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【複合文化論系 新２年生 対象】 

2021 年度 科目登録ガイダンス 
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１．科目登録について 

・科目登録は「2021 年度科目登録の手引き」を熟読し、これに従って行ってください。複合文化論系

独自の卒業要件などはありません。 

手引きの入手先：https://www.waseda.jp/flas/cms/students/registration-2/ 

・３年次よりゼミへの所属を希望する場合は、希望するゼミの担当教員の「履修モデル」（本資料末尾参

照）を参考にして科目を登録してください。履修モデルどおりに科目を登録する必要はありませんが、

ゼミでの研究に有益です。卒業研究を選択する場合でも、どのような研究をしたいのかを念頭におい

てみずから履修モデルを組み立ててみてください。 

・留学し、かつ、４年間で卒業するには、留学中に修得した単位を、卒業に必要な単位として認定しても

らうよう留学後に申請する必要があります。とくに、（卒業研究ではなく）ゼミを選択する場合には、

留学中にそのゼミと同様の内容の科目を履修し、それをゼミの単位として認定してもらう必要があり

ます。あらかじめ、希望するゼミの担当教員に、どのような科目であればゼミの単位として認定しても

らえるか、相談しておきましょう。単位認定ついては「科目登録の手引き」の該当ページと文化構想学

部 HP の「留学」のページ（https://www.waseda.jp/flas/cms/students/abroad/）を確認して

ください。2021 年度秋学期に留学を予定している場合は、かならず下記の【留学予定者のゼミ選考

事前面接について】も確認してください。 
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２．2021 年度の複合文化論系プログラムとゼミについて 

【2021 年度の複合文化論系プログラムとゼミ】 

 

【ゼミ決定までの流れ】＊下記の日程は予定ですので注意してください。 

2021 年 5〜7 月頃：2021 年度秋学期からの留学予定者のためのゼミ選考事前面接の実施 

     7 月頃：文化構想学部 HP においてゼミ・卒業研究詳細情報の公開 

     ９月頃：文化構想学部 HP においてゼミ要項や選考方法の公開 

         ゼミ・卒業研究申込前ガイダンスの開催 

     ９〜10 月頃：オープンゼミの開催（※） 

     ９〜１２月頃：ゼミ選考期間 

 

※ 【参考】2020 年度のオープンゼミについて 

http://www.fukugo-waseda.jp/information/2020/09/04/2149/ 

 

【留学予定者のゼミ選考事前面接について】 

  複合文化論系では、３年次より論系ゼミへの所属を希望する場合、通常秋学期中に行われるゼミ選

考期間に希望するゼミを申請し、面接を受ける必要があります。しかし、秋学期に留学を予定している

現２年生は、この期間中に面接を受けることができないため、代替措置として、留学前（６月下旬〜７

月末を予定）に事前面接を受けていただきます。詳細は５月頃にWaseda Moodle の「複合文化論系

２年生」のページなどを通してお知らせしますので、該当者は事前面接の申請をしてください。 

  

人間文化プログラム 

・寺崎秀一郎ゼミ「文化ツーリズム論」 

・國弘暁子ゼミ「宗教への人類学的アプローチ」 

・松前もゆるゼミ「移動・移住の人類学」 

・箕曲在弘ゼミ「環境と開発の人類学」（新設） 

超域文化プログラム 

・坂上桂子ゼミ「都市と美術」 

・宮城徳也ゼミ「文化変容論」 

・山田真茂留ゼミ「集合的アイデンティティの諸相」 

感性文化プログラム 

・小林信之ゼミ「現代の文化哲学」 

・高橋透ゼミ「現代文明への視座」 

・高橋利枝ゼミ「メディア・コミュニケーション論」 

言語文化プログラム 

・上野和昭ゼミ「ことばの歴史・ことばの地理」 

・酒井智宏ゼミ「ことばの科学・ことばの哲学」 

・陣野英則ゼミ「ことばと文学・ことばと美意識」 
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３．メールに関するお願い 

