「個」
を強くする大学。

文学部
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Imagination

makes the world go round.

学 部 長 メッセージ

「知の多島海」、その迷宮の冒険ここに始まる。
文学部

自己推薦特別入試

「シャルトル・ブルー」で知られる世界遺産、シャルトル
大聖堂を、私は幾度となく訪れました。しかし、大聖堂の
個性豊かで多彩な資質と目的を持ち、文学部で学ぶことに強い
床に迷宮が描かれていることは最近まで知りませんでし
希望を有する者を受け入れる制度です。学問に対して意欲的で
た。ひとは迷宮に迷い、その末に迷宮の中心から天上へ
人間的な魅力を持った、本学部への志望理由が明確な学生を迎
と昇っていくのでしょう。迷うというと何か悪しきことのよう
えることを目的としています。
に思うかもしれないが、高い山は裾野が広いといわれるよ
うに、アリアドネーの糸もなく、さまざまな人々が解答のな
■募集人員
い無数の問いと問題のなかを迷い続ける迷宮、
それが大
日本史学
3名
日本文学
3名
学ではないでしょ
うか。
英米文学
4名
文学科

アジア史
2名
西洋史学
2名
ドイツ文学
2名
迷う者たちはあれこれ想像します。
そんなことあり2えな
考古学
名
地理学
2名
フランス文学
5名
い、
無駄だ、役に立たないといわれつつも。
16-17 世紀の
臨床心理学
2名
演劇学
5名
心理社会学科
現代社会学
2名
西洋では、
「想像力」はひと
を惑わせる危険な錯誤の能力
文芸メディア
3名
哲学
2名
史学地理学科

とみなされていました。しかし、だからこそ
「想像力」は大

事なのです。それは世界が人間につきつける難題
（アポリ
■出願資格
ア）に立ち向かい、危険を覚悟のうえでそれと共存するた

次のⅠまたはⅡの条件を満たす者

めの能力にほかなり
ません。諸事象を感受する能力も、
そ
※ただし、Ⅰ・
Ⅱの両方に該当し、ⅠまたはⅡのいずれかで、
条件を満たさない場合は、出願
資格なしとします。

れらを分析・綜合する能力も
「想像力」
に依存しています。

Ⅰ 日本の高校卒業予定者
カントという哲学者はこの
「想像力」
（構想力）を
「魂の暗
次の４つの条件を満たす者。
闇に隠れたアート」
とも
「モノ
グラ
（ 図案化された文字
1．本学部の各専攻で勉学を強く
希望し、
第一志望と
しム」
て入学を志す者。

闇にはどのような
「形」
と
「文字」
が描かれているのでしょ
う
※明治大学付属高等学校
（明治・中野・中野八王子）
からも出願可能です。

（2）高等専門学校第
3 学年を 2023 年 3 月までに修了見込みの者。
か。それは誰かが私たちに送付した
「手紙」
（レター）でも
（3）文部科学大臣が認定もしくは指定した在外教育施設の当該課程を 2022 年
あります。そ
うか。文学部
4 月1日から2023
年こには何が書かれているのでしょ
3 月 31日までに修了または修了見込みの者。
（4）本学において、個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した者と同等以
のどの専攻もそれぞれの仕方で、
世界が私たちに送るこ
上の学力があると認めた者。
※個別の入学審査を希望する場合は、
8 月26の判読を目指し
日
（金）
までに文学部事務室まで問い合
のような
「形」
「文字」
「手紙」
ています。判
わせること。

読しながら、今度は私たち自身が誰かに向けて、未来の

文学部長

合田 正人

（ごうだ まさと）

社会人特別入試

（出願期間：9月下旬）

社会人を対象に、仕事での経験を活かしつつ大学で専門的な知識を修得し
てもらうことを目的に実施する試験です。
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ます。
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生涯教育への社会的要請に応えて、
主として大学の既卒者を対象に行う試
験です。
出願資格は、
国内の大学を卒業した者または卒業見込みの者で
■哲学専攻
・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 39
す。
合否は、小論文と口頭試問の成績によっ
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次の5つの条件を満たす者。

2. 本学部の各専攻で勉学を強く希望し、第一志望として入学を志す者。

うな学びの機会を提供できるよう学科・専攻を按配し、

3. 国の内外を問わず通常の学校教育課程12年以上を修了した者または修了見
きめ細やかな教育指導、
斬新かつ充実したカリキュラム
込みの者で、海外において外国の教育課程に基づく高等学校を2022年4月1日
から2023年3月31日までに卒業
（修了）または卒業
（修了）見込みの者。

考案を心掛けています。具体的には、広義の言語と記号

4. 成績証明書が提出でき、なおかつ特定の外国語検定を受験し、有効な公式
に係る人間の多様な活動を追求する文学科、
時空両面
スコアまたは合格を証明する書類を提出できること。
なお、国際バカロレア
資格、Baccalauréat 資格、Abitur 資格を有する者またはSATを受験してい
から人間たちの営為の力動性を捉えよう
とする史学地理
る者は、上記外国語検定試験の受験は不要である。

学科、内面性と社会性双方から人間を思考しようとする

5. 学内外の特定分野に優れた能力を発揮した者※2。自己アピールできるものを
持っており、それを第三者に説明し、
説得できる能力を有していること。
心理社会学科という3
つの基軸に14
の専攻が配置され
※1 ※2 詳しくは入試要項参照のこと
ていて、
人間と世界をできるだけ多面的、複眼的にとらえ

ることができるよう、また、学生諸君が主体的に多様な

■第一次選考

ネットワークを構築できるよう配慮されています。また、心

出 願 期 間
2022 年 9 月 2 2 日（木）〜 9 月 28 日（水）
理社会学科には哲学専攻が新設され、
更に、心理臨床
選 考 方 法
書類選考
センターには明治大学子どものこころク
リニ
ックが開設さ
合
格 発 表
2022 年 10 月19 日（水）
郵送のみ

れました。

（第一次選考合格者）
■第二次選考
このネットワーク
こそ先ほど語った
「迷宮」であり、私は

出
願「知の多島海」
期 間
2022
年 10 月 した。
21 日（金）
〜 10 月 25
（火）
それを
と命名しま
どれひとつと
し日
て同
選考日・方法
2022 年 11 月 5 日（土） 小論文・口頭試問
じ島はありません。複雑な海流が島と島を隔てています。
合 格 発 表
2022 年 11 月 9 日（水）

航路も決まっていません。ですが、勇気をもって島から島

へと渡ろうとすること、この島迷いのスリルと歓喜をぜひ
自己推薦特別入試 志願者数・合格者数（ 2022 年度）
わが文学部で味わっていただきたい。難所を乗り切り、苦
第一次選考（書類選考）

第二次選考（小論文・口頭試問）

専攻
難をユーモアに転じる技術を文学部でぜひ身につけてい
志願者
合格者
志願者

日本文学 それはまた、
24 この悲惨きわま
6
6
ただきたい。
りない世界のな
英米文学

21

5

5

かで、
大学に学ぶ機会を得た者の責務でもあり
ます。
自律
ドイツ文学
7
3
3
文 フランス文学
4
3 を目指して、
2 ともに
的市民知識人、
新世界市民たること

演劇学

33

14

14

この
「知の多島海」
に学び、
「人間」という小舟たちが相次
文芸メディア
20
3
3

小計
109
34
33
ぐ荒波を潜り抜けるための小さな小さな、
しかし無限な力

合格者
6
4
2
1
4
2
19

日本史学

18

8

8

4

アジア史

6

5

5

3

西洋史学

5

2

1

1

考古学

2

1

1

1

地理学

4

1

1

1

小計

35

17

16

10

臨床心理学

28

5

3

3

現代社会学

19

6

6

3

哲学

8

3

3

2

小計

55

14

12

8

199

65

61

37

になろうではありませんか。

心理社会

1979年一橋大学社会学部卒業。1983年
東京都立大学人文科学研究科博士後期
課程、パリ第八大学哲学科博士課程中
退。同年東京都立大学人文学部助手に就
任。琉球大学専任講師、東京都立大学助
教授を経て2004年より明治大学文学部
教授。研究テーマは西洋思想史。主な著
書に『 レヴィナスを読む』
『 思想史の名
脇役たち』
『入門ユダヤ思想』など。

身につけた幅広い教養人の育成」ですが、
「高度な専門

性」
と
「幅広い教養」は決して相矛盾するわけではあり
ま
1.
日本国籍を有する者または入管法による
「永住者」
もしくは入管特例法による
「特別永住者」
の在留資格を持つ者。
せん。
わが文学部では、
これら2 つの目標が両立しうるよ

史学地理

3．第 3 学年1学期末まで、または前期末までの全体の学習成績の状況が 3.5 以上
の者。さ「手紙」
らに、史学地理学科の下記
4 専攻を志願する場合は、
次の要件も満たす
を送付するのでしょ
う。
こと。
明治大学文学部の教育理念は、
「充分な専門知識を4
日本史学専攻：
日本史 B あるいは世界史 B、またはそれに準じる科目を含む
単位以上履修している者。
アジア史専攻：世界史 B、またはそれに準じる科目を含む 4 単位以上履修し
ている者。
西洋史学専攻：世界史 B、またはそれに準じる科目を含む 4 単位以上履修し、
かつ英語の学習成績の状況が 4.0 以上の者。
地理学専攻：地理 B、またはそれに準じる科目を含む 4 単位以上履修してい
る者。
（上記の
「準じる科目」に、日本史 A、世界史 A、地理 A やこれらに準じる科目
は含まない。
「準じる科目」
であるかの可否は、本学部が判断します。
）
なお、2学期制の高等学校等、本人の責に拠らない理由で第3学年1学期末まで、
または前期末までの成績が記載された調査書を提出できない場合、第 2 学年修
了時の学業成績が条件を満たす者

Ⅱ 海外において外国の教育課程に基づく高等学校を卒業
（予定）の者

学科

2．次のいずれかを満たす者。
列）とも呼びましたが、
「文 学 部」の英 語名称はずばり
（1）高等学校もしくは中等教育学校を 2023 年 3 月までに卒業見込みの者。
School
of Arts and Letters
なのです。私たちの魂の暗
または、
高等学校在学中の留学等によ
り卒業期が繰り下がり、
2022 年度内
の卒業となった者。

4．学内外の特定分野に優れた能力を発揮した者 ※1。自己アピールできるものを持っ
ており、それを第三者に説明し、説得できる能力を有していること。

合計

※詳細については、必ず入試要項で確認して下さい。

動画と記事で学部を知る
「Step into Meiji University」
も
ぜひご覧ください

■特別入試過去問題の請求について
直接来校するか郵送で請求して下さい。
【受付窓口】 駿河台キャンパス リバティタワー 4階
※1
文学部事務室
（窓口開室時間内）
【郵
送】 下記2点を封筒に入れて、申し込んで下さい。
1. ホームページより指定様式をダウンロード

・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・ 46
2.キャリアデザイン
自宅住所、宛名を記載し、
切手を貼付した返信用封筒
（定型長形3号）
就職サポート・就職実績 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 47
資格取得
・・・・・8301
・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 49
送付先 〒101東京都千代田区神田駿河台1-1
明治大学文学部事務室
○○入試過去問題係
卒業生メッセージ
・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 51
入試情報 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 53

※1 窓口開室時間についてはホームページでご確認下さい。

※登場する人物の在籍年次や役職等は、取材時点のものです。
2021年以前撮影の写真も掲載しています。
MEIJI UNIVERSITY
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文学部概要

人間を理解する力を育てる

明治大学文学部の強み
個々が豊かな将来を
築くための基礎を
形成できるプログラム

文学部の教育理念は
「 充分な専門知識を身につけ
た幅広い教養人の育成」です。この理念を実現する
ために、文学科・史学地理学科・心理社会学科の3学科

文学科

があり、さらにそれらは14 専攻で構成されています。
自分自身だけでなく、日常接する相手の考え方や心を

ことばや作品を通して人間の生き方を学ぶ

理解し受けとめる力、生涯にわたって自他ともに生き
る支えとなる力の獲得を目指します。

文学科では、日本語・外国語によって制作された文学作品
などの研究、言語そのものの学習・研究を通じてさまざまな
考え方を理解し、翻って自らのメッセージを構築・発信するた
めの教育課程を編成しています。少人数の演習による専門的
研究の訓練、また自律的学習の集大成としての卒業論文を
必修としています 。

日本文学専攻

演劇学専攻

英米文学専攻

文芸メディア専攻

フランス文学専攻

文学部
人間力の育成

「人間とは何か」という
問題に多角的に取り組み 、
充分な専門知識と幅広い教養を
身につける

す。また、自分が所属する専攻だけでなく、他学科・他
専攻の科目も選択できるので、専門分野の知識を深める
一方で、幅広い教養を得ることができます。

「心の問題」
を内側と外側から探求する
心理社会学科では、人間を内面
（心理）と外側
（社会・環境）の両面から学ぶ教育課程を編成して
おり、専門的に心理を援助する知識や技法ととも
に、コミュニケーションや人生のライフサイクル、環
境と人間の関わり等の社会の諸相、そして人間と
いう存在の本質を分析するため、少人数でのゼミ
ナール形式で研究法や調査法を学びます。生涯に
わたり人間と社会から学び自らを成長させる知力
を体得するために卒業論文を必修としています 。

日本史学専攻

アジア史専攻

考古学専攻

03

School of Arts and Letters

西洋史学専攻

地理学専攻

Point

2

少人数ゼミナール教育

で学び始め、2 年次、3 年次と個々の興味・関心に応じて
より高度で専門的なゼミへ進みます。4 年次では、その仕
上げとして卒業論文を制作。専門能力が段階的に身につ
きます。
▶詳細は P.09 〜 10

Point

3

半期で完結する授業科目

現代社会学専攻

文学部の授業科目は、半期（半年）
で完結します。そのた

哲学専攻

め、受講生の興味・関心に基づいて多くの講義が選べま
す。さらに、春学期のテーマをより深めたり、それに続く
テーマを扱う講義が秋学期に配置されるなど、より系統

人間社会と歴史を学ぶ
史学地理学科では、過去から現在までの人間と自然のあ
り方・変遷を学ぶための教育課程を編成しています。文献や
史料の講読研究、演習科目の座学を重視するとともに、史跡
調査・発掘調査・現地調査などフィールドワークも重視してい
ます。このうち、日本史学・アジア史・西洋史学の各専攻は、
日本やイスラム世界を含むアジア、欧米各地域の史料講読に
重点を置き、考古学専攻と地理学専攻では、フィールドワー
クの実習にそれぞれ重点を置いています。生涯にわたって学
ぶ知力を獲得するための卒業論文を必修としています。

▶詳細は P.07 〜 08

1 年次から「専門科目」の基礎的な内容をゼミナール形式

臨床心理学専攻

史学地理学科

1

他学科・他専攻の科目も
選択できるカリキュラム

3 学科 14 専攻を有する文学部では、多様な学びが可能で

心理社会学科

ドイツ文学専攻

Point

的な勉強ができるように工夫されています。
▶詳細は P.08

Point

4

資格課程科目の設置

文学部では、中学校・高等学校の「教員」
、
「学芸員」
、
「社
文学部のアドミッション・ポリシー、カリキュ
ラム・ポリシー、ディプロマ・ポリシーについ
ては、ホームページをご覧ください

会教育主事」、
「司書」、
「司書教諭」の資格取得が可能で
す。各学科・専攻ごとに定められた科目を履修すること
で、将来に役立つ資格を得ることができます。
▶詳細は P.49 〜 50

MEIJI UNIVERSITY

04

学 科・専 攻 案 内

学科・専攻案内
年

次

駿河台

取得可能な教員免許/ 資格

キャンパス

進路状況

※ 文学科の一部の専攻の学生は、
条件付きで、文学科の他専攻で取
得できる免許教科（ 英語）について
取得することができます。

※ 2021 年度実績

1 年

2 年

3 年

4 年

少人数の基礎演習で、日本文学（古典・近現代文
学など）の広く深い基 礎 力を身につけるととも
に、日本文学史を学び、図書館所蔵の資料も使
いこなせるようにします。

日本文学講義などを中心として、日本文学の特
徴や大きな流れを把握しながら、引き続き日本
文学演習も行い、テキストを独力で解読できる
力を培います。その際、原本に近い資料を使いこ
なすことを目標とします。

ゼミや講義・講読に積極的に参加して、
自分で考え検
索し、
自由にしかし確実にテキストを読みかつ考える
力を身につけます。
日本文学のみならず、外国文学に
も積極的な関心を払い、関連諸講義に出席し、豊か
な文学的世界を把握していきます。

3 年次までの成果を基として、卒業論文の執筆に
力をそそぎます。さらに、4 年間の総括として、文
学の多角的な価値を改めて実感し、多様化する
世界に対応できるような実力を身につけること
を目指します。

● 国語（中学一種・高校一種）
● 学芸員養成課程
● 社会教育主事
● 司書
● 司書教諭

・東京都庁
・大学院進学
・三菱自動車工業（株）
・栃木県庁
・イオンエンターテイメント（株）・住友化学（株）
・キヤノン（株）
・労働基準監督官
・渋谷区役所
・ソニーミュージックグループ ・千葉県教育委員会
・
（株）キーエンス
・横手市役所
・
（株）ディスコ
・大王製紙（株）
（株）みずほフィナンシャルグループ
・楽天グループ（株）
・東京海上日動火災保険（株）・
・
（株）ユーキャン
・三井住友トラスト不動産（株）・東京水道（株）

・
（株）ゆうちょ銀行
・
（株）東急エージェンシー
・
（株）報知新聞社
・
（株）野村総合研究所

P.13

英米文学専攻

［ 英語科目］スピーキング、ライティング、リーディング、リスニングのための初級〜中級クラスが数多く
設置され、学年が進むにつれ着実に力が伸びるようにデザインされています。
［ 専門科目］アメリカ文学、イギリス文学、英語学の概説クラスから始まり、2年次からは各分野の専門
講義や少人数の専門ゼミも始まります。3 年次以降で自分がどの分野を専門としていくかを考える大事
な時期です。

［ 英語科目］Essay Writing、Discussion and Debate
TOEFL®、TOEIC® などの留学 資格 試 験、検 定
［ 専門科目］3 年次のゼミは「 自分の専門」となる
卒業論文の執筆をします。バラエティ豊かな専門
なものになっています。

など中〜上級の英語クラスが設置されています。
試験に対応したクラスもあります。
大切なゼミです。ほとんどの学生が同じ分野で
講義も2年次までの講義内容を前提とした高度

● 英語（中学一種・高校一種）
● 学芸員養成課程
● 社会教育主事
● 司書
● 司書教諭

・大学院進学
・ヤマハ発動機（株）
・楽天グループ（株）
・楽天証券（株）
・国家公務員 一般職
・埼玉県庁
・三井住友信託銀行（株）

・（株）コナミデジタルエンタテインメント
・
（株）リクルート
・
（株）三井住友銀行
（株）三井不動産ホテルマネジメント
・

P.15

ドイツ文学専攻

［ ドイツ語科目］「 ドイツ語」で文法を学び、今
後の科目の基礎をつくります。
［専門科目］「基礎ドイツ語会話」でコミュニケー
ション力を養い
「 基礎演習」で研究の基礎を身に
つけます。

・
（株）ワールドインテック
・
（株）丸井グループ
（株）日立情報通信エンジニアリング
・
・
（株）美容経済新聞社

P.17

日本文学専攻

文学科

［ ドイツ語科目]「 ドイツ語」でさまざまな文章に
ふれながら中級文法を学びます。
［ 専門科目］「 文学講読」で、文学作品を原文で
読みながら文化、歴史、社会への理解を深めま
す。

・三井不動産レジデンシャルサービス（株） ・東日本電信電話（株）
・山崎製パン（株）
・東日本旅客鉄道（株）
・神奈川県教育委員会
・凸版印刷（株）
・大王製紙（株）
・日本通運（株）
（株）JALインフォテック
・長野県庁
・
（株）キーエンス
・東京海上日動システムズ（株）・
・東京都教育委員会
・
（株）キングジム

卒業論文を視野に入れ、知識を深めていきます。
11月には「 卒論予備ゼミ」を設け、具体的な指導
を開始します。なお、希望する学生は、ドイツの
イエナ大学やジーゲン大学等 へ1年間協定留学
できる制度があります。

3 年次までに修得したドイツに関するさまざまな
知識をいかし、卒業論文を執筆します。
あわせて、ドイツ語検定試験の上級の合格を目
指します。

● ドイツ語（中学一種・高校一種）
● 学芸員養成課程
● 社会教育主事
● 司書
● 司書教諭

・東洋船舶（株）
・国家公務員 一般職
・大学院進学
・NECネットワーク・センサ（株）
・トッパン・フォームズ（株）・国税専門官
・PayPay銀行（株）
・メジャーヴィーナス・ジャパン（株）・阪和興業（株）
・りそなグループ
（株）文藝春秋
・三井物産トレードサービス（株）・
・三菱総研DCS（ 株）
・横浜市役所
・
（学）青山学院
・生和アメニティ（株）
・岩谷産業（株）
・
（株）KDDIエボルバ
・東宝（株）
・原燃輸送（株）
・
（株）タカラトミー

フランス文学専攻

[フランス語科目]「フランス語」で文法を学び、読
む・書く力をつけます
（既修者クラスあり）。
[専門科目]
「講読」で読解力、
「コミュニケーション」
で聞く・話す力を養い、講義科目や
「演習」で文化
や文学に親しみ、発表も行います。

[フランス語科目]「 フランス語」でさまざまなテク
ストを読みながら、中級文法を学びます。
[ 専門科目]引き続き
「講読」
「コミュニケーション」
で語学力を伸ばし、
「 演習」では文学作品を読ん
で言語・文化・文学・思想の理解を深めます。

講義科目で知識を充実させ、興味に応じて
「演
習」を選択し、研究発表を行い、レポートを作成
します。実用フランス語力や会話運用能力の向
上のための授業もあります。

これまでに学んだことをいかして、卒業論文の制
作に取り組みます。
6人の専任教員から指導教員を選び、自分で決め
たテーマで作成します。

● フランス語（中学一種・高校一種）
● 学芸員養成課程
● 社会教育主事
● 司書
● 司書教諭

・JA三井リース（株）
・サッポロビール（株）
・パーソルキャリア（株）
・みずほ証券（株）
・レバレジーズ（株）
・横浜トヨペット（株）
・楽天グループ（株）

演劇学専攻

基礎 演習を通して、演劇を学問の対象として学
ぶ際の基本的な姿勢を身につけます。また西洋・
日本の各演劇史で、過去の演劇遺産がどのよう
に構築されたかを学びます。

演劇学演習
（ 2年）において、より専門的な調査･
研究の姿勢を身につけます。自分の力で調べな
がら、発表を重ねつつ、知的関心の領域を広げ
る訓練をします。

演劇学演習
（ 3 年）において、卒業論文を視野に
入れた本格的な演習作業を行います。また、戯
曲、演出、演劇論など、理論的な領域での各論を
学びます。

これまでの学習の総仕上げとしての卒業論文の
制作に取り組みます。論文指導は5人の専任教員
による少人数指導で行います。

● 国語（中学一種・高校一種）
● 学芸員養成課程
● 社会教育主事
● 司書
● 司書教諭

・大学院進学
・国家公務員 一般職
・インフォテック（株）
・沼津信用金庫
・カーズ（株）
・多摩市役所
・セイダイハウジング（株）・太陽生命保険（株）
・ミヨシ油脂（株）
・東京都庁
・岐阜信用金庫
・日本坩堝（株）
・熊谷市役所
・
（株）宝塚舞台

「 文芸メディア概論A・B」で文芸メディアのとらえ
方を学び、
「基礎演習」で〈 読み〉の実際と研究方
法を、
「表現・創作Ⅰ」で文章表現の基礎と
〈表現〉
の諸相を学びます。

「 文芸メディア演習」で研究の技術を磨き、選択
科目の
「メディア史」「現代文化論」などで文芸メ
ディアの裾野を広げ、各自の研究テーマに応じて
科目を履修していきます。

引き続き
「 文芸メディア演習」で研究方法を深め
つつ、
「 日本文芸思潮史A・B」や「 外国文芸受容
史」で、日本の文芸をモデルに、広く文芸の精神
史的位相を研究します。

「卒業論文・卒業制作」が中心となりますが、それ
に合わせて指導教員の
「 文芸メディア演習」も受
講すべきでしょう。4 年間の総まとめとして研究
を仕上げていきます。

● 国語（中学一種・高校一種）
● 学芸員養成課程
● 社会教育主事
● 司書
● 司書教諭

・大学院進学
・アクセンチュア
（株）
・トヨタ自動車
（株）
・パーソルプロセス＆テクノロジー（株）
・フォース
（株）
・リコージャパン
（株）
・東海旅客鉄道
（株）

日本史学専攻

日本史を学んでいくための基礎的方法等を
「基
礎演習」で学習し、
「史学概論」
「日本史概論」を
選択すれば、歴史学の知識や日本史の通史的理
解を深めることができます。

歴史研究には欠かせない史料の読解・利用方法
等を
「 史料演習」で学習し、史学史や日本史関係
の論文・専門書の講読を通じながら専門書を読
む力を、
「文献講読」で養います。

1・2年次で培ってきた知識をもとに、
「演習」を選
択し、各自で決めたテーマについて主体的に取り
組み、卒業論文作成に向けて準備をします。フィ
ールドワークも実施されます。

「 卒業論文」（ 3年次の「 演習」と継続することが望
ましい）を履修し、指導教員の授業（ 演習形式）に
出席しながら卒業論文を作成します。1月上旬に提
出し、1月末〜 2月初めに卒論面接を実施します。

アジア史専攻

「アジア史概論」
、
「イスラム史」
、
「朝鮮史」でアジ
ア諸地域の基礎的歴史を、
「 史学概論」で歴史学
の方法について学び、
「 基礎演習
（ アジア史）
」で
は基礎的研究書を読み、研究発表を行います。

「 史料演習
（ アジア史）」では、漢文・中国語文献
かイスラムに関する英語文献を読み、読解力を
高め、歴史への理解を深めます。

「 文献講読（ アジア史）」は外国語史料の読解力
を高め、
「 演習Ⅰ
（ アジア史）」では、各自文献を
調べて卒業論文のテーマを選び、発表します。専
門的な講義も受講できます。

5人の教員が分担して
「 卒業論文」作成を指導し
ます。何度か研究報告を繰り返しながら準備を
進め、11月には専攻全体で中間報告会を行い、1
月上旬に卒業論文を提出します。

西洋史学専攻

「史学概論」で歴史学の基礎知識などを養います。
「西
洋史概論」ではヨーロッパの歴史の流れを学び、少人
数授業による「基礎演習（西洋史）」と
「原書講読」で基
礎的な日本語や英語の文献の講読・発表を行います。

「史料演習
（西洋史）
」では読解力をさらに伸ばしま
す。西洋史に関するさまざまな講義
（アメリカ史・イ
ギリス史・ドイツ史・フランス史など）
が開講されて
いるので、興味や目的に合わせて選択していきます。

「演習Ⅰ
（ 西洋史）」では外国語史料の講読をした
り、卒業論文執筆に向けた各自のテーマに沿っ
た発表・小論文提出などを行ったりします。

卒業論文の指導に当たって専任教員が分担して
指導を行います。7月と12月に卒業論文の中間発
表を行い、1月上旬に卒業論文を提出し、1月末
〜 2月初め頃に卒論面接を行います。

考古学専攻

「 考古学概論ⅠA・B」では、考古学はどんな学問
か、考古学が描き出す歴史はどんなイメージかを
学びます。
「 基礎演習」では、発掘調査報告書や
論文読解をふまえ、発表を行います。

「 考古学概論ⅡA・B」では、考古学の最前線につ
いて学びます。
「 考古学研究法」では、土器と石
器の実物資料にふれながら、それらの分析方法
を体得します。

「 演習Ⅰ
（ 考古学）
」では、重要な論文や発掘調査
報告書を多数読破し、翌年度の卒業論文のテー
マに向け準備します。そして自分で選んだ研究テ
ーマについて、発表を行います。

学生の研究テーマに即して、5人の教員が分担して
卒論指導に当たります。各演習で発表を繰り返しな
がら、卒業論文を仕上げていきます。1月上旬に卒
論を提出し、1月末〜 2月初め頃に試問を行います。

