
大学生活を
のぞいてみませんか？

英語グローバル学科では、英語の実践的運用能力だけでなく、

その背景となっている英語文化全般に興味を持っている受験生にも学びやすい環境が整っています。

当日は学科の説明や、在学生による留学体験などを聞くことができます。

日程および内容は変更になる可能性があります。 詳しくはホームページをご確認ください。

全日程

OPEN
CAMPUS 2023

6/25（日）  7/8（土）・9（日）8/10（木）・11（金・祝）9/24（日） 3/23（土）
12：30～16：30

Achieve your dream s

with u s ! 

2023年 2024年

〒663-8558  兵庫県西宮市池開町6-46
阪神電車「鳴尾・武庫川女子大前駅」から、国道43号線に沿って東へ徒歩約7分

＜入試に関するお問い合わせ・資料請求＞　入試センター：TEL 0798-45-3500

●大学ホームページ
●学科ホームページ
●アメリカ分校留学案内ホームページ

https://www.mukogawa-u.ac.jp/
https://global.mukogawa-u.ac.jp/
https://global.mukogawa-u.ac.jp/study-abroad/

浜甲子園キャンパス
（中学・高校）

浜甲子園キャンパス
薬学部

文学部
英語グローバル学科

中央キャンパス

鳴尾・武庫川女子大前駅

＜学科ホームページ＞ ＜学科 Instagram＞
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グローバルな英語教育と人材育成の実践
Constructing academic initiatives across borders

　2024年春、英語グローバル学科は、「英語文化専攻」「グローバル・コミュニケーション専攻」

の2専攻制になります。従来の「高度な英語教育プログラム」と「アメリカ分校との日米連携

教育」を生かしながら、各専攻で特色ある教育を提供し、それぞれの分野における英語のプ

ロフェッショナルを育成します。

　まず、英語文化専攻では、1年次の基礎教育と2年次のアメリカ留学、そして上級者向けに

は英語上級者認定プログラム（通称 ACE）を準備して、徹底した英語運用能力の強化を図り

ます。また、4年間を通して「英語文学」「英語学」「英語教育学」といった伝統的な学問分野を

幅広く学ぶことで異文化理解力を涵養し、英語に関する多角的な知識と柔軟な思考を養います。

　また、グローバル・コミュニケーション専攻では、1年次の基礎教育やアメリカ留学を通して、

国際社会で必要な英語力や多文化共生・多様性の感覚を身に付けます。そして2年次からは、

グローバルスタディズやビジネスコミュニケーションに関する科目を学び、グローバルな問題

を発見し解決する探求力、そしてそれらを英語で伝える発信力や交渉力を習得します。

　2024年度に入学されるみなさんは、新カリキュラムの第一期生になります。それぞれの専攻

が提供する多様な学びを通して、英語とともに複眼的思考や探求力も養い、国際社会に貢献

できる人材になってください。みなさんの夢の実現に向けて、教員一同、全力で支援します。

Message
学科長からのメッセージ

“ 新しい英語グローバル学科は、
　国際社会に貢献する人材を養成します。”

Contents
学科長からのメッセージ

入学から卒業までの流れ
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英語グローバル学科
武庫川女子大学

学科長 佐々木 顕彦

武庫川女子大学の魅力をより知っていただくため、この冊子とともに
武庫川女子大学の総合案内「キャンパスガイド2024」も併せてお読みください。
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1年次 ＞＞＞＞ 2年次 ＞＞＞＞ 3年次 ＞＞＞＞ 4年次 ＞＞＞＞

1年次 ＞＞＞＞ 2年次 ＞＞＞＞ 3年次 ＞＞＞＞ 4年次 ＞＞＞＞

英 語 グ ロ ー バ ル 学 科
入学から卒業までの流れ

・4年間を通して高度な英語教育とグローバルに活躍できる女性の育成を実践
・全員がアメリカ分校に留学。キャンパス（スポケーン市）は武庫川学院所有なので安心
・各専攻独自の「英語上級者認定プログラム（ACE）」「グローバル特殊講義」で学びを発展

