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岩手大学 大学説明会 

岩手大学教育学部英語科説明会にようこそ！



「岩大の英語科ってどんなところだろう？」 

今日ここに来ているほとんどの人がそう思っていることでしょう。 

そこで、 現役の英語科の学生＋英語の得意な教育学部の学生にアンケートをとりこのパンフレットを 

つくりました。 

例えば、こんなことを聞いてみました！ 

①大学受験について 

・おすすめの英語の参考書は？ 

・英語はどうやって勉強すればいいの？ 

・勉強の調子が悪くなったらどうすればいいの？ 

・受験勉強で何か後悔したことがある？ 

②大学生活について 

・なんで英語科を選んだの？ 

・英語科に入ってよかったことある？ 

・どんなサークルにはいっているの？ 

っていうかサークルって部活とどう違うの？ 

・何かバイトしてるの？ 

などなど… 

そして、最後に 

英語科でしか手に入らない限定プレゼントを 

もれなくみなさんに差し上げます！ 

お楽しみに！ 

大学受験に関して



①受験勉強のときに役に立った参考書・単語集などを教えてください！ 

さて、合格した現役の岩大生は、どんな本を使っていたのでしょうか… 

（単語集） 

・ 『速読英単語 シリーズ』Z 会出版 

一番人気がありました。この本を聞いたことのあるみなさんも多いはず。 

・ 『システム英単語』駿台予備校 

・ 『Target シリーズ』旺文社 

・ 『単語王 2202』オー・メソッド出版 

・ 『ジーニアス シリーズ』大修館 

・ 『DUO 3.0』アイシービー 

この本は別売りの CD を用いてリピートすると効果的。大学合格後の英会話力や TOEIC・TOEFL 

にも役立ちます。 

高校 1・2 年生向き→基礎を固めるなら、 

・ 『英単語 フォーミュラ シリーズ』東進ブックス 

・ 『英単語 センター1500』東進ブックス 

（問題集・文法書） 

・ 『Next Stage（ネクステージ） 』桐原書店 

これも人気がありました。長文に出てくるイディオムを覚えて、長文をすらすら読めるようにするの 

がよい、と答えてくれた人もいました。 

・ 『Forest』桐原書店 

・ 『即戦ゼミ シリーズ』桐原書店 

・ 『Z 会の英作文の問題集』Z 会 

文法の超基礎・基本なら（本当に丁寧です）、 

・ 『安河内の英語をはじめからていねいに』東進ブックス 

他には、河合塾など大手塾講師の本、という声もありました。 

（その他） 

・ 『安河内の英語魂 偏差値 50 から東大・早稲田・慶応・上智に受かる英語力を身につける究極の勉 

強法』ダイヤモンド社 

英語の勉強方法を知りたいあなたにおすすめ。表紙がすごい… 

いずれの本も、あくまで合格した現役の岩大生が高校時代に使っていたものです。 

絶対にこれらの本を使いましょう、というわけではありません。 

一番大切なことは、自分に合った良書に出会うことです。 

そのため、参考書を購入する際はよく吟味してから選びましょう。 

くれぐれも「あれも、これも」と手を出しすぎないように気をつけましょう。 

②おすすめの英語の勉強法やコツを教えてください！ 

・連語は声に出して読んで覚える。



・面倒でもコツコツ毎日繰り返す。 

・声に出して読む、書く。 

・問題集、過去問を解く、解く、解く。 

・多くの長文、あるいは英語の本を読む。 

・重要文の暗記。 

・とにかく声に出す。 

・音読。 

・暇なとき英英辞典を眺めるのも語彙アップに効果的。 

・移動中に単語帳を見てたくさん覚える。 

・単語を覚えるときは単語だけでなく、その下にある例文を参考にするといい。 

・単語から自分の日常生活で使えそうな状況を妄想してみると楽しい。 

・発音と意味のわからない単語があったらすぐ調べる。 

・とにかく辞書を引いて、線を引いたり付箋を貼って繰り返し見れるようにする。 

・一日少しずつコツコツと。 

・毎日一つの長文で、それに出てきた単語を覚える。単語の意味の推測も大切。 

・それぞれ学校で出される課題を徹底的にやる。 

・速読のトレーニング…長文を苦手とする人が多いので英字新聞などを利用し、 長い文章にもなれる 

ことが大切。 

・分からない単語が出てくる度に辞書を手にとったり、単語帳で英単語を覚えるだけの勉強法はあま 