地理学専攻

「 概論」の授業が始まって1週間、4月中旬に最初
のフィールドワーク
（ 地理学実習）があります。新
入生全員で早春の高原を歩き、地理学とは何か
が実感できます。

「 地理学研究法」で専門家としての能力を身につ
けます。都市や農村、山や川を歩いて得た情報
を、人文社会科学・自然科学的手法で「科学的な
知識」にまとめます。

臨床心理学専攻

「 心理社会研究入門」「 感情・人格心理学」「 発
達心理学」などの基礎的な授業を通して、人間に
対する心理学的な見方の基礎を培います。

「心理学研究法」
「 心理学統計法」
「 心理社会研究
基礎演習Ⅱ」などを通して、研究の方法論の基礎を学
ぶとともに、
「臨床心理学概論」
「 心理的アセスメン
ト」などでは臨床実践の基礎的知識も修得します。

「臨床心理学演習」「心理学実験」などの体験的
な科目を通して、臨床心理学の技法を修得する
とともに、卒業論文に向けて各自の研究テーマを
確立させます。

これまで修得した知識や方法論、技法をもとに、
各自の研究テーマに基づいて卒業論文を作成す
る過程を通して、臨床心理学へのさらなる理解
を深めます。

現代社会学専攻

「 心理社会研究入門」「 身体と社会」などの授業
を通して、現代社会と人間に関する基本的な見
方を学び、
「 心理社会研究基礎演習Ⅰ」で大学で
の学び方の基礎を身につけます。

「 心理社会調査研究法」「 心理社会研究基礎演
習Ⅱ」で、社会学の分析視角や調査方法論を学
び、
「 環境社会学」「 情報社会論」などで現代社
会の諸問題について考えます。

「現代社会学演習」と
「現代社会学実習」で、社会学
の文献研究と市民活動など社会の現場での実習を
結びつけて学び、
「 ライフサイクルと人間」などの授
業で現代社会に関する専門知識を深めます。

各自の研究テーマに即して、卒業論文の作成に
向けた文献研究、資料収集、現地調査などを行
います。指導教員の指導の下、4 年間の成果の結
晶である卒業論文を執筆します。

哲学専攻

「心理社会研究入門」などの授業で、哲学の伝統
とそのアクチュアリティを学びます。また、
「 基礎
演習
（ 哲学）」では、調べて書くという実践を通し
て
「哲学する」技法を身につけます。

「哲学プラクティス」では、グループで問題を設定
し、問いを深める体験をします。哲学の実践性を
体感する授業です。また、古今東西さまざまな哲
学的知の蓄積を習得していきます。

「 哲学演習」を通じて、問いを実り豊かなものに
するための知識を習得していきます。
「 ライフサ
イクルと人間」では、現代社会に生きる自己とい
う存在について、多角的に検討します。

各教員の指導のもと、卒業論文を作成します。自
分の問いを練り上げ、ものの見方が変わった、深
まった、という実感がもてるよう、問いにかたちを
与えるプロセスです。

文芸メディア専攻

史学地理学科
心理社会学科

05

和泉キャンパス

学科・
専攻ページ

学科

履修キャンパス

School of Arts and Letters

ゼミ
（ 演習）の仲間で共同研究をする1年間です。
夏休みに現地調査を行い、12月の公開研究報告
会で発表します。その成果は報告書として年度末
までに印刷、刊行します。

● 社会（中学一種）
● 地理歴史・公民（高校一種）
● 学芸員養成課程
● 社会教育主事
● 司書
● 司書教諭

地理学の実力を身につけた4 年生は、自力で課
題を設定し研究を行います。楽しく、そして時に
は苦しい調査活動ですが、その努力の結晶が卒
業論文となります。

● 社会（中学一種）
● 公民（高校一種）
● 学芸員養成課程
● 社会教育主事
● 司書
● 司書教諭

・東映シーエム（株）
・
（株）ルミネ
・坂田電機（株）
・
（株）産業経済新聞社
・三井住友信託銀行（株） ・東京特別区
（株）中村屋
・三菱UFJ不動産販売（株） ・日興システムソリューションズ（株）・
・三菱電機（株）
・平塚市役所
（株）富士通ディフェンスシステム
・
・昭和電線ホールディングス（株）・
（株）クボタスタッフ
エンジニアリング
・西日本電信電話（株）
・
（株）ファンケル
・大和ライフネクスト（株）・
（株）ユニクロ
・
（株）S‑SIZE
・
（株）梅田芸術劇場
（株）RAJA
・
（株）東京個別指導学院 ・
・
（株）ローソン
（株）メディアミックス・ジャパン
・
・
（株）サルベージ
・
（株）ゲイン
・
（株）TBSスパークル

・東京都教育委員会
・
（株）ジューテック
・東京特別区
・
（株）ゼンリン
・凸版印刷
（株）
・
（株）ホリプロ
・日販グループホールディングス（株）・
（株）角川春樹事務所
・日本エレベーター製造（株）・
（株）公文教育研究会
・日本放送協会
・
（株）三栄建築設計
・
（学）神奈川大学
・
（株）出版文化社

P.19

P.21

・
（株）電通
・
（株）日刊スポーツ新聞西日本
・
（株）日本創発グループ
・
（有）ノオト

・中川特殊鋼（株）
・大学院進学
・広島県庁
・
（株）プリマジェスト
・東京エレクトロン（株） ・
・オリックス生命保険（株）・埼玉県教育委員会
（株）丸和運輸機関
・日本立友ソフト（株）
・埼玉県庁
・さいたま市役所
・
（株）日能研関東
・サントリーグループ
・三菱日立ホームエレベーター（株）・防衛省共済組合
・
（株）日立システムズ
・神奈川県教育委員会
・
（株）アエナ
・トヨタ自動車（株）
・千葉県庁
・
（株）エヌ・ティ・ティ・データ
・リコージャパン（株）
・
（株）ステップ
・川越市役所
・岩崎電気（株）
・習志野市役所
・日本電波工業（株）
・
（株）ノジマ
・大学院進学
・富士通（株）
・
・アイリスオーヤマ（株） ・西武鉄道（株）
（株）ライフコーポレーション
・地方職員共済組合
・防衛省 航空自衛隊
・
（株）千葉銀行
・アパホテル（株）
・防衛省 陸上自衛隊
・一般社団法人倫理研究所 ・長野県警察本部
・明治安田生命保険（相）
・王子ホールディングス（株）・東京信用金庫
・国分グループ本社（株） ・東京都教育委員会
・
（株）サンリオ
・佐藤工業（株）
・東京特別区
・
（株）ジーユー
・
（株）ノーブルホーム
・フクダ電子北東北販売（株） ・富士通（株）
・大学院進学
・
・リゾートトラスト（株） ・野村證券（株）
（株）みずほフィナンシャルグループ
・さいたま市役所
・SOMPOケア（株）
・
（株）誠和
・シャープマーケティングジャパン（株） ・国家公務員 一般職
・センコー商事（株）
（学）専修大学附属高等学校 ・
・三井不動産リアルティ（株） ・
（株）日立ハイテク
・パール金属（株）
・東テク（株）
・
（学）徳心学園 横浜高等学校
（株）インター・コア
・フォワード・インテグレーション・ ・東京セキスイハイム（株）・
システム・サービス（株）
・
（株）カクイチ
・凸版印刷（株）
・東京ガス横浜中央エネルギー（株）・
（株）臨海
・
（株）オリエントコーポレーション
・大学院進学
（株）有斐閣
・
（株）アイザワビルサービス
・イオンフィナンシャルサービス ・東京電力ホールディングス（株）・
・宮城県庁
・平塚市役所
・
（株）東邦銀行
・国家公務員 一般職
・野村證券（株）
・
（株）住友倉庫
・山九（株）
・流山市役所
・
（株）よみうりランド
（株）セブン−イレブン・ジャパン
・青梅市役所
・
（有）ビジュアルヴォイス ・
（株）スポーツニッポン新聞社
・中央区役所
・
（株）プラスパシステムズ ・
・所沢市役所
・東日本高速道路（株）
・
（株）長谷工リアルエステート
・大学院進学
・上越市役所
・日本交通（株）
・
（株）ベネッセスタイルケア
・イオンモール（株）
・神奈川県教育委員会
・日本紙パルプ商事（株） ・
（株）ジャニーズ事務所
・ケイミュー（株）
・日本道路興運（株）
・ハーゲンダッツジャパン（株）・第一生命保険（株）
・丸全昭和運輸（株）
・朝日航洋（株）
・ESRIジャパン（株）
・群馬県庁
・東海旅客鉄道（株）
・
（株）日本土地建物
・国際航業（株）
・東京都住宅供給公社
・
（株）東急コミュニティー
・富士通Japan（ 株）
・
・大学院進学
（株）TFDコーポレーション ・
（株）朝日ネット
・ソニーペイメントサービス（株） ・NTTテクノクロス（株） ・
（株）クレディセゾン
・
（株）東北新社
・NTT東日本グループ会社 ・（株）チャーム・ケア・コーポレーション ・
・リックキッズ（株）
（国）東北大学
・三菱地所ハウスネット（株）・SMBC日興証券（株）
・
（株）ナガセ
・YKK（株）
・東日本高速道路（株）
・
（株）伊藤園
（一財）関東電気保安協会 ・
・日本システムクリエイト（株）・
（株）京葉銀行
・富士ソフト（株）
・
（株）HRインキュベータ ・
（株）全農ビジネスサポート
・大学院進学
・川崎市役所
（株）三栄建築設計
・明治安田生命保険（相） ・
・サンスター（株）
・大末建設（株）
（株）日本教育クリエイト
・
（株）BuySellTechnologIes ・
・丸三証券（株）
・大和市役所
（株）日立システムズ
（株）イーエムネットジャパン ・
・
・興和（株）
・凸版印刷（株）
・
（社福）藤の実会
・
（株）サイジスタ
・国家公務員 一般職
・日本ヒューレット・パッカード（合）・
（株）サイバーエージェント
・三菱総研DCS
（ 株）
・富 士 フ イ ル ム ビ ジ ネ ス ・
（株）プラスアルファ
・盛岡市役所
イノベーションジャパン（株）・
（株）メディカルノート
・ソニーグローバルソリューションズ（株）・
（株）SHIFT
・
（株）星野リゾート・マネジメント
・大学院進学
・
（株）エネサンス東北
・丸三証券（株）
・
（株）日本入試センター
・groxI（ 株）
・
（株）コーンズ・エージー
・埼玉県教育委員会
・ウシオ電機（株）
（株）メンバーズ
・オリエンタル技研工業（株）・三菱電機ロジスティクス（株）・
・キヤノンITソリューションズ（株） ・川口市役所
・
（株）加藤文明社印刷所
・コムソフト（株）
・東芝ライフスタイル（株）・
（株）公文教育研究会

P.23

P.25

P.27

P.29

P.31

P.33

P.35

P.37

P.39
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文学部の特色

個を育てる文学部の学び①

Class Report

多様な学科・専攻のある文学 部で
高度な専門知識を身につけた
幅広い教養人を目指す

文字や言語が秘める可能性を

STUDENT VOICE

追究することで視野を広げる

ドイツ文学専攻1年

小野 泰輝

大分県立
大分上野丘高等学校卒業

時代を越えて共有できるところが文字や言語

イツ語は、ドイツだけではなくさまざまな国や地

の魅力です。何世紀も前に作家が著した作品に

域の公用語とされているため、ドイツ語圏を広く

よって、過去にどんなことが起きたかを、現代を

学ぶことにつながると考え、ドイツ文学を専攻し

生きる私たちが読み、学ぶことができます。そん

ました。ドイツ語の学習はまったくの初めて。1年

な文字や言語が秘める可能性について紐解きた

次からドイツ語を母語とする先生による授業があ

いと思い、文学部を選びました。心理学やウェル

り、自分で言葉を調べながら授業内容を習得す

ネスについても学ぶ授業があり、多方面に視野

るという状況でしたが、何事も自主性を持って追

を広げる環境に出会えてよかったと思います。ド

究する力が身についてきたと感じています。

文学部では、入学時から3 学科・14 専攻に分かれて学びますが、

ドイツ文学史Ａ・Ｂ

自身の興味・関心に応じて、他学科・他専攻の授業も履修できます。
多角的な視点を養うことができるのは文学部の大きな強みです。

く異なり、文学も地方色が豊かです。文学史の授業では、地域や

他者の論理や気持ちを理解し
みずからの思考・視野の幅を広げる

社会との結びつきという点を意識しながら文学をとらえるよう試み
ています。

ドイツ文学専攻は、教員と学生がお互いの顔をよく見ながら交

異なる時空に生まれた作品を、その背景とともに
「読む」という

流している専 攻だと思います。しっかりとドイツ語を読めるように

ことは、他者の論理や気持ちを理解しようとすることにほかなりま

なってほしいという願いから、1 年次にはクラス担任の教員が週に

せん。そして、他者を理解しようとすることは、自分は何者か、を

2 回、ドイツ語の授業を受け持ちます。最初の 2 年間でドイツ語の

考え直すことでもあります。ドイツ文学の世界には、自分の価 値

力を身につけると同時に、ドイツ語圏の文学や文化についても専

観が揺さぶられるような経験が待っているはずです。これまで正し

門的に学習。3 年次以降は特定のテーマに集中的に取り組み、な

いと思っていたことは本当に正しいのか、普通だと思っていること

かでも演習の授業では、学生が主役となって問いを立て、議論し

はそんなに
「普通」なのか、自分が美しいと思ったものは誰にとっ

ます。そして、自分が最も熱くなれるテーマを発見し、追究するの

ても美しいのか。外国文学という他者にふれることによって、自身

が卒業論文。指導教員とじっくり話し合いながら執筆を進めます。

の目で物事を見て考える批判精神も身につけてほしいと思います。
言葉や歴史が違えば、問題に対する向き合い方も、表現のあり

日本とは異なる歴史的・社会的背景をもつドイツ語圏の文学
作品を、現代に生きる私たちが読む場合、すぐに共感できるところ

方も異なります。思い切って
「わからない」世界のなかに跳びこみ、

もあれば、背景を理解してはじめて感動するところもあります。ド

ドイツ
（語）特有の論理
（文法もここに含まれます）の学習を通じて

イツは長い間小国が乱立し、統一国家としての成立が遅かったた

他者の多様性にふれ、自身の思考・視野の幅を広げてください。

め、現在にいたるまで社会制度や文化や宗教が地方によって大き

学生が提出した課題作文のなかで、良かったものについては授業時間内にとりあげて紹介。「仲間が書いたものを読むこ
とによって、学生たちも刺激を受けているようです」と岡本先生。

TOPICS

MESSAGE

岡本 和子

教授

文学部の研究の中心にあるのは「言語」です。しかし、そもそも言語とは何でしょう
か？ いまだ実現していない願望や夢、頭の中にしか存在しない思い、はては嘘にいたる

2 学期制の特長

半期（半年）で完結する授業科目を数多く受講し、
春学期と秋学期で系統的に学ぶ
文学部のすべての授業科目は半期（半年）で完結

（ドイツ文学専攻1年次の学生が他学科・他専攻の授業も履修している場合）
〈 時間割例 〉
月

ドイツ語演習ⅠA
ドイツ語演習ⅠB

火

まで、リアルには存在しないものを表現し、他者に伝えることができるのが言語です。

するため、春学期と秋学期で異なる授業科目を履修

私たちは現実に存在するものだけで生きているわけではありません。人間の心を知りた

するなど、フレキシブルな学び方を選択できます。自

い、と思う方には、文学部には追究しがいのある学問分野が開かれていると思います。

身の興味や関心に基づき、自専攻の科目および共通
選択科目以外に、他専攻の科目も含めて幅広く履修

3

PROFILE

することができます。春学期は授業科目を履修し、

4





秋学期は留学を通して自身の見識を深めるなど、そ

5



6



東京大学大学院人文社会系研究科修了
研究テーマは、都市ベルリンと文学、近代ドイツ文学における
「 ドイツ像」の形成。近年はさら
に、20 世紀の戦争における加害の記憶を文学はどのように記述しうるのか、という問題にも取
り組んでいる。

授業では文学そのものだけではなく、映画・音楽・絵画・舞踏等、多
分野にわたる文学の広がりや相互の影響関係についても学びます。

れぞれの目的に合った履修スタイルを構築しやすく
なっているのも特長のひとつです。

1
2



English Paragraph Writing A

ドイツ語ⅠA
ドイツ語ⅠB
哲学概論A

English Paragraph Writing B

哲学概論B

基礎演習（ドイツ語圏文化）A
基礎演習（ドイツ語圏文化）B

水

木

金

ウェルネススポーツＡ English Communication Skills A ウェルネスライフ論
ウェルネススポーツB English Communication Skills B
ドイツ文学史A
ドイツ文学史B

ＩＣＴベーシックⅠ

土


基礎ドイツ語会話A
基礎ドイツ語会話B

ドイツ語ⅡA
ドイツ語ⅡB



ＩＣＴベーシックⅡ
メディア史
メディア研究







文化人類学A
文化人類学B





共通総合講座
共通総合講座



















科目名の上段は春学期、下段は秋学期
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文学部の特色

個を育てる文学部の学び②

Seminar Report

「 人間学」探求を段階的に進めるために、
入 学 時から始まり、
次 第に高度な内容に進む少人 数ゼミ教 育
臨床心理学演習Ａ・Ｂ
ゼミでは、臨床心理学領域における国内外の文献を読み込み、全員でその内容について討論します。このような活動を通
して最新のトピックスや研究動向を知り、その成果を次年度の卒業論文へとつなげていきます。

臨床心理学は「実践の学」
経験が知識を生きたものへと変換させる

教員と学生が近い距離でお互いの反応を見ながら授業ができるの
は、少人数教育ならではの良さです。

カウンセリングに代 表される心理援助しかり。このような実践こ
そが大切であると私は考えています。
特に、
「心 理学実 験 A」では、定量的、客 観的に人間を理 解

臨床心理学は、いわゆる心の問題を抱えた人を理解し、援助

するための
「心理尺度」を作成します。
「心理尺度」とは、たとえ

するための実 践的な心 理学です。科学的な根 拠をきちんと踏ま

ば「積極性 」や「幸 福度 」などの特 性を点数によって測定するた

えた心理学の視点から、冷静に思考し分析する力を養いますが、

めの道具のようなものであり、これらの特 性をまるで物差しのよ

それだけでは十 分とはいえません。対 象に深く寄り添うための技

うに測るという意味で「尺度」と呼ばれています。
「心理尺度」の

術を身につけることはもちろん、人の心や社会におけるさまざまな

作成にあたっては、学生同士でグループをつくり、計画・立案に

問題に対して積極的に関心を持ち、感受性を働かせて対象に寄

始まり、項目内容の検討、そして実際にそれを使った調査に至るま

り添う
「カウンセリングマインド」も必要です。

で、すべて学生たちが主体となって行う、実に実践的な授業です。

人の心について多角的に考える力は

STUDENT VOICE

自身のストレスマネジメントにもつながる

臨床心理学において大切なのは、科学的な思考と方法を重ん

また、臨床心理学は「実践の学」といわれていて、それゆえ頭
でっかちな講義
（座学）ばかりしていてもあまり意味がありません。

じるとともに、対 象の深 層的な意味を適切に理 解し、対 象に深

私が授業を担当するうえで特に気をつけていることは、学生に実

く寄り添うための技術を身につけることとされます。このことを踏

際に何かを「やらせてみる」ということです。もちろんうまくいくこ

まえ、臨 床 心 理学専 攻としては、本 専 攻での学びを通じて、科

ともあれば失敗することもある。しかし、失敗したときに人は何か

学的態度と、技術としての「カウンセリングマインド」の両方の力

を学ぶものです。あれやこれや試行錯誤することで、知識は生き

を養っていただきたいと願っています。

臨床心理学専攻3年

村上 祐香

東京都私立
明治大学付属
中野八王子高等学校卒業

高校生の頃から人の性格の違いや心の動きについ

もに、自分自身のストレスマネジメントにも役立ちま

て興味があり、大学で専門的な知識を学ぶのであれ

す。自分の心に向き合うことは、生きていくうえでとて

ば、自分の興味のあることを学びたいと考えていまし

も重要なスキルだと考えるようになりました。心の中

た。体験授業で発達心理学を受けたとき、授業内

は目に見えないけれど、体と同じくらい大事に考えな

容に興味を持ち、臨床心理学を専攻。授業を受ける

いと、生活に悪影響を及ぼしてしまうことは間違いあ

たびに新しい考え方を発見することができ、とても充

りません。専攻で培った力は、仕事としてだけでな

実した学生生活を送っています。授業内容は、人の

く、自分の人生においてこれから先も、あらゆる場面

心について多角的に考える力を養うことができるとと

で活用することができるスキルになると思います。

たものとして定 着します。心 理 検 査のようなアセスメントしかり、

MESSAGE

高瀬 由嗣

教授

文学部では広く
「人間」を学びます。言語を媒材として表現された作品から人間
の生きざまを知る、過去の諸事情を題材に人間の来し方行く末を知る、地球表面
の諸現象との相互作用から人間の暮らしを知る、心の動きや知覚の過程を通して
人間の特性を知る、といった具合です。大切なことは、人間に関心をもつことです。
芸術作品を通して、歴史書を通して、ボランティア等の活動を通して…。何でも結
構です。人間に深い関心を寄せてみてください。
PROFILE
中京大学・文学研究科・博士後期課程、心理学専攻修了
（博士
（心理学）
）
愛知県南知多病院（精神科）
、愛知県内のスクールカウンセラー等の業務を経て、大学に勤務。
現在の主たる研究テーマは、投映法と呼ばれる心理検査の基礎研究や臨床場面への応用。
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4 年間のゼミの流れ

TOPICS

段階的に高度になるゼミナール教育
文学部の特色は、1 年次からゼミ（少人数演習科目）が必修だ

次の「卒業論文」となります。ゼミを中軸とした4年間のカリキュ

ということ。まずは基礎的な科目でゼミ形式の授業に慣れ、2 年

ラムを通じて、主体的に取り組む力や深い考察力が磨かれ、確か

次、3 年次と、より高度で専門的なゼミへ進み、その集大成が 4 年

な「個」が育まれていきます。

1年次

2年次

3年次

4年次

基 礎 的な 演習

専門 的な 演習

卒業 論 文

文献の探し方、研究発表の仕方、レ
ポートの書き方など、大学における
勉学・研究の基礎を学ぶ。

自らの興味に応じてより専門的な内
容のゼミに所属し、研究したいテー
マを絞り込んでいく。

4 年間の学問・研究の総括として、自
らテーマを選び、ゼミ担当教員の指
導を受けながら論文を執筆。

MEIJI UNIVERSITY
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カリキュラムの 特 長

文学部の 4 年間で学べること

［ カリキュラム 体 系 図 ］
1 年次

多様な学科・専攻からなる文学部では、
さまざまな講義科目と1年次からの少人数の演習（ゼミ）
を通じて、

専門科目

「主体的に学ぶ能力」、
「 国際的視野」、
「 人間社会を多角的に把握する思考力」
を段階的に修得していきます。
文献の読解や分析だけではなく、現地調査（フィールドワーク）、発掘調査、カウンセリング等の実習科目が

2 年次

必修

設置されているのも文学部の特長です。最終的に、4年間の学習の集大成である卒業論文の執筆を通じて、

外国語関係科目
ウェルネス科目

学生それぞれの視点から
「人間そのものを総合的に理解する」
ことにつなげていきます。

思想と宗教

3 年次

4 年次

科 目 詳 細 は 各 学 科・専 攻 別 の ペ ージ を 参 照 してくだ さ い
英語（Communication Skills、Paragraph Writing、Academic Reading、Academic Writing 各A・B ）、
ドイツ語、フランス語、ロシア語、スペイン語、中国語、朝鮮語（各Ⅰ〜Ⅳ／ A・B ）
※専攻により必修科目は異なります
ウェルネスライフ論、ウェルネススポーツA・B
哲学概論A・B、倫理学概論A・B、論理学概論A・B、現代の思想A・B、宗教学A・B、
科学思想史A・B、東洋思想史A・B、西洋思想史A・B、世界の宗教、東洋の宗教

哲学特論A・B、倫理学特論A・B、キリスト教史、イスラム教史

日本思想史A・B

地域と文化

［ 4 年間の学びの流れ ］
※全学科・専攻共通。文学部の各学科・専攻は、受験時に選択し、1 年次 〜 4 年次まで所属することになります。

1 年次

2年次

外国語関係科目

3年次

共通選択科目

ゼミナール

幅広い教養を身につけつつ、
専門能力も高める。

特長

1

共通
選択科目

演習・実習

卒業論文

特長

3

特長

1

特長

2

3 学科 14 専攻の
多様な学び

ICTエレメンタリー、ICTベーシックⅠ・Ⅱ、ICT 統計解析Ⅰ・Ⅱ、ICTデータベースⅠ・Ⅱ、
ICTメディア編集Ⅰ・Ⅱ、ICTアプリ開発Ⅰ・Ⅱ、ICTコンテンツデザインⅠ・Ⅱ、ICT 総合実践Ⅰ・Ⅱ

ウェルネス
ライフ

スポーツ文化論Ⅰ・Ⅱ、生涯スポーツⅠ

留学促進プログラム

留学準備講座A・B、海外授業シミュレーションA・B、日本文化発信A・B、海外現地研修A・B

教職に関する
科目

教育基礎論、教育心理学、教育行政学、学校の制度と経営

半期（半年）で
完結する授業科目

門分野の基礎を固める一方で、幅広い教養を深めることができます。

授業科目は、半年（半期）で完結するため、春学期・秋学期で同じ曜日の同じ時間
帯にふたつの授業科目を選択でき、興味・関心に基づいてより多くの講義が選べ
ます。さらに、春学期のテーマをより深め、それに続くテーマを扱う講義が秋学期
に配置されているので、系統的な勉強が可能です。

特長

3

11

ゼミを中軸とした
カリキュラム
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1 年次から「専門科目」の基礎的な内容をゼミナール形式で学び始め、2 年次、3 年
次と個々の興味・関心に応じてより高度で専門的なゼミへ進みます。4 年次では、
その仕上げとして卒業論文を制作。専門能力が段階的に身につきます。

ウェルネスライフ特論Ⅰ・Ⅱ、生涯スポーツ論Ⅰ・Ⅱ、生涯スポーツⅡ

生涯スポーツⅢ・Ⅳ

キャリア・デザイン
ジョブ・インターンシップ
海外短期留学関係科目A・B・C・D

日本語教員養成プログラム科目

日本語教授法Ⅰ・Ⅱ、日本語教育学演習A・B、日本語教育実習Ⅰ・Ⅱ
【各専攻大学院設置科目】

その他

【学部間共通外国語】、
【他学部設置科目】、
【グローバル人材育成プログラム】

■ Q& A
Q

文学科（6 専攻）、史学地理学科（5 専攻）、心理社会学科（3 専攻）と多様な学科・
専攻がそろっていて、学科・専攻横断的な科目選択も可能です。1・2 年次に専

統計学

情報リテラシー

キャリア支援科目

駿河台キャンパス

学 び の 3 つ の ポ イント

上級英語ⅡA・B、中級ドイツ語ⅡA・B、中級フランス語ⅡA・B、
中級ロシア語ⅡA・B、中級スペイン語ⅡA・B、
中級中国語ⅡA・B、中級朝鮮語ⅡA・B

共通総合講座
人間と情報Ⅰ・Ⅱ

留学関係科目

和泉キャンパス

中級ドイツ語ⅠA・B、中級フランス語ⅠA・B、
中級ロシア語ⅠA・B、中級スペイン語ⅠA・B、
中級中国語ⅠA・B、中級朝鮮語ⅠA・B

ランゲージ

総合講座

（ゼミナール形式）

専攻の垣根を越えて
幅広く学びながら、
自分自身のテーマを探求。

社会史A・B、文化財科学A・B、環境歴史学、心理学特論、
生命の政治社会学

ラテン語ⅡA・B、古典ギリシャ語ⅡA・B

選択

（ゼミナール形式）

経済史A・B、国際関係論、日本国憲法、教育学A・B、文化人類学A・B、心理学概論A・B、
こころの科学A・B、地球環境A・B、生態学A・B、自然科学的ものの考え方、家族論

漢文A・B、ラテン語ⅠA・B、古典ギリシャ語ⅠA・B、上級英語ⅠA・B、日本語音声学、日本語史、
言語学とその歴史、世界の言語

専門的な選択科目

2

中国文化論A・B、日韓比較文学、アジア文化史A・B、書道A・B、
ラテンアメリカ文化論、アフリカ文化論

法律学概論、政治学概論、経済学概論、社会学概論

4年次

特長

ウェルネス科目
情報関係科目

社会と環境

日本美術史A・B、西洋美術史A・B、音楽史A・B、ロシア文学史A・B、日本の伝統と文化A・B、
アジア美術史A・B、アジアの地域と思想

他学科・他専攻の科目を
履修することは可能でしょうか?