英語文化専攻 国際共通語としての英語を通して世界を多様な観点で学び、英語のスペシャリスト　  を育成。

前期 後期前期 後期前期 後期 前期 後期

基礎教育科目・専門教育科目

TOEIC®900点を目指す

代表的な科目群：英語科目、異文化理解、英語文学、英語学、英語教育学など

卒業研究（専門ゼミ）

ACE    （Advanced Course in English）英語上級者認定プログラム

アメリカ分校

留　 学
レギュラー・
プログラム

エクステション・
プログラム
（希望者対象）

エクステション・
プログラム
（希望者対象）

●国内外の企業
●英語教員
●公務員
●翻訳・通訳者
●大学院進学

【取得できる免許・資格】
●中学校・高等学校教諭一種
（英語）、
　学校図書館司書教諭※、
　図書館司書※、
　博物館学芸員※

【取得できる資格】
●図書館司書、
　博物館学芸員

【学科の学びが活かせる資格】
●TOEIC®、TOEFL®、英検®
など

【学科の学びが活かせる資格】
●TOEIC®、TOEFL®、英検®
など

卒業後

詳しくはP.5～6

グローバル・コミュニケーション専攻 グローバルスタディズとビジネスコミュニケーション　  の2つの学びから、国と国、文化と文化、人と人を結ぶ人材を育成。

前期 後期前期 後期前期 後期 前期 後期

基礎教育科目・専門教育科目 代表的な科目群：英語科目、多文化共生等コア科目、グローバルスタディズ、　　 ビジネスコミュニケーションなど

卒業研究（専門ゼミ）

グローバル特殊講義（学際的にグローバル市民の素養を磨く）

アメリカ分校

留　 学
レギュラー・
プログラム

2年次後期
演　習

●グローバル企業
●外資系企業
●国際機関・NGO／NPO
●団体職員
●大学院進学

卒業後

詳しくはP.7～8

※構想中のため、内容を変更する可能性があります。
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※履修上の注意事項はP.6に記載



1年次 ＞＞＞＞ 2年次 ＞＞＞＞ 3年次 ＞＞＞＞ 4年次 ＞＞＞＞

Advanced Course in English
上田 百花さん
（兵庫県立 豊岡高校 出身）

英語文化学科★ 4年

私は、ゼミで早期英語教育について本やディスカッションを通し
て考えを深め、グループで模擬授業を行いながら実践的な指導
技術を学びました。また、卒業論文では日本と韓国の小学校の
英語教科書の比較をテーマにし、教科書の分析や教師へのイン
タビューを通して、小学校英語教育※に関する知識や考えをさら
に深めることができました。卒業後は小学校教員として勤務す
るので、ゼミで学んだことを生かし、子どもたちに英語が楽しい
と思ってもらえるような授業作りを頑張っていきたいです。

英語文化専攻 定員
100名

Voice

Kevin Bartlett
准教授

英語グローバル学科

英語上級者認定プログラム（ACE）では、高いレベルの英語を
学ぶだけでなく、様々な教科科目で英語を生かして、構造的
に考え、問題解決力をつけ、ディベートや、独自のアイデアを提
示する機会を提供します。これらのスキルはすべて、異文化間
および国際的な環境でのキャリアを追求したい学生にとって
有益です。皆さんが、グローバルな舞台で活動できるようサ
ポートします。

Voice

■高度な英語力を有する英語のスペシャリストを育成
　英語上級者認定プログラムは英語を使う様々な分野で活躍できる人材を育てるために設けられた、英語文化専攻だけの特別プログラム
です。英語の名称はAdvanced Course in Englishで、略称はACE（エース）です。入学時にTOEIC®スコア600点もしくは英検2級以上
程度の英語力を持った学生が対象で、原則英語による少人数制の授業が行われます。3年次からはTOEIC®900点以上を目指すクラスな
どもあり、英語力向上に打ち込める環境で学ぶことができます。
　応募資格と選抜方法：本学科合格者で、英語に対する高い学習意欲があれば、応募することができます。入学時の選抜は大学実施の
英語試験（TOEIC®L&R-IP）のスコアによって行われ、定員は15名程度です。2年次後期、3年次前期からの参加も可能です。

