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2022 年度文学科(1 年生)履修にあたっての注意
(1)履修制限単位について
・履修上限は実習科目等を除き年間 48 単位(半期上限 30 単位)。
※生涯ｽﾎﾟｰﾂⅢ・Ⅳ、ｼﾞｮﾌﾞｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ、海外研修等は 48 単位を超えて履修可。
・履修制限単位に注意して、履修登録を行うこと。
(2)科目の履修登録について
・便覧・時間割・ｼﾗﾊﾞｽを熟読し、履修計画を立てること。
・｢文学部 2022 年度履修登録について｣を熟読し、履修登録をすること。
・必修科目の重複が起こった場合は、すみやかに文学部事務室へ相談すること。
・履修希望人数により、科目によっては履修制限が発生するので、その場合は結果を Oh-o! Meiji で発表する。
・履修上限ｴﾗｰ等の事務室からの呼出に応じない場合、事務室側で登録科目の強制削除を行うので注意すること。
・履修登録をする際は、時間割記載されている科目の入学年度に注意すること。

(3)専攻必修科目(一部選択科目を含む)について
【日本文学専攻】
科目名

基礎演習(日本文学)A・B

注意点
事前登録科目となっているため、必ず事前登録を行うこと。各学期で異なるｸﾞﾙｰﾌﾟを選び登録すること。
春学期(A)【αｸﾞﾙｰﾌﾟ】の場合、秋学期(B)【βｸﾞﾙｰﾌﾟ】から登録すること。(A)【βｸﾞﾙｰﾌﾟ】、(B)【αｸﾞﾙｰﾌﾟ】も可。
【αｸﾞﾙｰﾌﾟ】
山﨑先生
（火 4 限）
【βｸﾞﾙｰﾌﾟ】

牧野先生
（火 5 限）

甲斐先生
（木 1 限）

湯淺先生
（木 1 限）

木村先生
（木 5 限）

木越先生
（月 2 限）

小野先生
（火 2 限）

田口先生
（春：火 5 限）
（秋：火 3 限）

竹内先生
（水 5 限）

生方先生
（金 3 限）

大山先生(水 3 限)
出席番号
77～102 番

竹内先生(水 3 限)
出席番号
103 番～

※各ｸﾗｽ定員が設定されているため、抽選状況によってα、βのｸﾞﾙｰﾌﾟ分けが変更となる場合あり。
【英米文学専攻】
科目名
注意点
基礎演習(英米文学)A・B

越川先生(火 2 限)
出席番号
1～25 番

サトウ先生(火 5 限)
出席番号
26～50 番

梶原先生(水 2 限)
出席番号
51～76 番

下記ﾚﾍﾞﾙを参照し、本登録期間に登録を行うこと。(必修科目ではないため履修登録は任意)
上級英語ⅠA・B

上級英文解釈 A・B
英文学史 A・B
米文学史 A・B
英語学概論 A・B
【ﾄﾞｲﾂ文学専攻】

上級ｸﾗｽ(目安として TOEIC800 点以上目標)
岡部先生(水 3 限)

本登録期間に登録を行うこと。(必修科目ではないため履修登録は任意)
本登録期間に登録を行うこと。秋学期（B）科目は、便覧記載のとおり、3 科目のうち 1 科目を修得することが必
要で、必要単位を超えた場合は選択科目に算入される。

科目名
基礎演習(ﾄﾞｲﾂ語圏文化)A・B
基礎ﾄﾞｲﾂ語会話 A・B
ﾄﾞｲﾂ語演習ⅠA・B

中級ｸﾗｽ(目安として TOEIC600 点以上目標)
伊藤先生(月 4 限)

注意点
井上先生(火 2 限)
出席番号 1～28 番
福間先生(木 3 限)
出席番号 1～28 番
ﾌﾞﾘｰﾙ先生(火 1 限)
出席番号 1～18 番

ｵﾙﾗﾝﾄﾞ先生(水 5 限)
出席番号 19～37 番

井上先生(火 1 限)
出席番号 29 番～
渡辺先生(金 2 限)
出席番号 29 番～
ﾌﾞﾘｰﾙ先生(火 2 限)
出席番号 38 番～

(裏面へ続く)