 2020 年度は新型コロナウイルスの流行による授業のオンライン化によって、みなさんとメールをつ

うじて連絡をとる機会がたいへん多くなりました。しかしながら、Waseda メールを頻繁に確認してお

らず、論系室や先生からの重要なメールに返信がなかったり、送り主の氏名の記載がないメールがとど

いたりなど、メールに関するトラブルが発生しています。なかには、メールに返信しなかったために、希

望のゼミに入れなかったという事例もあります。そこで、論系室からWasedaメールのメールソフト設

定とメールの書き方に関するお願いがあります。 
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【Wasedaメールのメールソフト設定について】 

 WasedaメールはMy Waseda のページだけでなく、パソコンやスマートフォンのメールクライアン

トソフトで送受信することができます。ソフトを設定してしまえば、メールを受信した際にパソコンや

スマートフォンで通知が出るはずですので、重要なメールを見落としにくくなります（※）。みなさんも

ぜひこの機会に設定してください。ここではスマートフォンのメールアプリの設定について紹介します。

画像つきの設定ガイド： 

https://www.waseda.jp/navi/services/waseda-mail/doc/WMG_cliant_config_guide_j.pdf 

※ ただし、なんらかの不具合により通知がとどかないこともあるので、最低限１日に１回（あるいは少

なくとも２日に１回程度）はメールをチェックすることを習慣化しましょう。 

 

（１）IMAP を有効にする 

MyWaseda上でWasedaメールを開く 

→右上にある歯車の設定アイコン＞「すべての設定を表示」をクリックする 

→「メール転送と POP/IMAP」タブをクリックする 

→「IMAPアクセス」の「IMAP を有効にする」をクリックする 

→「変更を保存」をクリックする 

 

（２）メールアプリを設定する（＊アプリは下記以外のものでもかまいません） 

iOSメールアプリ（iPhone のみ） 

歯車の設定アプリを起動    → 「メール/連絡先/カレンダー」を選択 

→「アカウントを追加」を選択 → 「アカウントを追加」画面で「Google」を選択 

→「ログイン」画面で Waseda メールアドレスを入力し、「次へ」を選択 

→MyWaseda のログイン画面が表示されたら、ID とパスワードを入力し「Login」を選択 

→「保存」を選択 

Gmailアプリ（iOS版もありますが、Android版で説明します） 

Gmail アプリを起動→「メールのセットアップ」画面で「Google」を選択 

→「ロック画面パターンを描画」または「ロック画面のパスワードを入力」画面が表示されたら、 

画面ロックの解除と同じ動作を行って解除 

→「ログイン」画面で Waseda メールアドレスを入力し、「次へ」を選択 

→プライバシーポリシーと利用規約を確認し、「同意する」を選択 

→MyWaseda のログイン画面が表示されたら、ID とパスワードを入力し「Login」を選択 

Wasedaメールに関する問い合わせ先 

IT ヘルプデスクWaseda-net 担当 

メール：waseda-net@list.waseda.jp 
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【メールの書き方について】参照先：https://mynavi-cr.jp/inexperience/business-mail/ 

 メールには、LINEなどのメッセージとはちがって、書き方にルールがあります。このルールを知らな

いでメールを送ると、相手に失礼になり、場合によってはメールを確認してもらえなかったり、返信して

もらえなかったりします。メールは社会人になっても使用するので、いまのうちにマスターしておきま

しょう。 

 

（１）件名には用件を書く 

例：「○○入門のレポートについて」、「ゼミ論文の作成方法について」 

＊ 件名がなかったり、「こんにちは」などの挨拶はNG 

 

（２）本文の最初には宛名を書く 

例：「複合文化論系 ○○○○先生」、「文学学術院事務所 御中」 

 

（３）始めの挨拶を書く 

例：「はじめてメールをさせていただきます。複合文化論系○年の○○と申します。」 

例：「いつもお世話になっております。早稲田大学の○○です。」 

 

（４）用件は簡潔に書く 

例：「○○入門のレポートを作成したのでお送りいたします。」 

例：「ゼミ論文の作成方法についてわからない点があったため、お尋ねいたします。…」 

 

（５）締めの挨拶を書く 

例：「ご査収のほど、よろしくお願いいたします。」＊レポートなどを送るとき 

例：「ご返信いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。」 

 