※小学校教職課程科目の聴講も可能（履修制限有）

英語上級者認定プログラム（通称ACE）

英語文化専攻 ４年間の履修イメージ

前期 後期前期 後期前期 後期 前期 後期

留学に向けて
4技能をきたえる科目

英語上級者認定プログラム
（Advanced Course in English：ACE）

基
礎
教
育

専
門
教
育

共
通
教
育

異文化理解を支える
3つの専門領域

英語文学・英語学・英語教育学の
入門科目

異文化理解科目群
・異文化コミュニケーション論
・英語の文化的背景 など

英語学科目群
・英語の構造
・英語の歴史 など

英語文学科目群
・英語クラシック文       学を読む
・英語圏児童文学　 　  など

英語教育学科目群
・早期英語教育
・ICTと英語学習 など

全学共通
教育科目

卒業研究（専門ゼミ）

留学で養った「発信力」を中心に実用的な英語力を育成するスキル系科目
・Reading and Writing　・Presentation and Discussion など

「英語を使う」ことを目的とした専門教育科目
・メディア英語　・Intercultural Issues など

卒業時にTOEIC®900点　 以上を目指す意欲的な学生のための認定コース

アメリカ分校

MUSC
留　 学

【人物像】
英語のスペシャリストとして
主体的に国際社会に貢献できる
人材。
広く深い教養を通して多様な
社会的要請に対応できる複眼的
で柔軟な思考ができる人材。
【進路】
●幅広い国内外の企業（航空、
旅行・観光、教育産業、銀行・
保険、メーカーなど）

●英語教員
●公務員
●翻訳家、通訳者
●大学院進学（将来的に研究者、
大学教員を目指すキャリア）

【学科の学びが活かせる資格】
●TOEIC®、TOEFL®、英検®
　など

【取得できる免許・資格】
●中学校・高等学校教諭一種　
　（英語）、
　学校図書館司書教諭※1、
　図書館司書※2、博物館学芸員※3

※1：中学校・高等学校のいずれかの
教員免許状を取得することが前
提です。

※2：教職課程を履修する場合、時間
割の都合上、図書館司書を4年
間で同時に取得できない場合
があります。

※3：教職課程を履修する場合、時間
割の都合上、博物館学芸員を4
年間で同時に取得できない場
合があります。

卒業後
修了生の人物像・進路

留学に向けて
異なる文化への理解を高める科目

異なる文化への
理解を深める科目

異文化経験を通して
適応力を養う科目

※構想中のため、内容を変更する可能性があります。

詳細はWEBへ　https://kyotsu.mukogawa-u.ac.jp/

実践的な
英語力と異文化
コミュニケーション力

を育成
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※学年は2022年度 時点

★2023年4月、英語グローバル学科に名称変更



1年次 ＞＞＞＞ 2年次 ＞＞＞＞ 3年次 ＞＞＞＞ 4年次 ＞＞＞＞

北　朱莉さん
（兵庫県立 舞子高校 出身）

英語文化学科★ 4年

私が所属する英語スピーチゼミでは日頃から学生同士で議論
を重ね、スピーチコンテストに向けて練習を繰り返します。元々
人前に立つことに抵抗があった自分を変えるため、3年次よりこ
のゼミに所属しました。自分の言葉や表情で、聴衆に気持ちを
届けることはとても苦労しましたが、日々の仲間との練習の成果
のおかげで複数の英語スピーチ全国大会の舞台に立つことが
できました。本学科での学びを通して、人前に立つことへの恐怖
心がなくなり、自信を持って自分の意見を発表するマインドを得
ることができました。

グローバル・コミュニケーション専攻の特徴

定員
100名

Voice

細野 健二 教授

英語グローバル学科

授業では、英語によるビジネスコミュニケーションや、国際ビジ
ネス、国際協力等を教えています。ゼミでは、国際ビジネスや国
際協力、こうした舞台で活躍するグローバル人材等、「英語を
生かす様々な舞台」をテーマとしています。専門は国際開発
で、国際機関等における実務経験も生かして、経済開発、国際
金融、国際協力等を研究しています。私の国際開発の研究では、
経済学・開発学等による学際的な分析や、開発の歴史的・社会
的背景等も重要です。そこで、学際的な地域研究のアプローチ
からも取り組んでいます。こうした研究を、ビジネスや国際協力
等の実務経験とともに、教育に生かしています。

Voice

■グローバル特殊講義
所定の要件を満たした少人数の学生を対象に開講される専攻独自の特別講義です。
多様な分野から構成される教員の幅広い専門性を生かし、より総合的・高度な学びを
提供します。グローバルスタディズとビジネスコミュニケーションを中心とした学際的
な学びで、国際舞台で活躍する素養を幅広く身に付けます。