Answer

可能です。文学部に開講されて

Q

4 年次の専門科目に卒業論 文と
ありますが、必修ですか?

Answer

卒業論文は文学部生全員の必

Q

在学中に海外留学をしても、
4 年間で卒業できますか?

Answer

卒業は可能です。明治大学の

いる科目の中で、他学科・他専攻の演習科目

修科目であり、4 年次に履修・執筆をします。

留学制度には、本学と協定を結んでいる協定

および実習科目は履修することができません

文学部では、1 年次から 4 年次までの各年次

校へ留学する「協定留学」
、学生が自分で留学

が、その他、講義形式の専門科目は大抵履修

に演習科目や多くの専門科目が設置されてお

先を選んで手続きをし、本学がそれを認める

することができます。また、他学部の履修科

り、その集大成が卒業論文です。1 年次から

「認定留学」の 2 種類があります。また、留学

目や、学部横断型の学部間共通外国語科目、

段階的に学んだ成果を踏まえ、各自興味関心

先の大学で修得した単位を認定する単位認定

大学院設置科目等、幅広く学ぶことができ、

のある研究テーマを設定し、当該テーマに関

の制度もあり、単位の修得状況によって 4 年

多様な分野の知識修得を可能としています。

する文献調査やフィールド調査を通して情報

間での卒業が可能です。さらに、文学部では

大学での学びの主流は自身の専攻分野によっ

を収集し、得られた情報の整理・加工・分析

2014 年度より「留学準備講座 A・B」など、海

て決まりますが、自分自身が必要だと思う授

をもとに考察を重ね、卒業論文を作成するこ

外留学への準備講座を開講しました。留学

業を広範な選択肢から選び、学ぶことで、将

とになります。卒業論文の作成は問題発見

前にこれらの科目を受講することで、留学後

来への可能性をさらに広げていくことができ

能力と問題解決能力の獲得にもつながる重要

のスムーズな学習につなげることができます。

ます。

な学習といえます。

※「留学制度」について詳しくは P.43をご覧ください。

MEIJI UNIVERSITY
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専 攻
紹 介

文学 科

日本文学専 攻

日 本 文 学・国 語 学・漢 文 学 から人 間 の 本 質 を 読 む

Japanese
Literature Course

STUDENT VOICE

言葉を主体的に活用する力を
将来にいかす

Q 日本文学専攻を選んだ理由は？
Answer

国際社会を構成する文化、歴史、思想、自然科学などさま

ざまな要素を幅広く学ぶことで、世界をつなぐ媒体である言葉への理解がよ
り深まり、その先にあるものごとを正確かつ多角的に解釈できると思います。

日本文学専攻2 年

田村 航大

そのような、言葉に関する学びを主体的・積極的に実践するためにこの専
攻を選びました。また、国語の教員免許が取得できる点も大きな魅力で

千葉県立千葉高等学校卒業

した。

Q 授業で印象深かったことは？
Answer

山﨑健司教授の日本文学講義Ⅰ
（ 萬葉集と文献学）の授業風景

本専攻の特色は、次のように、ほとんどすべての時代とその代表

学（江戸時代：俳諧、浮世草子、読本など）
、近現代文学（明治時

的テーマをカバーしていることです。上代文学（〜奈良時代：萬

代〜：夏目漱石、芥川龍之介、太宰治、遠藤周作、村上春樹な

葉集、古事記、日本書紀など）
、中古文学（〜平安時代：古今和

ど）
、国語学（歴史研究 ･ 方言など）
、漢文学（白氏文集、史記な

歌集、紫式部日記、源氏物語、枕草子など）
、中世文学（鎌倉〜

ど）
。学生が興味を抱く分野の文学のすべてに対して、指導でき

安土桃山時代：平家物語、新古今和歌集、徒然草など）
、近世文

る専任教員がいて、日本文学の〈真・善・美〉
を追求していきます。

日本文学専攻では、カリキュラムの大きな柱として少人数
ゼミがあります。1 年次の基礎演習から始まり、2 年次・3
年次に、より高度で専門的なゼミへ進みます。その仕上げ
が 4 年次の卒業論文です。自分のもっとも関心のあるテー
マで 4 年間の集大成としての卒業論文を完成させることは、
卒業後、社会で活躍するための大切な基盤となります。

基礎演習
（日本文学）A・B
［萬葉集、枕草子、雨月物語、漱石など］

School of Arts and Letters

立つと感じています。日本文学専攻で培った言葉にまつわる学びと、教職

体的に解釈を試みる力を着実に身につけられていると感じています。

課程で培った教育にまつわる学びの両方を、自分の将来にいかしたいです。

PICK UP

教員メッセージ
読むことによる
知の旅へ

日本語の研究法

● 芥川龍之介『河童』―検閲への挑戦と見えない可能性―
●『ノルウェイの森』論―「成長物語」としての文学―
● 非日本語母語話者による直喩表現―日本語小説を通して―

2年次
日本文学演習
（2年）A・B、
日本文学講読ⅠA・B
［古今集、王朝漢詩選、源氏物語、
萬葉集、
今昔物語 集 ］、
作家作品研究ⅠA・B［現代女性作家］
、
中国文学研究ⅠA・B［ 唐詩］

3年次

日本文学演習
（3年）A・B
［柿本人麻呂、
源氏物語、平家物語、西鶴、
宮沢賢治、
白氏文集など］

夏目漱石の作品を中心に近代小説を読みます。春学期は、文学理論や批評理論
を読み、それらの理論を踏まえて実際に文学作品を分析することで、小説を読むため
の方法を習得することを目指します。秋学期は、文学作品が生まれた背景や歴史状況
に関する知識を共有することで、文学作品の読みを深めます。演習形式の授業なので、
毎回、発表者に報告をしてもらい、その後、参加者全員で意見交換や討議をします。
毎回、文学作品の中で語られる言葉を手掛かりにして、発表者のナビゲートによって
さまざまな論理や思考に出会い、さらに近代の文化や歴史に遭遇することになります。
その出会いを通して、私たちの生きる現在がどのように築き上げられたのか、さらに、現
代の可能性はどのようなものとしてあるのかを考えていきます。
国語学ⅡA・B

小野 正弘

教授

くずし字を読んで
萬葉歌解釈の歴史を辿る

基礎 演習（ 日本文学）A・B

山﨑 健司

教授

A（春学期）では、日本語のオノマトペ
（擬音語・擬態語）を題

『萬葉集』は千数百年前に成立した歌集で、多くの人に読み継

材に、認定の問題、基 本要素から派生法、俳句、和歌、詩歌等

がれ現在に至っています。成立当時の歌の意味は、日本語学・歴

における実例の研究法について学びます。

史学・考古学・民俗学など隣接する学問の研究成果も採り入れ

B（秋学期）では、キャッチコピーを題材に、長さ、文字比率、
［ ］= 内容の一部

1 年次
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た、教職課程で学ぶ知識や経験は、教員はもとより、あらゆる職業で役に

きちんと教えてくださいます。ものごとに関して、知識だけでなく、自ら主

生方 智子 教 授

［ 専攻専門科目 ］

専攻選択科目

ていきたいです。それは仕事でもプライベートでも生きる力だと思います。ま

●『源氏物語』における涙の共有
● 荻生徂徠『 南留別志』の研究―批判書にも言及して―

言葉の力を主体的・積極的に活用していく意識を大切にし

できました。議論のために必要な背景知識や興味深い情報も、先生が

日本文学演習（ 3 年）A・B

● 平家物語の多面性―人物造型と救済の思想―

Answer

葉や背景知識についての学習を、プレゼンと議論を通して深めることが

●『萬葉集』から読み解く古代の言霊観

●『柳毅伝』と
『裴航』―異類婚姻譚の終着点―

必修科目

「日本文学演習
（2 年）A」では、あるテクストにまつわる言

卒業論文テーマ例

卒業論文

Q 将来の目標や目指す進路は？

て考察しますが、この授業では江戸時代の注釈を通して、古典が

表現技巧
（体言止め、言いさし、比喩）等を観点とした研究法を

いかに読まれてきたかを考えます。万葉仮名や版本のくずし字に

学びます。

もふれ、
こんにちの活字で読むのとは違った世界にご案内します。

4年次

日本の近世文学と
その周辺
卒業論文Ⅰ・Ⅱ

日本文学史［ 上代、中古、中近世、近現代］、
日本文学講義ⅠA・B［詩歌、西鶴、竹取、伊勢、近松、芥川 ］、
国語学ⅠA・B

日本文学講読ⅡA・B、日本文学講義ⅡA・B、
作家作品研究ⅡA・B［和歌、日本文学批評］
、国語学ⅡA・B、
中国文学研究ⅡA・B［白居易・元稹の文章］

文学概論A・B、国語学各説ⅠA・B［奈良時代以前・平安時代の日本語］、
中国文学講読ⅠA・B［韓愈・柳宗元］

国語学各説ⅡA・B［ 文字・表記］、
中国文学講読ⅡA［ 史記］、中国文学講読ⅡB［ 文選］

日本文学講義ⅡA・B

杉田 昌彦

教授

日本文学講義Ⅱでは、
「俳諧」や「江戸の文学論」に焦点を当

戦乱の世を生きた
女性の一生

日本文学演習（ 2 年）A・B

牧野 淳司

教授

平安時代の終わり、日本は全国的な内乱状態になりました。

てた講義を交互に開講しています。俳諧についてその歴史的な全

いわゆる「源平合戦」です。都も巻き込んだ大規模な合戦は、平

体像をとらえ、座の文 芸としての俳 諧の本質を考察します。また

安時代にはなかった文学を生み出しました。
『平家物語』が有名

文学論についての講義では、本居宣長の文学論の歴史的意義

ですが、戦乱に翻弄された女性もいます。戦いで恋人を亡くした

を再評価し、和歌や物語を理論的に分析・批評することの意味

女性の家集である『建礼門院右京大夫集』
などを読みながら、
「い

合いを考えていきます。

くさ」と文学について考えていきます。

MEIJI UNIVERSITY
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専 攻
紹 介

文学 科

英米文学専 攻

英 語 の習 得 を 軸 に 専 門 分 野 を 深 める

British and American
Literature Course

STUDENT VOICE

多様な考えにふれ
自分なりの視点を養う

Q 英米文学専攻を選んだ理由は？
Answer

高校時 代の課 題研究で、アメリカ文化・文学作品から

ジェンダー・人種における差別、階級を研究し、この分野に興味を抱
きました。文学以外にも映 画やメディアなどから歴史・文化を学べる

英米文学専攻3 年

黄 智ゆん

点、そしてジェンダーを題材にする授業や研究をしている先生がいる点
も本専攻に惹かれた理由です。

東京都立国際高等学校卒業

Q 授業で印象深かったことは？
Answer

大山るみこ教授の英米文学演習（3 年）の授業風景

コミュニケーションのための英語教育と、伝統的な学問体系に基

に配慮しています。専門教育、知識を得るための授業
（講義科目）

づいた文学、語学教育の調和を図ったカリキュラムを提供してい

とインタラクティブなトレーニング授業（演習科目）が、学年が

ます。「話す」、
「聞く」、
「読む」、
「書く」というスキルのため、英

上がるにつれ専門度を増す形で設置されています。

「英米文学演習
（3 年）
」では、半期ごとに作品を精読して

いく社会の中で、自分なりの視点と考えを大切にするとともに、周囲に
あるものを吸収することで、新しい方向へ変化したり見つめ直したりす

人間の心やバックグラウンド、歴史など多数の可能性があります。そこから

る機会も必要だと思います。文学作品を通して自分の足でコミュニティ

より物語の奥深さへ入り込めることが文学の面白さなのです。

を広げていき、明治大学で得た学びをより一層深めていきたいです。

PICK UP

英米文学専攻では、カリキュラムの大きな柱として英文学・
米文学・英語学の少人数ゼミがあります。1 年次の基礎演

● 雑誌GINGERとMOREのテクスト分析―女性の社会的役割と表象の差異―

習から始まり、2 年次・3 年次に、より高度で専門的なゼミへ

● ビートニクと若者―ケルアック
『オン・ザ・ロード』を中心に―

進みます。その仕上げが 4 年次の卒業論文です。少人数な

● 父と子の関係から考えるアイデンティティの獲得
―フォークナー
『 響きと怒り』からアニメ
『新世紀エヴァンゲリオン』まで―

卒業後、社会で活躍するための大切な基盤となります。

外にある
「 いま・ここ」を
目指そう

● 文学が人に与える影響―サリンジャーの『ライ麦畑でつかまえて』を中心に―

﹁ 英 語 ﹂科 目 群︵ 英 語 の
運用能力を身につける︶

1 年次
スピーキング

リスニング
資格試験対策

専門基幹科目群（専門
分野の基礎を身につける）
専 門 科 目 群︵ 専 門
分野を深める︶
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2年次

3年次

Public Speaking A・B

Discussion and Debate A・B

Paragraph Writing A・B

Academic Writing A・B

Essay Writing A・B

English Communication Skills A・B、
上級英文解釈A・B

Academic Reading A・B

4年次

英語演習 A・B［リスニング ］

上級英語ⅠA・B［TOEIC® 対策入門講座］

上級英語ⅡA・B［TOEIC® 対策上級講座］

英米文学基礎研究A・B、英語学概論A・B

間は、よその場所の人々、違う時代の人々が、時代にどう向きあったかにふれること
でしか、この小さな世界を出ることができません。そして、ちがう「いま・ここ」
を想

イギリス文学、
読んで観ましょう

せん。私は演劇を主に研究してきて、教室ではシェイクスピアをよく取りあげます。
ますますキツイ世の中になりそうだからこそ、今の小さい世界に飽き足りなくなった
人と一緒に、外にある「いま・ここ」を味わいたいと思っています。

英文学講読C・D

大山 るみこ

教授

英文学講読C・D、英作家作品研究A・B、
英米劇作家作品研究A・B、英米文化研究A・B

米文学系科目

米文学講読A・B

米文学講読C・D、米作家作品研究A・B、
英米劇作家作品研究A・B、英米文化研究A・B

英語学系科目

音声学A・B（音声学入門）、統語論A・B（統語論入門）、
意味論A・B（意味論入門）

英語学研究A・B（上級音声学・上級統語論・コーパス言語学）
、
音韻・形態論A・B、
語用論A・B、英語史A・B、社会言語学、
心理言語学

英米文学演習
（2年）A・B

英米文学演習
（3 年）A・B

作品、作家の特長を
カウントする

英米文学演習（ 3 年）A・B

久保田 俊彦

准教 授

この授業では、映画化されたイギリス文学作品を扱います。映

この授業では作品を普通に読むだけでは気づくことが難しい
（あるいは不可能な）さまざまなパ

画を観ることで、原作小説の文章の意味をより明確に理解するこ

ターンを計量的な方法で探りだします。いわば作品をデータとして扱うことで、特に著者毎に独

とができますし、逆に映画を通じてこそ得られるメッセージもあり

特の特長に注目します。こうした技法は作品理解のためだけでなく、犯罪捜査にも応用されて

ます。英文テクストを精読しながら映画を観ることで、個々の学

いるものです。そのため「文章の指紋」と呼ばれることもあります。この研究領域の歴史は意外

生のテクストの読み、解釈の可能性が広がることを期待します。

と長く、授業では100 年以上前から提案されているさまざまな技法、著名な事例を取り扱います。

英米文学演習（ 3 年）A・B

竹内 理矢

教授

アメリカという矛盾と葛藤に満ちた土壌に、なぜ文学は生まれ
紡がれてきたのでしょうか。人間と社会を真摯に見つめ時代の宿

英文学史A・B、米文学史A・B
英文学講読A・B

School of Arts and Letters

野田 学 教 授

文学にこそ
人間と文化が息づく

英文学系科目

演習・卒論（英文学・米文学・
英語学の少人数制ゼミナール）

自分のことで手一杯で、よそだの昔だの考えている暇はないと思っていませんか。
「文学なんか意味あるのか ―それも外国の、昔の？」と思っていませんか。でも人

英米文学演習（ 3 年）A・B

［ 専攻専門科目 ］

リーディング

教員メッセージ

像することでしか、世の中を―ましてや自分や家族や友人を―良くしていけま

● アーヴィン・ウェルシュ『トレイン・スポッティング』を通して考える
現代日本社会における
「若者」のアイデンティティ

らではの密度の濃いゼミが、一人ひとりの大きな力となり、

アメリカ文学の研究を続けたいと考えています。変容して

ており、同級生の多様な視点に常に刺激を受けています。言葉の内面に

卒業論文テーマ例

卒業論文

Answer

いきます。特にこの授業では先生も交えたディスカッションを重点に置い

米文学専攻では初年度から継続的、段階的な学習ができるよう

ライティング

Q 将来の目標や目指す進路は？

命を背負った文学者の表現には、人の情念と歴史の軋みが刻印さ
れています。演習の授業では、文学テクストを丹念に読み解きな
がら、人物の心の襞に分け入り、その振舞いに表象される時代と
文化を濃やかに批評する力を養います。アメリカとの対峙と共振
を通して「私」を鍛え上げ、より深く「他者」を理解していきます。

「何故」という疑問を持ち
その答えを探そう

英語学研究 A・B

石井 透

教授

みなさんは中学校・高校で英語を勉強していて「何故？どうして？」と思ったことは
ないでしょうか。たとえば、英語のYes/No 疑問文をつくるとき、be 動詞や助動詞の
場合は主語と順番を入れ替えますが、一般動詞の場合は "do/did"を使います。何故
でしょうか？どうして一般動詞だと主語と順番を入れ替えず、be 動詞や助動詞では
"do/did"を使わないのでしょうか？英語に限らずすべての言語には規則性があり、一
見すると不思議な英語のYes/No 疑問文のつくり方も、実はその規則性に基づいてい
ます。この授業では、英語の統語（一般的に文法と呼ばれているもの）のさまざまな現
象を見ていく中で、
「何故」という疑問を持ちながらその答えを探していきます。

卒業論文Ⅰ・Ⅱ

MEIJI UNIVERSITY
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専 攻
紹 介

文学 科

ドイツ文学専 攻

「ドイツ 語 圏 」についての 造 詣 を 深 める

German
Literature Course

STUDENT VOICE

多彩な考えを尊重し
日本と世界をむすぶ存在に

Q ドイツ文学専攻を選んだ理由は？
Answer

以前からドイツの風景や文化に興味をもっており、大学

では新たな言語としてドイツ語を身につけようと決めていました。しか
し、文学から経済学、社会学までさまざまな学問に興味があり、ひとつ

ドイツ文学専攻3 年

寳迫 慧麗

に絞れなかったため、ドイツに関するあらゆる学問を学び、研究できる
環境である本専攻に進学しました。

東京都私立共立女子高等学校卒業

Q 授業で印象深かったことは？
Answer

福間具子教授のドイツ文学演習の授業風景

スープ皿の向こうを見なさい ! これは「井の中の蛙大海を知らず」

重要な意義を担ってきた地域です。ドイツ文学専攻では、ドイ

に当たるドイツ語の言い回しです。外国語を学ぶことは、新しい

ツ語だけではなく、哲学、音楽、文学、美術、歴史や現代事情に

世界への視野を開いてくれます。今日、世界的規模で広がって

いたるまで、幅広くふれることができます。充実した留学制度も

いる文化の基盤は、ヨーロッパにあります。ドイツ語圏は、そん

活用し、ドイツ語圏の歴史と文化を肌で感じてください。スープ

なヨーロッパの地理的中心であるだけではなく、文化においても

皿の向こうに何が見えるのか、その目で確かめてみませんか。

「ドイツ文化演習」では、日本語とドイツ語の若者言葉

卒業論文テーマ例
● 多和田葉子作品にみる
「翻訳的性格」

● ドイツの公共住宅の歴史

● 詩作品に見るゲーテの自然観

● インゲボルク・バッハマンの詩学

年次・3 年次に、より高度で専門的なゼミへ進みます。

● 障がい者就労支援の日独比較

● ハンナ・アーレント
〈悪の凡庸さ〉とは何か

その仕上げが 4 年次の卒業論文です。少人数ならでは

● ヴェルナー・ヘルツォークの映画

の密度の濃いゼミが、一人ひとりの大きな力となり、卒

● 2000年以降のホロコースト映画の傾向

ドイツ文学専攻では、カリキュラムの大きな柱として少
人数ゼミがあります。1 年次の基礎演習から始まり、2

業後、社会で活躍するための大切な基盤となります。

● W.G.ゼーバルトが1990年代に描く
〈戦争〉

1 年次
外国語

2年次

4年次

ドイツ
語力養成
ドイツ語圏
文学・文化関連

グラマー・
リーディング

ドイツ語ⅠA・B、ⅡA・B

ドイツ語ⅢA・B、ⅣA・B

ライティング

ドイツ語演習ⅠA・B

ドイツ語演習ⅡA・B

ドイツ語演習ⅢA・B、ドイツ語演習ⅣA・B

スピーキング、
リスニング

基礎ドイツ語会話 A・B

ドイツ語作文・会話ⅠA・B

ドイツ語作文・会話ⅡA・B、ドイツ語表現法A・B

文学史

ドイツ文学史 A・B

ドイツ文学史特講A・B

演習

基礎演習
（ドイツ語圏文化）A・B

ドイツ文化演習A・B、ドイツ文学演習A・B

講読

ドイツ文学講読A・B

ドイツ
語学関連

ドイツ文学特殊研究A・B、ドイツ文化研究A・B、ドイツ社会誌研究A・B
異文化理解Ⅰ・Ⅱ
（ドイツ）

異文化理解
概論・研究
卒業論文

School of Arts and Letters

ドイツ文学講読C・D
ドイツ作家作品研究A・B

研究

17

3年次

ドイツ語学概論A・B

ドイツ語学特殊研究A・B

大学で学んだ、多様な考えを受け入れる姿勢と客観的な

視点を異文化交流にいかしたいです。グローバル化が進んでいる社会

か」をテーマにインタビュー調査をしました。問題提起から調査・分析、

で、他文化にふれる機会はますます増えていくと思います。将来、異文

そして発表までをすべてひとりで行い、客観的に分析する力や、論理的

化間の交流や仕事をする際には、ドイツ文化にふれ、考察した経験を

に話を展開する力を高めることができました。

頼りに、日本と世界をつなぐ存在になりたいです。

PICK UP

教員メッセージ
ヨーロッパの
心を学ぶ

この授業ではドイツ語の読み書きの能力を高め、聞き取りと話す力を確実にするこ
とを目指します。簡単なドイツ語文献や雑誌をテキストに用い、授業に際して使用
するテキストを少人数のグループで担当したり、個人で担当したりしてもらい、その
テキストに対する質疑応答ならびに議論がドイツ語でできるようになることを目指
します。

マンデラルツ,
ミヒャエル M. 教 授
ドイツ語の
「今」と「昔」に触れる

ドイツ文化演習A・B

渡辺 学

教授

授業では、現代日本語・ドイツ語の変化、慣用句・ことわざ、

［ 専攻専門科目 ］

Answer

に関して、
「若者言葉がどのような距離感の人同士で用いられているの

ドイツ語表現法 A･B

卒業論文

Q 将来の目標や目指す進路は？

現在の自分と
「遠い」ドイツ文学との往復

ドイツ文学演習A・B

岡本 和子

教授

文学とは本来非常にローカルなものです。言語も歴史も風土

若者ことばなどのグループ語、借用語・外来語などをトッピングと

も異なる土地で生まれたドイツ文学を読むには準備が欠かせませ

して言語と文化の対照研究に親しみます。

ん。この授業では、学生が主役となって読解の手がかりを集め、

教員の概説を受けた学生参加者の発表とディスカッション、テ

テキストに取り組みます。しかし最も重要なのは、読んだことに

キスト講読は和やかに進み、いつの間にか各自の言語意識が研ぎ

ついて自分は何が言えるかを考え、さらにそれを言葉で表現する

澄まされていく演習です。

ことです。作家や自身や仲間の言葉とじっくり付き合いませんか。

アクチュアルなドイツ語を

ドイツ語演習ⅢA・B

冨重 与志生

教授

ドイツ語圏文学の
広がりを感じよう

ドイツ文学演習A・B

福間 具子

教授

すでに 2 年間以上ドイツ語を学んできた学生を対象とする少人数

ドイツ文学はユダヤ系作家の作品も含んでいます。この演習

ゼミです。参加者が各自ドイツ語圏の新聞・雑誌から興味を引かれ

では、かつてハプスブルク帝国領であったガリツィア、ブコヴィ

た記事を持ち寄り、これを輪読します。文化欄でも社会、政治欄、

ナという地域から、ウィーンに移住してきたユダヤ系作家の作品

はたまた旅行欄と多種多様なテキストを、できるだけ一回の授業で

を読みます（日本でも有名な作家の多くが、実はこの範疇に属し

読み切ります。ドイツ語読解のスキルアップというだけでなく、ドイ

ています）。時に貧困や迫害に苦しみつつも、文化への高い情熱

ツ語圏の今についてもアクチュアルな知識にアクセスしましょう。

をもつ彼らの作品の中に彼らの世界観や歴史観を探ります。

卒業論文Ⅰ・Ⅱ

MEIJI UNIVERSITY
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専 攻
紹 介

文学 科

フランス文学専 攻

フランス文 化 を 多 角 的 に 堪 能 する

French
Literature Course

STUDENT VOICE

｢好き｣から始まる学びへの興味
留学経験をいかして
グローバルな飛躍を

Q フランス文学専攻を選んだ理由は？
Answer

高校 2 年の時に観たグザビエ・ドランの『たかが世界の

終わり』という映画がきっかけです。もともと外国映画が好きでしたが、
この映画を観てフランス語の音や世界観に魅了され、ほかのフランス

フランス文学専攻4 年

浦上 礼

映画も観るようになりました。日本と全く異なる文化や社会に興味を持
ち、大学でフランス語を勉強したいと思い、本専攻を選択しました。

埼玉県立不動岡高等学校卒業

Q 授業で印象深かったことは？
Answer

谷口亜沙子教授のフランス文学演習の授業風景

ファッションや料理、美しい町並みで知られるフランス。生活を

パ連合（EU）実現の原動力になり、カナダ、アフリカ、中南米等

楽しみ、文化を大切にする国柄がそこに表れています。18 世紀

のフランコフォニー（フランス語圏）の国々と交流を続けていま

から 20 世紀にかけて「ヨーロッパがフランス語を話し」、パリの

す。また世界各国のアーティストや文筆家が居住地に選んで活

動向に注目したのも、豊かな文化とその批判精神が育む自由で創

動しています。フランス文学専攻では、一人ひとりの興味に対応

造的な雰囲気が背景にありました。現在のフランスも、ヨーロッ

できるように多様なカリキュラムを用意しています。

Q 将来の目標や目指す進路は？

「フランス文化研究」です。この授業で扱った
『ウィットネ

Answer

2 年次に交換留学を経験し、フランスの大学で映画学を勉

ス』というホロコーストに関する短編映画の分析を通じて、監督の意図

強しました。現地での映像分析という授業がきっかけで、帰国後ブランディ

を言語化していくところが興味深かったです。登場人物の当時の立場

ング・デザイン会社でインターンシップを経験。そこでの仕事に魅力を感じ、

や感情が緻密に描写されていて、ホロコーストという残酷な歴史に対し

大学で培ったフランス語力や異文化教養を活用して、日本やフランスはも

て、初めて正面から向き合って考える機会になりました。

ちろん、欧米企業のグローバルブランディングに貢献したいと考えています。

PICK UP

教員メッセージ
新たな窓を開く

フランスとは一体どのような国なのでしょうか。その実態はひとつではありませ
ん。時代によって異なる顔を持ち、また見方によっても違うフランスが浮かび上がっ
てきます。この授業では、
「ルイ14 世と舞台芸術」、
「社交場としてのオペラ座」、
「フ
ランス革命期の政治文化」など、各時代に特徴的な文化現象を取り上げ、多角的に
考察します。また現代社会の諸相や芸術文化（なかでも演劇・映画といった視覚芸