（６）文末に自分の氏名や連絡先を書く 

例： 複合 太郎 

早稲田大学 文化構想学部 複合文化論系２年 

電話：03-5286-3597 

メール：info@fukugo-waseda.jp 

＊電話番号などを教えたくない場合は

書かなくてもかまいませんが、氏名

と所属先はほとんどの場合、必須で

す。 
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４．論系室について 

 複合文化論系室には開室中、助手が在室しています。授業のことなどで相談がある場合は、ぜひ助手に

おたずねください。コピー機（要コピーカード）やグループワークのための部屋（PC、プロジェクタ完

備）を貸し出しています。利用方法については４月頃にWaseda Moodle の「複合文化論系２年生」の

ページを通じてお知らせします。 

 

開室：授業期間中の平日 10:30〜18:30、休業期間中は不定期 

場所：戸山キャンパス 33号館8階808号室（複合文化論系室３） 

Tel：03-5286-3597（内線：72-3583）  E-mail：info@fukugo-waseda.jp 

Web：http://www.fukugo-waseda.jp/  Twitter：https://twitter.com/fukugowaseda 

※ お問い合わせは E-mail や Twitter のダイレクトメッセージをご利用ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

807号室（複合文化論系室２）は PC、プロジェクタなどを完備しており、 

ゼミやグループワーク（要申請）などに使用できます。 



モデルタイトル ことばの歴史・ことばの地理

学⽣像 ⽇本語を対象とした⾔語学・⾔語⽂化論的研究に関⼼のある学⽣。

将来の活動フィールド
⽇本語学関係の学界（⼤学院進学）、教育界（国語・⽇本語）のほか、公務員（地⽅⾏政など）になる⼈、
銀⾏や企業に就職する⼈もいる。

履修が望ましい外国語 特に指定しない。

ブリッジ科⽬ 現代の⽇本語／⽇本語の⽂化史／ことばと社会／⽇本語学概論1・2／⽇本語史1・2／⾔語史の⽅法

ゼミ・演習科⽬
【ゼミ】⾔語⽂化ゼミ（ことばの歴史・ことばの地理）
【演習】現代⽇本語研究1・2／⽇本地域⾔語研究1・2

モデルタイトル ことばの科学・ことばの哲学

学⽣像
⽇本語を含む世界の諸⾔語を対象とした理論⾔語学・⾔語哲学、ならびに⾔語学に関する科学哲学的研究を
志す学⽣。

将来の活動フィールド 外国語・⽇本語関係の教員・研究者、出版･放送・ジャーナリズム関係など。

履修が望ましい外国語 特に指定しない。

ブリッジ科⽬ ⾔語学⼊⾨／認知⾔語学⼊⾨／語⽤論⼊⾨／ヨーロッパのことばと⽂化／フランス語学概論

ゼミ・演習科⽬
【ゼミ】⾔語⽂化ゼミ（ことばの科学・ことばの哲学）
【演習】⽇常⾔語の論理学／⽂法の理論／⾔語と⽂化／意味と⽂脈

モデルタイトル ことばと⽂学・ことばと美意識

学⽣像
⽂学（とりわけ⽇本の古典から近現代の⽂学）に関⼼をもつ学⽣。
ことばと美意識のあり⽅に関⼼をもつ学⽣。
世界の中で⽇本の⽂化がいかにとらえられているのかということに関⼼をもつ学⽣。

将来の活動フィールド
⼀般企業（特に⽂化活動に関わる業種など）、出版・ジャーナリズム・広告関係、公務員、
教職（中学校・⾼等学校の国語科）、⼤学院進学および研究職（⽇本の⽂化・⽂学など）。

履修が望ましい外国語 特に指定しない。

ブリッジ科⽬
⽇本⽂学史１〜６／神話と伝説の世界／物語⽂学の世界／和歌⽂学の世界／鎌倉・室町の⽂学／近世⼩説と俳諧／近代の
⽂学と⽂化／現代の⽂学と⽂化１・２／⽂化の哲学／近代⽇本の思想空間

