力養成、読む、書く、話す、聞くの 4 技能の強化、英語を様々な角度

から学ぶという英語関連科目の内容を整備し、授業名で明示した。 

「英語 a, b」 → 「ベイシック・イングリッシュ a, b」 

「英語 c, d」  →  「オーラル・イングリッシュ a, b」 

「英語 e, f」  → 「パラグラフ・ライティング a, b」 

「英語 g, h」  →  「インテンシヴ・リーディング a, b」 

「専門演習 a」 → 「多読演習」 

「専門演習 d」 → 「翻訳演習」 

 

2. 女性をテーマとする科目群の設定  

イギリス文学・文化、アメリカ文学・文化、英語学の三分野を横断し、女性をテ

ーマにした科目群を設定した。「女性と英語圏文学 a, b」「女性と言語学」など、科

目名に「女性」を明確に打ち出すことにより、学生が自分自身の問題として学問に

取り組む姿勢を促し、学習意欲向上を目指した。 

 

3. プレセミナーの創設  

3 年次前期に「プレセミナー」を置くことにより、2 年次までに学ぶ基礎的な科目

と 3 年次以降で学ぶより専門に特化した科目との連結を図るとともに、4 年次で卒

業論文に主体的に取り組む姿勢を育むことを目指した。これにより、1 年次と 2 年

次の接続を担う「英文入門セミナー」、2 年次と 3 年次の接続を担う「プレセミナー」、

そして卒業論文の指導を主な内容とする 4 年次の「卒論セミナー」という流れが確

立し、学びの道筋が明確になった。 

また「プレセミナー」は、「英文入門セミナー」と同様、同一科目の複数クラスを

複数の教員が担当するため、教員同士の緊密な連携が必要となり、担当者任せの弊

を脱することができるようになった。 

 

4. 3 年次、4 年次配当の演習科目見直し  

現行カリキュラムでは 3 年次のみに配当されている選択必修の演習科目（「イギリ

ス文学・文化演習」「アメリカ文学・文化演習」「英語学演習」）を、3 年次前期と後

期、4 年次前期と後期にそれぞれに配当し、特定の時期に集中することなく、バラ

ンス良く学べるように配慮した。 
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5. 授業内容の可視化 

授業内容をできるだけ具体的に授業名で明示した。 

「特殊講義 a」 →  「英語圏の詩」 

「特殊講義 c」 →  「英語圏の演劇」 

「英語学講義 c」→  「社会言語学講義」 

「英語学講義 d」→  「英語教育学講義」 

 

この改革により、英文学科のカリキュラムにおける以下の特色が明確になった。 

・基礎から応用まで英語の四技能をバランスよく学べること 

・女子教育に取り組む大学のもと、学科の独自性を打ち出すこと 

・授業内容を科目名で明示するとともに、1 年次から 4 年次まで学びの道筋を明らか

にすること 

・演習形式の授業を充実させることにより、きめ細かい教育指導を一貫して行うこと 

 

 

 

II  英文学科の課題と展望 

 

II-1  2013 年度カリキュラム導入後の新たな課題 

2013 年度カリキュラムを導入して 2 年が経過した 2015 年、これまでの改革を検証

して、以下の 3 点を補強すべき学科の課題とした。 

 

課題① 発信型英語力の強化 

目的：国際社会で活躍するための英語力、特に自分の意見を発信する力を涵養す

る。 

 

英文学科の強みが英語を中心とする外国語教育にあることは言うまでもない。

この点は、学生、あるいは受験生のニーズにも応えるものであり、しっかり英語

を学びたいという学生の要望に今後とも応える必要がある。現行のカリキュラム

は、「基礎から応用まで英語の四技能をバランスよく学べること」ができるように

構成されているが、今後さらに力点を置かなければならないのは、グローバル人

材の育成という観点から、主体的に意見を述べ、自分の考えを説得力ある形で表

現することができる能力を伸ばすことである。国際社会で活躍するためには、た

とえ流暢に話せなくともしっかりとした判断力を持ち、自分の考えを論理的に、

説得力を持って表現できる能力が求められる。もちろんインプットなしにアウト

プットできるはずもなく、読むことと書くこと、聴くことと話すことは深く関連

している。したがって、英語関連科目以外の以下に述べるような専門科目におい

ても、論理的思考力、表現力が涵養され、そのことが結果として英語の四技能強



5 
 

化とつながるような、有機的に関連した専門科目の体系を構築しなければならな

い。 

 

課題② 演習科目の充実 

目的：新しい研究方法、研究領域の導入により、主体的に学ぶ姿勢を育む。 

 