■2年次後期演習
本専攻では、通常3年次から始まるゼミを「2年次後期」という早い段階から開講し、研究・就職活動、どちらにも全力投球したい皆さんを
応援します。文献の読み方、論文の書き方、研究倫理などを2年次後期からより時間をかけて少人数で学ぶことにより、卒業研究を一層
充実させ、質の高い卒業論文の完成を目指します。

グローバル・コミュニケーション専攻

グローバル・コミュニケーション専攻 ４年間の履修イメージ

前期 後期前期 後期前期 後期 前期 後期

英語の基礎力を
培う科目等

基
礎
教
育

グローバルスタディズ、
ビジネスコミュニケーション

分野の概論科目、
キャリア分野の科目等

グローバルスタディズ、
ビジネスコミュニケーション

分野の概論科目、
キャリア分野の科目等

グローバルスタディズ科目群
・国際関係論　・国際協力論　・NGO／市民社会論　・言語政策論　・地域研究等の分野

ビジネスコミュニケーション科目群
・国際ビジネスコミュニケーション　・グローバルマネジメント論
・実務翻訳　・ビジネス通訳　・ビジネススピーチ研究等の分野

全学共通
教育科目

詳細はWEBへ　https://kyotsu.mukogawa-u.ac.jp/

卒業研究（専門ゼミ）２年次後期演習

［ Advanced Global English Courses ］ グローバル・コミュニケーターに求められる実践的な英語科目群
パワー・ライティング、パワー・プレゼンテーション、パワー・ネゴシエーション

学際的にグローバル市民の素養を磨く特別科目群
（所定の要件を満たした学生を対象に開講）

グローバル特殊講義
（特別開講科目群）

多文化社会での
コミュニケーション

能力と
発展的な
英語力を育成

【人物像】
課題発見力、分析・研究力、発信
力を備え、グローバル市民とし
て社会に積極的に貢献できる
人材。
実践的な英語力を基礎とし、多
様な価値観を認めつつ、あらゆ
る場面で的確な主張・説得がで
きる人材。

【進路】
●グローバル化に取り組む企業
●公務員、公共団体・協会職員
●NPO・NGO職員、ボランティ
ア団体職員

●ビジネス通訳者、実務翻訳者、
教育関係者

●専門職としての広報担当者
（パブリック・コミュニケーター）
●大学院進学（将来的に国際公
務員、研究者、大学教員を目指
すキャリア）

【取得できる資格】
●図書館司書、博物館学芸員

【学科の学びが活かせる資格】
●TOEIC®、TOEFL®、英検®

　など

卒業後

［ Global Communication Essentials ］
「違いを認め合うコミュニケーション」を学ぶコア科目群

多文化共生やダイバシティ分野の科目等

共
通
教
育

アメリカ分校

MUSC
留　 学

※構想中のため、内容を変更する可能性があります。

専
門
教
育

★2023年4月、英語グローバル学科に名称変更

修了生の人物像・進路
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　アメリカ分校留学は、全員参加必須の留学プログラムです。英語文化専攻の学生は2年次前期に、
グローバル・コミュニケーション専攻の学生は1年次後期に約4か月間滞在し、アメリカ文化と社会を学
びながら英語力向上を図ります（レギュラー・プログラム）。また、希望によりさらに約4か月間、アメリカ
分校で学ぶことができます（エクステンション・プログラム）。
　留学中は、地元の大学で学ぶアメリカ人女子学生がレジデントアシスタント（RA）として寝食を共にし、
学生の生活をサポートしてくれます。学生は彼女たちが通う大学を訪ねたり、現地の学生たちと様々な
交流を持ったりします。さらに隣接する提携校のスポケーン・フォールズ・コミュニティ・カレッジ
（SFCC）では、健康維持のための体育科目が開講され、体育館やフィットネスセンターなどの施設も
アメリカ分校の学生に開放されています。

ワシントン州スポケーン市
（アメリカ分校所在地）

アメリカ合衆国

グランドキャニオン

サンタフェ
ロサンゼルス

ボストン

ニューヨーク

シアトル

ワシントンD.C.