【ﾌﾗﾝｽ文学専攻】
科目名
基礎演習(ﾌﾗﾝｽ文学)A・B
ﾌﾗﾝｽ語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅠA・B
ﾌﾗﾝｽ語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅡA・B

注意点
ﾌﾗﾝｽ文学専攻専用資料を確認すること。
ﾌﾗﾝｽ文学専攻専用資料を確認すること。
ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ科目はⅠとⅡを必ず 2 科目ｾｯﾄで履修すること。

基礎ﾌﾗﾝｽ語講読 A・B
ﾌﾗﾝｽ文学専攻専用資料を確認すること。
※ﾌﾗﾝｽ語｢既修者｣ｸﾗｽ該当者はﾌﾗﾝｽ文学専攻専用資料を確認し担当教員に必ず申し出ること。
※指定されたｸﾗｽに関しての質問、変更希望は、ﾌﾗﾝｽ文学専攻専用資料を確認すること。
【演劇学専攻】
科目名
注意点
基礎演習(演劇学)A・B
【文芸ﾒﾃﾞｨｱ専攻】

事前登録科目となっているため、必ず事前登録を行うこと。(A・B 同一教員)

科目名
基礎演習(文芸ﾒﾃﾞｨｱ)A・B

注意点
事前登録科目となっているため、必ず事前登録を行うこと。(A・B 同一教員)

表現創作ⅠA・B

事前登録科目となっているため、必ず事前登録を行うこと。(A・B 同一教員)

(4)外国語科目について
・入学時に選択した外国語は事務室側で事前登録する。
・4 月 7 日（英語は 4 月 14 日）以降に Oh-o! Meiji｢クラスウェブ｣から自分のｸﾗｽを確認すること。外国語の変更は不可。
・再履修は事務室では登録しないので各自｢WEB 履修本登録期間｣に登録すること。
(5)ｳｪﾙﾈｽ科目について
・ｳｪﾙﾈｽﾗｲﾌ論(金 1 限)は、必ず指定されたｸﾗｽ(専攻ごと)を時間割で確認すること。(履修登録は事務室側で行う)
また、専攻によっては出席番号でｸﾗｽが分かれることもあるので、各自確認すること(下記参照)
専攻

A

B

日本文学
英米文学

1～73 番(日文 A)
1～64 番(英米 A)

74 番～(日文 B)
65 番～(英米 B)

※上記以外の専攻は出席番号でのｸﾗｽ分けはない。
・時間割に表示されている専攻略称を参照に自専攻のｸﾗｽに出席すること。
・ｳｪﾙﾈｽｽﾎﾟｰﾂ A・B は、必ず初回の授業に出席し、その際に決定したｸﾗｽを履修すること。
・詳細はｳｪﾙﾈｽｶﾞｲﾀﾞﾝｽ資料を確認すること。
(6)他学部履修について
・履修する際は、履修上限に従い、科目設置学部の事務室に履修可否を確認すること。
(7)資格課程科目履修者への注意事項
・｢日本国憲法｣は、文学部の WEB 履修登録ｼｽﾃﾑから登録すると卒業要件単位に含まれ、資格課程の WEB 履修登録ｼ
ｽﾃﾑから登録すると、卒業要件単位には含まれない(履修上限にも含まれない)
・｢教育基礎論｣｢教育心理学｣｢教育行政学｣｢学校の制度と経営｣は自動的に卒業要件単位に含まれる(履修上限にも含ま
れる)
(8)3 年次への進級条件について
・2 年次終了までに 40 単位以上修得しないと、3 年次に進級できないので注意すること。

専攻別ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ資料

2022 年度文学科(2 年生)履修にあたっての注意
(1)履修制限単位について
・履修上限は実習科目等を除き年間 48 単位(半期上限 30 単位)。
※生涯ｽﾎﾟｰﾂⅢ・Ⅳ、ｼﾞｮﾌﾞｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ、海外研修等は 48 単位を超えて履修可。
・履修制限単位に注意して、履修登録を行うこと。
(2)科目の履修登録について
・必修科目の重複が起こった場合は、すみやかに文学部事務室へ相談すること。
・履修希望人数により、科目によっては履修制限が発生するので、その場合は結果を Oh-o! Meiji で発表する。
・履修上限ｴﾗｰ等の事務室からの呼出に応じない場合、事務室側で登録科目の強制削除を行うので注意すること。
・履修登録をする際は、時間割記載されている科目の入学年度に注意すること。