＊イギリス文学・文化、アメリカ文学・文化研究 

一般に人文系の学問への関心は低下傾向にあり、特にテキスト読解に偏重した従

来の文学研究の方法だけでは、学生の主体的な学びの姿勢を引き出すことは困難

である。この傾向は日本だけでなく欧米においても同様で、人文学一般が危機的

状態に置かれている。しかし一方で、パフォーマンス研究やアダプテーション研

究等、新しい研究分野の成果を取り入れながら、これまでの伝統的アプローチと

は異なる意欲的な研究がなされてもいる。また「正典」の読み直しだけでなく、

これまで見過ごされてきた作者や領域にも光が当てられつつある。このような人

文学研究の動向に目を配りつつ、新たな視点から文学・文化研究に取り組み、そ

の成果を教育に反映できれば、21 世紀に生きる現代の学生たちの知的好奇心を刺

激し、ひいては主体的に学ぶ姿勢を確立することにもつながる。 

このようにイギリス文学・文化、アメリカ文学・文化研究が学生の主体的な学び

につながる可能性は広がっており、そうした方向でこれらの分野の科目内容を充

実させなければならない。 

 

＊英語学研究 

英文学科では近年、英語学で卒業論文を書く学生は増加傾向にあり、英語学への

学生の関心は高まっていると言える。英語学に対する学生の関心をさらに高める

ためには、現実社会の中で、あるいは日常生活の中で言語がどのような役割を果

たしているかに注目する視点が有効である。したがって英語学研究のなかでも社

会言語学、あるいは語用論などの分野の研究が今後ますます必要となる。 

こうして英語学研究をさらに充実させることにより、身近な問題意識から出発し

て、言語を用いて、あるいは言語によって生きる自身のあり方を見直す契機を提

供し、ひいては主体的に英語学に取り組む姿勢を学生に身につけさせる必要があ

る。 

 

課題③ 「女性」をテーマとする科目群のさらなる充実 

目的：学科の独自性を打ち出し、女性の生き方について理解を深めさせる。 

 

女子大学、あるいは英文学科そのものが全国的に減少傾向にあるなかで、女子大

学の英文学科という特性を生かしてカリキュラムを編成することにより、その独

自性を社会にアピールする必要がある。そうすることにより、近隣大学の英文学
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科との差異化を図ることは極めて重要である。 

そのために、英文学科のカリキュラムにおいてこれからの核としてより充実させ

ていくものが、「女性」をテーマとする科目群である。これは現行のカリキュラム

において導入されたもので、イギリス文学・文化、アメリカ文学・文化、英語学

という従来の英文学科の三分野を横断して、女性の生き方を主体的に学ぶこれま

でにない意欲的な試みである。またこの科目群は、副専攻コース「英語で学ぶ女

性表象」として文学部の学生に開放されている科目群でもあり、実際に他学科の

学生が履修している。こうしたことから、これまでの英文学科の専門領域を統合

し、学生自身の生き方を深く考えさせる科目として、「女性表象」は英文学科のカ

リキュラムにおいて重要な位置を占める。 

今後、この科目群をさらに魅力あるものにし、実践女子大学の英文学科の特色と

して打ち出していくためには、それぞれの領域において新たなアプローチの研究

を加え、さらなる充実を図る必要がある。 

 

 

II-2  2018 年度カリキュラムの特徴 

2018 年度カリキュラムは、基本的には 2013 年度カリキュラムを継承しつつ前項で挙

げた補強すべき 3 点を実現し、英文学科の教育のさらなる充実を目指して、以下の 4

点を意図したものである。 

 

1．英語力の強化 

前項で挙げた課題①に対応して、発信型英語力の強化を中心に英語の 4 技能

をバランスよく学ぶ。また、留学を希望する学生が多い現状を踏まえ、留学準

備をサポートする授業、留学時と似た環境で学べるよう専門科目の内容(例えば

アメリカあるいはイギリスの文学・文化など)を英語で学ぶ授業を開講する。 

 

(1) 発信型英語力の強化 

「Basic Speaking a, b」（1 年次必修） 

「Intermediate Speaking a, b」（2 年次選択） 

「Advanced Speaking a, b」（3 年次選択） 

「English Presentation a, b」（2 年次選択） 

「English Presentation c, d」（3 年次選択） 

(2) 「読む」、「書く」能力の強化 

「Academic English」（3 年次必修） 

(3) 留学準備をサポート 

「Introduction to TOEFL」（1 年次選択） 

(4) より高度な英語力養成 
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「English Studies」（3 年次選択） 