訪問先
主要都市
エクステンション・プログラム訪問先

アメリカ、ワシントン州第2の都市スポケーン市に、
本学のアメリカ分校・Mukogawa U.S. Campus（MUSC）があります。
1990年の開校以来、約13，000人の学生が学んできました。
甲子園球場の約12倍の広さを誇り、国から文化財として認定されている
歴史的価値の高いこのアメリカ分校で、
本学科の学生は約4か月間、生きた英語を学びます。
※留学についての詳細は、「キャンパスガイド2024」34ページをご覧ください。

感動のアメリカ留学
その先にある新しい自分

櫛田 明理さん
（私立 大阪薫英女学院高校 出身）

英語文化学科★ 3年

アメリカ分校留学を通して数えきれないほど多くのことを学び
ました。その中でも一番大切だと感じたことは、「一期一会」で
す。約4ヶ月間の留学を通してたくさんの出会いがありました。
一つ一つの出会いが私にとってかけがえのないものであり、
時には自分自身を成長させてくれるものです。留学中に辛い時期
はありましたが、先生そして仲間と支え合ってきたからこそ乗り
越えることができました。出会いというものは、その人の人生に
何か影響を与えるもので、人と人が出会うことには必ず理由が
あり、人生が変わる瞬間です。皆様にも積極的に物事に挑戦し、
たくさんの経験をしていただきたいです！

Voice

英語文化学科★ 4年

4か月のアメリカ生活は学生生活の中で一番濃く、思い出
深い期間でした。以前参加したオンライン留学※ で習得し
たことを生かし、さらにレベルアップした授業の中で、英語
力や積極性、プレゼン力を身に付けることができました。
毎日を共にする仲間は向上心が強く、モチベーションを上
げてくれました。また、オンライン留学では経験できな
かった文化の違いを肌で感じ、本場の英語に触れることは
新鮮で毎日が楽しく、日々を過ごす中で将来に対する視
野も広がりました。この留学で学びや達成感、絆を得るこ
とができました。

Voice

藤原 亜衣さん
（大阪府立 登美丘高校 出身）

※2022年度はコロナ禍によりレギュラープログラム（2～5月）はオンラインで実施、
　エクステンションプログラム（9～12月）は現地にて実施

※2024年度以降の訪問先は別途構想中

私たちが「英語力」と言うとき、単に英語を話す力だけを指しているのではありません。
英語の文化的背景についての深い理解が伴っていなければ、本当の意味での英語力とは
言えないと考えています。アメリカ分校留学では、本物の英語力を養います。

■国際人として羽ばたくために

アメリカ文化を学ぶ授業は教室の中だけにとどまりません。
米国の有名都市を実際に訪ねます。

■アメリカン・スタディーズの
　一環としての研修旅行

少人数制の
授業

レベルに
応じた指導

留学をより充実
させる諸活動

生活に密着した
英語の習得

キャンパスライフを楽しむ
■24時間体制のセキュリティに守られた
　安全な環境
■経験豊かなアドバイザーのサポート
■美しく広大なキャンパスでRAと共に生活
■音楽やスポーツなどの楽しい課外活動
■地域の人々や学校との交流

地元大学との交流
■Gonzaga University

■Whitworth University

■Eastern Washington University

■Spokane Falls Community
　College

Mukogawa U.S. Campus

アメリカ分校留学 全員
参加

学科Insta
gramで

留学の様子
を

Check！▶

９ １０

レギュラー・
プログラム

■留学前
■留学後

＜アメリカ分校留学前後の英語力向上の比較＞

最大510点
アップ

2022年度参加学生 現地活動費
および生活費

US$6，152 US$6，094※

レギュラー・
プログラム

エクステンション・
プログラム

留学費用

Aさん Bさん Cさん
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アメリカ分校の留学には、学費の他に
次の費用が必要です。（概算：2023年度 予定額）

● 上記費用とは別に、渡航費（往復航空運賃、旅行保険等）および現地
　旅行費等が必要となります。

※エクステンション・プログラムについては、上記金額に対して、10万円
　相当の学院補助が支給されます。

（TOEIC®スコア）

・TOEIC®（Test of English fo r 
International Communication）
は、英語によるコミュニケーション
能力を評価する世界共通のテスト。

★2023年4月、英語グローバル学科に名称変更



もっとアメリカ分校で学びたいという学生の声に応える特別なプログラム

●対　　 象：大学2年生（希望者）
●期　　 間：＜英語文化専攻 2年次 9月初旬～12月下旬＞、＜グローバル・コミュニケーション専攻 2年次 2月初旬～5月下旬＞
●学び（例）：Reading, Writing, Speaking, 専攻分野の学び など