ゼミ・演習科⽬
【ゼミ】⾔語⽂化ゼミ（ことばと⽂学・ことばと美意識）
【演習】⽇本の美意識／⽇本古典⽂化の受容と変容／世界のなかの⽇本のイメージ

2021年度 複合⽂化論系 履修モデル

⾔語⽂化プログラム 上野和昭ゼミ

⾔語⽂化プログラム 酒井智宏ゼミ

※は取得することが特に望ましい科⽬

⾔語⽂化プログラム 陣野英則ゼミ



モデルタイトル ⽂化ツーリズム論

学⽣像
①「⽂化資源」の現状と課題、その将来について関⼼がある学⽣。
②地域⽂化の継承と発展に取り組む気概のある学⽣。
③フィールドに出向き、現地の⼈びととの協同を志す学⽣。

将来の活動フィールド
⼤学院進学、旅⾏、観光、マスコミ、銀⾏、損保、⾷品、製薬、公務員等。つまり、進路としては、他ゼミ・
他論系・他学部と⽐較して⼤きな差異はない。
なお、3年⽣を対象に秋学期（10⽉頃）には就活を終えた4年⽣による就活ガイダンスを実施している。

履修が望ましい外国語
学術論⽂を読解できる英語は最低限必要。その他の外国語については、研究対象地域による。どんな地域で何をやりたい
かということが第⼀義であり、外国語は当⼈の⽬的を達成するための⼿段であることを⾃覚の上、努⼒してほしい。

ブリッジ科⽬
⽂化⼈類学の最前線1・2／⽂化⼈類学1・2／国⺠国家と⽂化
（上記科⽬については1〜2年次に履修することが望ましい）

ゼミ・演習科⽬
【ゼミ】⼈間⽂化ゼミ（⽂化ツーリズム論）
【演習】⺠族⽂化論／物質⽂化論／植⺠地主義と⼈類学／資源・グローバリゼーション・その崩壊／
    開発⼈類学

モデルタイトル 宗教への⼈類学的アプローチ

学⽣像
⾃分とは異なる⽣活習慣や考え⽅をもつ⼈々に対して興味関⼼を持ち、その⼈々と積極的に関わろうとする気概のある学
⽣。

将来の活動フィールド ⼀般企業への就職、公務員、⼤学院進学、海外留学など

履修が望ましい外国語 英語は必須。その他、調査研究に必要となる⾔語。

ブリッジ科⽬ ⽂化⼈類学の最前線1・2／⽂化⼈類学1・2／アジアのジェンダーとセクシュアリティ

ゼミ・演習科⽬
【ゼミ】⼈間⽂化ゼミ（宗教への⼈類学的アプローチ）
【演習】⽂化⼈類学⼊⾨／フィールドワーク⼊⾨／コミュニティとナショナリズム／ジェンダー⼈類学／
    植⺠地主義と⼈類学

モデルタイトル 移動・移住の⼈類学

学⽣像
①⾃分とは異なる⽂化、異なる⽴場の⼈たちのくらしや考え、ものの⾒⽅に関⼼を持つ学⽣。
②国際的、あるいは国内での⼈やモノの移動、それにともなう社会の変化や課題について考えてみたいと希望する⼈。

将来の活動フィールド ⼀般企業、公務員、国際機関やNGO・NPOへの就職、⼤学院進学、海外留学などが期待される。

履修が望ましい外国語 英語。その他、調査研究に必要な⾔語についても積極的に履修することが望ましい。

ブリッジ科⽬ ⽂化⼈類学の最前線１・２／⽂化⼈類学１・２／国⺠国家と⽂化

ゼミ・演習科⽬
【ゼミ】⼈間⽂化ゼミ（移動・移住の⼈類学）
【演習】⽂化⼈類学⼊⾨／フィールドワーク⼊⾨／植⺠地主義と⼈類学／コミュニティとナショナリズム／
    ジェンダー⼈類学／グローバリゼーションと⼈間の経済