卒業論文テーマ例

卒業論文
フランス文学専攻では、1 年間かけて、指導の先生の下、2 万
字の卒業論文を完成させます。テーマは、フランスの文学、
言語、哲学から、教育、歴史、社会、さらには映画、演劇、衣、
食など、フランスの文化の豊かさを反映して、多岐にわたり
ます。論文本体は日本語あるいはフランス語で、レジュメ
（要約）はフランス語で書くことになっています。

● 史実から探るアレクサンドル・デュマ『三銃士』の魅力
●『タルチュフ』に見られる演劇とフランス絶対王政の関係

現実から虚構へ

● 21世紀のライシテ〜異文化との共生と結合
● フランスの植民地政策の変遷

ます。

フランス文学演習A・B

小島 久和

教授

3 年次になると、1・2 年次で受けたフランス語の授業の成果で、

● モネにおける人物画の謎
● フランス語における語調緩和表現

［ 専攻専門科目 ］

複眼的に
フランス文学をまなぶ

フランス文学史 A・B

田母神 顯二郎

教授

フランスの代表的な作家や詩人を、色々な角度から学んでいく授業です。

少し難しい文学作品が読めるようになります。私の授業では現

作者の人生と作品をエピソードも交えて学び、主要作品の鑑賞を行うほか、

代女流作家の作品をテキストに選んで、繊細な作品構成や巧み

映像や音楽もふんだんに採り入れ、五感を通してフランスの文化と文学に親

な心理描写を味読しています。お茶の水の喧騒とした現実世界

しんでもらう授業です。ユゴーやバルザック、カミュやベケットなど、個性的

を離れて、作品の虚構世界に入ってみませんか。

で波乱に富んだ作家たちの生き方と書き方を学ぶことは、みなさんの人生に
も多くのヒントを与えてくれる、とても有意義な体験となるでしょう。

1 年次

2年次

3年次

4年次

文法

フランス語ⅠA・B、ⅡA・B

フランス語ⅢA・B、ⅣA・B

リーディング

基礎フランス語講読A・B

中級フランス語講読A・B

上級フランス語講読A・B、特別資格フランス語A・B

スピーキング、
リスニング、
ライティング

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

上級フランス語会話A・B、
上級フランス語作文A・B

フランス語学

言語学 A・B

フランス語学概論A・B

フランス語学研究A・B

文学

フランス文学史A・B

フランス語圏文学講読A・B、文学研究方法論A・B

文化・歴史・思想

フランス文化研究 A・B、フランス語圏の歴史

異文化理解Ⅰ
・Ⅱ
（フランス）
、フランス語圏表象文化、フランス文化特論、
現代フランス文化研究、フランス思想研究

演習（ゼミ）・卒論

基礎演習
（フランス文学）A・B

School of Arts and Letters

ます。毎回、受講生のみなさんと一緒に、フランス文化に向けて新たな窓を開いてい

奥 香織 准教 授

● ジャン＝ジャック・ルソーの〈私的〉なものと〈公的〉なもの―『新エロイーズ』と『社会契約論』を通して

● ケベックのフランス語―言語の受容と排斥―

19

術）を通し、新たな視点で「フランス」を捉えることができるよう、知識を深めていき

フランス文化研究

フランス文学演習
（2年）A・B

フランス文学演習
（3・4 年）A・B、
フランス語学演習A・B

証言と文学

フランス文化研究 A・B

谷口 亜沙子

教授

第二次世界大戦期のナチス・ドイツによるフランスの占領やユダヤ人の

フランス文化を深める

基礎 演習（ フランス文学）A・B

根本 美作子

教授

この授業の主眼は知識よりも、フランスという在り方を少しでも理解で

絶滅政策に関わる文学作品や映画を手掛かりにしながら
「自由」と
「抵抗」

きるようになることです。そのために、フランスという国と文化の土台にあ

について考えます。監視社会、全体主義、差別、いじめ、政治的無関心な

る古典 3 つ
（プラトン・デカルト・ルソー）を春学期に読破し、共和国と普

どについて調べたり、話し合ったりしながら、現代日本を生き抜くための批

遍主義について授業で議論した後、レポートを3 本提出してもらい、レ

判意識を身につけることが目的です。各国の歴史教育や記念碑のありかた

ポートの書き方を習得します。秋学期は春学期の応用編として啓蒙主義

等も参照しながら、今の我々に与えられている課題について考えます。

のテキストについて発表しながら、人前で発表する技術も身につけます。

卒業論文Ⅰ・Ⅱ
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専 攻
紹 介

文学 科

演 劇 学専 攻

演 劇 の 魅 力を 歴 史 的・理 論 的 に 学 ぶ

Drama and Theatre
Arts Course

STUDENT VOICE

自分なりの言葉を尽くして
伝える努力を続けたい

Q 演劇学専攻を選んだ理由は？
Answer

尊敬する先輩が出演していた、明治大学のシェイクスピ

アプロジェクトの舞台を観たことがきっかけで、舞台の壮大さと完成度
の高さに驚き、憧れをもちました。小さな頃から好きだった舞台芸術を

演 劇学専攻3 年

夏村 比奈

言葉で学べると思い、本専攻を選びました。言葉を使うことは苦手で
すが、いつか自由自在に使えるようになりたいと考えています。

東京都私立明星学園高等学校卒業

Q 授業で印象深かったことは？
Answer

新国立劇場見学（基礎演習）

西洋でも日本でも、演劇は各国の文化伝統の中で独自の発展を

ミュージカルなど、さまざまなジャンルに分かれて発展してきま

遂げてきました。劇場だけでなく、上演台本としての戯曲、舞台

した。そして 19 世紀末には映画が誕生しましたが、これらの多

装置、衣装、俳優の演技などに、実に興味深い特色が見受けられ

彩なジャンルを擁し、特色にあふれた演劇の世界を楽しみながら

ます。本専攻では、それらを歴史的、理論的に学んでいきます。

学びます。

Q 将来の目標や目指す進路は？

「劇場運営論 A・B」
では、インクルーシブ・シアターについ

Answer

これからもダンスを続けていきたいと考えていますが、将

て学びました。いわゆる
「劇場」
で演劇を観ることが難しい人たち
（障がい

来芸術に関わるかどうかに限らず、自分なりの言葉で伝える努力を続け

をもつ方や元気の良すぎる子供たち）も舞台芸術を楽しめるように環境

たいと思います。言葉を使わない芸術表現でも、作品の説明や、頭の

を整えた特別な形の演劇上演です。授業を受け、いかに自分が舞台の外

中を人に伝えるためには必ず言葉が必要です。惜しみなく言葉を尽くし

に目を向けていなかったかと、自分の視野の狭さに気づかされました。

て、その上で自分がしたい表現をしていきたいです。

PICK UP

教員メッセージ
この世は
すべて舞台！？

「演劇あるいは舞台芸術とは何か」という問いには、社会のあらゆる事柄が含まれて
いるように思います。シェイクスピアの有名なフレーズ ʻAll the world's a stage, And
all the men and women merely players. ʼ をあげるまでもなく、演劇は社会を写す鏡の

また、舞台芸術としての演劇はドラマ、オペラ、バレエ、ダンス、

ようなところがあります。たとえば戯曲の中でも舞台製作の現場でも、人間同士が意
見をぶつけ合い、想像力を働かせながら生み出される空間と時間があります。そして過
演 劇概論 A・B

大林 のり子 教 授

卒業論文テーマ例

卒業論文
演劇学専攻では、4 年間の学びの集大成として卒業論文を
執筆します。1 年次から 3 年次まで培ってきた自身の演劇

共有される人類の知恵や英知でもあります。この万華鏡のような演劇や舞台芸術の姿
を読み解きながら、その役割や意義、そして魅力について考えてみたいと思います。

● アメリカ・マイノリティ演劇にみるマイノリティ受容の在り方について
● 日本における演劇教育の実情と可能性

能楽へのアプローチ

観を深め、完成させることを目指します。少人数のクラスで

● 障害と演劇―疎外された表象から発信へ―

の濃密なゼミナールによってキメの細かい思考の訓練を行っ

● テネシー・ウィリアムズの『ガラスの動物園』における“愛”と“悔恨”

ていきます。

去の演劇が語りかけてくることは、当時の人々の思考や生活である一方、時空を越えて

● バレエ作品
「青列車」の魅力〜現代性をテーマにしたバレエ〜

日本演 劇史ⅠA･B

伊藤 真紀

教授

ドラマ世界の“仕掛け”を
解明する

戯曲論 A・B

井上 優

教授

中世に誕生した演劇で、今日でも演じられている「能楽」
（能と

演劇における戯曲の役割、そしてもっと広い視野でドラマ作品

狂言）について学びます。基礎的な知識を身につけて、伝統的な

全般における劇的要素の機能を、古今東西の劇作品を題材に考

演劇にもアプローチできる力を養い、また、現代において能や狂

察していきます。普段私たちが見ている演劇・映画などにどの

言がどのように鑑賞されているのかを学びます。「能楽鑑賞へ

ような “ 仕掛け ” が仕組まれているのかを解明していきます。

の手引き」、
「日本演劇の源流を探る」のふたつがこの講義のテー
マです。

［ 専攻専門科目 ］
1 年次
基礎演習
（演劇学）A・B

必修科目

2年次
演劇学演習
（2年）A・B

3年次
演劇学演習
（3 年）A・B

4年次
卒業論文Ⅰ・Ⅱ

演劇概論A・B、日本演劇史ⅠA・B、西洋演劇史ⅠA・B、戯曲作品研究A・B
日本演劇史ⅢA・B、西洋演劇史ⅢA・B
日本演劇史ⅡA・B、西洋演劇史ⅡA・B

専攻選択科目
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舞台芸術研究ⅠA・B、劇場論A・B、
映画論A・B、芸術学A・B

演出論A・B、演技論A・B、舞台芸術研究ⅡA・B、
戯曲論A・B、劇場運営論A・B、舞踊学A・B、
映像論A・B、演劇論研究A・B

伝統芸能について
知る、考える

日本演 劇史ⅡA・B

矢内 賢二

教授

「現代演劇」の歴史

西洋演 劇史ⅢA・B

伊藤 愉

講師

歌舞伎と人形浄瑠璃を中心に、近世日本で成立・発展した演

この授業では、ロシアを含むヨーロッパの近現代演劇史を社会的背景と

劇について学びます。具体的な演目に即して、歴史的な変遷とと

ともに学ぶことで、その時代性と現代に通ずる普遍性を確認します。演劇表

もに、物語のつくられ方や演技・演出の特色について講じます。

現における戯曲と上演の関係など、歴史的な展開を通時的・共時的に把握

またいわゆる「伝統芸能」の同時代文化としての問題点や将来像

することで、演劇表現を体系として理解していきます。文学はもちろん、美

について考えます。

術、建築、映画やファッション、さまざまな分野と隣接しながら、それらすべ
てを飲み込んでいく「演劇」の世界をダイナミックに捉えていきましょう。

MEIJI UNIVERSITY
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専 攻
紹 介

文学 科

文 芸メディア専 攻

「 メディアとしての 文 芸 」を 探 求 する

Literary Arts and
Media Course

STUDENT VOICE

表現技法や構造の分析を学び
自分の感性を磨いていく

Q 文芸メディア専攻を選んだ理由は？
Answer

以前から伝承や昔話などに興味を抱いてきました。
「物

語ること」はいつの時 代、どの国にあっても、人類に普遍の行為です。
「物語る」という行為そのものについて考えていくために、研究対象を

文芸メディア専攻3 年

深田 陽菜

限定せず、また
「書く」
「 読む」両方を自らも行い、実践的に学んでいく
本専攻の学びの形は自分にとって最良だと考えました。

東京都私立恵泉女学園高等学校卒業

Q 授業で印象深かったことは？
Answer

中江桂子教授「メディア研究」の授業風景

現代の錯綜するメディア環境下において、もっとも緊要なこと。

エンス = ことば人間」としての人間存在を、まさに「間」の存在で

それは、メディアの基底をなす「文字」そのものに立ちかえり、そ

ある人間を考究していくことになるはずです。文芸メディア専攻

こから人間のあり方をもう一度考え直すことです。それは、文字

は、日本の文芸はもちろん、古今東西の文芸から、視聴覚芸術・

言語の〈読み〉を通じ、また、文字言語による〈表現〉によって、自

文化現象まで、さまざまなメディアの中に〈読み〉の可能性を探

己を探求していくことにほかなりません。それが、
「ホモ・ロク

りながら、
〈文章表現〉
による自己実現を目指しています。

Q 将来の目標や目指す進路は？

印象深かった授業は「表現・創作Ⅱ」です。さまざまな表

Answer

文芸メディア専攻で得た
「私」を見つめようとする力は、こ

現技法や構造の分析などを行うことで、自分で作品を書く際の技術は

の先どんな道を選ぶとしても大切なことだと思います。心が削られる世

もちろん、読む際において
「書き手がどのような意図で以てその表現や

の中において、それでも揺らいだり歪んだりすることのない
「私」を確立

構成を選んだのか」ということを考える方法も同時に学ぶことができま

し、書くこと・読むことを通して自分自身の感性を生涯磨き続けること、

した。

心豊かに人生を歩んでいくことが何よりもの目標です。

PICK UP

教員メッセージ
「文字」の
リアリティを探る

「文芸メディア｣と言っても、よくわからない言葉ですが、そもそも「文芸」は「メ
ディア」なしには成立しません。普通、我々が「文芸」と考えるものは、雑誌であれ本
であれ、また、電子ブックやパソコンの画面であれ、そこに
「文字」
が書かれてあって、
人がそれを読むという点では違いはありません。つまり、
「文芸」の基礎は、
「文字を
書き、文字を読む」という行為の中におかれているわけです。しかし、それが単なる

卒業論文・卒業制作テーマ例

卒業論文・卒業制作
規の卒業論文に代えて卒業制作を行うことを条件付きで認
めています。教員の指導の下に、小説・戯曲・ノンフィクショ
ンなどの制作が可能です。ただし、安易な態度での制作は
決して許されません !
※詳しくは文芸メディア専攻HP の卒業論文・卒業制作テーマ一覧を
ご覧ください。

「文字を書き、文字を読む」行為が、人間存在にとってどのような意味を持ち、人間の

内村 和至 教 授

● 女たちと読み解く
「朝顔」の役割

文芸メディア専攻では、ほかの専攻と異なる特色として、正

暇つぶしや娯楽のレベルにとどまるならば、
「文芸」にさほどの意味はないでしょう。

文芸メディア概論 A

● 井原西鶴『好色五人女』論―浮世草紙としての創作と読解

生にどのように関わっているのか。それを考えていくのが、この授業の目的です。

●「堕落」と道化―坂口安吾「白痴」における認識変化の考察
● 江國香織『落下する夕方』論―女性の魂の物語
● 漫画が映し出す女性の働き方の変遷―『サプリ』から
『凪のお暇』まで
● 言葉のイメージとメディア―「ゲリラ豪雨」の流行と定着をめぐって
● 日本人と犬―共同体から所有物へ
●「2.5 次元舞台」の構成要素―演出と原作の視点から
● 雨のかりどめ＊

＊

● 腐った蟻の肉は白い

（＊は卒業制作）

空白を埋めていく想像力

小説研究 A・B

能地 克宜

准教 授

基礎演習
（文芸メディア）A・B

必修科目

2年次

3年次

4年次
卒業論文・卒業制作Ⅰ・Ⅱ

文芸メディア演習
（2年）A・B
文芸メディア演習
（3・4 年）A・B、
日本文芸思潮史A・B、外国文芸受容史

文芸メディア概論A・B、表現・創作ⅠA・B

テクスト研究A・B、テクスト講読A・B

専攻選択科目
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メディア史、メディア研究、現代文化論、
サブカルチャー研究

表現・創作ⅡA・B、小説研究A・B、詩歌研究A・B、評論研究、翻訳研究、
批評理論、パフォーマンス研究、ジャーナリズム研究、編集・企画、表現と倫理、
出版印刷研究、DTP、放送論

テクスト講読Ａ・Ｂ

佐伯 和香子

講師

小説テクストには文字として記されていない空白や欠落があ

文字で書かれた説話や物語などの記載文芸は、豊かな口承文

ります。その空白や欠落を想像力によって埋めながら読み進めて

芸の土壌のうえに成り立っています。おおよそ室町時 代から江戸

いく作業は、古い地図やガイドブック、文献を頼りに名所を訪れ

時代前期にかけて制作された
「お伽草子」と呼ばれる短編の絵入

る街歩きと似ています。さまざまな街を舞台とした小説テクスト

りの物語群も、その例外ではありません。昔話、伝説、世間話と

の空白や欠落を読み解き、私たちの想像力がそこにどのような作

いった口頭で伝承されてきた文芸の世界と記載文芸とのかかわり

用を及ぼしていくかについて考えます。

を、お伽草子から読み解いていきます。

［ 専攻専門科目 ］
1 年次

記載文芸と口承文芸

創作の理論と実践

表現・創作ⅡA・B

伊藤 氏貴

教授

多彩な人々の
いとなみの連鎖

出版印刷研究

相良 剛

講師

「表現・創作」
にはⅠとⅡがありますが、Ⅱは創作を目指す人が

企画、執筆、編集、校正、ブック・デザインから印刷、製本、販

選択する科目で、主に小説の書き方を学びます。前期はエンター

売、書評や読み聞かせ、そしてもちろん老若男女による読書。多

テインメント、後期は純文学ですが、そもそもエンターテインメ

彩な人々がつくり上げている出版といういとなみはインターネッ

ントと純文学とには本質的な差はあるのか、あるとすればそれは

ト時代にどう変わろうとしているのでしょうか。歴史をふまえ、

なにか、という根源的な疑問から入り、次第に技術論に及びます。

具体的な作業の変遷から産業構造の転換までを概観し、将来を

ここから作家になる夢を叶えた人も出ています。

展望します。
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専 攻
紹 介

史学地 理 学 科

日本史学専 攻

過 去 の 知 から未 来 のあり方 を 考 察 する

Japanese History
Course

STUDENT VOICE

言葉の一つひとつに
隠された歴史を紐解く

Q 日本史学専攻を選んだ理由は？
Answer

日本史に興味を持ったきっかけは、小学校の時に読んだマ

ンガ。グローバルが叫ばれる昨今ですが、まずは自国のことを理解したいと
思い、日本史学専攻を選択しました。1年時から専門分野を学べるカリキュ

日本史学専攻4 年

大塚 力

ラムに魅力を感じたのも、明治大学文学部を選んだ理由のひとつ。4 年間
という限られた時間の中で、日本史について濃密に学ぶことができました。

東京都立松原高等学校卒業

Q 授業で印象深かったことは？
Answer

野尻泰弘准教授の演習Ⅰ
（日本史）の授業風景

日本史学専攻の専任教員は、古代史から現代史までそろってい

している歴史研究者であり、かつ歴史教育の専門家です。日本

ます。ひとつの専攻で、古代・中世・近世・近代・現代と、時代

史学専攻に入学すれば、古代から現代にいたる日本史のどの時代

の切れ目なく専任教員がそろっており、全国の大学の文学部の中

の、いかなる分野でも自由に研究テーマを設定することができま

でも、もっとも充実したものといえるでしょう。日本史学専攻の

す。卒業生には、専門的知識をいかして教員や学芸員として活

専任教員は、古代から現代にいたるさまざまな研究テーマを追究

躍している人、さらに大学院へと進学する人も少なくありません。

Q 将来の目標や目指す進路は？

「民俗学Ａ・Ｂ」の授業では、日頃から何気なく口にしてき

Answer

大学時代に身につけた、一度立ち止まって、ものごとを多角

た言葉が口語伝承となり、少しずつ形を変え、波及していく様式を読み解

的に考える力をエンタメ業界でいかしたいです。古くからある史料や、専門

きます。特に印象に残っているのは、カタツムリを題材として学んだ方言

家による先行研究をそのまま受け入れず、さまざまな資料、研究を照らし合

周圏論。
「デンデンムシ」
「マイマイ」
など、呼び名が波及していく際に名が

わせて真実を読み解くなかで身についた力です。情報を客観的に判断した

変化していったことに、口語伝承の奥深さを体感しました。

うえで、自分の想いを織り交ぜたコンテンツを提供したいと考えています。

PICK UP

教員メッセージ

19 世紀の日本を

日本の近代は黒船来航以降、多くの国内改革や抗争を経て、江戸幕府から明治国

鳥瞰する

家へと政治体制が変わり、近代国家が成立していく過程です。開国は明治維新の大
きな契機となりますが、それ以前から幕藩制国家の動揺と世界市場の影響は広がっ
ていました。明治維新を理解するには、こうした前段階も把握する必要があります。
また、明治維新による変革は政治体制のみならず、経済や社会、文化、思想にもおよ

卒業論文テーマ例

卒業論文
日本史学専攻では、日本列島の内外における過去の出来事
の中から、自分が関心を抱くものを選びとり、それをめぐる

んでおり、こうした点にも目をむけていくことが大切です。そして、開国以降の国際

日本近代史

● 古代の陵戸とその卑賤視について

環境は、欧米列強のみならずアジア諸国との間にも大きな変化を与え、日清・日露

落合 弘樹 教 授

● 室町幕府と山門の関係について

戦争へと至ります。こうした複雑な近代日本の成立・展開過程を、最新の学説にふ
れつつ、19 世紀という視座で鳥瞰していくのがこの授業の目的です。

● 近世初頭の外国人が見た日本人の宗教性

「どのように ?」
「 なぜ ?」
「 その意味するところは ?」といった

● 近世幼年者犯罪と身分制度の関わり

さまざまな疑問を自分自身で考えぬくのが、卒業論文の課

● 近代日本の軍楽隊についての再検討

題です。4 年間の勉強の集大成に向けて教員は、史料や先行

● 明治・大正期における女学生規範の実態とその変遷

研究の調査・論文執筆のアドバイスに全力をあげます。

● 国際検察局尋問調査にみる広田弘毅

古代から現代につながる
日本を読み解く

日本古代史

中村 友一

准教 授

［ ］= 内容の一部

1 年次

必修科目

基礎演習
（日本史）A・B
［調査の方法／レポート・論文の書き方］

2年次
史料演習
（日本史）A・B
［各時代の史料の講読・分析］、
文献講読A・B（日本史）
［研究文献の集め方・読み方］

3年次

演習Ⅰ
（日本史）A・B
［各時代の史料・研究論文の講読］

4年次

卒業論文Ⅰ・Ⅱ

史学概論A・B（日本史）
［ 史学の方法論／史学史］
、
日本史概論A・B［古代 〜 織豊期／近世〜近現代］
演習Ⅱ
（日本史）A・B
［各時代の史料・研究論文の講読］

専攻選択科目

日本古代史［ヤマト王権の成立］、日本中世史［ 鎌倉幕府の成立と機構］、
日本近世史［ 近世の村と藩］、日本近代史［幕末・明治維新と近代国家の成立］、
日本現代史Ⅰ・Ⅱ
［15 年戦争〜戦後の政治過程］
日本文化史A・B［古代〜近代の文化・学問］、
民俗学A・B［ 農村・山村・漁村の民俗］、
日本思想史A・B

25

School of Arts and Letters

日本史料学Ⅰ・Ⅱ
［古代〜中世史料の読解と活用］、
日本史料学Ⅲ・Ⅳ［ 近世〜近代史料の読解と活用］、
日本史特説ⅠA・B、日本史特説ⅡA・B、
日本史図像史料研究［ 絵画・映像・図像等の分析］、日本史映像史料研究

演習Ⅰ・Ⅱ
（ 日本史）A・B

清水 有子

准教 授

く、論理的・実証的に論じる力を修養していきます。

16 世紀後半〜 17 世紀前半
（安土桃山〜江戸初期）の政治・外交
史で卒業論文を書くことを考えている方は、このゼミにおいで下さい。吉
田兼見という京都の有名な神官が記した日記を輪読しながら、この時
代の史料の読解能力をつけ、日記から何が読み取れるのかを毎週皆で
議論しています。兼見は信長、秀吉と親しい
「政治家」であり、その行動
や思想を学ぶことは、天下人の政治を理解することにつながるでしょう。

日本近現代の
都市を学ぶ

歴史に対する
認識・知見を深める

国際化が標榜されるようになった昨今、日本自体を知って
自らの立ち位置を把握して欲しい。古代には独特な事柄や、以

［ 専攻専門科目 ］

天下人の政治を学ぼう

後の時代にことによると現代にまでつながる基層意識・文化
などもあります。古代史に広がるロマンを追究するだけではな

日本文化史 A・B

松山 恵

准教 授

演習Ⅰ
（ 日本史）A・B

山田 朗 教 授

この授業では、主に日本近現代の都市を対象に、都市空間

現代史の演習（ゼミ）は、日露戦争から第二次世界大戦の戦後ま

や社会の近代化過程、および文化のあり方について基本的な

での歴史を研究の対象にしています。この時代の政治・軍事・社会・

知識を得ることを目的としています。「都市とは何か、文化と

文化に関する著作・論文・史料を読みながら、発表とディスカッ

は何か」という問いを念頭に置きながら、旧三都（江戸・京都・

ションを通じて歴史に対する認識・知見を深め、情報を取捨選択で

大坂）を中心に、日本各地の実態をふんだんに盛り込んだ講義

きる眼を養い、参加者それぞれが卒業論文で検討するテーマを見つ

を行います。

けることを目指します。
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専 攻
紹 介

史学地 理 学 科

アジア史専 攻

アジアの 諸 言 語と奥 深 い 文 化 に出 合う

Asian History
Course

STUDENT VOICE

歴史を通して学んだ
ものごとを多角的に見る力

Q アジア史専攻を選んだ理由は？
Answer

高校の世界史の授業でその奥深さに魅せられ、高校 1年生

から大学では歴史を勉強しようと決めていました。中でも中国は日本の隣
国で、歴史的に関係が深くメディア等でも目にふれる機会が多い国ですが、

アジア史専攻2 年

金田 仁愛

その国について私が知っていることはわずかです。現在の中国ができ上がる
までの過程をもっと詳しく知りたいと思い、アジア史専攻を選択しました。

群馬県立前橋女子高等学校卒業

Q 授業で印象深かったことは？
Answer

Q 将来の目標や目指す進路は？

「史料演習」では、
先生の専門である朝鮮や近現代中国に関係

する漢文文書を講読しました。現代の書籍や論文とは違い、特定の出来事に

南京の旧総統府にて
（ 海外現地研修にて）

日本はアジアの一角に位置していますが､ 私たちは実際アジアを

少人数制のゼミ授業では､ 文献史料からそれぞれの時代を読み解

どれだけ理解しているでしょうか ? 一口にアジアといっても､ そ

いていき､ みなさんの疑問にも､ とことんつきあいます｡ さらに

の範囲は広大で多様な文化を含みます｡ そして､ それぞれの文化

アジアの史跡と現状を実見し､ 現地調査 ･ 交流の重要性を理

は､ 自然環境に応じた生活様式や固有の歴史的背景があって今

解するため、海外現地研修を積極的に実施していきます｡ 教

日の姿があるのです｡ アジア史専攻には 5 人の専任教員がおり､

科書ではわからない奥深いアジアの歴史と文化を一緒に学びま

その専門は多種多様で､ 他大学と比べて非常に充実しています｡

しょう。

カリキュラムの大きな柱となる少人数ゼミは、1 年次の基礎
演習に始まり、2 年次の史料演習、3 年次の演習Ⅰ・文献講

● 9 世紀後半沙陀反乱における事件の流れと目的の再検討

● ラームモーハン・ローイの藍プランテーション認識
―19 世紀ベンガルにおける近代化の一側面―

［ ］= 内容の一部

1 年次
基礎演習
（アジア史）A・B
［アジア史入門］

2年次
史料演習
（アジア史）A・B
［中国古代〜近代史料および英語文献］

史学概論A［ 歴史学の基礎］、史学概論B
（アジア史）
［ アジア史学の歴史、研究法］、
アジア史概論A・B［ 東アジアの先史時代〜現代］

3年次

PICK UP

教員メッセージ
留学と地域から
近代中国を見る

イスラム史A・B［西アジア中世〜現代イスラム史］、
中央ユーラシア史［中央ユーラシア先史〜近代史］、
朝鮮史A・B［朝鮮古代史〜近代史］

中国の近代というと、列強に侵略され、内戦が続く暗いイメージがあります。それ
は否定できない事実ですが、いっぽうで旧来の秩序が崩れ、新しい価値観や集団が生
まれてくる非常に面白い時代でもありました。本講義では、A で 19 世紀末から第二
次世界大戦までに日本に留学した中国を中心とするアジアの若者が、日本で何を学