交換留学協定を締結している大学が11校あります
（2023年1月現在）。通常通り学費を本学に納入していた
だくことで、1年間、海外の大学で学ぶことができ、休学
をせずに4年で卒業することが可能です。 また、充実し
た奨学金制度も用意されています。

エクステンション・プログラム

さらなる留
学M

uk
ogawa Women's University

M
ukogawa Women's University

交換留学協定 締結校

※交換留学についての詳細は、「キャンパスガイド2024」36ページをご覧ください。
※各協定大学の募集情報は予告なく変更される場合があります。
　最新情報は国際センターのホームページで確認してください。

アメリカ

カナダ

オーストラリア

イギリス
中国
台湾

韓国

ベトナム

セント・マーチンズ大学
イースタン・ワシントン大学
マウント・ロイヤル大学
マードック大学
クイーンズランド工科大学
セントラル・ランカシャー大学
山東大学（威海）
銘傳大学
梨花女子大学
韓南大学
ハノイ貿易大学

■ 交換留学（全学共通）

英語多読書コーナー Skype Room

LLライブラリ Writing Plaza

施設・活動紹介

中央図書館の5階には、英語書籍約
16,000冊が並ぶ多読コーナーがあり
ます。また約600タイトルの電子ブック
は、学外からでも利用できます。

豊富な洋画DVDのほかに、英語の資格
試験の参考書や問題集など、語学関連
の各種資料が揃っています。
オープン利用のコンピューターも25台
設置されています。

オンラインで海外の外国人講師とマン
ツーマンで会話をすることができます。
無料で何度でも利用可能です（予約制）。

外国人講師が英作文の
チェックをしてくれます。
より正確で自然な英語
表現を身に付けることが
できます。

私は高校時代に短期留学を経験しました。その際にスピーキングは大幅に向上しましたが、難しい内容になると授業
についていくのが厳しかったため、大学では長期留学を経験したいと強く思いました。またオーストラリアの長期留学
では、英語力はもちろんですが、コミュニケーションと自分の意見を表現することの大切さを学びました。更に、人に
合わせることで自分らしさが欠けていること＝相手がどう思うかを気にするのではなく自分らしくいることの大切さ
も学び、人間としての成長を実感できた貴重な経験になりました。

井戸田 りおさん（私立 武庫川女子大学附属高校 出身）　【オーストラリア・マードック大学 留学】
英語文化学科★ 4年

Voice

英語力の
さらなる強化

レギュラー・プログラムで
伸びた英語力に弾みをつけて、
プレゼンテーション力を
飛躍的に伸ばします。

アメリカ
南西部学習

レギュラー・プログラムで
体験した東部の文化に加え、
グランド・キャニオンやサンタ
フェを訪問し、アメリカ南西部の
文化と雄大な自然を学びます。

グローバルキャリア・
プロジェクト

ビジネスキャリアとアカデ
ミックキャリアから構成され、
ワシントン州スポケーン市に
ある企業での研修、近隣大学と
の交流など実践的・学術的な
活動が企画されています。

コミュニティとの
交流

近隣の大学訪問、日本文化
紹介のプレゼンテーション、
地域団体でのボランティア活
動など、アメリカの文化、社会
を実際に経験するフィールド
ワークが多く行われます。

■アメリカ分校留学エクステンション・プログラム
アメリカ分校留学レギュラー・プログラムを終えた後、希望する学生のためにさらに約4か月間のエクステンション・プログラムを用意しています。
レギュラー・プログラムで培った英語力を生かし、総合的な英語力、英語プレゼンテーション力、異文化活用力の高次での獲得を目指します。
また、充実した奨学金制度で参加者をサポートします。

さらなる留学

※学年は2022年度 時点

学びのサポート

【学生の受賞歴】  学外で行われる英語スピーチコンテストにおいて毎年受賞をしています。（一部抜粋、他多数）

2006年に結成された、英語グローバル学科を中心とした学生から構成されるボランティア団体です。
毎年、学生の関心に基づき活動が立ち上げられ、2022年度はSDGsと国際交流に関する活動を行いました。