り意味がない。 

・毎日長文問題を最低一題は解いてください。読解力を身につけ、維持するためです。 

机に向かってガリガリと問題を解くような一般的な受験勉強が嫌！というあなたには… 

・NHK の英語番組を見る、聞く。 

・ラジオを聞く。 

・ラジオ英会話のリスニング 

平成 17 年度から導入されたセンター試験のリスニング対策にもいいと思います。 

もちろん、英語のスピーキングのスキルアップにもなります。 

大学の講義では、センター試験のような長文読解というよりは、英会話や英作文などで自分の意見を 

聞かれることが多くあります。そのためにも受験勉強をする一方で、スピーキングやライティングの 

力をつけることも必要です。 

ちなみに、大学入学後も英検や TOEIC、TOEFL などの試験を定期的に受けている学生もいます。 

勉強に終わりはありません。日々こつこつと！ 

勉強のポイントがわかりましたか？ 

これでみんなもエーペ（えーごペラペラ…by 新庄）になろう！ 

③勉強がうまくいかなかったときの乗り切り方を教えてください！ 

・寝る！



・思いっきり寝る！ 

・その日の勉強をあきらめて寝る。 

・十分に睡眠をとる。 

どういうわけか、「寝る」関係のことが多かったです…！？ 

・英語以外の教科を勉強する。 

・受験勉強以外の勉強をする。 

・趣味をする。 

・とりあえず一切の勉強をやめて、自分のやりたいことをやりましょう。3 年生の夏に、2 週間ほど 

全く勉強せず、寝てばかりいる期間がありました。 

・マンガ、音楽、友達と遊ぶなど、自分がやって楽しいことをする。 

・笑える TV 番組を見る。 

・夏休み中なら「熱闘甲子園」 （テレビ朝日系） 。野球に青春をかける同年代の高校生から何か刺激を 

受けるはず。 

・深呼吸。 

・食べる。 

・外出。 

・適度にからだを動かす。 

・買い物に行く。 

・友達と話す。 

・英語の音楽を聴く 

・自分の好きな海外の映画を見る（モチベーション UP!） 

・ 「ウォーターボーイズ」（映画版）を観る。 

・部屋の掃除。 

・カラオケ。 

・バッティングセンター。 

・ボウリング。 

・音楽鑑賞。 

これらはあくまでも息抜き。 

受験勉強は計画的に。 

④「受験勉強のときにこうしておけばよかった…」という失敗談を教えてください！ 

・もっと早めに受験勉強に取り組めばよかった。



（10 月くらいから始めて、気持ちが焦ってしまった） 

・もっと勉強すればよかった。 

やはり、この二つはかなり多かったです。 

・もっと考える習慣をつければよかった。 

・不得意な科目をもっとしっかり勉強するべきだった。 

・もっと早く単語の暗記を始めていればよかった。 

・二次の記述対策がセンター試験が終わってからだったので、もっと早くやっておけばよかった、と 

いうのがありました。 

・センター試験の過去問をやるときに、時間を計ってもっと厳格にやればよかった。 

・ 「点数」が目的化し、英文の分かる・分からないにあまり喜びを感じなかった。 

・授業をしっかり聞いておけばよかった。 

・もっと遊んでおけばよかった。 

→たまに、文化祭やスポーツ大会の合間をぬって勉強していた人がいましたが、全く Nonsense 

です、やるときはやって、遊ぶときはめいっぱい楽しんで下さい！ 

・学校の課題をこなせばよかった。 

失敗から学ぶ… 

みんなはくれぐれも同じ轍を踏まないように気をつけて下さい。 

先輩の失敗を生かしましょう。 

大学生活に関して



①なぜ、岩手大学教育学部英語科を選びましたか？ 

・英語教師の道を考えているから。 

・岩手で教師になりたかったから。 

・中学英語の免許取得のため。 

・英語が好きで将来英語の教師になりたいと思ったから。 

・担任の先生が、 岩大の教育学部の設備がいいと紹介してくれて、 オープンキャンパスで気に入った。 

・将来、英語を使う職業に就きたいと思ったから。 

・英語が話せるようになれたらいいなと思ったから。 

・中学校のときから英語が好きだから。 

・教授陣が魅力的だから。 

・中学校のときから英語に興味を持ち、深く学びたいと思ったし、教育に携わる親を見て、教師にな 

りたいと思ったから。 

・英文学に興味があったため。 

・先生の魅力、環境の魅力。 

・英語が好きで、もっと英語に対する見識を深めたいと思ったから。 

