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１．ゼミと卒業研究

少人数制で学生同士が刺激しあう授業がゼミです。論系演習が、各セメスターで完了するのに対して、ゼミは 3

年次から 2 年間連続で履修し、課外授業や合宿も交えながら、調査・研究・発表に臨みます。また、グループ研究

を通じて自分の研究テーマを深めることもゼミの特長です。卒業時にはゼミ論文を提出します。

もちろん、ゼミを選択せず、現在、文学部で行っている卒業論文と同様の「卒業研究」を選択し、個人の関心を

深め論文・研究成果としてまとめたものを提出することもできます（専門演習の必修条件が異なります。「学部要項」

を確認してください）。

２．募集ゼミ一覧

各ゼミの詳細な情報は、9月 12 日（木）公開のゼミ・卒業研究要項で掲載します。新任教員追加分があった場合は、

9月 25 日（水）に更新します。

【多元文化論系】

科目名 担当教員名

1 異文化受容論ゼミ 小田島 恒志

2 現代中国文化論ゼミ 高屋 亜希

3 東アジアの生命観と倫理ゼミ 森 由利亜

4 思想文化論ゼミ 吉原 浩人

5 漢字・漢文文化ゼミ 河野 貴美子

6 日本文化史ゼミ 伊川 健二

7 ユーラシア文化論ゼミ 源 貴志

8 地中海文化論ゼミ 井上 文則

9 中東・イスラーム文化論ゼミ 佐藤 尚平

10 ヨーロッパ文化論ゼミ 中澤 達哉

11 イギリス・アイルランド・英連邦諸国ゼミ 渡辺 愛子

12 言語・文化・英語教育ゼミ ホサイン タニア

13 アメリカ文化論ゼミ チャン エドワード ケイ
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３．ガイダンス日程

論系 日程・時間 場所

多元文化論系 9月 26 日（木）15：30～17：30 36 号館 681 教室

※ガイダンスに参加できない場合は、ガイダンス内容を 1 次申請開始日（申請日程参照）までに、論系室に確認し

てください。質問がある場合も同様です。

４．申請日程

申請機会 内容 日程 場所（掲載場所）

1 次選考

1次選考方法発表 10月 2日（水） 文化構想学部ホームページ

1次申請受付 10月 2日（水）～10月 9日（水） MyWaseda 申請フォーム

1次申請状況発表 10月 10 日（木） 文化構想学部ホームページ

1次変更申請期間 10月10日（木）～10月14日（月） MyWaseda 申請フォーム

1次選考 10月 18 日（金）～11月 4日（月）

1 次選考結果発表 11月 7日（木） MyWaseda お知らせ

2次選考

2次募集ゼミ・定員・選考

方法発表
11月 7日（木） 文化構想学部ホームページ

2次申請受付 11月 7日（木）～11月 11 日（月） MyWaseda 申請フォーム

2次選考 11月15日（金）～11月25日（月）

2次選考結果発表 11月 27 日（水） MyWaseda お知らせ

3次選考
3次選考 11月27日（水）～12月11日（水）

3次選考結果発表 12月 18 日（水） MyWaseda お知らせ

※卒業研究を選択する場合も申請が必要ですが、選考はありません。

※3次の申請・選考は、11月 27 日以降に論系より通知します。

５．募集定員と申請対象者

内容

募集定員 ゼミ：各ゼミ単位で設定する 卒業研究：特になし

申請対象者

【1次申請】

※2020年度に 3年次生になる多元文化論系所属の学生を対象とします。（JCulP学生を除く）

【2次申請】

※1次選考結果発表時点での未決定者を対象とします。

※1次選考で決定者が定員に満たなかったすべてのゼミで募集します。

※1次選考で選考からはずれたゼミに再度申請した場合、申請は無効となります。

【3次申請】

※2次選考結果発表時点での未決定者を対象とします。

※2次選考で決定者が定員に満たなかったすべてのゼミで募集します。

※1次・2次選考で選考からはずれたゼミに再度申請することはできません。
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６．卒業研究とは