学生やMECの活躍については学科ホームページに都度掲載しています
https://global.mukogawa-u.ac.jp/

■学生の受賞歴

■MEC（Mukogawa English Community）の活動紹介

１１ １２

■2022年12月 第16回森田杯・英文毎日杯
　（京都外国語大学外国語学部英米語学科主催） 3位

■2022年11月 第9回デネブ杯
　（広島工業大学国際交流センター主催） 優勝

■2022年5月 第40回春KESSA杯
　（関西ESS連盟主催） 準優勝

■2023年1月（コロワ甲子園）
　「今日から始めよう！武庫女生と学ぶ
　 SDGs～プラスチックごみのゆくえ～」

■2022年6月
　交流会でお互いの興味・関心を共有

■2023年2月（ららぽーと甲子園）
　「武庫女生と今日から学ぶSDGs
　 ～プラスチックごみのゆくえ～」

★2023年4月、英語グローバル学科に名称変更

※写真提供：京都外国語大学

※2024年度以降の訪問先は別途構想中
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VoiceVoice

Voice
津谷 彩梨沙さん
（兵庫県立 篠山鳳鳴高校 出身）

2022年度 英語文化学科★卒業
日本航空株式会社 勤務

私は本学科での経験を通じ、現地の英語でのコミュニケーション
に触れ、文化の違いについて学ぶことができました。また、私たち
の留学中の生活をサポートしてくれたRA（レジデントアシスタント）
とは、今でもあたたかい交流が続いています。これから客室乗
務員としてのキャリアを築いていくうえで、この4年間で身に付け
た英語力と経験を生かし、人とのかかわりを大切に、常にお客さま
目線での業務に取り組んでいきたいと考えています。

地方公務員は、地域の様々な人と関わり、地域をより良くしてい
く仕事です。私は本学科で、異なる文化や言語を持つ人々を理解
し、受け入れる姿勢や関わり方を学びました。異文化理解という
と異国や異言語が連想されがちですが、その根底にあるのは多
様性を認め尊重する考え方です。この学びを、地域の中で異な
る背景や意見を持つ人 と々のコミュニケーションに生かし、地域
の人々に信頼される公務員を目指します。

橋本 絢子さん
（奈良県立 平城高校
＜2022年閉校＞出身）

2022年度 英語文化学科★卒業
奈良県庁 勤務

英語グローバル学科の内定獲得者や卒業生を招いて、セミナーや講演会を開催しています（月1回程度）。 
就職活動の心得や面接対策など、すぐに役立つ実践的で具体的な情報やアドバイスを得ることができます。

■就職セミナーの開催

■グローバルキャリア・プロジェクト
アメリカ、ワシントン州スポケーン市にある企業での研修、近隣大学との交流など、実践的・学術的な活動を行っています。

■English Teaching Seminarの開催

エクステンション・プログラム参加者対象

中学校や高校に勤務している英語グローバル学科の卒業生を招いて、教職を目指している学生を対象にセミナーを開催しています（年1回程度）。
英語の指導方法や公立学校教員採用選考試験のための勉強方法などについて学ぶことができます。

本学科は抜群の就職率を誇っており、これまでに数多くの優秀な卒業生を送り出しています。金融、旅行、航空、ホテルなど人気のある
業界にも、高い就職実績を挙げています。実務経験のある教員も在籍しており、万全の体制でサポートします。

キャリアサポート・進学

澤田 遥美さん
（大阪府立 牧野高校 出身）

2020年度 英語文化学科★卒業
大阪府立
北かわち皐が丘高等学校 勤務

現在は、担任として生徒たちに刺激をもらいながら充実した生活
を送っています。どうしたら生徒たちに伝えたいことが届くだろ
うかと悩みながら、試行錯誤の毎日です。授業の中ではアメリカ
分校での経験や、児童英米文学のゼミで学んだ英語や異文化の
おもしろさを生徒たちに伝えられるよう、授業作りに励んでいま
す。授業後に生徒から留学の話を聞かれたり、「今日の授業一瞬
やった！」と言われる瞬間にやりがいを感じます。1人でも多くの
生徒が英語に興味を持てるようにこれからも努力していきます。

私は本学科で、多種多様な考え方や文化に触れてきました。英
語だけではなくドイツ語などの言語、物語や映画などの芸術作
品をツールとして、たくさんの人や文化の背景を知り、それらと
の関わり方を身に付けることができたと思います。映画館は、世
代問わず様々なお客さまや共に働く仲間と映画を通じて関わる
ことができる特別な場所です。これまで学んできたことを生か
し、常にお客さまに寄り添い、多くの人との繋がりを大切にして
いきたいと考えています。