(3)専攻必修科目(一部選択科目を含む)について
【日本文学専攻】
科目名
基礎演習(日本文学)A・B
日本文学演習(2 年)A・B

注意点
未修得者は事前登録科目となっているため、必ず事前登録を行うこと。各学期で異なるｸﾞﾙｰﾌﾟを選び登録す
ること。
事前登録科目となっているため、必ず事前登録を行うこと。登録の際、A・B は必ず異なる教員を履修するこ
と。

【英米文学専攻】
科目名
基礎演習(英米文学)A・B

注意点
未修得者は、履修可能なｺﾏを本登録期間に登録すること。

英米文学演習(2 年)A・B

事前登録科目となっているため、必ず事前登録を行うこと。
未修得者は、下記ﾚﾍﾞﾙを参照し、履修登録を行うこと。(必修科目ではないため履修登録は任意)

上級英語ⅠA・B

上級ｸﾗｽ(目安として TOEIC800 点以上目標)
岡部先生(水 3 限)

英語演習 A・B

中級ｸﾗｽ(目安として TOEIC600 点以上目標)
伊藤先生(月 4 限)

事務室から通知のｸﾗｽ分けに従い、本登録期間に各自で WEB 登録をすること。
履修を希望する場合、事前登録を行うため 4 月上旬に配信される Oh-o! Meiji アンケートに回答すること。(必
修科目ではないため履修登録は任意)

Public Speaking A・B
【ﾄﾞｲﾂ文学専攻】
科目名

注意点

基礎演習(ﾄﾞｲﾂ語圏文化)A・B
基礎ﾄﾞｲﾂ語会話 A・B

未修得者は、1 年生ｸﾗｽの中から履修すること。
未修得者は、1 年生ｸﾗｽの中から履修すること。

ﾄﾞｲﾂ語演習ⅠA・B

未修得者は、月 1 限金子先生を選択すること。
ﾏﾝﾃﾞﾗﾙﾂ先生(水 3 限)
出席番号 1～27 番

ﾄﾞｲﾂ語演習ⅡA・B

ﾏﾝﾃﾞﾗﾙﾂ先生(水 4 限)
出席番号 28 番～

【ﾌﾗﾝｽ文学専攻】
科目名
基礎演習(ﾌﾗﾝｽ文学)A・B
ﾌﾗﾝｽ語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅠA・B
ﾌﾗﾝｽ語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅡA・B
ﾌﾗﾝｽ文学演習 2 年 A・B
中級ﾌﾗﾝｽ語講読 A・B

注意点
未修得者は、可能な限り前年度と同様の組み合わせで履修すること。
ｸﾗｽ指定なし。ただし、人数調整を行う場合がある。
ｸﾗｽ指定なし。ただし、1 ｸﾗｽ 20 名程度を上限に人数を調整する場合がある。

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ科目は、ⅢとⅣ2 科目ｾｯﾄで履修すること。片方の科目のみの履修は不可。
ﾌﾗﾝｽ語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅢA・B
ﾌﾗﾝｽ語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅣA・B

ﾌﾗﾝｽ文学専攻専用資料を確認すること。

※｢既修者｣ｸﾗｽは 1 年次のﾌﾗﾝｽ語既修者用。ただし、他の学生で履修を希望する場合は担当教員に必ず申し出ること。
※指定されたｸﾗｽに関しての質問、変更希望は、ﾌﾗﾝｽ文学専攻専用資料を確認すること。

(裏面へ続く)

【演劇学専攻】
科目名
基礎演習(演劇学)A・B

注意点
事前登録科目となっているため、未修得者は必ず事前登録を行うこと。

演劇学演習(2 年)A・B
事前登録科目となっているため、必ず事前登録を行うこと。(A・B 同一教員)
※各演習の単位を半期分しか修得していない場合は、申し込み前に事務室を通じて演劇学専攻の専攻主任に連絡すること。
【文芸ﾒﾃﾞｨｱ専攻】
科目名
基礎演習(文芸ﾒﾃﾞｨｱ)A・B