 

2．英語学関連科目の見直し 

社会言語学等を扱う授業を新規に開講し、しばらく開講していなかった分野

の科目を復活させ、英語学関連科目に多様性を持たせる。また、課題③に対応

して、旧カリキュラム「女性と言語学」を「女性と言語文化」に換え、「女性の

生き方」をより強く意識した内容とする。 

 

「ことばと社会」（1 年次選択）、 

「女性と言語文化」（2 年次選択）、 

「言語習得論」（3 年次選択）、 

「英文法論」（3 年次選択） 

 

3．3、4 年次配当選択必修演習科目の充実 

課題②に対応して、以下の(1)および(2)で記すように、従来のカリキュラムと

は異なる内容の示し方を採用し、学生の主体的に学ぶ姿勢を育む。また、2013

年度カリキュラムでは 3、4 年次配当科目とも同科目名だった演習科目を、配当

年次ごとに異なる科目名とし、年次ごとの科目の内容の差異を明確化した。 

 

(1) 3 年次選択必修科目 

「文学・文化演習」では「中世」「近代」「現代」といった時代区分を削除し

た。また、「特殊演習」は扱う地域あるいは領域を横断する内容とする。い

ずれも扱う内容に柔軟性を持たせることを目的とする。 

 

「イギリス文学・文化演習 a-h」 

「アメリカ文学・文化演習 a-h」 

「特殊演習 a-d」 

 

 (2) 4 年次選択必修科目 

専門領域に関する原典を読むことで専門知識を涵養すると共に、最終学年ま

で継続的に語学力を強化することを目的とする。 

 

「イギリス文学・文化講読演習 a-c」 

「アメリカ文学・文化講読演習 a-c」 

「英語学講読演習 a, b」 
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4．事前事後学習として e-learning を導入 

PC やスマートフォンの端末から各自の進度に合わせて主体的に学習しやす

い環境を用意して、学生に確実かつ積極的に事前事後学習に取り組ませること

により、語学力の向上を図る。 

 

「Basic Grammar a, b」（1 年次必修） 

「Introduction to TOEFL」（1 年次選択） 

 

 

2013 年度カリキュラムを引き継いで 2018 年度 4 月より導入する新カリキュラムにより、

以上 4 点の効果が期待できる。 

今回導入する新カリキュラムも「英文学科の教育の方向性」にまとめられた過去約 20

年にわたる改革の延長線上にあることは言うまでもない。英文学科では今後も、カリキュ

ラムを補強、発展させ、授業内容の充実を図ることにより、社会に貢献できる人材の育成

に取り組んでいく。 

 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

別表 2018（平成 30）年度 英文学科新カリキュラム 

 

  必修 選択必修 選択 

1 年 Basic Grammar a 

Basic Grammar b 

Basic Reading a 

Basic Reading b 

Basic Speaking a 

Basic Speaking b 

英文入門セミナー 

 イギリスの文化と社会 

アメリカの文化と社会 

ことばと社会 

多読演習 

特別講義 

Introduction to TOEFL 
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2 年 Paragraph Writing a  

Paragraph Writing b 

Intensive Reading a 

Intensive Reading b 

イギリス文学史 a 

イギリス文学史 b 

アメリカ文学史 a 

アメリカ文学史 b 

英語学概論 a 

英語学概論 b 

 Intermediate Speaking a 

Intermediate Speaking b 

English Presentation a 

English Presentation b  

時事英語演習 

翻訳演習 

女性と英語圏文学 a 

女性と英語圏文学 b  

女性と言語文化 

英語圏の演劇 

英語圏の詩 

英語音声学 

イギリス文学・文化講義 a 

イギリス文学・文化講義 b 

アメリカ文学・文化講義 a 

アメリカ文学・文化講義 b 

3 年 Academic English 

プレセミナー 

イギリス文学・文化演習

a-h 

アメリカ文学・文化演習

a-h 

英語学演習 a-d 

特殊演習 a-d 

Advanced Speaking a 

Advanced Speaking b 

English Presentation c 

English Presentation d 

English Studies 

イギリス文学・文化講義 c 

イギリス文学・文化講義 d 

アメリカ文学・文化講義 c 

アメリカ文学・文化講義 d 

言語習得論 

英語史 

英文法論 

西洋古典 a 

西洋古典 b 

4 年 卒論セミナーa 

卒論セミナーb 

卒業論文 

イギリス文学・文化講読演

習 a-c 

アメリカ文学・文化講読演

習 a-c 

英語学講読演習 a, b 

 

 