ゼミを履修せず、教員の個別指導を受けながら、4年次に作成・提出する論文です。

卒業研究を選択し、個人の関心を深めて研究をまとめていくのも、文化構想学部 4 年間のまとめとして大いに意

味のあることです。卒業研究の提出を希望する場合には、MyWaseda で行うゼミ・卒業研究申請（1 次～3 次それぞ

れ）の中で卒業研究希望の回答欄が設けてありますので、そこで｢卒業研究｣の回答をしてください。卒業研究を選

択した場合は、専門演習の修得要件が、ゼミを選択した場合と異なります。

なお、ゼミ論文、卒業研究の指導には、文学学術院の教員が分担して当たります。ゼミ論文の指導にはゼミの担

当教員が当たることになります。質の高いゼミ指導、卒業研究指導をするために、教員ひとりあたりが指導できる

学生数については制限があります。卒業研究を選択する場合も、ゼミ選考で希望どおりのゼミ履修ができない場合

があるのと同様に、各教員の指導学生数の関係で、希望通りの卒業研究指導教員にならない可能性もありますので、

ご承知おきください。

卒業研究を選択する事由として、以下のような例が考えられます。

・みずからの関心領域がひとつのゼミ、あるいはプログラムや論系、さらには学部までも越えて二つ以上の分野

にまたがっているような場合。

・論系に置かれたゼミのテーマがいずれも自分の関心とうまく合わない場合。

・論文の性格、あるいはテーマの点で、教員から個別指導を受けて作成を進めるほうが、より適していると思わ

れる場合。

・3、4年次ともに少しでも多くの演習を履修して学修を深めたいと思っている場合。

(１)必修単位数について

論系ゼミを選択するか、卒業研究を選択するかによって、必修の専門演習単位数に違いが生じます。ご注意下

さい。

必修単位数一覧表（抜粋・表内の数字は単位数、○印は選択履修科目を表す）

1年次 2年次 3年次 4年次 必修単位数
論系ゼミを選択する場合

専 門 演 習 ○ ○ ○ 16
論 系 ゼ ミ 4 4 8
ゼ ミ 論 文 4 4

卒業研究を選択する場合
専 門 演 習 ○ ○ ○ 24
卒 業 研 究 4 4

(２)卒業研究を選択した場合のスケジュール及び手続き

年次 項目 実施時期（予定）

3年次
「卒業研究計画書」提出 9月下旬
指導教員決定・仮指導 11月下旬～12月上旬

4年次
卒業研究提出 12月中旬
口述試験 （未定）

① 「卒業研究計画書」について

提出時期（予定）：2020 年 9月下旬

提出方法（予定）：MyWaseda より提出

※提出時期・提出方法の詳細は、決定次第、別途掲示します。
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※卒業研究計画書への記載事項を基に、各論系の教員が指導教員を決定します。希望の教員に指導を受け