文献講読A・B（アジア史）
［中国古代〜近代の漢文・中国語文献、
イスラム史関係の英語文献］
、
演習Ⅰ
（アジア史）A・B
［ 東アジア古代〜近現代史、イスラム史］

「書く」文化の
はじまりをひもとく

うな機能を持ち、近代教育の導入によって地域社会がどのように変化していったの
か、中国という世界を地域から見る視座を提示します。

東アジア古代史 A・B

髙村 武幸

教授

イスラムは
なぜ魅力的なのか？

イスラム史 A・B

江川 ひかり

教授

二千年におよぶ中華帝国の原型となった秦・漢両帝国（紀

イスラムのイメージをたずねると、ヒゲ、テロ、ヴェールなどき

元前 221 〜紀元後 220 年頃）
を中心に、中国古代を見ていきま

まった答えが返ってきます。本講義では、イスラムが生まれた歴史

す。さらに、近年の簡牘（竹・木のふだ）など新出史料に依拠

的背景と基礎的教義、世界観を理解します。次いで、西アジアにお

した最新の研究をもとに、
「書写」
の源流や、
「文書行政」
のはじ

けるイスラム王朝の統治体制・社会経済活動・文化などをオスマン

まりを考えます。
『史記』
や『三国志』
でなじみ深い時代ですが、

帝国史を事例として理解し、イスラム社会の多様性と魅力に迫りま

そのイメージでは語りきれない中国古代の実像を考えます。

す。なぜ上述のようなイメージを抱くのか、一緒に考えましょう。

4年次

卒業論文Ⅰ・Ⅱ

演習Ⅱ
（アジア史）A・B
［ 東アジア古代〜近現代史、イスラム史 ］

School of Arts and Letters

して自分以外の人や考えを受け入れる力を発揮したいと思います。

かん とく

［ 専攻専門科目 ］
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説明できないことが多々あることを学び、多角的に見る力が身につきました。

● 殷代後期における獣面紋と龍紋の関係について

● 製糸女工から見る近代女性労働者―上海と広東を比較して―

専攻選択科目

存在を保ちながら多様な人たちと生きるために、適切な情報を集める力、そ

高田 幸男 教 授

この蓄積のうえに、4 年間の集大成として卒業論文を執筆し

必修科目

て新たなカテゴリーが誕生しています。常に自分の考えをもち、自分という

たです。また、それを語る人の立場や観点が違えば全く違う意味を持ち、一概に

東アジア近現代史 A・B

読では、漢文史料や外国語の文献・専門書を講読します。

の基礎力を高め即戦力となります。

見えにくくなった部分が増え、今までマジョリティといわれていた概念が崩れ

び、祖国に何をもたらしたのかを追います。B では、地域社会にとって教育はどのよ

● 朝鮮正祖期におけるキリスト教信徒について―中人信徒の動向を中心に―

ます。発表・討論や論文執筆の経験は、社会人として必須

今の社会はさまざまな分野において専門性が高まり、公に

ついて記録された現地の文書はより具体的で個別性が強く、大変興味深かっ

卒業論文テーマ例

卒業論文

Answer

東アジア古代史A・B［ 先秦〜漢代史、出土史料研究］、
東アジア中世史A・B［ 魏晋南北朝〜唐代史、敦煌学、仏教史］、
東アジア近世史A・B［モンゴル帝国史、明朝・清朝・朝鮮時代史］、
東アジア近現代史A・B［ 近代東アジアの社会史］、
東アジア国際関係史A・B［ 東アジア異文化受容の諸相］、
南アジア史A・B［インド史］、
東南アジア史A・B［ 東南アジア各国史］

隣国の歴史・文化を知る

朝鮮史 A・B

鈴木 開

准教 授

さまざまな角度から
アジアを眺めよう

東アジア近世史 A・B

櫻井 智美 教 授

知っているようで知らない、朝鮮史にはこのような言葉がいち

遊牧を生業とするモンゴルという集団がユーラシアに大帝国を築

ばん当てはまるのかもしれません。韓国・朝鮮は歴史と文化が

いたことによって、中国・チベット・朝鮮などの地域では、その政

分かち難く結びついています。過去から現在へ、隣国の歩みを知

治・経済・文化が大きく変容していきました。中世日本もその例

ることは、アジアを知るための第一歩です。と同時に、私たちが

外ではありません。モンゴル帝国がアジアの歴史に果たしたさまざ

住む日本をアジアの中で捉えなおす良いきっかけとなるでしょう。

まな役割について、多言語史料をもとに理解し、近代以前の東アジ
ア世界のダイナミズムに迫ります。
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専 攻
紹 介

史学地 理 学 科

西洋史学専 攻

時 空 を 越 えた 異 文 化 の 魅 力にふ れる

Western History
Course

STUDENT VOICE

語学力と思考力を磨き
次の学びのフィールドへ

Q 西洋史学専攻を選んだ理由は？
Answer

なぜピラミッドのような巨大建造物が古代の人々によって建て

られたのか。それが私の古代文明に対する興味の始まりでした。大学では幅
広い教養と外国語学習にも力を入れたかったため、他学科・他専攻科目が履

西洋史学専攻4 年

金子 雄太郎

修できるカリキュラムは魅力的でした。加えて、本専攻には幅広い専門分野の
教員が在籍しており、自分の関心に沿った学びが行えると思い、志望しました。

埼玉県私立大宮開成高等学校卒業

Q 授業で印象深かったことは？
Answer

水野博子教授ゼミ合宿での写真（ 清里セミナーハウスにて）

現在ほど情報化社会が進展し、世界各地の出来事がリアル・タ

近・現代史を専門とする 6 人の専任教員（古代ギリシア史、中世

イムで日本に伝わり、同時にそれが私たちの生活にも直接関わっ

史、オーストリア史、イギリス史、アメリカ史、ロシア史の専門

てくるという時代はこれまでありませんでした。そんな中、世界

家）とほかに十数名の兼任講師が、学生諸君の勉強をサポートし

各地の社会現象、文化活動、政治事件などの本質をつかむには、

ていくために、教室での授業だけでなく研究室での個別指導を行

その地域の歴史、文化、言語などの理解が必要となります。その

うシステムも実践しています。西洋史の勉強を通して、世界に対

ために、基本的な歴史研究の方法論から始め、徐々にその国の言

する幅広い見識と歴史についての深い教養を身につけ、それをも

語を学び、文献を読み解いて欧米諸国への理解を深める場、それ

とに自己をしっかりと表現できる、そういう本当の勉強をする

が西洋史学専攻です。西洋史学専攻には、古代史から中世史、

チャンスを西洋史学専攻でぜひいかしてください。

卒業論文テーマ例

卒業論文
西洋史学専攻では、異文化の社会や国家のあり方、思想や
宗教の展開などを、洋書文献・外国語史料を用いて、自ら
の視点から歴史的に解き明かすことを目指します。1 年間の
卒論作成の授業では、中間発表や中間レポート、またゼミに
よっては 3 年生・大学院生と合同の合宿報告会を行ってい
ます。

● 歴史的帝国と比較する現代の
「帝国」
● 古典期アテナイにおけるレイトゥルギアの意義
● バロック期におけるスペインの画家と社会
● ロシアにおける農奴制廃止と農民の生活の変化
● 1920年代から 41年までの日米外交
● フランスにおける反ユダヤ主義の歴史

［ 専攻専門科目 ］
1 年次
基礎演習
（西洋史）A・B、原書講読 A・B

必修科目

2年次
史料演習
（西洋史）A・B

3年次
演習Ⅰ
（西洋史）A・B

4年次
卒業論文Ⅰ・Ⅱ

史学概論A・B（西洋史）、西洋史概論 A・B
演習Ⅱ
（西洋史）A・B

専攻選択科目
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英語圏の歴史A、英語圏の歴史B、
フランス語圏の歴史、ドイツ語圏の歴史、
スラヴ語圏の歴史、国際関係論

西洋古代史A・B、西洋中世史A・B、
西洋近代史ⅠA・B、西洋近代史ⅡA・B、
西洋現代史ⅠA・B、西洋現代史ⅡA・B、
西洋史特説ⅠA・B、西洋史特説ⅡA・B

印象深い授業は
「西洋中世史」
です。中世ヨーロッパについ

Answer

文学部の豊かな授業で身につけた語学力と、歴史を学んで得

て、本授業を受けるまでは疫病の流行や支配者による農民の搾取といっ

られた批判的思考力を携え、卒業後は英国のユニバーシティ・カレッジ・ロ

た負のイメージが先行していました。しかし、このような
「暗黒の中世」
像は

ンドンに進学予定です。将来的には、歴史を学ぶきっかけを与えてくれた世

ルネサンス期以降の知識人の価値観に由来した一面的なイメージに過ぎ

界の文化遺産の保護や活用に従事したいと考えています。本学部での学び

ないと学び、多角的な視点から歴史を考察する重要性を再確認しました。

は、海外での更なる学びとキャリアの構築を支えてくれると確信しています。

PICK UP

教員メッセージ
自分なりの
歴史像を紡ぐ

なんといっても、卒業論文は 1 年次から積み重ねてきた研究の集大成です。4 年次
では、春学期の授業内報告や秋学期の合宿でこれまでに培ってきた知的体力に最後
の磨きをかけ、3 万字程度の卒業論文執筆に挑みます。執筆の過程においては、教員
からの助言や友人からの励ましを受けつつも、孤独に研究対象と向き合い、自分だ
けの歴史像を文章で紡いでいくことが求められるでしょう。こうした作業を通じて卒

卒業論 文Ⅰ
・Ⅱ

青谷 秀紀 教 授
みんなの知ってるギリシアと
あなたの知らないギリシア

● 中世初期フランスの荘園制における構造と問題

Q 将来の目標や目指す進路は？

業論文を書き上げた後には、歴史的視野、分析力、文章力、忍耐力などさまざまな
点で大きく成長を遂げたことが自分自身で実感できるはずです。

西洋古代史 A・B

古山 夕城

准教 授

過去と現在の対話を通じて
アメリカを学ぶ

演習Ⅰ
（西洋史）A・B

鰐淵 秀一 講師

古代ギリシアについては高校世界史で習いますし、観光や宣伝

3 年次の演習では、アメリカ近現代史についての日本語・英語

のヴィジュアルなイメージでもよく知られています。西洋古代史

の文献講読を通じて、アメリカの歴史、社会、文化についての理

の授業では、そのような日本におけるギリシア理解が形成された

解を深めていきます。人種問題や大統領選挙など注目を浴びるこ

背景と問題点を考え、また歴史の中に現れる古代ギリシアの多様

とも多いアメリカですが、専門書や史料の読解を通してじっくり

な姿を紹介しつつ、知られざるギリシア史の魅力をお話ししてい

とその過去を探っていくことで、現代まで続く社会や政治の仕組

きます。

みや構造、人々の価値観や思想を理解することを目指します。

一に忍耐
二に忍耐……

演習Ⅰ
（ 西洋史）A・B

水野 博子

教授

現代 を理解し、
世界とつながろう！

基礎 演習（ 西洋史）A・B

豊川 浩一

教授

3 年次の演習（ゼミ）では、まず、ヨーロッパ近現代史を題材と

基礎演習は、現代を理解し世界とつながることを目標に、グルー

した英語の基本文献を講読しています。また、個別の研究テー

プごとに国や地域そして時代について調べ、報告することから始ま

マに関する文献についての発表をしてもらい、専門書の読み方、

ります。特徴的な歴史的事象などを探ることを通して、現代に至る

まとめ方を学んでいきます。どちらも我慢して読み、調べて、考

道筋を根本から考えてみたいと思います。たとえば、2018 年は第一

える、という作業の繰り返し、一に忍耐、二に忍耐……ゼミ生は

次世界大戦が終了して 100 年という節目の年でした。この出来事に

日々、文献史料と格闘しています。

ついて考えることも私たちの目標を遂行するうえで重要な作業です。
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専 攻
紹 介

史学地 理 学 科

考古学専 攻

考 古 資 料 にふ れ 、調 べ 、学 び 、読 み 解く

Archaeology
Course

STUDENT VOICE

多面的な見方と
思考力をいかして
社会で活躍したい

Q 考古学専攻を選んだ理由は？
Answer

幼い頃から歴史が好きで、文字のない大昔の時代に興味をも

ち、モノから歴史を解き明かす考古学を志すようになりました。また日本史
の教科書には原始・古代分野の記述が少なく、より一層詳しく知りたいと

考古学専攻3 年

齋藤 黎

思い、考古学を学べる大学に進学しました。1年次から考古学を学べ、実習
に参加できる制度が整っていることも本専攻を選んだ理由のひとつです。

埼玉県私立昌平高等学校卒業

Q 授業で印象深かったことは？
Answer

考古学実習Ⅰ・Ⅱの授業風景（群馬県高崎市における竪穴住居跡の発掘調査）

考古学は、それ自体は無言である土器や石器などから、それらを

過去半世紀の間、日本列島における旧石器時代の存在を証明し

つくり、使った人々の姿を描きだす学問です。どの時代でも、ど

た群馬県岩宿遺跡や、弥生時代の水田を日本で最初に確認した

の地域でも、考古学が歴史学の一分野として力を発揮しつつあ

静岡県登呂遺跡などの重要な調査を手がけてきました。2022 年

るのはよくご存知でしょう。明治大学文学部考古学専攻は、私

度現在、5 人の専任教員がおり、その主たる研究分野は、日本の

立大学で初めて、独立した専攻として1950年に設置されました。

旧石器・縄文・弥生・古墳時代です。

クワクします。それをふまえて、自分の研究テーマを決めたら、

● 南関東における弥生時代中期の木製品模倣鉢形土器

どの遺跡で自分の分析対象とする資料が発掘されているか、

● 榛名山麓集落遺跡から見た古墳時代集落の再検討

「発掘調査報告書」という刊行物で調べます。対象資料がリ
スト化できたら、さあお待ちかね、考古資料を実際に手に取っ

● 埋葬施設からみた古墳時代後・終末期の常総地域の社会

て細かく観察し、自分の観察成果を卒論にいかすのです。自
分自身の観察結果は誰も真似することのできないオリジナル
なもので、成果を図にしたら、いっぱしの考古学者になった気
分を味わえます。

［ ］= 内容の一部

1 年次

2年次

基礎演習
（考古学）A・B
［基本文献講読、発表・討議］

考古学研究法Ⅰ・ⅡA・B
［ 資料の観察・分析記録技術の習得］

考古学概論ⅠA・B
［ 人類史の再構成］

考古学概論ⅡA・B
［考古学と現代社会・考古学研究の最前線］

自然科学と考古学 A・B

専攻選択科目
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のさまざまな変化を捉えて考察し、さらに自分自身も常に変化し続ける

めて感じました。思考の幅が広がるような、印象的で興味深い授業です。

ことで、社会の最前線でも活躍したいと考えています。

PICK UP

教員メッセージ
土器・石器と
向き合い、
声なき先史人類と
対話する
考古学研究法ⅠA・ⅠB、ⅡA・ⅡB

藤山 龍造 教 授

生の資料である土器や石器にふれること、これが考古学の基本です。本授業では、
明治大学が所蔵する 3,000 年前の縄文土器や 2 万年前の旧石器を手に取って観察し、
実測図を作成していくための実技指導を行います。土器や石器には、製作技術の痕
跡、美しい文様、使用に際して付着したスス・コゲ、キズなどが残されています。資料
がもつこうした多彩な情報を実測図に表現し、考古学の最も基礎的な研究データを作
成することが目標となります。教員の指導のもと、考古学研究法Ⅱ A では土器の実
測、Ⅱ B では石器の実測を行います。また連続して行われるⅠ A・Ⅰ B では土器・石
器に関する研究論文を多数読み、ゼミ形式で体系的な知識を深めていきます。

考古学概論ⅠA･B

若狭 徹

教授

近年の調査・研究の成果を基に
縄文社会を復元する

縄文時代の考古学A･B

阿部 芳郎

教授

考古学とはどんな学問なのか。珍奇な遺物の収集段階から、考古学

縄文文化は気候温暖化による環境の大激変を契機にはじまる

が科学として確立されてきた歴史的歩み。遺跡を発掘調査し、多彩な

定住的な社会が育んだ、日本独自の文化です。そのために、地域

情報を獲得する方法。出土遺物を分析し、いかに歴史資料として語ら

的な伝統がうまれ、社会は複雑化します。この講義科目では、そ

せるか。多様な資料を紡ぎ上げ、人類史を描き出すための理論。関連

うした縄文時代の実像を、遺跡の発掘調査、出土資料の分析事

する学問領域との学際的研究の実際。旧石器時代から近代にいたる

例を具体的に利用しながら復元します。

までの考古学の輝かしい成果。これらについて総合的に学びます。

［ 専攻専門科目 ］

必修科目

と思います。考古学で培ったモノを見る目、思考力をいかして現代社会

き、考古学は常にミクロの視点とマクロの視点で考えることが重要だと改

考古学のイロハを学ぶ

● 武人埴輪の研究―型式と展開―

歴史を追い求めるような飽くなき探求心をもって学びを得

る姿勢は、変化の激しい現代社会において成長し続けることにつながる

● 土器付着炭化物の安定同位体分析からみた縄文時代後期の土器機能及び生業活動

です。色々な研究者の論文を読んで、その考え方の違いにワ

Answer

ベルの視点で古墳時代を考察するとまた違った見方ができることに気づ

● 中里貝塚と東京湾西岸地域内貝塚における採貝活動の共通点について

考古学専攻での卒論作成作業はエキサイティングなプロセス

「朝鮮の考古学」では、古代における日本・朝鮮・中国の

国際関係が鮮明に浮かび上がってくることが印象的でした。東アジアレ

卒業論文テーマ例

卒業論文

Q 将来の目標や目指す進路は？

考古学実習ⅠA・B
（遺跡の調査・研究）

考古学実習ⅡA・B
（遺跡の調査・研究）

3年次

4年次

あざやかに発色する
初期農耕社会

弥生時代の考古学A･B

石川 日出志

教授

弥生時代は、稲作や「クニ」のイメージが強いかもしれません。
演習Ⅰ
（考古学）A・B
［理論と実践］

卒業論文Ⅰ・Ⅱ

旧石器時代の考古学、縄文時代の考古学、弥生時代の考古学、古墳時代の考古学、
古代史と考古学、歴史時代の考古学、中国の考古学、朝鮮の考古学、
オリエントの考古学、エジプトの考古学、考古学特説
（各 A・B ）

地域的に多様な
国家形成過程に迫る

古墳時代の考古学A・B

佐々木 憲一

教授

古墳時代というと、全国津々浦々に分布する前方後円墳を思

しかし、当時の日本列島では、朝鮮半島との関係、環境・土地利

い浮かべるかもしれません。しかし詳しく調査していくと、墳丘

用の戦略、農耕技術の体系化方法の違いなどから時期や地域ご

の形状やほかの小円墳群との関係など、地域によって極めて多様

とに極めて多様な変異がみられます。決して一色で塗りつぶすこ

なパターンが認識できます。古墳時代は律令国家に向けて地域

とができない、カラフルな弥生時代像とその歴史的意義を描写

社会が複雑化する時期ですが、その道筋も地域によってさまざま

します。

であった現実を明らかにしていきます。
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専 攻
紹 介

史学地 理 学 科

地 理学専 攻

地 理 を 学 ぶ ために 、歩く、観る、考 える

Geography
Course

STUDENT VOICE

自然科学的な分野も含めた
体系的な学び

Q 地理学専攻を選んだ理由は？
Answer

大学では、国内外の多様な人間文化と、文化や社会のあ

り方に影響を与えうる自然環境との相互関係を学びたいと考えていまし
た。
「文化」を学べる大学・学部は数多くありますが、明治大学の地理

地理学専攻 4 年

菅原 至

学専攻は、ひとつの学問として確立されている
「地理学」を、自然科学
的な分野も含めて体系的に学べるという点が特長であり、魅力です。

東京都立豊多摩高等学校卒業

Q 授業で印象深かったことは？
Answer

地理学実習にて、ローム層の斜面をよじ登る学生たち

ジオグラフィーということばには「大地を記載する」という意味

せん。そこで私たちは、現場に出かけてフィールドワークを行い、

があります。歴史学が古い時代の史料や遺跡に想像力を膨らま

さまざまな技術と五感をフルに使って物事の本質を見きわめ、そ

せるのに対して、地理学はいま現実に地表のうえで起きている現

して人文・社会・自然のあらゆる領域の学問を動員して、理解し

象の発見とその成り立ちに関心を寄せます。しかしその現象は、

ようとします。
「歩く・観る・考える」
を実践すべく、みなさんを

誰もがわかるようなかたちで眼前に広がっているわけではありま

フィールドワークの世界に案内します。

Q 将来の目標や目指す進路は？

「社会 地 理学Ⅰ・Ⅱ」では、近代国家の施策によって社

Answer

地 理学は勉強すればするほど、日々の暮らしの中に
「地

会の周縁に位置づけられた人々の境遇に焦点を当て、グローバルな社

理学的な気づき」が生まれる学問です。その気づきのひとつひとつが私

会構造を地理学的に分析します。先住民や移民・難民、労働者やジェ

の人生を豊かにしています。これから自分が、どの街を歩き、どのような

ンダーの問題など、現代の国民国家や都市空間を考えるうえで重要な

職業に就き、どのような生活を送るとしても、地理学の学びは必ずいき

テーマを、受講者同士で討論しながら学びを深めました。

ると思っています。

PICK UP

教員メッセージ
世界経済地理の
グローバルシフト
を読み解く

授業は 2 つのパートから構成されています。まず、冷戦構造の解体やアジア新興
工業国の台頭などに伴う、ダイナミックな世界経済地理の変化を追跡します。近年
のグローバルシフトを、新興アジアの発展と苦悩する EU のグローカライゼーション
（フラット化・統合と地域分化）に焦点を当てながら、その社会経済的な特質と産業
の空間的動向との関連から読み解きます。もう 1 つのパートでは、経済の空間シス

卒業論文テーマ例

卒業論文

経済地理学Ⅰ・Ⅱ

● 北海道中央部、大雪山トムラウシ山における氷河地形

地理学専攻では、4 年次になると、学生自らがテーマを選定

松橋 公治 教 授

● 鳥海山の亜高山帯における落葉広葉低木林の分布特性

し、1 年かけて卒業論文をまとめます。そのために、1 年次

● 1901年 〜 2005年の大都市における降水特性の経年変化

に地理学導入科目である基礎演習、2 年次に自然地理学と

● 戦後上野公園における空間イメージの変容

人文地理学双方の研究法を学び、3 年次には演習Ⅰ
（ゼミ）

● 後楽園から東京ドームシティへ―都心集客施設にみる娯楽ニーズの多様化―

で、実際にゼミ生の共同研究を実施し、年度末には報告書を

● 高円寺における古着街―サブカルチャーの街に根付いた古着業―

刊行します。こうして、地理学のノウハウや知識を習得し、
多くの学生は立派な卒業論文を提出し、卒業していきます。

必修科目

専攻選択科目
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気候学Ⅰ・Ⅱ

梅本 亨

教授

温暖化、災害、産業、日常生活、すべてが気候と密接に関わっ

「場所」や「郷土 」を
探求する

文化地理学Ⅰ・Ⅱ

大城 直樹

教授

「場所の経験」を近・現代の文化史と接合して考えていくよう
にしています。都市であれ村落であれ、複層するその「場所性」

● 横浜スカーフ産地における生産構造の変遷 ―ギルダ横浜の挑戦―

はもう「卒業」していますが、まずは体系的に気象学の基礎を勉

を対象にします。また、
「郷土」や「地域文化」
の問題についても、

強します。そして都会の暑さ、公園の涼しさ、砂漠の乾燥、山岳

地域アイデンティティの形成と民俗地理の分節化の局面から

の強風など、多様な気候を学びます。

検討します。必要に応じて、地理思想・方法論についても言及

2年次
地理学研究法A･B、
地理学実習Ⅱ

人文地理学概論A･B、自然地理学概論A･B、地誌学概論A･B

地図学Ⅰ･Ⅱ
［地図の読図と作成方法論］、
地域統計学Ⅰ･Ⅱ
［コンピュータを使用した統計分析と
地図作成］

たな展開を試みます。この作業を通じて、経済の空間システムの動態化に迫ります。

ています。気候を学ぶには気象の知識も必要です。理科や数学

［ ］= 内容の一部

基礎演習
（地理学）A･B
［テーマ別に数クラス設置］、
地理学実習Ⅰ

り上げ、諸理論の現実への適用可能性と限界を明らかにしつつ、さらなる解釈と新

● 石打丸山スキー場周辺における民宿地域の変容

［ 専攻専門科目 ］
1 年次

気候から
地域の背景を探る

テム形成の基礎となる立地論アプローチの視角から、諸産業の立地変化・動態を取

【自然地理学分野】
地形学Ⅰ･Ⅱ、気候学Ⅰ･Ⅱ
【人文地理学分野】
経済地理学Ⅰ･Ⅱ、社会地理学Ⅰ･Ⅱ、
都市地理学Ⅰ･Ⅱ、文化地理学Ⅰ･Ⅱ

3年次
演習Ⅰ
（地理学）A･B
［分野別に数クラス設置］、
地理学実習Ⅲ
【人文地理学分野】
人文地理学特説Ⅰ･Ⅱ
【自然地理学分野】
自然地理学特説Ⅰ･Ⅱ
【地誌学分野･その他】
日本地誌、外国地誌、
測量学Ⅰ･Ⅱ

します。

4年次

卒業論文Ⅰ・Ⅱ
［ゼミナール形式］
、
地理学実習Ⅳ

社会と地理的世界の
関係を考える

私たちが生きる世界には、複雑な分断線が引かれています。国境は

まるで活発な生き物のように動いている地域が都市です。その

演習Ⅱ
（地理学）A・B

その最たるものですが、富裕層と貧困層、男性と女性、性的マイノリ

動きの中核には必ず人間がいます。個人や家族からもっと大きく

ティ、移民や先住民、少数民族などを考えると、心理的・制度的な

複雑な集団まで、それら人間の生活行動や複雑な社会関係が基

差別だけでなく、現実の生活空間の線引きがさまざまな問題を引き

本となって都市の景観や構造を形づくっています。人間と社会

起こしていることが見えてきます。授業では、さまざまな分断線を示

から都市空間の特質にせまるとともに、都市がかかえる今日的な

すとともに、学生同士の議論から、何を目指すべきかを考えます。

課題について考えていきます。

社会地理学Ⅰ・Ⅱ

荒又 美陽

教授

個人・集団・都市の
ダイナミズム

都市地理学Ⅰ・Ⅱ

川口 太郎

教授
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専 攻
紹 介

心 理社会 学 科

臨 床 心 理学専 攻

現 代 人 の 心 を 癒 す 知と術 を身につける

Clinical Psychology
Course

STUDENT VOICE

人の心に関する多角的な学びを
日常生活にいかす

Q 臨床心理学専攻を選んだ理由は？
Answer

幼い頃から悩みの相談を受けることが多く、人の心について興

味がありました。次第に心理的援助を通して人の役に立ちたいと思い、知識
や技術を身につけるために本専攻を選びました。早期から専門的な勉強がで

臨床心理学専攻３年

中里 舞衣

きることや、第1種指定大学院である同専攻の大学院で、公認心理師・臨
床心理士の資格取得を目指せる点に魅力を感じ、明治大学を選びました。

千葉県私立千葉敬愛高等学校卒業

Q 授業で印象深かったことは？
Answer

心理実習の授業で（ 2021年に開院した明治大学子どものこころクリニックへの道中にて）

臨床心理学専攻では、さまざまな心の問題を抱えた人に対して、心理

ことを通して、人間理解のための基本的な方法論を修得します。3 年次

学的観点から専門的に援助するための知識や技法だけでなく、社会の

以降は応用的な科目や体験的な科目を履修して、人間についての洞察

問題や人間の在り方など視野に入れながら個人の問題に対応できる広

を深めていきます。さらに、大学院に進学することによって、臨床心理士

い視野を持った人材を養成することを目指しています。そのために、臨床

の資格を取得する道も開かれています。
また、公認心理師の受験資格

心理学に関わる授業だけでなく、社会学・哲学関係の科目も履修する

取得に必要な科目を開講しており、本専攻でそれらの単位をすべて

ことを推奨しています。1・2 年次には心理学の基礎的な科目を履修する

修得することで、今後の資格取得を目指すことができます。

臨床心理学専攻では、少人数のゼミ制の授業で、学生一人
ひとりが、自分の最も興味のある心理学的なテーマを選んで

Answer

人の心について多方面から学んだことで、日常生活にお

療法を体験できました。砂の入った箱の中にミニチュア玩具を置き、砂自体を

ける心理学の重要性、多様性について知識が深まったことに加え、も

使って自由に何かを表現したり、遊ぶことを通して行う心理療法で、子どもの

のごとの背景を深く考える力が身についたと感じます。専門職として、身

頃に砂場で遊んだ時のような高揚した気持ちを味わうとともに、非言語で自

につけた力をクライエントに提供するだけでなく、普段の生活や人と関

分の気持ちを表す難しさなど、座学では得られないような発見ができました。

わる中でもこれらの学びをいかすことが今後の目標です。

PICK UP

教員メッセージ
心理臨床家に
なるための
基本姿勢を学ぶ

公認心理師とは、保健医療、福祉、教育などのさまざまな分野において、心理学
に関する専門的知識および技術を用いて、国民の心の健康の保持増進に寄与するこ
とを目的に設けられた心理専門職の国家資格です。本授業では、公認心理師の責
務、職業倫理、専門職連携、各分野での業務内容、自身の課題との向き合い方、生
涯学習のあり方を学びます。そして、公認心理師資格取得を目指す場合は、
「心理

