
１ 英文学科の目標

☞日本の心、歴史、伝統文化にも精通し、英語で説明できる能力を持ち、グローバルな場で意見を交換できる人材を育てます！
☞英語科教員免許も取得できるようにカリキュラムが編成されています！

・English Grammar
（英文法）

・Reading Literature
in English
（英語文学講読）

・English Phonetics
（英語音声学）

・Basic Reading &
Writing

・Advanced Reading &
Writing

・Listening &
Speaking

・TOEIC Workshop
（TOEICセミナー）

・TOEFL Workshop
（TOEＦＬセミナー）

・Media English
（メディア英語）

・Speech ・Discussion &
Debate

・Presentation

・English through
Drama（演劇実践演習）

・Current Issues in
ESW（英語圏事情）

・English Dojo
（英語道場）

・Business English
（ビジネス英語）

・Hospitality English
（ホスピタリティ英語）

・Global Career
Studies
（グローバルキャリア研究）

・Translation
（翻訳技法）

・Interpretation
（通訳技法）

☞３年次以降は専門分野を決めて学びます。(英語圏文学・世界文学・世界英語・英語学・言語学・英語教育・英語圏文化)

・World Literature
（世界文学）

・Transnational
Literature
（トランスナショナル文学）

・Minority Literature
（マイノリティ文学）

・Literature in English
Translation
（英語翻訳文学）

・Japanese Literature
in Translation（翻訳日本文
学）

・Classic Literature
（西洋古典文学）

・Asian Literature in
English（アジア英語文学）

・African and
Caribbean Literature
（アフリカ・カリブ英語文学）

・Comparative Culture
（比較文化概論）

・Gender and
Sexuality（ジェンダー・セ
クシュアリティー）

・Japonism
（ジャポニズム）

・Cultural Studies
（文化研究）

・World Englishes
（世界英語）

・Intercultural
Communication
（異文化間コミュニケーショ
ン）

・Introducing Mt.
Fuji（富士山学入門）

・Introducing Japan
（日本紹介）

・Introduction to
English Linguistics（英語
学概論）

・Communication
Studies
（コミュニケーション概論）

・Language and
Culture（言語と文化）

・Topics in Linguistics
（言語学特論）

・Applied Linguistics
（応用言語学）

・Pragmatics（語用論）
・First Language
Acquisition
（第一言語獲得論）

・Second Language
Acquisition
（第二言語習得論）

・Psycholinguistics
（心理言語学）

・Sociolinguistics
（社会言語学）

・Corpus Linguistics
（コーパス言語学）

・Issues in TESOL
（英語教育学）

・TEFL（英語科教育法）
・Elementary School
English Education
（小学校英語教育）

・TEFL in Practice
（英語教育実践演習）

・Introduction to SLA
and ELT（英語教育，第二言語
習得入門）

・History of British
Literature（英文学史）

・History of
American Literature
（米文学史）

・Introduction to
British and American
Theater（英米演劇入門）

・British Novels
（イギリス小説）

・British Theater
（イギリス演劇）

・American Novels
（アメリカ小説）

・American Theater
（アメリカ演劇）

・Poetry in English
（英米詩）

・Children’s Literature
（英語圏児童文学）

・British Culture and
History
（イギリス文化と歴史）

・American Culture
and History
（アメリカ文化と歴史）

・Popular Culture
（英米ポップカルチャー）

・British and American
Films（英米の映画）

英　文　学　科　の　紹　介

☞１、２年次には主として、総合的な英語運用能力の向上を目指します。高度な英語力を育成する科目も充実しています。

British and
American Literature

and Culture
（英米文学・英米文化）

English Linguistics
and Education

（英語学・言語学・英語教
育）

English Skills

World Englishes
（世界文学・世界英語）

Advanced English
Skills （英語発展科目）

☞グローバル言語となった英語の高度な運用能力を身につけます！
☞英語圏の文学・言語・文化についての理解を深めます！

２ カリキュラムの特徴



☞グローバル人材を養成する「グローバル・キャリア・プログラム」指定の科目を一部紹介します。

・Global Career Studies
（グローバルキャリア研究）

・Business English
（ビジネス英語）

・Intercultural
Communication
（異文化間コミュニケーショ
ン）

・Introducing Mt. Fuji
（富士山学入門）

・Introducing Japan
（日本紹介）

・Japonism（ジャポニズム）
・Hospitality English
（ホスピタリティ英語）

　・グローバル・キャリア・プログラム指定の科目の多くは、英語で行われます。

◇中学校・高等学校教諭第１種免許状（英語）、副免として小学校教諭第一種免許状、中学校教諭一種免許状（国語・社会）

◇図書館司書、学校図書館司書教諭、博物館学芸員、社会教育主事

◇グローバル・キャリア・プログラム修了証、日本語教員養成課程修了証、ジェンダー研究プログラム修了証

●１年間のプログラム

　米国（セント・ノーバート大学、ラトガーズ大学）、英国（オックスフォード・ブルックス大学）、オーストラリア（タスマニア大学）、

　中国（湖南師範大学、上海外国語大学）、韓国（韓国外国語大学校）、スペイン（サラマンカ大学）、

　フランス（トゥールーズ大学ジャン・ジョレス校）と交換留学を実施しています。

●半年間のプログラム

　米国ウィスコンシン州のセント・ノーバート大学で半年の語学研修および留学のプログラムがあります。

●１か月のプログラム

　毎年、夏季・春季の２回、カナダのリジャイナ大学、中国の陝西師範大学、スペインのサラマンカ大学、韓国の延世大学校、

　フィリピンのフィリピン中央大学、台湾の国立高雄大学で４週間の語学研修を実施しています。

●２週間のプログラム

　の文化を学びます。これまでのところ、ホームスティが中心です。研修先は毎年変わります。

●留学支援

●チューター制度

　都留文科大学で学んでいる留学生の生活や授業を学生がサポートする制度です。

　なお、チューターを終えると、「国際交流演習」、「国際交流実習」の単位として認定されます。

５ 就職先・進学先

　国際交流・語学研修室では、留学オリエンテーションや、TOEFL模擬試験（ITP)およびTOEFL集中講座を実施しています。

　毎年、英文学科の専門科目として、「英語圏事情研修」が開講されています。英国、米国、マレーシアなどの英語圏の国を訪れてその国

３ 取得できる免許・資格

４ 海外留学・海外研修・国際交流の充実
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