⼈間⽂化プログラム 松前もゆるゼミ

⼈間⽂化プログラム 寺崎秀⼀郎ゼミ

⼈間⽂化プログラム 國弘暁⼦ゼミ



モデルタイトル 環境と開発の⼈類学

学⽣像
⾃分とは異なる世界に⽣きる⼈々の暮らしに興味や関⼼がある⼈。国内外問わず旅好きな⼈。参与観察やインタビューと
いったフィールドワークに挑戦してみたい⼈。

将来の活動フィールド ⼀般企業や公務員、教育機関。国際機関やNGO・NPOの職員。⼤学院進学および研究職。

履修が望ましい外国語 英語。その他、フィールドワークに必要な⾔語を履修していることが望ましい。

ブリッジ科⽬ ⽂化⼈類学１・２／⽂化⼈類学の最前線１・２／環境と⼈間１・２

ゼミ・演習科⽬
【ゼミ】⼈間⽂化ゼミ（環境と開発の⼈類学）
【演習】グローバリゼーションと⼈間の経済／⽂化⼈類学⼊⾨／フィールドワーク⼊⾨／開発⼈類学／
    植⺠地主義と⼈類学

モデルタイトル 都市と美術

学⽣像

（１）都市とアート（パブリックアート、街並み、建築）、芸術と社会（美術、視覚⽂化、デザイン、広告、ファッショ
ン、ミュージアム）の問題に関⼼のある学⽣。
（２）国際交流（とくに⽇韓の交流）に貢献したい学⽣。
（⾼麗⼤学、成均館⼤学、漢陽⼤学、慶熙⼤学との交流授業をソウルで⾏う予定です。）
（３）⻄洋、東洋、⽇本のどこかに⽚寄るのではなく、より広い視野から⾒渡し、考えることができるように
なることを⽬指す学⽣。

将来の活動フィールド
＊アートに関わる知識や異⽂化交流の体験を活かせる場。
＊これまでの具体的就職先および進路︓
広告会社、出版社、航空会社、商社、通信会社、銀⾏、保険会社、公務員、⼤学院進学（海外を含む）など。

履修が望ましい外国語

⾃分が研究テーマとしたいトピックともっとも関係ある⾔語を習得していることが望ましい。
例︓ウォーホルの広告美術 → 英語
  ガウディの建築 → スペイン語
  バウハウスのデザイン → ドイツ語
  未来派の絵画 → イタリア語
  デザイン都市ソウルのメディア戦略 → 朝鮮語
  ゴッホ、モネの夢⾒た⽇本 → フランス語
＊韓国の⼤学との交流授業をしますが、とくに韓国語の知識が必要というわけではありません。

ブリッジ科⽬
⻄洋近代美術／芸術論争の歴史／芸術と社会（都市と美術）
以上にあげた科⽬のほか、アート、イメージ、美術、視覚⽂化に関連する内容の講義科⽬を、地域・時代に
かかわらず、なるべく幅広く履修しておくことが望ましい。

ゼミ・演習科⽬
【ゼミ】超域⽂化ゼミ（都市と美術）
【演習】創造の交流点／世界のなかの⽇本のイメージ／世界の造形芸術／世界の都市とアート／芸術思想の越境

⼈間⽂化プログラム 箕曲在弘ゼミ

超域⽂化プログラム 坂上桂⼦ゼミ



モデルタイトル ⽂化変容論

学⽣像
「異⽂化受容」「異⽂化交流」「⽂化変容」に興味を持ち、⾃分でテーマを決め、それをゼミの仲間たちに
きちんと説明できるだけの調査・研究とプレゼンテーションをできるよう努⼒する⼈。

将来の活動フィールド
卒業⽣は様々な業種に職を得ているので、どの分野に進んでも、⼤学で獲得した「学ぶ姿勢」を仕事に活かせる⼈材に
なってほしい。

履修が望ましい外国語
必修の英語、基礎外国語を基盤に選択外国語等の履修によって、外国語への興味を持ち続けていることが
望ましい。

ブリッジ科⽬ 異⽂化受容と⽂学の変容／⽐較⽂学⼊⾨／ギリシャ・ローマ世界⼊⾨／ギリシャ・ローマの思想と⽂化

ゼミ・演習科⽬
【ゼミ】超域⽂化ゼミ（⽂化変容論）
【演習】時代の刻印／主題系の研究／世界の中の⽇本のイメージ／アートコミュニケーション／創造の交流点／
    集合的アイデンティティ論