公認心理師の職責

演習｣や ｢心理実習｣（ 明治大学子どものこころクリニック、明治高等学校・中学

川島 義高 准教 授

● 自己肯定感と公的自意識がSNS 依存に及ぼす影響について
● 大学生におけるがん患者さんに対するスティグマに影響を与える要因の探索

思春期・青年期の心の理解

校、児童福祉施設などの外部施設を見学する授業）での体験学習を通して、心理臨
床家になるための基本姿勢を身につけることを目指します。

臨床心理学演習A・B

体験を通して
臨床心理学の技法を学ぶ

心理学実験 A・B

研究を行います。右に挙げた例のように、実に多様なテーマ

● 大学生の性別役割意識の形成要因の検証

が登場します。心理検査や調査、あるいは実験を行い、パソ

● Highly Sensitive Person と自尊感情の関連性の検討

コンの統計ソフトを活用しながらデータを分析する。心理

● ポジティブ経験の想起が自尊感情に及ぼす影響 ―抑うつ傾向の効果―

インターネット依存、不登校、学校での不適応、いじめなど、思

臨床心理学に対する理解を深めるためには、さまざまな体験を

春期、青年期の心の問題についての理解を深めるため、さまざまな

通して人間の心の諸側面にふれることが重要です。ここでは、人

● 自傷行為者及び自傷念慮を抱く者の心理特性とその性差についての検討

論文を講読します。論文を読み、これらの問題を抱える子どもの心

間の態度や感情を測定するための評定尺度の作成、グループサイ

学はまさに心の実証科学なのです。

● オタク傾向と幸福感の関連について
● キャラと居場所感の関連について ―自己概念とキャラのギャップの観点から―

［ 専攻専門科目 ］

［ ］= 内容の一部

1 年次

必修科目

2年次

専攻選択科目

School of Arts and Letters

3年次

臨床心理学演習A・B
心理社会研究基礎演習ⅡA・B
［テーマ別に少人数でのゼミナール形式］、 ［ 指導教員別のゼミナール形式］、
心理社会研究基礎演習ⅠA・B
（心理学統計法）
、 心理学実験A・B
［テーマ別に少人数でのゼミナール形式］、 心理社会調査研究法A
［心理検査、カウンセリング、イメージ作
心理社会調査研究法B（心理学研究法）、 品・制作などの実習］、
心理社会研究入門A・B・C
心理的アセスメント
ライフサイクルと人間Ⅰ・Ⅱ
臨床心理学概論Ⅰ・Ⅱ、健康・医療心理学、教育・学校心理学、心理学的支援法Ⅰ、
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「臨床心理学演習A」では、1年次から興味をもっていた箱庭

卒業論文テーマ例

卒業論文

Q 将来の目標や目指す進路は？

感情・人格心理学、発達心理学、社会・集団・家族心理学Ⅰ・Ⅱ、学習・言語心理学、
知覚・認知心理学、人体の構造と機能および疾病

など

公認心理師の職責

4年次

濱田 祥子

准教 授

理的課題について話し合い、援助方法について討論を行います。ま

コセラピー、心理検査、個別カウンセリング、箱庭制作等のイ

た、論文を読むことを通して、科学的に物事を見る力を育成するこ

メージ表現などを実際に体験することを通して、臨床心理学的

ともねらいとしています。

援助に必要なスキルを習得することを目的としています。

パーソナリティを
科学する

心理的アセスメント

高瀬 由嗣

教授

心理査定法とは、心理検査、面接、行動観察などを通して、人
卒業論文Ⅰ・Ⅱ
［ 指導教員別のゼミナール形式］

心理演習、心理実習

産業・組織心理学、深層心理学、障害者・障害児心理学、司法・犯罪心理学、福祉心理学、
精神疾患とその治療、心理学的支援法Ⅱ、神経・生理心理学、関係行政論

各専攻専任教員

スクールカウンセリングの
視点から

教育・学校心理学

竹松 志乃

准教 授

不登校、いじめ、反社会的問題行動、特別支援教育など、学

間をより深く客観的に知る方法であり、心理臨床の実践の中では

校教育を巡る心理社会的問題は常に社会の関心を集めています。

非常に大切な役割を担っています。授業では、心理検査の理論

学校が生徒たちの心身の発達に与える影響は計り知れません。

（心理検査が成立するための欠かせない要件である信頼性・妥当

この授業ではスクールカウンセリングの立場から、子どもたちに

性・標準化の話）から、各種検査の紹介、さまざまな臨床場面に

とって学校が少しでも「よい環境」であるために、大人が備えるべ

おける査定の実例に至るまで、講義と実技を通して学びます。

き基本的知識や感性を、一緒に探究していきたいと思います。

など

MEIJI UNIVERSITY

36

専 攻
紹 介

心 理社会 学 科

現代社会 学専 攻

社 会 のあり方 を 現 場 から学 び 、実 践 する

Contemporary
Sociology Course

STUDENT VOICE

「生きづらさ」を抱える人たちが
より良く生きられる環境づくりを

Q 現代社会学専攻を選んだ理由は？
Answer

高校生の頃から漠然と
「自分が今いる社会」について学び

たいという思いを抱いており、さらにさまざまな分野について学ぶことがで
きる点から本専攻を選択しました。実際に1・2 年次ではジェンダー・障害・

現代社会学専攻4 年

森嶋 梨な

マイノリティ・コミュニティ・環境など多くの分野について学んだことをきっ
かけに、
「より深く知りたい」
と思える分野にも出合うことができました。

神奈川県私立森村学園高等部卒業

Q 授業で印象深かったことは？
Answer

実習で訪れた、福島県の原発避難者が多く住む仮設住宅にて。大人たちの置かれた複雑な状況の理解に努めつつ、子どもたちとのびのび遊ぶ

現代社会は、少なくとも過去数十年間はあたりまえだった家族

動などが、しばしば国境を越えて展開し、新しい社会を形づくっ

や地域の人間関係、コミュニケーション、受胎から死までのライ

ていく可能性が大きくなってきました。現代社会学専攻では、

フサイクル、働き方、環境と人間の関わりなどが激変し、さまざ

長い間諸問題の分析に取り組んできた社会学や心理学の基礎を

まな新しい問題に対処を迫られています。同時に、地域おこし、

身につけたうえで、市民活動など現代の社会的実践の現場に向

持続可能な社会、多文化共生社会などを目指す NPO や市民の活

かい、その現実から学んでいきます。

Q 将来の目標や目指す進路は？

現 在は主にジェンダーやセクシュアリティについて学

Answer

「生きづらさ」を感じている人がいるのはなぜなのか、誰も

び、そこから現代社会の在り様を捉えています。学びを通じて身近な

が生きやすくなることができるような社会の在り方とはどのようなものな

問題が、どのような社会の仕組みや価 値 観から生まれたのかを考え

のかについて考え続けたいと思っています。社会の仕組みや多様な価

るようになりました。世の中にはさまざまな価 値 観があることを知り、

値観への理解を深めるとともに、
「生きづらさ」を感じている人の立場か

それらを尊重する姿勢も身についたと実感しています。

ら物事を捉え、誰もがより良く生きられる環境を整えていきたいです。

PICK UP

教員メッセージ
多文化共生の
課題を探る

共生、あるいは多文化共生という概念が、近年、政府・地方自治体の政策方針や
市民団体における活動のスローガンとして積極的に掲げられており、日本人と他者
である外国人との共生の試みが行われています。共生を目指していくこと自体は望
ましいことですが、この共生概念は慎重に使用されないと、共生どころか、他者の排
除がもたらされることがあります。本講義では、望ましいとされる共生に関する議論

社会的共生論

卒業論文テーマ例

卒業論文
現代社会学専攻では、社会学の学びは、講義などを受け身
で聞いて「わかった気になる」ことに留まるのではなく、自ら
社会学が「できる」ようになり、ひいては自らの社会学を「生
きる」ことまでを目指します。4 年間の学びの成果をまとめ
る卒業論文は、それぞれが社会学を「生き」始めた、最初の
記録であり証しです。卒業論文のテーマは、指導する教員

昔農 英明 准教 授

● Twitterを用いた性教育の現状と可能性

身体そして性的身体から
社会と人間をとらえなおす

● パンデミックによるベルリンのクラブシーンの変化
● 日本の外国人対応 ―国、自治体に関する分析から―
● ICT教育とシュタイナー教育から日本の義務教育を検討する
● エスニック・マイノリティ外国学校の実態調査
● 医学の進歩と自己決定権のゆくえ〜尊厳死・安楽死の事例から考える〜

さを示します。右にあげたのは、ほんの一例です。

［ 専攻専門科目 ］
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身体と社会

平山 満紀

教授

環境的公正性なしに
環境問題は解決しない

環境社会学

寺田 良一

教授

身体は、ホメオスタシスをもつ自律的な存在ですが、一方で使

プラスチックごみ、廃パソコン、有害化学物質などは、主に先

い方も、見方も、感じ方も、時代や社会がちがうと大きく異なるこ

進国で製造使用されても、多くは国内なら山間へき地や少数派

とを具体的に見ていきます。この授業では、
「性的身体」にも焦点

住民地域へ、また海を越えて途上国に捨てられます。国連の「持

を当てます。避妊、不妊治療、二次元の恋愛、性的マイノリティ

続可能な開発目標（SDGｓ）」でも、貧困、不平等の解決が環境問

への認識などの現象を取り上げ、人を幸せの絶頂にも地獄のどん

題解決と不可分とされています。環境社会学では、これらを「環

底にも至らせてきた人間の性の、現代的な特徴を読み解きます。

境正義（公平性）」の問題として分析していきます。

［ ］= 内容の一部

1 年次

専攻選択科目

心に、性差や障害の有無などの点も考慮しながら明らかにしていきます。

● 遺伝子組み換え食品と食の安全

の研究分野とゆるやかに関連しつつ、その範囲を越えた多様

必修科目

の落とし穴、あるいは共生の実現を阻む要因を、民族的・文化的少数者の問題を中

心理社会研究基礎演習ⅠA・B
［テーマ別に少人数での
ゼミナール形式］、
心理社会研究入門A・B・C、
身体と社会

2年次

3年次

現代社会学演習A・B
心理社会研究基礎演習ⅡA・B
［ 指導教員別のゼミナール形式］
、
［テーマ別に少人数での
現代社会学実習A・B
ゼミナール形式］、
［テーマ別にフィールド調査や
心理社会調査研究法A
（心理学統計法）
、
体験学習等の実習］、
心理社会調査研究法B
（心理学研究法）
ライフサイクルと人間Ⅰ・Ⅱ

市民活動論、臨床社会学、環境社会学、社会的逸脱論、
社会ネットワーク論、社会意識論、アイデンティティ論、
情報社会論、コミュニティデザイン論 など

4年次

卒業論文Ⅰ・Ⅱ
［ 指導教員別のゼミナール形式］

社会運動論、ソーシャルワーク論、ターミナルケア、マイノリティ論、
ジェンダー論、障害学、現代社会論、社会的共生論 など

人間の尊厳の条件

人権と心理

内藤 朝雄

准教 授

デモだけではない
社会運動と社会、歴史の行方

社会運動論

大畑 裕嗣

教授

学校、家族、職場組織、軍隊、教団、左翼・右翼・エスニック・

「社会運動ってデモのこと？」デモは社会運動のレパートリー

コミューン運動団体などの集団状況では、その他の場面では起こ

のひとつですが、社会運動＝デモではありません。現代の社会

らないような人権侵害が起こることがあります。本講義では、そ

運動は、NPO、NGO、ボランティアとも深いつながりを持ってい

のときの独特の心理 - 社会状況を具体的な場面に即して考察し

ます。社会と歴史の行方を見定めるために、意外に身近にあるも

ます。また普遍的人権という社会的価値が有効に根付く条件を

のも含む、多様な社会運動のあり方、可能性、問題点を、具体的

模索します。

な事例に即しつつ見ていきます。

MEIJI UNIVERSITY

38

専 攻
紹 介

心 理社会 学 科

哲学専 攻

身 近 な 問 題 をとことんつきつめ 、未 来 を 展 望 する

Philosophy
Course

STUDENT VOICE

実生活にいかせる
哲学の視点や技法を
伝えられる人材に

Q 哲学専攻を選んだ理由は？
Answer

幼少期から好奇心が強く、特に人間や人間の知性の仕組み

に関心を抱いていました。高校生になり大学進学について考えた際、人間
や人間を取り巻く世界について複合的に探究できる哲学を学びたいと考え

哲学専攻4 年

近藤 玲

るように。受験生のときに本学に哲学専攻が新設されると知り、自由に思
う存分学問に取り組むことができるのではと考え、入学を決めました。

栃木県立栃木高等学校卒業

Q 授業で印象深かったことは？
Answer

志野好伸教授と哲学専攻の学生

明治大学文学部の哲学専攻は、現代の問題を、実践的に、多角

たり、人に会って話を聴いたりする「実践」を大切にします。と

的に扱うことを目指しています。古代から蓄積されてきた先人た

りわけ、
「哲学プラクティス」という授業でその技法を学びます。

ちの英知を学ぶことはもちろん必要ですが、それは「現代の問題」

さらに、自分の思考を鍛えるべく、西洋哲学だけではなく、日本

に結びついてこそ生きた知識となります。そして、問題となる事

や中国も視野に入れ、また心理学や社会学の成果を取り入れなが

象を深く知るために、文献・資料を読むと同時に、現場に出かけ

ら、さまざまな思索のかたちを「多角的に」学んでいきます。

Q 将来の目標や目指す進路は？

「哲学演習（3 年）A・B」では、哲学者の著作を読み、ほか

Answer

哲学は「どこか日常離れした学問で、実生活にはあまり役立た

の学生と内容について議論します。哲学者のテクストから読み解い

ない」と捉えられることも少なくありません。しかし実際は、問題を注視し、

た主張を自らの言葉で表現するのは容易ではなかったのですが、表面

正面から取り組むための哲学の技法は、日常や社会においても応用できるも

的な理解を超えて先人の知恵と思想に迫るのは何よりも楽しく、ほか

のだと感じています。卒業後は大学院に進み、哲学と関わりの少ない人々に

では味わうことのできない経験であると実感しました。

も、哲学のもつ視点や技術を共有できる力と専門性を身につけたいです。

PICK UP

教員メッセージ
哲学書と
考えるために

哲学は難解だ。哲学書を読んでも何が何だか分からない。こういう声をよく耳にし
ます。なるほど確かに哲学書の多くは、一読してすぐに頭に入ってくるものではありま
せん。読み解くためには、ノートを取りながらゆっくりと読み、議論を通じて自分の理
解を他人の理解と突き合わせてみなければなりません。この授業では各受講者が自
分の読書ノートを持ち寄り、教 員と議論しながら、哲学の古典を読んでいきます。読

卒業論文テーマ例

卒業論文

坂本 邦暢 准教 授

● ホッブズの国家論において国民の安全は守られるのか

哲学専攻では、自分の関心に沿って問題を設定し、卒業論

● 学問学としての
「仁斎学」̶人が人として生きるための営み̶

文を執筆します。時代・地域・人物で研究対象をしぼるこ

● 善い嘘はあるのか̶カント
『人倫の形而上学の基礎づけ』における考察̶

とも、論文をまとめるうえで必要な場合もありますが、あく

● ハイデガー
『 存在と時間』における実存論的独我論について

まで現代に生きる自分にとって大切なテーマを設定すること

●〈 ありのまま〉とは何を意味しているのか̶エンハンスメントの議論と障害の
社会モデルから考える̶

が求められます。指導教員は、テーマ設定から、問題の掘り
下げ方まで、親身にサポートします。

● ノイズからみた音楽とその受容
● こどもの哲学対話において
「 知的に安全な場所」はどのように作られるのか
̶教室での実践からの考察̶

［ 専攻専門科目 ］

［ ］= 内容の一部

1 年次

必修科目

基礎演習
（哲学）A・B
［テーマ別に少人数での
ゼミナール形式］、
心理社会研究入門A・B・C

2年次
哲学演習
（2年）A・B
［テーマ別に少人数での
ゼミナール形式］、
心と身体の哲学、
哲学プラクティスⅠA・B

3年次

専攻選択科目
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教室の内と外を超え、
ともに考える

哲学プラクティスⅠA・B

池田 喬

哲学プラクティスⅡA・B

教授

哲学する技法
そのはじめの一歩

基礎 演習（ 哲学）A・B

各専攻専任教員

人生の意味とは、自由とは、平等とは？ 哲学的な問いが立ち上

1 年次の学生全員が履修する科目です。哲学をするうえでの基

がる現場は、家庭に、学校に、路上に、この社会にリアルに存在し

本的な心構えとスキルを習得する最初の一歩となります。哲学の

ています。この授業では、自分たちで哲学的な問いを設定し、そ

文献を批判的に読み、その内容を自分の言葉でまとめ、自身の考

の問いについて対話を通じて共同で考えていきます。身近な例

えを互いに論じ合います。その成果を共同で発表したり、自分の見

から哲学的な問題にアプローチし、哲学的に考えるための技法を

解をレポートとして書くことに挑戦します。学術的なプレゼンテー

身につけます。

ションの仕方や、論文の書き方についても学びます。

美とは何か、
形とは何かを問う
哲学演習
（3 年）A・B
［ 指導教員別のゼミナール形式］
、
ライフサイクルと人間Ⅰ・Ⅱ

り、気がつけば哲学書とともに考えていることになるはずです。

4年次

芸術と哲学

合田 正人

教授

はい ち

卒業論文Ⅰ・Ⅱ
［ 指導教員別のゼミナール形式］

哲学交流論

西洋思想研究A・B、東洋思想研究A・B、
文学と哲学、歴史と哲学、臨床哲学

み解くうちに、難解に思えた哲学書が意外にも身近な問いに根ざしていることが分か

西洋思想史 A・B

芸術と哲学、環境の哲学、政治と哲学、
コミュニケーションの哲学、
ジェンダーの哲学、老いと病いの哲学、
戦争論・平和論

物事を多角的にとらえる

哲学特論 A・B

井上 貴恵

講師

芸術と哲学は単に共存しているのでも背馳し合っているのでも

イスラム教と聞くと、中東の政治情勢や過激派の動向ばかりが思い浮かぶかもしれません。他方、イス

ありません。両者はその極限で複雑に交錯し相互干渉を続けてい

ラム教徒が何を考えているのかについてはよく知らないという人も少なくないでしょう。イスラム教は私

ます。古来、優れた哲学者や芸術家はともにこの界面をめぐって

たちが考える「宗教」という一語だけでは捉えきれない部分がたくさんあります。授業ではイスラム教が

思考を重ねてきました。像とは何か。音とは何か。形とは何なの

1400年の間に育んできた豊かな思想（宗教哲学や政治哲学）を学び、イスラム教の思想と実践の連関を理

か、成形とはどのような動きなのか。美とは、崇高とは、醜とは、

解します。イスラム教に関する多様な文献の精読を通じて、現実の問題を目に見える表層だけでなく、思

愚劣とはいかなる事態なのか。こうした問いをともに考察します。

想的・社会的背景をも含んだ形で多角的に考察しうる思考力を養う場を提供したいと思っています。
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教員紹介

教員紹介

※文学部専任教員氏名および研究テーマ

ドイツ文学専攻

フランス文学専攻
日本文学専攻

あなたの物語を探す旅に
出ませんか !

複眼的思考をもつ
ユニークな国際人を目指そう!

●岡本 和子／ 19 世紀から20 世紀前半
にかけてのドイツ文学、思想、およびベ
ルリン関係。

●奥 香織／フランスの舞台芸術・劇文
学、演劇美学の変容、日仏演劇交流。

●青谷 秀紀／中世ネーデルラント都市
の宗教社会史。

●阿部 芳郎／縄 文時 代の生 業と社会
構造や居住活動に関する研究。

●生方 智子／近代・現代の文学。特に、
夏目漱石・谷崎潤一郎・現代女性作家の
研究。

●新城 真里奈／英語音声学。 ウェール
ズ英語を中心に、さまざまな英語変種
の発音の研究。
●石井 透／理 論 言 語学。生 成 文 法 理
論での統語理論、比較統語論。

●小島 久和／ルネサンス期の新プラト
ン主義哲学の研究。

●谷口 良生／近現代フランス史。特に
近代フランスの議会に関する政治・社
会・文化史研究。

●石川 日出志／縄 文時 代から弥生時
代への社会変革と地域差の研究。

●小野 正弘／日本語の歴史。特に、語
彙・文字・意味の変遷。

● 大山 るみこ／映 像 記 号 論。映 像 の
「文法」と、言語の関係。文体論。

●冨重 与志生／ 18 世紀文学、特にモー
リッツ。ほかに美術史、料理文学、現代
文学。

日本文学専攻
日本文学の深さと
広さを味わいましょう

●伊與田 麻里江／日本近世文学（ 山東
京伝、読本、草双紙）。

●甲斐 雄一／中国古典文学、宋代文学
と出版文化についての研究。
●杉田 昌彦／日本近世文学。本居宣長
を中心とする江戸時代の国学。
●田口 麻奈／国家や社会といった近代
的共同性と日本の詩的言語の関係性。
●竹内 栄美子／日本近代文学。中野重
治を中心としたプロレタリア文学や戦
後文化運動の研究。
●牧野 淳司／
『 平家物語』を中心とする
中世文学と寺院資料。
●山﨑 健司／萬葉集を中心とする奈良
時代以前の文学。
●湯淺 幸代／物語を中心とする平安文
学。
『源氏物語』受容史。

演劇学専攻

英米文学専攻
日本文学専攻
「好きな英語」を
「私の専門」にしましょう

●梶原 照子／アメリカ文学・詩・ジャン
ル論。言説の分析。
●久保田 俊彦／コンピュータコーパスを
利用した言語調査、文体の分析。
●越川 芳明／ポストモダン文学。ボー
ダー文化論・文学。
●Sato, Gayle K. ／ 20 世紀アメリカ文
学、児童文学、war memory。
●竹内 理矢／アメリカ南部文学、モダニ
ズム文学、比較文学。

●新本 史斉／ 19 世紀以降のドイツ語
文学、翻訳論、ヨーロッパ越境文学。
●福間 具子／ドイツ・オーストリアの近現
代詩、ドイツ語圏ユダヤ系文学、ウィーン
のユダヤ文化。
●Mandelartz, Michael M. ／ 18世紀か
ら20 世紀までのドイツ文学、ゲーテ、ク
ライスト、文化学。

●杉山 利恵子／フランス語学、統治論
の研究。フランス語教育。
●谷口 亜沙子／ 20 世紀のフランスを中
心とした詩（ポエジー）の研究。
●田母神 顯二郎／フランス近現代史、
フランス現代思想、精神医学史。
●根本 美作子／ 20 世紀文学、表象 文
化論。

●渡辺 学／日独言語文化研究、メディ
ア・社会言語学、異文化コミュニケーション
研究。

●野田 学／英国演劇。演技・演出論お
よび演技身体論。

●豊川 浩一／近世ロシア史。特に18 世
紀の民衆史や民族問題の研究。
●古山 夕城／ギリシア古代史。周縁地
域におけるポリスの政治社会構造。
●水野 博子／オーストリア・ヨーロッパ
近現代史。

日本史学専攻

アジア史専攻
日本文学専攻

古代から現代まで
広く深く学ぼう

アジア史の世界は無限の宝庫
―目指せ未来のアジア通 !

考古学専攻
日本文学専攻
歴史を掘りおこす楽しみを
学ぼう!

●佐々木 憲一／関東の古墳を素材に、
周縁地域の国家形成に迫る研究。
●藤山 龍造／先史時 代の環境変化と
資源開発に関する研究。
●若狭 徹／集落・墓・耕地等の遺跡群
から古代社会を立体的に復元する研究。

● 鰐 淵 秀 一／初 期 アメリカ史。主 に
17-18 世紀イギリス帝国による北米植民
の過程の研究。

「真写（真実を写す）力」を
培おう!

●Watson, Alex ／ロマン主義文学（特に
注釈研究）、ゴシック文学、英国の映画。

魅惑の世界「演劇」について 「 読む力」と
「書く力」を
仲間たちと共に学びましょう!
徹底的に学ばせます !

西洋史学専攻で
「世界史の歩き方」を学ぼう!

現代社会学専攻
演劇学専攻

●塚田 麻里子／戦争文学・紀行文学を
含む19・20 世紀の英文学。

文芸メディア専攻
日本文学専攻

西洋史学専攻
日本文学専攻

●大畑 裕嗣／日韓の市民活動と市民運
動に関する研究。
●昔農 英明／ナショナリズム、多文化共
生、移民・難民問題の研究。
●寺田 良一／環境社会学、環境運動・
環境リスクと環境政策形成の比較研究。
●内藤 朝雄／いじめ、職場の迫害、DV、
民族紛争、自由な社会。
●平山 満紀／ジェンダー、セクシュアリ
ティ、身体の現代的変容。
●Pacher, Alice L. ／現代日本 社 会に
おけるカップルの親密関係および性関
係とその国際比較。

2021年12月31日現在

●荒又 美陽／文化と都市景観に関する
社会地理学的研究。
●梅本 亨／北半球高緯度の植生景観
および山地気候の研究。
●大城 直樹／地域アイデンティティの
形成と民俗地理の分節化に関する研究。
●川口 太郎／人間の行動や社会活動か
らみた都市構造の研究。
●高波 紳太郎／火山周辺の地形発達と
河川の侵食過程に関する研究。

臨床心理学専攻
日本文学専攻
深く広い「心の領域」に
アプローチしよう!

●岡安 孝弘／健康心理学。心理的スト
レスと心の健康に関する研究。
●加藤 尚子／心理コンサルテーション、
虐待を受けた子どもの養育および心理
支援、心理療法、トラウマ、愛着臨床。
●川島 義高／精神疾患を抱える方々へ
の臨床心理学的支援、自傷・自殺予防。
●佐々木 掌子／多様な性
（ セクシュアリ
ティ）に対する臨床心理学的支援。
●高瀬 由嗣／投映 法心理検査の分析
および解釈法の精緻化。
●竹松 志乃／イメージを媒介とする心
理療法。デス・エデュケーション。
●濱田 祥子／青少年の発 達 上の諸問
題に関する研究。

哲学 専攻
日本史学専攻

資格課程科目担当
日本文学専攻

幸せとは？ 正しさとは？
答えられる力をつけよう

明治で資格の取得にトライしよう!