②「英語科に入ってよかった！」と思ったことがあったら教えてください！ 

・留学生と交流できたり、たまに外国から先生が来るので、外国の教育について学べる。 

・ネイティブスピーカーの先生の授業を受けることができる。 

・英語が好きな人がいっぱいいる。 

・授業中、コミュニケーションが多くとれて楽しめる。 

・友達、先輩、先生、みんな優しい。 

・英語をさまざまな視点から学べてよかった。 

・タイに行くことができた。 

・自分の得意な文法の講義をとることができた。 

・たくさん知らないことばかり学べて楽しい。 

・英語を多面的に学べる。 

・授業も先生方も楽しい！ 

・みんな明るくて元気！ 

・勉強熱心！ 

・教授陣がおもしろい、楽しい！ 

・みんな仲が良い。 

まだまだ「よかった！」と思うことはたくさんありますが、 

あなたが実際に体感してみてはいかが？ 

③何かサークルに所属していますか？ 

大学生活の醍醐味の一つであるサークル活動。



英語科の学生はどんなサークルに入っているのでしょう。 

また、小・中・高の部活動とはどう違うのでしょう。 

・ESS 

英語で活動（ワークショップ）や合宿 etc. 

・合唱団 

演奏会・サマーコンサートに向けた練習。各小・中学校への訪問演奏会。コンクールには出ていな 

い。 

・硬式野球 

高校の部活と同じ。 

・ばっけ 

郷土芸能に取り組む地域の保存会に通う。発表会をする。 

・ソフトテニス部 

女子の人数が少ない。コーチ、先生がいない。 

・ボート部 

中・高と違って楽しみの一環として。 

・空手 

飲みがある♪ 

・ロック研究会 

バンド単位での音楽活動。ライブ活動。学校内に留まらず、様々な人たちとの交流も深まる。 

・オリエンテーリング部 

地図とコンパスを使って、 地図に書かれている地点を走ったり歩いたりしてくるスポーツ。大会を 

主催したり、子どもたちのために大会を開いたりもしている。 岩手県立大学と合同で活動していて 

岩大 40 人、県大 20 人程。 

・BBS 

ボランティアサークル。児童擁護施設に行ってこどもたちと遊んだり、 少年院に行って入所者とソ 

フトボールをしたりする、など。 

ほかにもサークルや同好会はたくさんあります！ 

ちなみに、大学のサークル活動は全員参加ではありません。無所属の人もいます。 

しかし、サークルに入ることで、学部を越えて友人ができるといったメリットもあります。 

入学後に勧誘があるのでよく考えて決めましょう。 

詳しくは、①岩手大学ホームページ②サイト内検索「サークル」③サークル・同好会へのリンク 

でチェック！ 

④どんなアルバイトをしていますか？ 

サークルと同様に、大学生活では様々な目的のためにバイトに熱中する学生が多いです。



英語科のみんなはこんなところでバイトしてます。 

・塾講師（個別指導。小・中対象。1～3 人まで教えるなど） 

・家庭教師 

・公文講師（採点が主） 

・家庭教師の事務所の事務 

教育学部ということもあり、このような教育関係の仕事が多く見られました。 

・コンビニ 

・靴屋 

・服屋 

・ウェイトレス（レストラン、カフェ） 

・ラーメン屋 

・ホテルのサービスマン 

・生協棚下ろし 

・寿司屋 

・スーパーのレジ 

・本屋 

・日雇いのバイト（プロレス、警備、コンサートスタッフ、肉体労働…） 

・引越し作業（短期） 

・販売業 

・接客業 

これらのアルバイトは、入学後に調べたり、先輩からの誘いがあったりします。 

また、アルバイトのため講義を休む（サボる）ことのないように！ 

何のために岩手大学で学ぶのか、そのことを念頭に置いてアルバイトについて考えてください。 

cf. 教育学部では、盛岡市内や周辺市町村の中学校に赴き、放課後にアシスタントやチューターとし 

て勉強を教えている学生や、小学生の英語教室のアシスタントとして手伝っている学生がいます。 

これらは掲示板で募集していることが多いので、今日、教育学部一号館入り口付近や中央掲示板（中 

央食堂と学生センターの間にある）を参考までにチェックしてみては？ 

岩手大学教育学部英語科を目指すあなたへ



最後に、現役の岩大生からの熱いメッセージを受け取ってください。 

・とっても楽しく学べるので、ぜひ頑張って入学してきてね！ 

・Enjoy English! 