田上 菜摘さん
（兵庫県立 東播磨高校 出身）

2022年度 英語文化学科★卒業
TOHOシネマズ株式会社 勤務

★2023年4月、英語グローバル学科に名称変更

英語グローバル学科には、文学研究科英語英米文学専攻（修士課程・博士後期課程）が設置されています。 
大学院では、高度な専門性を要する職業などに必要な学識を身に付けます。
ほかにも海外の大学院に進学する人もいます。

■ 大学院進学

卒業後さらに海外で学びたい人のために、本学の国際センターで留学の相談など、常時対応しています。■ 卒業後の留学

私は言語学の一つである語用論を扱うゼミで学び、「言語の形式的意味と話者の意図のギャップ」に関して興味を抱く
ようになりました。現在は大学院に進学し、「語用論と第二言語習得の関係」に焦点を当てて研究を行っております。
大学院で、英語をあらゆる観点から学び、研究し、将来生徒へ英語だけではなく言語の素晴らしさを伝えられるような
教師を目指しております。

管　楓花さん（私立 三田松聖高校 出身）

2021年度 英語文化学科★卒業
武庫川女子大学大学院 文学研究科 英語英米文学専攻 進学

▶ アカデミックキャリア ～進 学～

▶ ビジネスキャリア ～就 職～

※就職先名は、学生が内定届を大学に提出した時点のものです。

卒業生の主な就職先（過去3年間より抜粋・順不同）

■ 英語文化学科★

金融・保険

製　造

卸・小売

サービス・医療

運輸・旅行

情報通信・物流

公務・教育

アイフル、オリックス、三井住友銀行、池田泉州銀行、兵庫信用金庫、SMBC日興証券、野村證券、住友生命保険、日本生命保険、明治安田生命保険

住友電気工業、福助工業、京セラ、ローム、ポーラ、タマノイ酢

兵庫トヨタ自動車、兵庫日産自動車、大阪ダイハツ販売、ヤマダホールディングス、日立ハイテクノロジーズ、リコージャパン、伊藤ハム販売
ロイズ、近鉄百貨店、ルイ・ヴィトンジャパン

スターバックスコーヒージャパン、叙々苑、長谷工コミュニティ、東洋テック、パソナグループ、ベネッセスタイルケア、スギ薬局

全日本空輸、日本航空、ソラシドエア、阪急電鉄、近鉄エクスプレス、西日本鉄道、ホテルニューオータニ、ホテルニューアワジ
アパホテル、有馬グランドホテル

読売新聞社、USEN-NEXT HOLDINGS、キヤノンITソリューションズ、富士ソフト、エン・ジャパン、楽天、大塚商会

高等学校教員（大阪府、和歌山県）、中学校教員（兵庫県、大阪府、愛知県、徳島県、岡山市）、小学校教員（兵庫県、神戸市、大阪府、愛媛県、岡山市）
ECC、NOVAホールディングス、兵庫県警察、大阪国税局、大阪府庁、姫路市役所、武庫川学院

など



大学生活を
のぞいてみませんか？

英語グローバル学科では、英語の実践的運用能力だけでなく、

その背景となっている英語文化全般に興味を持っている受験生にも学びやすい環境が整っています。

当日は学科の説明や、在学生による留学体験などを聞くことができます。

日程および内容は変更になる可能性があります。 詳しくはホームページをご確認ください。

全日程

OPEN
CAMPUS 2023

6/25（日）  7/8（土）・9（日）8/10（木）・11（金・祝）9/24（日） 3/23（土）
12：30～16：30

Achieve your dream s

with u s ! 

2023年 2024年

〒663-8558  兵庫県西宮市池開町6-46
阪神電車「鳴尾・武庫川女子大前駅」から、国道43号線に沿って東へ徒歩約7分

＜入試に関するお問い合わせ・資料請求＞　入試センター：TEL 0798-45-3500

●大学ホームページ
●学科ホームページ
●アメリカ分校留学案内ホームページ

https://www.mukogawa-u.ac.jp/
https://global.mukogawa-u.ac.jp/
https://global.mukogawa-u.ac.jp/study-abroad/

浜甲子園キャンパス
（中学・高校）

浜甲子園キャンパス
薬学部

文学部
英語グローバル学科

中央キャンパス

鳴尾・武庫川女子大前駅

＜学科ホームページ＞ ＜学科 Instagram＞
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