●池田 喬／現象学を中心とする現代哲
学・倫理学。

●青柳 英治／図書館専門職員の人的資
源管理に関する研究。

●高野 和子／日英における教師教育の
政策と制度の研究。

●井上 貴恵／ 9-14世紀のイスラム神秘
主義思想
（スーフィズム）。

●伊藤 貴昭／説明行為が学習・理解に
及ぼす影響に関する実践研究。

●林 幸克／特別活動におけるボランティ
ア学習に関する実証的研究。

●合田 正人／19・20世紀フランス思想、
ドイツ思想。近代ユダヤ思想史。

●伊藤 直樹／思春期・青年期における
学校での適応に関する研究。

●平川 景子／女性の主体形成。社会教
育実践研究。学習支援者の力量形成。

●坂本 邦暢／西欧ルネサンスと近代の
哲学史・科学史。

●井上 由佳／国内外の博物館の社会的
役割の考察と人材育成・学芸員養成の
国際比較研究。

●三浦 太郎／図書館史、特に日本の戦
後占領期における図書館政策の考察。

●伊藤 氏貴／近現代の文学・藝術とそ
の背景となる思想。

●石原 豪／現代史。軍隊と社会との関
係。軍隊による宣伝活動。

●江川 ひかり／オスマン帝国の政治・
経済・社会・文化を総合的に研究。

●伊藤 愉／西洋演 劇史。特にロシア・
アヴァンギャルド演劇の研究。

●内村 和至／日本近 世小 説 史・思 想
史。出版メディアと文学テクスト。

●落合 弘樹／近代史。幕末・維新期の
政治史の研究。

●櫻井 智美／中国近世史、特にモンゴ
ル帝国時代の政治・社会・文化の研究。

●井上 優／西洋演劇史。特にルネサン
スから近代にかけての演劇の表現モー
ドの変遷。

● 佐伯 和香子／日本古典 文学の民俗
学的研究。口承文芸、お伽草子、菅江真
澄研究。

●清水 有子／近世史。織豊政権、江戸
幕 府 の政 治 外交 史の 研 究。鎖 国 の 形
成、キリシタン問題など。

●鈴木 開／朝鮮近世史、朝鮮半島を中
心とする東アジアの外交関係・国際交
流の歴史を研究。

教養科目担当
日本史学専攻

●大林 のり子／演出家の役割・上演分
析による越境的な演劇活動の再考。

●相良 剛／
〈 読む・書く〉を、出版実務
経験から探索。
〈本〉の新しい形を研究。

●高橋 一樹／中世史。荘園制と交通体
系、訴訟制度、文書論。

●高田 幸男／ 20 世紀の中国・東アジア
の政治・社会・教育の変容を考察。

情熱こそは人間性の すべてである。
（バルザック）

●矢内 賢二／日本演劇史。歌舞伎を中
心とする演劇・芸能および周辺文化の
研究。

●中江 桂子／文化社会学・メディアの社
会史・社会心理と文化史。

●中村 友一／古代史。氏族を中心に、
政治史、法・制度、地域史を見渡す研究。

●能地 克宜／日本近現代文学、室生犀
星、浅草文芸、街と文学。

●野尻 泰弘／近世史。藩領を中心とし
た地域史の研究。

●髙村 武幸／中国古代・中世の政治と
社会。簡牘の分類・再利用、
「書く」文化
史。

●山田 朗／現 代 史。軍 拡と膨 張 の論
理、戦争の実態の解明。

地理学を学べば君の目に映る
「世界」が変わります

●松橋 公治／工業立地のグローバル化
と地域構造再編との関連に関する研究。

●伊藤 真紀／日本の演劇史。特に近代
を中心とした演劇文化史の研究。

（ 文化史）
。空間と社会
●松山 恵／近代史
の関係性から日本都市の特質を解明。

ドイツ文学専攻
地理学専攻

●志野 好伸／日中比較思想。近現代中
国における西洋哲学受容。

●小林 繁／生涯学習政策と施設・機関
をめぐる諸問題の検討。

●山下 達也／近代日本および植民地・
占領地における学校教育史研究。

●駒見 和夫／博物館教育の役割とユニ
バーサル・ミュージアムの構築に向けた
研究。

●田中 伸明／スポーツ心理学。特にテニ
スプレイヤーのメンタリティについて。
●水村 信二／ウェルネス教育に関する研
究。スポーツクライミングに関する研究。
●宮脇 梨奈／ヘルスコミュニケーション。
健康情報の普及・啓発に関する研究。

●齋藤 孝／身体を基盤とした教育メソッ
ドの開発・実践。
●齋藤 泰則／レファレンスサービスと情
報要求に関する研究。
●佐藤 英二／脱産業化社会において数
学と科学を学ぶ意味に関する史的考察。
●関根 宏朗／人間形成における
「 自律」
の問題についての教育哲学的研究。

●諸富 祥彦／生きる意味の悩みの支援。
学校カウンセリング。
●山田 亨／人類学
（文化・言語）
、法人類
学、公共政策。
※退職などにより、変更となる場合があります。
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グローバル

海外留学制度

■ 学部間協定校の紹介

海外の「コトバ」を知る

©Sandra MeyndtUniversity of Freiburg

明治大学では、
「協定留学」と「認定留学」の海外留学制度を設けています。
「協定留学」には、
「大学間協定留学」と「学部間協定留

学」があり、それぞれ留学の協定を結んでいる機関へ学内選考を経て派遣されます。「認定留学」は学生が自分で選んだ大学を文学部の
許可を受けて留学する制度です。どちらの制度も留学先で修得した単位が文学部の卒業要件単位として認定されることもあり、単位の
修得状況により休学・原級することなく 4 年間で卒業することも可能です。また、留学を奨励する見地から留学経費を助成する制度も設
けられています。

▲ロンドン大学
アジア・アフリカ
研究学院
（SOAS）
IFCELS（イギリス）

■ビーレフェルト大学
言語学・文学部

（ドイツ）
2011年締結

■アルベルト・ルートヴィヒ大学
フライブルク 人文学部・文献学部
（ドイツ）
2021年締結

■

（ドイツ）
2010年締結

2021年締結

■ シェク・アンタ・ジョップ大学
人文科学部

（中国）

▲ トロント大学
生涯学習学部

2010年締結

（カナダ）
2016 年締結

文学部では、明治大学における夏季・春季休業期間を利用した短期海外留学プログラムを用意しています。語学研修や、現地文化を学

ぶプログラムが用意されており、1 年次から参加することが可能です。

トロント大学短期語学研修

■

参加者の声

日本文学専攻参加時３年

このプログラムでは、午前中に

University of Toronto, School of Continuing Studies

プレゼンテーションなどのスピー

トロント大学は 1827 年に創立されたカナダ最大規模の大学

（フランス）
2020年締結

■ 国立台湾師範大学
文学院
（台湾）
2016 年締結

加しました。自由度の高いプログ

（第二言語としての英語）教育を専門として 5 0 年以上の経験を

ラムだったため、国籍の異なる友

持ち、国際的に高い評価を受けています。日常生活のさまざまな
ができる語学研修プログラムです。

（フランス）
2016 年締結

人と観 光 地へ赴いたり、一 般の
方にインタビューをしたりと、のびのびと英語を話す機会をつくること
ができました。私にとってこのプログラムは、多様な価値観と出会い、

International Foundation Courses & English Language Studies at SOAS University of London

本プログラムは、英語力の強化を基本とし、そのうえで文学・芸術・メディア・映画・国際関係論・政治学・開発学などについて学ぶこ
とができる短期プログラムです。文化・芸術施設も多く有するロンドンという地の利を最大限に活用したコース内容、また単に英語を学ぶだ
けではなく、英語で自分の専門領域について学ぶための選択肢の広さは本プログラムの最大の魅力です。
■ 海外現地研修

文学部では、教養と専門の両課程での教員引率による海外での現地研修を奨励して

■ 学部間協定校
※ 単位互換協定を含む
□ 大学間協定校
▲ 学部短期プログラム

■中長期プログラム
INTERVIEW

主体的な自分をもつことができた、とても貴重な経験となりました。

SOAS短期研修プログラム

テンプル大学
ジャパンキャンパス

（日本）
2014 年締結

■ポー・アドゥール地方大学

課 後は大 学 主催の交 流 会に参

する英語学習課程（English Language Program）は、ESL

場面で使える英語を、どんな目的の人にもバランスよく学ぶこと

■ボルドー・モンテーニュ大学

キングに特化した授業を受け、放

です。トロント大学の School of Continuing Studies が提供

高麗大学校文科大学

（ 韓国 ）
2014 年締結

■北京師範大学

（セネガル）
2021年締結

■ 短期プログラム

■バンベルク大学
人文学部

留学体験記

フランス文学専攻留学時２年

留学先：ボルドー・モンテーニュ大学（フランス）

寄口 舞帆

長期留学を決めた理由は、フランス人の

りました。しかしどこに行っても
「管轄外だ」

社会に対する関心が高く意思表示を頻繁に

と言われ、うまく説明もできなかったために

するなどの日本とは反対の国民性に刺激を

大きな悲しさと悔しさを感じました。当時はと

受けたからです。

てもつらい思いをしましたが、悔しさのお陰で

留学で学んだことは、
「一見マイナスに見え

語学をいち早く上達させようという意欲が湧

ることでも、未来の自分を豊かにするチャン

きました。今では、自分を成長させてくれたこ

スが必ずある」ということです。入寮日、寮に

の経験にとても感謝しています。

問題があり寮や大学の事務を二日間駆け回

おり、夏季休業期間中に今までにイギリス、フランス、中国、韓国、香港など各地で現地
研修を実施してきました。各国のさまざまな大学や地域を訪れるだけではなく、海外の協
定校での学びや、学生との交流を実施しているプログラムもあります。

海外現地研修（香港）
香港でおこなう海外現地研修は、文学部の全学生を対象に、現地社会を肌で直に感じながら人文社会科学におけるフィールドワーク

INTERVIEW

留学体験記

ドイツ文学専攻留学時３年

留学先：バンベルク大学（ドイツ）

田久保 比奈子

バンベルクは、戦争前の建物が多く残っている街で、歴史や文化を感じながら過ごすことができる
と思い、留学先をこの地にしました。現地で、留学生の交流イベントを定期的に開いてくれたため、

の手法を養うことを目的としています。事前・現地・事後研修からなる本研修においては、参加学生がそれぞれに研究課題を設定し、出

ドイツのみならず各国の留学生たちと友達になることができまし

発前の予備調査と現地で取り組むフィールドワークから人文科学的な海外研究の楽しさを学びます。その重層的な歴史的背景から、法律

た。初めは、言語レベル的にも生活で苦労することばかりでした

や経済、そして、文化が複雑に交差する香港に身を置いてみると同時に、協定校で学ぶ学生たちと肩の力を抜いた交流を通じて新しい視点・

が、自分から色々なコミュニティに参加することでそれを克服し、

視野を身につけてみませんか？

たくさんの経験を積むことができました。冬学期に行ったことで、

■ 海外自主計画短期研修サポートプログラム

イツ文化にふれることができたのも魅力的でした。

オクトーバーフェスやドイツ各地のクリスマスマーケットなどのド

文学部では、自ら進んで海外に飛び立ち、現地での経験を通じて知見を深めることで、今後のグロー
バル社会で必要な国際性を身につけようとする学生を支援することを目的に、長期休暇中に自主的に
海外で行う語学研修やフィールドワークなどの調査について、渡航等の費用に対する助成をおこなって
います。
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■ 奨学金、助成金について

文学部では、短期留学・長期留学に参加する学生を対象として、各種助成金・奨学金支援制度を設けています。詳細は文学部事務
室にご確認ください。
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卒 業 後 の進 路

卒 業 後 の進 路

大学院進学

キャリアデザイン

より深い学びを探求する

近年、高等学校などの教員になるためにも大学院修士課程・
博士前期課程修了以上の学歴が求められることが多くなってき

キャリアアップに向けた安心のサポート体制

限りある時間の中で海外留学や短期海外語学研修、資格取
得、インターンシップなど色々なことにチャレンジして、まだ見

ています。また、一般企業でも、修士課程修了以上の、専門知

学生生活で大切なことは、自分に目覚めること、つまり、自分

地理学、心理学、社会学、教育学について、大学院文学研究科

識を有する人材を求める機会も次第に増えてきています。大学

には、あるいは自分にも、こういう能力があるのだということを

ういう適性と意欲をもっているかを自覚的に考えておくことは、

（修士課程・博士前期課程・博士後期課程）が設置されています。

院生には、グローバルフロントに専用の研究スペース（自習室・

発見することです。自分には適性も興味もないと思っているこ

就職試験のための対策だけではなく、自分に合った仕事を探すた

明治大学では、文学部卒業後、文学、歴史学（考古学を含む）
、

ぬ自分の可能性を見つける努力をしましょう。希望の仕事にど

研究室）があり、奨学金制度なども充実しており、調査や研究に

とでも、やってみるとおもしろかったり、自分の意外な能力を発

めに必要なことなのです。そうした自覚があれば、どのような準

専門知識を有する職業人になるための機関です。現在の大学院

専念できるようにサポート体制も整っています。

見したりすることも少なくありません。

備・勉強をしなくてはならないかもはっきりしてくるでしょう。

の果たす役割は、ごく少数の特殊な分野のスペシャリストや学者

※詳しくは、大学院ガイドブックおよびホームページをご覧ください。

大学院は、大学卒業後、さらに勉学を深めて、研究者や高度な

を養成することにのみとどまるわけではありません。
［ 大学院文学研究科の構成］

MESSAGE

博士前 期 課 程・修 士 課 程

博士 後 期 課 程

日本文学専攻、英文学専攻、仏文学専攻、独文学専攻、演劇学専攻、文芸メディ
ア専攻、史学専攻
（ 日本史学専修、アジア史専修、西洋史学専修、考古学専修）
、
地理学専攻、臨床人間学専攻
（臨床心理学専修、現代社会学専修、教育学専修）

日本文学専攻、英文学専攻、仏文学専攻、独文学専攻、演劇学専攻、史学専攻
（日本史学専修、アジア史専修、西洋史学専修、考古学専修）
、地理学専攻、臨床
人間学専攻
（臨床心理学専修、現代社会学専修、教育学専修）

齋藤 孝

教授

を行っていて、その相談件数は年間30,000 件にのぼります。就職を

近年、大学で勉強することと社

「 出口」と意識することによって、在学中に何をすべきかが見えてきま

会が近づいてきているように思い

す。就職に向けて学生に行ってもらいたいのは
「 地力」をつけること。

［ 大学院進学の流れ］

博士前期
修士

合計

INTERVIEW

日本文学
英文学
仏文学
独文学
演劇学
文芸メディア
史学
地理学
臨床人間学
研究科計

志 願者

合格者

9

5

4

2

3

1

4

3

5

4

7

2

34

23

3

3

66

24

135

67

合計
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をつけてくれます。留学で培った積極的なコミュニケーション力は、帰

2 月下旬（Ⅱ期入試 ）

志願者

合格者

日本文学

1

0

英文学

0

0

仏文学

0

0

独文学

1

1

演劇学

0

0

史学

8

8

地理学

2

2

臨床人間学

1

1

研究科計

13

12

国後周囲にも影響を与えます。留学で、
「前へ!」

キャリアデザイン力をつけよう!

スタート地点を高く!

大学生の就職が大変厳しい状況となっています。そんな時代だか

大学院に進学する学生は増えています。教員採用でも大学院卒を

らこそ自分の人生をデザインする意識を持って大学生活を送ること

要望している動きがあります。勉強から
「 研究」へ。一生の宝となる

が重要です。職業を1年生のうちに決める必要はありませんが、色々
な可能性を自分自身で積極的に模索する時間をつくり、自分を表現
する力、社会と向き合い客観的に自分を見る力をつけていきましょ
う。

「研究する意識」が身につきます。

積極的に学生生活 +α
教職課程で学生と接していると、教員を目指す学生の成長に驚きま
す。教職を取るために教育実習を行うのですが、目の前で自分が教え

なぜ明治大学は就職に強いのか

た中高生が成長するとともに、学生当人も人間として成長していきます。

明治大学の卒業生は、社会の色々な分野で活躍をしているので、
明治大学には社会的信用があります。その先輩たちから生きた情報

実習を通して本当に自分が何をやりたいかを見つけることができます。
学生生活に資格取得などをプラスアルファして人間を豊かにしよう。

文学部では 2015 年度より、1・2 年生

全 14 回の授業は、文学部の教員をは

が主に通う和泉キャンパスにて、キャリ

じめ、各界の第一線で活躍されている社

が集まっての議論は、社会で活躍するために

ア支援科目の一環として「キャリア・デ

会人の先輩をお招きしたオムニバス形式

ザイン」の授業を開講しています。

での講義を予定しています。さまざまな

時大学院進学を視野に入れました。

日本史学専攻
2021年卒業

ザインできるようになります。

自らの視野を広げることで、生徒の「疑問力」を伸ばす授業を

卒者の採用が多いことを知り、大学 3 年生の

福原 伊織

出会いを通じて発見があります。そして何よりも語学力の向上が自信

「キャリア・デザイン」〜文学部独自のキャリア支援科目〜

したが、私が勤務先として志望する学校は院

文学研究科
史学専攻
博士前期課程

文学部では多くの学生が海外に留学しています。異なる文化との

を送れば、きっと自分の未来をデ

9月中旬（Ⅰ期入試）

大学院合格体験記
教員を目指すことは入学前から決めていま

45

的に人と関わる。そんな大学生活

7月上旬（学内選考）

専攻

博士後期

異文化間コミュニケーション力で「 前へ ! 」

増やし、知識や経験を培い、積極

入学 試 験

ある一定の条件を満たした場合、4 年次に16単
位を上限として大学院設置科目を履修すること
が可能です。実際に大学院の授業を受講して研
究分野を絞り込んでいきましょう。

専攻

大学院合格者実績

ことが就職への近道です。

授業で身につけ、
「好きなこと」を

幅広く授業に参加する、本をたくさん読むなどして、何事
も積極的に吸収しようと努めましょう。大学院入試では大
半において語学力が問われます。学部の必修語学科目は
もちろんのこと、学部間共通外国語科目など、授業を有
益に活用し、今後の土台をつくっておくことが重要です。

2 02 1 年 度

とにかくたくさん本を読んでほしい。きちんとした教養を身につける

ゼンテーション力、文章力などを

4年次

気なカラーと一致していて、
「就職に強い明治大学」といわれています。
大学としても就職キャリア支援センターが就職活動のバックアップ

ます。ディスカッション力やプレ

1 〜3 年 次

を知ることができます。社会で必要とされている力が明治大学の元

必要な経験であると感じました。
大学院で培った知識や広い視野、疑問を
見つけて明らかにしようとする姿勢。これらを

大学院での研究活動は、自分自身の研究

いかした指導を心がけ、生徒に画一的な知

のみならず、ほかの院生の発表を聞き議論す

識を伝えるだけではなく、
「当たり前」に疑問

ることで、
「当たり前」に疑問を投げかける姿

を持たせそれを生徒自身の力で解き明かして

勢と幅広い知識・視点を得ることができます。

いく。そういう授業が展開できる教員を目指

特に、ゼミでの年齢や経験、考え方も違う人

したいと考えています。

本科目は、大きく変化していく現代社

業界や職業の先輩方のお話を聴き、将来

会のなかで、将 来の職 業 選 択も含め、

のキャリアデザインに必要な知識や情報

自分の人生をどのようにデザインしてい

を手に入れながら、進路選択や学習にい

けばいいのか、また自分の希望する進路

かしてもらうことを目指します。講義を

に就くためには、学部時代にどのような

通じて、自分の適性をいかしたり、能力

ことをしていけばいいのかを考える授業
です。

を高めていくにはどうすればいいのかを
〈発見〉し考えていきましょう。
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就職サポート
明治大学文学部の就職サポート

学地理学科）
、人間を内面と社会の側から考える
（ 心理社会学
科）
、それぞれの分野でアプローチは違うものの、生涯にわたっ

受験生のみなさんは、文学部で4年間学んで卒業したのちど

て対面するさまざまな人々や社会と向き合い、学び合う知力を

んな道に進むのか、考えてみたことはありますか。また、ご家族

獲得するのが文学部です。それが生涯にわたって生きる力にな

の方々は
「文学部を卒業したあとどうなるんだろう?」と心配なの

りますが、しかし卒業後、どのような職に就いて社会生活を送

ではないでしょうか。

るかも考えなければなりません。

文学部で学ぶ内容は多岐にわたりますが、その目的をひとこ

そこで、文学部では1・2年生を対象として
「キャリア・デザイン」

とで表現すると
「 自ら生きた哲学をつくり出す知力を獲得する」

の授業を開講しています
（

ことにあります。文学作品や演劇、外国語などを介して他者か

おして、みなさん一人ひとりの学生生活、社会生活を考え、そし

ら学ぶ
（ 文学科）
、過去から現在までの人間の生き方を学ぶ
（史

て生きた哲学をつくり出す契機としていただきたいと考えます。

就職実績
■業種別 就職状況

P.46）
。こうした講座への出席をと

（2022年3月実績）

■サービス業
（他に分類されないもの）3.7%

■その他 3.6%

■建築・製造業

■宿泊・飲食・
生活関連サービス業 3.8%

INTERVIEW

就職活動体験記

周囲に流されず素の自分であり続けることが
長い就職活動を乗り切る秘訣
就職活動では自分を見失わないように

といったサービスに加えて、日本だけでなく

心掛けていました。本当に情熱を持って取

世界中の企業に対しても、彼らの経営を支

り組めることは何か、自分らしさや強みはど

えるサービスを提 供しています。そこで私

のフィールドでいかせるのか、他人が推す企

は、英語圏に駐在し、非日系企業のグロー

業ばかりを見ていないか、など常に自分に問

バルな事業展開を支えることを短期の目標

い掛けるようにした結果、素の自分を出すこ

として掲げました。大学生活を英語学習や

とができたと思います。大学での専攻は英

海外留学に捧げてきたので、その能力と経

米文学。日本にいながら多くの英語にふれ

験をバンカーとしてのキャリアと掛け合わせ

ることができ、4 年間で飛躍的に英語力が

て成長していきたいです。常に刺激を求め、

向上したと感じています。また、意識の高い

自分らしさを見失わないよう着実にキャリア

仲間に恵まれ、学業面や大学以外の活動

を積んでいきたいと考えています。

に積極的に取り組めたこともいい経験となり
ました。内定先の三井住友銀行は、私たち

■医療・福祉業 2.9%

14.3%

■不動産・
物品賃貸業 4.3%

■金融・保険業

6.5%

21.7%

■学術研究、専門・
技術サービス業

5.6%

■教育・学習支援業

■卸売・小売業

が普段から身近に感じる
「預金」や「為替」

8.1%
11.6%

9.8%
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下屋 大希

内定先：株式会社三井住友銀行

■情報通信業

INTERVIEW

就職活動体験記

就職活動を支えてくれた数々の学内支援
■公務
■運輸・郵便業 4.1%

■主な就職先企業・団体名
建 築 ・製 造 業
公務
トヨタ自動車（株）
国土交通省
富士通（株）
厚生労働省
住友化学（株）
東京都庁
キヤノン（株）
埼玉県庁
YKK（株）
千葉県庁
（株）キーエンス
群馬県庁
（株）タカラトミー
川崎市役所
大王製紙（株）
横浜市役所
（株）伊藤園
労働基準監督官
凸版印刷（株）
国税専門官
情報通信業
運 輸 ・郵 便 業
楽天グループ（株）
東海旅客鉄道（株）
（株）野村総合研究所
東日本旅客鉄道（株）
東京海上日動システムズ（株）
東日本高速道路（株）
（株）コナミデジタルエンタテインメント 東洋船舶（株）
日本放送協会
（株）住友倉庫
東宝（株）
日本通運（株）
（株）文藝春秋
西武鉄道（株）
（株）日立システムズ
ヤマト運輸（株）
（株）中日新聞社
国際航業（株）
（株）サイバーエージェント
三菱電機ロジスティクス（株）

英米文学専攻4 年

卸 売 ・小 売 業
学 術 研 究 、専 門 技 術サービス業
（株）ユニクロ
（株）電通
リコージャパン（株）
ソニーミュージックグループ
（株）セブン−イレブン・ジャパン
サントリーグループ
日本紙パルプ商事（株）
アクセンチュア（株）
国分グループ本社（株）
（株）みずほフィナンシャルグループ
（株）ノジマ
（株）丸井グループ
日本ヒューレット・パッカード（合）金 融 ・保 険 業
伊藤忠リーテイルリンク（株）
（株）三井住友銀行
富士フイルムビジネスイノベーションジャパン（株） 東京海上日動火災保険（株）
横浜トヨペット（株）
明治安田生命保険（相）
教 育 ・学 習 支 援 業
日本生命保険（相）
東京都教育委員会
野村證券（株）
神奈川県教育委員会
（株）愛知銀行
埼玉県教育委員会
（株）京葉銀行
横浜市教育委員会
三井住友信託銀行（株）
（学）青山学院
第一生命保険（株）
（学）中野学園 明治大学付属中野中学・高等学校 不 動 産 ・物 品 賃 貸 業
（学）獨協学園 獨協埼玉中学高等学校 三井不動産リアルティ（株）
（学）神奈川大学
イオンモール（株）
（国）東北大学
三菱地所ハウスネット（株）
（株）公文教育研究会
三菱 UFJ 不動産販売（株）

（株）
日本土地建物
東京セキスイハイム（株）
（株）
ルミネ
（株）
オープンハウス
（株）長谷工リアルエステート
医 療 ・福 祉 業
SOMPO ケア（株）
（株）ベネッセスタイルケア
（社福）松本市社会福祉協議会
（社福）神奈川県総合リハビリテーション事業団
宿泊・飲食・生活関連サービス業
（株）三井不動産ホテルマネジメント
（株）星野リゾート・マネジメント
アパホテル（株）
（株）ジャニーズ事務所
（株）叙々苑
その他
（株）
リクルート
三井物産トレードサービス（株）
パーソルキャリア（株）
日研トータルソーシング（ 株）
一 般 社 団 法 人日本内部 監査協会

就 職 活 動において意 識していたの

ただいただけでなく、不安な気持ちも

は、多くの情 報の中から正しい情 報を

聞いていただきました。センター主 催

取 捨選択することです。現代ではイン

の模擬面接会では企業の人事の方か

ターネットを通じてさまざまな情報を取

ら受けたフィードバックを基に、客観的

得することができますが、中には誤った

に自分の面接の様子を振り返ることが

情 報も含まれているため、自分の目で

できました。就職先の企業は国内外の

正しい情報を見極め、収 集するよう心

エネルギー資 源の開 発や輸 送、販 売

がけました。その手段として私が活 用

などを主な事業としています。大学での

したのが、学 内で行われた企 業 説 明

学びを糧に、産油国と日本の懸け橋と

会です。多様な業 種の企 業 担当者か

なれるような仕事に取り組んでいきた

ら直接話を聞くことができ、就 職活動

いです。

に役立てることができただけでなく、広
い視野をもてるようにもなりました。ま
た、就 職キャリア支援センターの存在
も非常に心強かったです。職員の方々
には過去の事例を基にアドバイスをい

アジア史専攻（ 2021年卒業）

井口 萌子

就職先：株式会社INPEX
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卒 業 後 の進 路

資格取得
資格という
「強み」

社会教育主事の基礎資格とともに「社会教育士」の称号もあわ
せて取得できるようになりました。
「学校司書」
については、モデ

近年は、
「大卒というだけではなく、何か専門的な資格を在学

ルカリキュラムを履修したことを本学において認定します。

中に取得しておきたい」という考えをもつ学生が増えつつありま

これらの資格をいかした主な職場は、学校や公民館、博物館、図書

す。資格取得は在学中の目標というだけではなく、将来の大き

館などで、人々の学びを支え、地域の人々のかかわりを深める営みに携

な財産ともなるでしょう。

わることができます。また、たとえば民間教育産業などに就こうとす

文学部では、
「教員」、
「学芸員」、
「社会教育主事」、
「司書」
、
「司
書教諭」の資格取得が可能となっています。
「社会教育主事」
は、

教員／学芸員／社会教育主事（社会教育士）／
司書／司書教諭（・学校司書）
［各課程の概要］
教職課程では、中学校および高等学校の教育職員免許状が取得で

るときも、資格を持っていることは強みになります。「生涯学習の時
代」だからこそ、こうした資格は益々いきてくると言えるでしょう。
子ども・青年の人間形成に深くかかわる職業です。
人間として豊かな教養と教職および教科に関する
深い専門的力量を培うことが大切です。