注意点
事前登録科目となっているため、未修得者は必ず事前登録を行うこと。

表現創作ⅠA・B
文芸ﾒﾃﾞｨｱ演習(2 年)A・B

事前登録科目となっているため、未修得者は必ず事前登録を行うこと。
希望するｸﾗｽを本登録期間に登録すること。

(4)外国語科目について
・入学時に選択した外国語は事務室側で事前登録する。
・4 月 7 日以降に Oh-o! Meiji｢クラスウェブ｣から自分のｸﾗｽを確認すること。外国語の変更は不可。
・再履修は事務室では登録しないので各自｢WEB 履修本登録期間｣に登録すること。
(5)外国語科目の再履修について
・再履修は｢WEB 履修本登録期間｣に、下記表の通り各自登録すること。科目重複等の場合は、文学部事務室に来ること。
・WEB 履修上では、同じ科目がⅠとⅡで表示されるので、自分の修得状況に合わせて選択すること。
科目名

所属(専攻・学科)

曜日時限

担当者

ECS

全

土3

池田先生

EPW

全

土4

西浦先生

ﾄﾞｲﾂ語ⅠA・B

ﾄﾞｲﾂ文学専攻

金3

大山先生

1 ｺﾏ再履修が必要な学生は、再履修がⅠかⅡなのか確認して選択

ﾄﾞｲﾂ語ⅡA・B

ﾄﾞｲﾂ文学専攻

水1

金子先生

すること。2 ｺﾏ再履修が必要な学生は、両方履修すること。

ﾄﾞｲﾂ語Ⅰ/ⅡA・B

ﾄﾞｲﾂ文学専攻以外

水3

野口先生

2 ｺﾏ再履修が必要な学生は、加えて金 3 か水 1 を履修すること。

ﾌﾗﾝｽ文学専攻
ﾌﾗﾝｽ語Ⅰ/ⅡA・B

2 ｺﾏ再履修が必要な学生は、両方履修すること

1 年ｸﾗｽを出来る限り履修すること。

文学科(ﾌ文以外)

木6

中村先生

史学地理・心理社会

金6

宮川先生

2 ｺﾏ再履修が必要な学生は、両方履修すること。

2021 年度在籍し「F」評価だった学生は、1 年生ｸﾗｽの中で、事務側で履修登録を行う。履修登録がさ

中国語Ⅰ/ⅡA・B

全所属共通

ﾛｼｱ語Ⅰ/ⅡA・B

全所属共通

前年度と同じｸﾗｽを履修すること。

朝鮮語Ⅰ/ⅡA・B

全所属共通

前年度と同じｸﾗｽを履修すること。

ｽﾍﾟｲﾝ語Ⅰ/ⅡA・B

備考

れていない、必修等と重複がある場合は事務室へ相談すること

文学科

火2

史学地理・心理社会

土3

石原先生

2 ｺﾏ再履修が必要な学生は、両方履修すること。

(6)ｳｪﾙﾈｽﾗｲﾌ論及びｳｪﾙﾈｽｽﾎﾟｰﾂの再履修について
・下記表の通り各自登録すること。科目重複等の場合は、文学部事務室に来ること。
科目名
ｳｪﾙﾈｽｽﾎﾟｰﾂ A・B
ｳｪﾙﾈｽﾗｲﾌ論
春学期のみ

所属
全
文

曜日時限

担当者

備考

月3

劉先生

2 年次編入生で、ｳｪﾙﾈｽ(実技)の単位認定がされなかった場合

木 3（秋のみ）

宮脇先生

月5

佐賀先生

は、このｸﾗｽを履修すること。
2 年次編入生で、ｳｪﾙﾈｽ(理論)の単位認定がされなかった場合
は、金 1 限の所属専攻ｸﾗｽを履修すること。

(7)他学部履修について
・履修する際は、履修上限に従い、科目設置学部の事務室に履修可否を確認すること。
(8)資格課程科目履修者への注意事項
・｢日本国憲法｣は、文学部の WEB 履修登録ｼｽﾃﾑから登録すると卒業要件単位に含まれ、資格課程の WEB 履修登録ｼ
ｽﾃﾑから登録すると、卒業要件単位には含まれない(履修上限にも含まれない)
・｢教育基礎論｣｢教育心理学｣｢教育行政学｣｢学校の制度と経営｣は自動的に卒業要件単位に含まれる(履修上限にも含ま
れる)
(9)3 年次への進級条件について
・2 年次終了までに 40 単位以上修得しないと、3 年次に進級できないので注意すること。