・目標を高く持てば大丈夫です。 

・楽しく個性的な先輩・先生が待っています。がんばってください。 

・頑張れ！！ 

・目標に向かって頑張って下さい。 

・とても自由で楽しいのでぜひおいでください。 

・楽しい大学生活のために今は必死でがんばってください！ 

・頑張ってください！大学生活は楽しいです♡ 

・教授の皆様は、真剣に対応してくれるので、先生になりたい方は、なんでも相談して、頼ってくだ 

さい。 

・英語科では様々な企画があり、多くの経験をするチャンスがたくさんあります。また、同じ英語に 

興味を持つ仲間と出会える安心する場所・モチベーションを保つ場でもあります。 

・具体的な Vision を持て！燃えろ！ 

・みなさんが入学してくるのを楽しみに待っています。自分の夢に向かって頑張って下さい！ 

Good luck! 

・ 「岩手大学に合格する」だけではいけません。「岩手大学で何をするか」が大切なのです。 

先もしっかり見据えてね。 

・ 英語に打ち込むのには最高の環境です。 みなさんが英語科に入ってくるのを楽しみにまっています。 

一緒に勉強しましょう。 

・モチベーションを維持し、やることをきっちりやっていれば自ずと結果はついてくるはずです。 

がんばってください。 

・努力は人を裏切りません。さいごまで頑張って下さい。 

（個数限定）



英語科特製合格御守 

合 格 祈 願 

二 〇 〇 七 

英語科学生一同 

☆御注意 

壱、この御守は、切り取って高校の生徒手帳（普通の手帳も可）に貼ら 

ないと御利益が無い！かもしれない 

弐、ただ御守を持っているだけでなく、勉学に励むべし！ 

（特に英語） 

参、最後まで諦めない！自分を信じるべし！ 

リンク集 

（岩手大学関係） 

・岩手大学ホームページ



http://www.iwate-u.ac.jp/ 

サーチエンジン（Yahoo, Google など）からでも、「岩手大学」と入力すれば見つかるはず！ 

・岩手大学教育学部英語教育講座 

http://www.englisheducation.iwate-u.ac.jp/TopPageJapanese.htm 

この URL を入力する代わりに、 

①岩手大学ホームページ ②学部・大学院・施設案内 ③教育学部 ④学部紹介→教員一覧 

⑤英語教育講座 とクリックしても OK！ 

先生方のホームページやブログはここからアクセスできます。 

※先生方にメールを送る場合は必ずタイトル（題名）に高校名と氏名を記入してください。 

守っていただかない場合、最近迷惑メールが多いため、メールを出しても削除される可能性がありま 

す。また、先生方の都合により返信できない場合もありますのでご了承ください。 

・岩手大学国際交流センター 

http://expiwjm.adm.iwate-u.ac.jp/gaku/ryusen/ryuannai/IUIC/index_j.html 

留学情報、大学の講義以外の英語教育プロジェクトについてなどがあります。 

（その他…英語や教育関係の情報について） 

・NHK 外国語講座 

10 月から始まったものもたくさんあります。始めたいキミ、まだ大丈夫！ 

http://www.nhk.or.jp/gogaku/ （TV） 

http://www.nhk.or.jp/gogaku/radio.html （ラジオ） 

・TBS evening 5（イブニング 5） 現代子ども事情 

http://www.tbs.co.jp/eve5/child/ 

放送は終わりましたが、教育学部で勉強したいのなら役に立つと思います。 

・朝日新聞…毎週日曜日の教育に関する欄 

学校・教育関係の情報を知ることができます。もちろん他の欄も役に立ちます。 

・単語力（たんごりき） 

http://www.tangoriki.com/ 

ボキャブラリーを増やしたいキミにおすすめ！ 

この一冊があなたの夢に少しでも役に立てたら幸いです。 

by ある英語科の学生
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