モデルタイトル 集合的アイデンティティの諸相

学⽣像
⽂化と社会の関係に対して探究意欲がある学⽣。好奇⼼の強い⼈。社会科学系と⼈⽂科学系にともに関⼼のある学⽣。あ
らゆる⽂化現象、社会現象に対して感性を研ぎ澄ませてアプローチしていきたい⼈。

将来の活動フィールド メーカー・情報通信・マスコミ・⾦融などの⼀般企業、官公庁、教育・研究職など。

履修が望ましい外国語 とくに指定しないが、好きな外国語があるのが望ましいというのは⾔うまでもない。

ブリッジ科⽬ 社会学概論1・2／社会学研究5（集団・組織論1）／社会学研究6（集団・組織論2）

ゼミ・演習科⽬
【ゼミ】超域⽂化ゼミ（集合的アイデンティティの諸相）
【演習】集合的アイデンティティ論／若者、メディア、グローバリゼーション／感性哲学／
    世界のなかの⽇本のイメージ／時代の刻印

モデルタイトル 現代の⽂化哲学

学⽣像
当たり前の⽇常に⽬をむけ、⽿を澄まし、その細部にふれる感触を味わうことのできる⼈。
性愛と死、他者と私、⾔語と感覚など、哲学的テーマに関⼼のある⼈。
芸術を初めとする、⼈間のクリエイティヴな領域に浸かりたい⼈。

将来の活動フィールド 哲学・美学・芸術学関係の⼤学院進学、出版・マスメディア、映像制作会社、中学⾼校教員、公務員ほか。

履修が望ましい外国語 特に指定しない。

ブリッジ科⽬ ※⽂化の哲学／感性の哲学／美学1／美学2／美の制度／死の制度

ゼミ・演習科⽬
【ゼミ】感性⽂化ゼミ（現代の⽂化哲学）
【演習】感性哲学／感性⽂化基礎論／⽣活環境感性論／視覚⽂化論／聴覚⽂化論／現代哲学の諸相／美学研究

超域⽂化プログラム 宮城徳也ゼミ

超域⽂化プログラム ⼭⽥真茂留ゼミ

感性⽂化プログラム ⼩林信之ゼミ



モデルタイトル 現代⽂明への視座

学⽣像

基本的に⽂科系の領域であればどのような分野でもゼミに参加可能です。
⾼橋は、テクノロジーの哲学を専攻していますが、教員の専攻分野に学⽣の関⼼分野を限る必要はありません。
ゼミ論テーマ 例︓広告論（広告⼀般、広告とイメージ）、⽇本と海外⽂化⽐較、サブカルチャー論、
         ファッション論、⾷⽂化⽐較論など。

将来の活動フィールド IT系企業、⾦融業、運輸業、アパレル関係、⼈材派遣企業、その他様々。

履修が望ましい外国語 特に指定しない。

ブリッジ科⽬ 各⾃関⼼のある分野を履修してください。

ゼミ・演習科⽬
【ゼミ】感性⽂化ゼミ（現代⽂明への視座）
【演習】各⾃関⼼のある分野を履修してださい。

モデルタイトル
メディア・コミュニケーション論
副題︓グローバリゼーションとメディア

学⽣像
グローバル・リテラシー（語学⼒、デジタル・リテラシー、コミュニケーション能⼒）に優れている⼈。
異⽂化や他者を尊重し、相互理解に努め、よりよいグローバル社会の構築を共に⽬指す⼈。グローバル⼈材。

将来の活動フィールド
マスコミ（テレビ局、新聞、出版）、広告、商社、情報通信、メーカー、⾦融、⼤学院進学（海外を含む）、
国際機関

履修が望ましい外国語 特に指定しない。

ブリッジ科⽬ グローバリゼーションとメディア／社会学概論1・2／⽂化⼈類学の最前線1・2／異⽂化の伝播と受容

ゼミ・演習科⽬
【ゼミ】感性⽂化ゼミ（メディア・コミュニケーション論）
【演習】メディアと異⽂化コミュニケーション／広告にみる異⽂化コミュニケーション／
    若者、メディア、グローバリゼーション／多⽂化社会論

感性⽂化プログラム ⾼橋透ゼミ

感性⽂化プログラム ⾼橋利枝ゼミ