教員

博物館・美術館・文学館・科学館・動植物園等で働
く専門職です。学部で資格が取得できますが、修士
等の高い専門性が求められる傾向にあります。

学芸員

きます。並行して、教員採用試験や私立学校適性検査を受験し、採用
されると教員になることができます。卒業後、ほかの大学の通信教育

（社会教育士）

課程を修了すると資格を得ます。その後、職種ごとの特別採用や、自
治体の一般行政職採用後の人事異動によって専門職として働くことが
できます。

司書・
司書教諭
（・学校司書）

司書は公共図書館・大学図書館・専門図書館で働
く専門職、司書教諭と学校司書は学校図書館で働
く専門職です。

文学部では学科・専攻に応じて、各教科の一種免許状（中学
校・高等学校）が取得できます。文学部は、明治大学の中で教
員免許状取得者の数が一番多い学部で、例年、約 80 人が免許状

2年次

教職課程・社会教育主事課

学芸員養成課程の履修開始。

程・司書 課程・司書 教 諭 課
程の履 修 開 始。基 礎 論・概
論等の基礎科目は早めに履
修しましょう。

学校・図書館・博物館などの
教育現場でボランティアやア
ルバイトの経験をすると、そ
の後の履修に役立つでしょう。

資格取得体験記

安田学園中学校・
高等学校 勤務
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School of Arts and Letters

国語

英米文学専攻

英語

英語

ドイツ語

ドイツ語

フランス語

フランス語

史学地理学科の各専攻

社会

地理歴史・公民

心理社会学科の各専攻

社会

公民

教職に就き、全国で活躍しています。

フランス文学専攻

■教育職員免許状取得要件
教員免許状取得のためには次の基本的な要件を満たす必要
があります。
① 学士の学位を取得すること（卒業すること）。
② 教育職員免許法に定める科目を必要単位数以上修得する
こと。

※学科・専攻ごとに定められた科目を履修することで、卒業と同時に教員免許状が取得
できます。なお、文学科に所属する学生は、条件付きで、文学科の他専攻の免許教科を
取得することができます。

［ 教 員 に なるま で の 流 れ ］

③ 教育職員免許法施行規則第 66 条の 6 に定める科目を必要

入学

単位数以上修得すること。
④ 介護等の体験を行うこと（中学校教諭免許状取得の場合
のみ）。

■教員採用試験

3年次

4年次

各課程とも専門的な科目が増
え、駿河台キャンパスで開講
します。教職では教育実習の
事前指導が始まります。社会
教育実習・図書館実習
（選択）
を履修します。

ます。

教 員 採 用試 験

卒 業・教 育 職 員 免許 状 取 得

教育実習・博物館実習を履

就職

修します。いずれも得難い経
験ですが、卒業論文・就職活
動等の予定も含めて十分に
計画してください。

教職課程

学習

れる条件（専任 / 非常勤等）
、採用方法によって選考方法が異なり

2 02 1 年 度

文学部実績

INTERVIEW

資格取得体験記

自分らしさを大切に、地理の面白さを伝えられる先生を目指す

地理学専攻
2020年卒業

国語

教員採用試験は、公立学校か私立学校かという違いや、採用さ

1年次

秋本 栞利

日本文学・演劇学・
文芸メディア専攻

ドイツ文学専攻

教員を志望する場合は、教員免許状を取得するとともに、教員

INTERVIEW

高等学校教諭一種

を取得しています。大学全体では、毎年 100 名近くの卒業生が

採用試験を受けることになります。

［ 資 格 取 得 まで の 流 れ ］

中学校教諭一種

に必要な科目修得

免許取得が前提です。社会教育主事・学芸員・司書については、各

市町村・都道府県の教育委員会の専門職員で、地
域住民のさまざまな学習・文化活動を側面から援
助する仕事をしています。

専攻名

教育職員免許状取得

課程に通って小学校の免許を取る人もいます。司書教諭資格は、教員

社会教育主事

［ 学 科・専 攻 別 取 得 可 能 な 教 職 免 許 ］

教員（中学・高校）

教育職員免許状取得者 ………………… 79名
学芸員養成課程修了者 ………………… 49 名
社会教育主事課程修了者 ……………… 6 名
司書課程修了者 ………………………… 41 名
司書教諭講習修了証書申請者 ………… 3 名

司書課程

職場としてだけではなく、生涯図書館とかかわり続けるように

地理の面白さを伝えたいという思いから

知識や技術はもちろん、豊かな人間性も大

図書館に関することだけではなく、情報

にココで働くんだ！」というモチベーション

教員を志すようになりました。在学中、学

切だと思っており、採用試験の時も自分ら

検索についてなど広く学べるのが司書資格

アップにつなげ、就職キャリア支援センタ

生同士のディスカッションを通して、自分

しさを貫くことを心掛けていました。なぜ教

の特長だと思います。情報化社会の現代、

ーや司書試験の勉強会など、利用できるも

とは異なる考えや視点にふれる機会が多く、

員になりたいのか、地理のどのような点に面

自分に必要な情報の検索・取捨選択の基礎

のはすべて利用しました。さまざまな経験

教員に必要な個性を理解する力が身につい

白さを感じているのか。私自身がきちんと

を、資格取得の過程で学ぶことができるの

を積み、勤務する図書館の「柱」になるこ

たと感じています。また先輩方から教育実

理解したうえで、自分の言葉で伝えられた

は大きな魅力に感じました。特にこれが大

と、
「この人に任せたい」と思ってもらえる

習の体験談や就職活動についてお話を聞け

ことが採用につながったと思います。今後

事だという授業はなく、裏を返せば、すべて

図書館員になることが大きな目標です。職

たことも、自分の将来を考えるうえで非常

もひとりでも多くの生徒達に地理の面白さ

の授業が等しく大事ということ。勉強やレ

員生活を終えた後も、利用者として生涯図

に役立ちました。私は教員にとって専門的

を伝えられるように、努力し続けます。

ポート作成は図書館をフルに活用し「絶対

書館とかかわっていきたいです。

東京大学附属図書館
駒場図書館 勤務

塚本 麻衣子
日本文学専攻
2016 年卒業

MEIJI UNIVERSITY

50

卒 業 生メッセージ

卒業生メッセージ
演劇の研究を通して得た知識を武器に、
歴史ある文化の継承を担う立場に。

山崎 ひとみ

文学科演 劇学専攻
2020年卒業

松竹株式会社 勤務

文学部では演劇学を専攻。日本と西洋の演劇について多角的に

タンカーなどを取り扱う海運会社に勤務し、現在は新規事業の創

学び、自分の興味のある分野について深く研究することができたの

出を行う部署に所属しています。これからの脱炭素社会に向けたプ

で、とても刺激的な毎日でした。現在は新橋演舞場に所属し、会社

ロジェクト、たとえば水素やアンモニアなどの新エネルギーを燃料と

や法人団体に向け、観劇会や福利厚生としての観劇を提案していま

して動く船や自動運航船の研究開発などを、技術部門とともに日々

す。松竹には 10 0 年以上続く演劇を守り継承していくというミッショ

奮闘しています。大学時代、文学部での学びの中でさまざまな知見

ンがありますが、卒業論文でテーマにした曾我廼家喜劇を継承して

を得ることができ、世の中には多様な考え方が混在していることを学

いる松竹新喜劇を守っていく立場になることができ、その時の学び

びました。当たり前のようでいて、意外と気づけないものであることを

が今まさに役に立っています。特に、文学部主催の明治大学シェイク

実感したことを覚えています。また、フランス文学の学びでは、数多く

スピアプロジェクトで演劇がどのようにして形になるのかを学んだこと

の作品にふれたことで、フランス語能力がついたことはもちろん、日

が強みになりました。現在はコロナ禍で遠のいたお客さまを劇場に戻

本から越 境した感 覚でフランスという国を考 察することができまし

すことを目標に日々励んでいます。私は文学部演 劇学専 攻から演

た。考え方の多様性は、多くの人とかかわる現在の業務を円滑化す

劇・映画の会社へとまっすぐ進みましたが、文学部の学びはさまざま

ることにつながっています。本に馴染みのない方もいるかもしれませ

な会社に通じるものだと思っています。ほかの専攻の授業も受けるこ

んが、本はさまざまな考え方を伝達する一つの手段であって、
「本を

とができ、幅広い知識が得られますし、語学を極めればグローバル化

劇場ロビーにて

へ向けた人材としても重宝されます。
「卒業後の選択が狭くなるので
は？」と思われがちですが「そうではないよ！」と声を大にしてみなさ
んに伝えたいです。

ゼミで取り組んだ町興しの経験をいかし、
通信事業で地方創生に貢献したい。

2020年4月入社

栗原 健

地理学のモットー「歩く、観る、考える」を大切に
働きやすい職場づくりに奮闘しています。

勤務先では、全国の販売代理店の営業支援を行っています。各

入社後 3 年間の調査業務を経て、現在は地図データを収集する

店舗のモチベーション向上や販売サポートのため、数々の企画に携わ

部署と、そのデータを整備する部署の間の部署に所属しており、各

る日々です。大学時 代は現代社会学専攻に所属し、教育・ジェン

部署の調整、調査仕様の検討、マニュアルの作成などに携わってい

ダー・経済などについて学びました。中でも特に印象に残っているの

ます。大学時 代に専 攻した地 理 学のモットーは
「歩く、観る、考え

は、ゼミ活動で参加した岩手県大船渡市の町興しです。地域の特産

る」。現地に足を運び、現地の状況を自分の目で確かめ、関係者にヒ

品である椿油を使って市の産業まつりに出店し、小中学校の授業支

アリングを実施することで、さまざまな事象を解明していくのが地理

援を行いました。私たちが企画した授業を通じ、子どもたちが地域の

学という学問です。現代はインターネットで何でも調べられる時代で

特産品に興味をもち、楽しく学んでいる様子は今でも深く心に刻まれ

すが、調べた情報が真実かどうかは自分の目で見極めることが必要

ています。その後も、大船渡市の学校では椿油を題材にした授業が

です。実際に、在学中にフィールドワークに行って初めてわかること

継続されていると聞いています。若者の地元離れを抑えるきっかけを

がたくさんありました。
「現場に出ること」の大切さは今でも実感して

つくることに貢献できたのではないかと思い、心底取り組んでよかった

います。現在携わっている業務では現場の方々の声や状況にしっか

と感じました。また、この時の経験を通して、将来は通信技術を活用

り耳を傾け、どのようなマニュアルだとわかりやすいか、どのような仕
職場のデスクにて

トーを今でも頭の片隅に置き、現場を自分の目で確かめることを大
切に、仕事にまい進していきます。

育んでください。
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略歴
2019年4月入社

略歴

本多 桃子

戦略推進部勤務

史学地理学科地理学専攻
2016年卒業

株式会社ゼンリン 勤務

況を把握することで、仕様決定にいかしています。地理学専攻のモッ

来に思いを馳せ、シラバスを見て、ゼミ活動について調べることで、勉
ひ、受験を乗り越えて、文学部で将来につながるような興味・関心を

オフィスにて

様だと効率よく正確なデータ整備ができるか、自らヒアリングして状

するのではなく、その先の未来を思い描いてほしいということです。将
強へのモチベーションを上げることができるのではないでしょうか。ぜ

上野トランステック株式会社 勤務

2019年4月入社

心理社会学科現代社会学専攻
2019年卒業

文学科フランス文学専攻
2019年卒業

切なのは、本を介してさまざまな考え方にふれること。新たな出会い

新橋演舞場勤務

株式会社NTTドコモ 勤務

勉強の大変さに悩んでいる方々に伝えたいのは、大学入学をゴールに

宮崎 海人

読むこと」という行為が目的ではないと個人的には思っています。大
や発見を通してわくわくする毎日を迎えることです。

略歴

した地方創生にも取り組んでみたいと考えるようにもなりました。受験

51

さまざまな人間を映し出す文学作品。
得られた知見は業務の円滑化につながります。

地図データの現地調査の様子

略歴
第三法人営業部勤務

2016 年4月入社

DB制作本部 DB制作推進部勤務

MEIJI UNIVERSITY

52

Imagination

入試情報

入試情報

makes the world go round.

人間的な魅力を持った、本学部への志望理由が明確な学生を迎
えることを目的としています。

文学科

史学地理学科

心理社会学科

日本文学
専攻

英米文学
専攻

ドイツ文学
専攻

フランス
文学専攻

演劇学
専攻

文芸メディア
専攻

日本史学
専攻

アジア史
専攻

西洋史学
専攻

考古学
専攻

地理学
専攻

学部別入学試験

70名

68 名

23 名

24 名

29名

43 名

51名

20名

32名

24 名

27名

24 名

26 名

20名

全学部統一入学試験

16 名

18 名

7名

8名

8名

7名

15 名

6名

8名

7名

11名

11名

10名

8名

臨床心理学 現代社会学
専攻
専攻

哲学
専攻

前

3 科目

7名

6名

3名

2名

3名

5名

6名

3名

4名

4名

4名

4名

3名

4名

期

5 科目

3名

3名

2名

1名

1名

2名

4名

2名

1名

1名

1名

2名

2名

2名

■学部別入学試験
入学試験日

2月13日
（月）

合格発表日時

2月20日
（月） 9:30

出願期間

1月6日
（金）〜 1月27日
（金）

試験会場

本学キャンパス

教科

手続締切日（消印有効） 3月1日
（水）

配点

国語

国語総合・現代文B・古典B

100点

外国語

英語（コミュニケーション英語Ⅰ・コミュニケーション英語Ⅱ・コミュニケーション英語Ⅲ・英語表現Ⅰ・英語表現Ⅱ）、ドイツ語、フランス語から1科目選択

100点

地理歴史

世界史B、日本史B、地理Bから1科目選択

100点
300点

合格発表日時

1月6日
（金）〜 1月17日
（火）

試験会場

2月12日
（日） 9:30

外国語
試験科目・
配点

国語
右記の 4教科 8 科目のうちか
ら1科目を選択し、受験する。
2科目を受 験した場合には、
高得点の科目を利用する。

手続締切日（消印有効） 3月1日
（水）

試験科目

配点

英語（コミュニケーション英語Ⅰ・コミュニケーション英語Ⅱ・コミュニケーション英語Ⅲ・英語表現Ⅰ・英語表現Ⅱ）、ドイツ語、フランス語から1科目選択

100点

国語総合（漢文を除く）
地理歴史、 世界史B、日本史B、地理B、政治・経済、物理
（物理基礎・物理）
、化学
（化学基礎・化学）
、生物
（生物基礎・生物）
公民、理科 から1科目選択
数学
数学
（数学Ⅰ・数学Ⅱ・数学A・数学B「数列・ベクトル」）

合計（3 科目）

100点
100点
300点

入学試験日 1月14日
（土）
・1月15日
（日）

前

テスト）

退。同年東京都立大学人文学部助手に就
外国語
3
任。琉球大学専任講師、東京都立大学助
科 右記の4 教科16 科目のうちか 地理歴史
教授を経て2004年より明治大学文学部
（ 注 ）2 科目
目 ら1科目を選 択。
以上を受験した場合には、主な著
高
教授。研究テーマは西洋思想史。
方 得点の科目の成績を合 否判 公民
書に『 レヴィナスを読む』
『
思想史の名
定に利
用する。
「
地
理
歴
史
」
式
数学
「公民」及び「理科」は、第1解
脇役たち』
『入門ユダヤ思想』
など。
答科目・第2 解答科目にかか
わらず合否判定対象とする。 理科

2月12日
（日） 9:30

手続締切日（消印有効） 3月1日
（水）

（消印有効）

1979年一橋大学社会学部卒業。1983年
教科
東京都立大学人文科学研究科博士後期
国語
課程、パリ第八大学哲学科博士課程中

試験科目

200点

『 英語』、
『ドイツ語』、
『フランス語』、
『中国語』、
『 韓国語』から1科目

200点

「世界史B」、
「日本史B」、
「地理B」
『倫理、政治・経済』

大学入学共通テスト利用入学試験の配点100点を200点に換算する。

「数学Ⅰ」、
『数学Ⅰ・数学A』、
「数学Ⅱ」、
『数学Ⅱ・数学B』

大学入学共通テスト利用入学試験の配点100点を200点に換算する。

600点
試験科目

配点

『国語』

200点

外国語

『 英語』、
『ドイツ語』、
『フランス語』、
『中国語』、
『 韓国語』から1科目

200点

『 英語』は、大学入学共通テスト利用入学試験の配点250点を200点に換算する。

「世界史B」
、
「日本史B」
「地理B」
学部長メッセージ ・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・
・・・・・・、
・
・・ 01から1科目 ■英米文学専攻 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15
5 地理歴史
200点
大学入学共通テスト利用入学試験の配点100点を200点に換算する。 2科目を受験した場合には、高得点の科目の成績を合否判定に利用する。
第1解答科目・第2 解答科目にかかわらず合否判定対象とする。
文学部概要
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・ 03
■ドイツ文学専攻 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17
科 ・
右記の3教科11科目のうちか
目 ら2科目を 選 択。
（・
注・
）3科目
公民
『倫理、
政治・経済』
学科・専攻案内
・・・・
・・・・
・・・・・・・
・・・・・
・・・・・・・・・・・ 05
■フランス文学専攻 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19
方 以上を受験した場合には、高
得点の科目の成績を合否判定
文学部の特色
〜個を育てる文学部の学び〜
■演劇学専攻 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・ 21
式 に利用する。
200点
「 公民」及び「理
数学
『数学Ⅰ・数学A』
、
『数学Ⅱ・数学B』
科」は、第1解答科目・第2解
（100点
2）
①多様な授業を通して幅広い教養が身につく
・・・・・・・ 07
■文芸メディア専攻 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 23
答科目にかかわらず合否判定
対象とする。
（ 注）
「 数学」及び
「物理基礎 」、
「化学基礎」
、
「生物基礎」
、
「地学基礎」
、
「物理」
、
「化学」
、
「生物」
、
「地学」
「理科」については、同一教科 理科
②段階的に高度な内容に進む少人数ゼミ教育
・・・・
・・ 09
史学地理学科
（注）
「理科①」を利用する場合は、
「理科①」のうちから2科目を選択し、この2科目を以て1科目とみなす。
から2科目の選択は不可。
カリキュラムの特長
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
11
■日本史学専攻 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・ 25
合計（5 科目）
800点
文学科
■アジア史専攻
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・・ 27
＊「理科①」…「物理基礎」
、
「化学基礎」
、
「生物基礎」
、
「地学基礎」を指します。
■日本文学専攻 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13
■西洋史学専攻・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 29
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01

School of Arts and Letters

5名

文芸メディア

3名

心理社会学科

次のⅠまたはⅡの条件を満たす者

※ただし、Ⅰ・Ⅱの両方に該当し、ⅠまたはⅡのいずれかで、条件を満たさない場合は、出願
資格なしとします。

Ⅰ 日本の高校卒業予定者
次の４つの条件を満たす者。
1．本学部の各専攻で勉学を強く希望し、第一志望として入学を志す者。

（2）高等専門学校第 3 学年を 2023 年 3 月までに修了見込みの者。
（3）文部科学大臣が認定もしくは指定した在外教育施設の当該課程を 2022 年
4 月1日から2023 年 3 月 31日までに修了または修了見込みの者。
（4）本学において、個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した者と同等以
上の学力があると認めた者。

※個別の入学審査を希望する場合は、8 月26 日
（金）
までに文学部事務室まで問い合
わせること。

3．第 3 学年1学期末まで、または前期末までの全体の学習成績の状況が 3.5 以上
の者。さらに、史学地理学科の下記 4 専攻を志願する場合は、次の要件も満たす
こと。
日本史学専攻：日本史 B あるいは世界史 B、またはそれに準じる科目を含む 4
単位以上履修している者。
アジア史専攻：世界史 B、またはそれに準じる科目を含む 4 単位以上履修し
ている者。
西洋史学専攻：世界史 B、またはそれに準じる科目を含む 4 単位以上履修し、
かつ英語の学習成績の状況が 4.0 以上の者。
地理学専攻：地理 B、またはそれに準じる科目を含む 4 単位以上履修してい
る者。
（上記の
「準じる科目」に、日本史 A、世界史 A、地理 A やこれらに準じる科目
は含まない。
「準じる科目」
であるかの可否は、本学部が判断します。
）
なお、2学期制の高等学校等、本人の責に拠らない理由で第3学年1学期末まで、
または前期末までの成績が記載された調査書を提出できない場合、第 2 学年修
了時の学業成績が条件を満たす者

社会人特別入試

大学入学共通テスト利用入学試験の配点100点を200点に換算する。（注）
「 理科①」を利用する場合は、
「理科①」のうちから2科目を選択し、この2科目を以て1科目とみなす。

国語

CONTENTS

5名

演劇学

5. 学内外の特定分野に優れた能力を発揮した者※2。自己アピールできるものを
持っており、それを第三者に説明し、説得できる能力を有していること。
※1 ※2 詳しくは入試要項参照のこと

■第一次選考
出 願 期 間
選 考 方 法
合 格 発 表

2022 年 9 月 2 2 日（木）〜 9 月 28 日（水）
書類選考
2022 年 10 月19 日（水）郵送のみ

■第二次選考（第一次選考合格者）
出 願 期 間
選考日・方法
合 格 発 表

2022 年 10 月 21 日（金）〜 10 月 25 日（火）
2022 年 11 月 5 日（土） 小論文・口頭試問
2022 年 11 月 9 日（水）

自己推薦特別入試

文

志願者数・合格者数（ 2022 年度）
第一次選考（書類選考）

専攻

第二次選考（小論文・口頭試問）

志願者

合格者

志願者

合格者

日本文学

24

6

6

6

英米文学

21

5

5

4

ドイツ文学

7

3

3

2

フランス文学

4

3

2

1

演劇学

33

14

14

4

文芸メディア

20

3

3

2

小計

109

34

33

19

日本史学

18

8

8

4

アジア史

6

5

5

3

西洋史学

5

2

1

1

考古学

2

1

1

1

地理学

4

1

1

1

小計

35

17

16

10

臨床心理学

28

5

3

3

現代社会学

19

6

6

3

哲学

8

3

3

2

小計

55

14

12

8

199

65

61

37

合計

※詳細については、必ず入試要項で確認して下さい。

200点

「物理基礎」、
「化学基礎」、
「生物基礎」、
「地学基礎」、
「物理」、
「化学」、
「生物」、
「地学」

教科

フランス文学

史学地理学科

4. 成績証明書が提出でき、なおかつ特定の外国語検定を受験し、有効な公式
スコアまたは合格を証明する書類を提出できること。なお、国際バカロレア
資格、Baccalauréat 資格、Abitur 資格を有する者またはSATを受験してい
る者は、上記外国語検定試験の受験は不要である。

大学入学共通テスト利用入学試験の配点100点を200点に換算する。

合計（3 科目）
試験科目・
配点

配点

『国語』
『 英語』は、リーディング100点、リスニング100点とする。

2名

3名
2名
2名
2名
2名
2名
2名
2名

3. 国の内外を問わず通常の学校教育課程12年以上を修了した者または修了見
込みの者で、海外において外国の教育課程に基づく高等学校を2022年4月1日
から2023年3月31日までに卒業
（修了）または卒業
（修了）見込みの者。

心理社会

期 出願期間
合田
正人
1月6日
（金）〜 1月13日
（金）
（ごうだ まさと）

合格発表日時

ドイツ文学

日本史学
アジア史
西洋史学
考古学
地理学
臨床心理学
現代社会学
哲学

2. 本学部の各専攻で勉学を強く希望し、第一志望として入学を志す者。

史学地理

■大学入学共通テスト利用入学試験
（大学入学共通
文学部長
「令和5年（2023年）度大学入学共通テスト受験案内」を参照してください。

4名

※明治大学付属高等学校
（明治・中野・中野八王子）
からも出願可能です。

東京
（本学キャンパス）
、神奈川
（本学キャンパス）
、札幌、仙台、名古屋、大阪、広島、福岡

教科

3名

英米文学

1. 日本国籍を有する者または入管法による
「永住者」
もしくは入管特例法による
「特別永住者」の在留資格を持つ者。

学科

（消印有効）

2月5日
（日）

文学科

日本文学

2．次のいずれかを満たす者。
（1）高等学校もしくは中等教育学校を 2023 年 3 月までに卒業見込みの者。
または、高等学校在学中の留学等により卒業期が繰り下がり、2022 年度内
の卒業となった者。

■全学部統一入学試験
入学試験日

■募集人員

■出願資格

試験科目

合計（3 科目）

出願期間

次の5つの条件を満たす者。

個性豊かで多彩な資質と目的を持ち、文学部で学ぶことに強い
希望を有する者を受け入れる制度です。学問に対して意欲的で

入学試験形態

試験科目・
配点

Ⅱ 海外において外国の教育課程に基づく高等学校を卒業
（予定）の者

る試験です。文学部では、複数の入試制度を組み合わせることで、受験生がそれぞれの特長を発揮できる機会を提供し、活力ある大学を形成したいと考えています。

入学試験形態別募集人員

（消印有効）

自己推薦特別入試

大学にとって入学試験とは、多様性を確保しながら、社会に有為の人材を送り出すために、目標とする人材を確保するための手段です。明治大学は「権利自由、独立自治」を建学の精神とし、

【入試の目的】 「 個を強くする」教育を展開しています。一般入試は主として「 個を強くする」ための基礎学力の到達度を基準とする試験であり、特別入試は主として受験生が磨いてきた「 個」の力を評価す

大学入学共通
テスト利用
入学試験

文学部

パソコン・スマートフォン・タブレットから出願できます。一般入試要項は、明治大学ホームページからダウンロードで
きます
（11月上旬公開予定）ので、出願前に必ずご確認ください。特別入試・推薦入試では、Web出願を行いません。

各入学試験について、今後変更が生じた場合は、ホームページおよび各入学試験要項でお知らせしますのでご確認ください。

学科・専攻

4．学内外の特定分野に優れた能力を発揮した者 ※1。自己アピールできるものを持っ
ており、それを第三者に説明し、説得できる能力を有していること。

一般入試
（学部別・全学部統一・大学入学共通テスト利用入試）
は、
すべてWeb 出願です。

（出願期間：9月下旬）

社会人を対象に、仕事での経験を活かしつつ大学で専門的な知識を修得し
てもらうことを目的に実施する試験です。

編入学試験

（出願期間：7月下旬にホームページ公開予定）

2年次・3年次に編入学するための学科試験と口頭試問を3月に実施してい
ます。

学士入学試験

（出願期間：7月下旬にホームページ公開予定）

生涯教育への社会的要請に応えて、主として大学の既卒者を対象に行う試
験です。出願資格は、国内の大学を卒業した者または卒業見込みの者で
す。合否は、小論文と口頭試問の成績によって決定しますが、本学部の卒業
者および見込者は口頭試問のみ実施します。

■特別入試過去問題の請求について
直接来校するか郵送で請求して下さい。
【受付窓口】 駿河台キャンパス リバティタワー 4階
※1
文学部事務室
（窓口開室時間内）
【郵
送】 下記2点を封筒に入れて、申し込んで下さい。
1. ホームページより指定様式をダウンロード
2. 自宅住所、宛名を記載し、切手を貼付した返信用封筒
（定型長形3号）

送付先 〒101- 8301 東京都千代田区神田駿河台1-1
明治大学文学部事務室 ○○入試過去問題係

※1 窓口開室時間についてはホームページでご確認下さい。
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つのポイント

伝統

授業の特徴

ゼミナール

誕生〜閉鎖〜復活の歴史

他学科・専攻科目も柔軟に

1 年生からゼミに入室

名だたる文豪が教壇に

3学科14専攻

4年間で
段階的に深める

文学科

史学地理学科

心理社会学科

「人間の生き方」
を探究

文献＋現地調査

実習・実践的授業が豊富

さまざまな文化
のあり方を学ぶ

「人間社会と歴史」
に向き合う

「人間の心の問題」
に向き合う

卒業論文

国際・留学

キャリア・資格取得

徹底した個人指導

充実したプログラム

独自の支援が充実

問題発見・
解決能力を養う

専攻問わず
幅広く推奨

資格という
「強み」

詳しくはこちらを

● 受験生のための学部選択ガイド Step into Meiji University

CHECK!

https://www.meiji.ac.jp/stepinto/bungaku

● 明治大学入試総合サイト

https://www.meiji.
ac.jp/exam/