られない場合もあります。（指導教員のルールについては、下記③を参照のこと）

②仮指導について

実施時期（予定）：2020 年 11 月下旬～12月上旬

実施方法（予定）：各論系ごとに決定

※詳細については、論系室に確認してください。

※「卒業研究計画書」を提出しても、仮指導を受けない場合は、翌年度以降卒業研究を提出することはでき

ません。留学等で仮指導実施時期に不在の場合は、事前に文学学術院事務所に申し出てください。

③指導教員について

卒業研究選択者の指導教員については、所属論系内でゼミを担当していない教員が最優先で担当することと

なっています。

文化構想学部

ゼミ論文 卒業研究

文化構想学部専任教員・
任期付教員

ゼミ担当者
自論系 ◎自ゼミ ○

他論系 ○

ゼミ非担当者
自論系 ◎

他論系 ○

文学部専任教員・任期付教員 ○

他学術院教員 ×

非常勤講師・兼担講師 ×

※ ◎最優先、○担当学生数を考慮のうえ可能。×担当不可。

７．ゼミ・卒業研究申請方法

（１）ゼミ申請フォーム画面へ

１次申請は 10 月 2 日(水)に、２次申請は 11 月 7 日（木）に送信される、Waseda メール及び MyWaseda の

お知らせの、「【○○論系】 2020年度論系ゼミ/卒業研究申請フォーム」の文書の下部にある「下記のリ

ンクから詳細を確認できます。」の URL をクリックすると申請画面が開きますので申請してください。

（２）ゼミ・卒業研究申請フォームログイン

・「申請」をクリックしてください。
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（３）申請内容記入

①学籍番号を半角で記入してください。

②氏名を記入してください。

③連絡先（携帯電話番号）をハイフン付きの半角で記入してください。

④志望のゼミまたは、卒業研究を選択してください。

⑤ゼミを選択した学生は、必ず志望理由を記入してください（400 字以上）。

志望理由とは別に提出物を求めるゼミもあります。提出方法等の詳細は、ホームページと掲示板でお知らせしま

す（ホームページ URL：https://www.waseda.jp/flas/cms/students/seminar_thesis/）。

⑥「その他課題」の提出指定があり、提出方法の指定が特別ない場合は、ここで課題を添付してください。

※課題には、学籍番号、氏名、希望ゼミ名、希望担当教員名を必ず記入してください。また、ファイル名には、

希望担当教員名を入れてください（ファイル名の例：その他課題（教員名））

⑦【保存】ボタンを押してください。※申請期間中であれば、選択内容・記入内容の変更が可能です。

⑧申請確認・・・申請を保存してよろしいですか？ 【はい】を押してください。

⑨お知らせ・・・保存しました。 【ＯＫ】を押してください。

⑩MyWaseda メールアドレス宛に、「申請受付メール」が届きます。必ず、コピーして保管してください。

②

①

③

④
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８．注意・伝達事項

(１)本要項の内容は、変更となる場合がありますので、申請前に必ず文化構想学部ホームページで再度確認して

ください。また、不明な点がある場合は、申請前に論系室または運営主任（あるいは担当教員）に確認して

ください。

(２)1 次～3次申請で決定になったゼミを変更することはできません。

(３)合宿、フィールドリサーチ、博物館見学等で、費用がかかる場合があります。各ゼミ要項には、合宿、フィ

ールドリサーチ、博物館見学等を行う予定について記載してありますので、ゼミの選択の際に留意してくだ

さい。

(４)9 月公開の「ゼミ要項」に記載のある曜日・時限は予定です。確定した曜日・時限については 3 月中旬の自

動登録結果発表時に発表します。

(５)1 学期以上ゼミを履修した後の卒業研究への変更および、ゼミ変更については、春学期 6 月と秋学期 1 月に

申請期間を設けます。ゼミから卒業研究に変更した場合は、修得したゼミの単位が専門演習として自動的に

振り替えられます。加えて、4 年次の演習登録制限単位数については、＜卒業研究を選択する場合＞の単位

数が適用されます。また、ゼミ変更については論系および希望先のゼミ担当教員の検討・選考の結果、認め

られない場合があります。

⑤

⑥

⑦

⑧

「保存しました。」のメッセージが出たら OK をクリック⑨
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９．留学を予定している方へ

2019 年秋学期から留学に行く方は、留学前に必ず論系室に行き、運営主任と連絡を取ってください。志望内容

（ゼミ、卒業研究）や留学目的などを伝え、運営主任の指示に従ってください。なお、4 年卒業または 4.5 年卒

業を予定している方は必ず今回の申請を行う必要があります。正式な申請は、「４．申請日程」にある期間中に、

「７．ゼミ・卒業研究申請方法」の手順で必ず行ってください。

面接が受けられない場合は、事前に必ず運営主任までご相談ください。また、所属するゼミのテーマに対応す

る内容の科目を、留学中に履修・修得することで、ゼミ単位として振り替られる可能性があります。振替の手続

きは、帰国後に行うことになりますが、ゼミの振替を希望することを留学前に論系室に伝えるようにしてくださ

い。また、留学先においても、ゼミ担当の教員と連絡を保つようにしてください。

１０．お問い合わせ先（論系室）

ゼミや卒業研究、専門演習のことなどで不明な点がある場合は、以下の論系室または運営主任にご相談ください。

多元文化論系室：33号館 906（9F） 電話：03-5286-2979 Email：sdc.admin2007@gmail.com

運営主任：高屋 亜希

１１．各ゼミの情報

各ゼミの詳細な情報は、9月 12 日（木）公開のゼミ・卒業研究要項で掲載します。新任教員追加分があった場合

は、9月 25 日（水）に情報を更新します。

論系ゼミ／ゼミ論文／卒業研究Web ページ

（https://www.waseda.jp/flas/cms/students/seminar_thesis/）で確認するようにしてください。


