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【更新情報】 

・2021年 1月 27日 項番２ 時間割（稲垣先生）の修正、サブゼミの説明を補足 

・2021年 2月 19日 項番２ シラバスのリンクを追加 

・2021年 2月 24日 項番２ シラバス追加公開（江村先生） 

・2021年 2月 24日 項番１ 教室説明会の中止を記載 

・2021年 3月 1日  項番２ 2年生が履修可能な演習科目の追加 

・2021年 3月 8日  項番２ 時間割（森村先生）の修正 ※サブゼミの時間割を追記 

 

 

 

2021年度 2年生対象（2019年度以降入学者） 

  2021年 1月 

国際文化学部担当 

2021年度演習選抜について 

 

国際文化学部の専門科目「演習」は、2019 年度以降入学者を対象として、一部の科目で 2 年次から履修で

きるようになります。演習は、定員が定められており、2021 年度に演習を履修するためには、2021 年 3 月～4

月に実施される演習選抜に合格する必要があります。演習選抜スケジュール、参加方法、履修における注意事

項等は以下よりご確認ください。 

 

1. 演習選抜スケジュール 

日時 内容 備考 

2月中旬 演習シラバスの公開 2月中旬より順次シラバスを公開します。 

3月 1日 2年生選抜実施概要公開 

【学習支援システム】 

・学習支援システムの「選抜専用演習授業」で、2年生演習選抜

の実施概要が公開されます。興味のある選抜専用の演習授業

の仮登録を行い、「お知らせ」から実施概要を確認してください。 

・履修時に登録する演習授業と、授業コードが異なります。詳細

は、本紙「2．2021年度 2年生演習選抜実施科目」を参照してく

ださい。 

・興味のある演習は全て仮登録してください。仮登録をしないと、

選抜概要・演習説明資料は参照できません。 

※2021年 4月 1日以降の「選抜専用演習授業」閲覧方法は、

別紙よりご確認ください。 

3月 5日 クラス指定科目の時間割 

通知【仮】 

・ILAC科目等クラス指定科目の時間割（仮）通知します。自分の

クラスの曜日時限と参加を希望する演習の曜日時限に重複が

生じていないかを必ず確認してください。 

※必修科目と演習（またはサブゼミ）の時間割が重複した場合の

取り扱いは、本紙「3. 演習履修における留意事項」より確認し

てください。 

・クラスの時間割は変更になる場合があります。確定版は 3月
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日時 内容 備考 

29日にお知らせしますので、演習選抜参加前に必ず確認してく

ださい。 

3月 9日 説明会（オンライン） ・演習ごとに説明会実施日および実施方法が異なります。各演習

の選抜実施概要を必ず確認してください。 

・教室にて説明会を行う演習も一部あります。なお、来校できない

場合の措置は選抜実施概要からご確認ください。 

※教室説明会は中止となりました。（2月 24日） 

3月 10日 説明会（オンライン） 

3月 11日 説明会（教室・オンライン） 

3月 12日 説明会（教室・オンライン） 

3月 29日 2年生選抜実施有無公開 

【確定版】 

本紙「2．2021年度 2年生演習選抜実施科目」のうち、3・4年生

第一次演習選抜（3月 18日～3月 26日実施）の結果により、2

年生選抜の実施を中止する演習科目が発生する可能性がありま

す。最終的な選抜実施有無が選抜専用授業のお知らせに掲載さ

れるので必ず確認してください。 

クラス指定科目の時間割 

通知【確定版】 

ILAC科目等クラス指定科目の時間割（確定版）を通知します。3

月 5日に通知した仮クラスからの変更有無を確認してください。 

3月 30日～

4月 3日 

※教室面接：

4月 1日 PM 

2年生選抜実施期間 ・各演習の選抜実施概要に従い、演習選抜に参加してください。 

※選抜実施方法（課題提出・面接等）や実施日程は演習毎に異

なります。 

※演習選抜は 1科目のみ参加できます。複数の演習選抜に参

加していることが発覚した場合、選抜の参加を取り消します。

（選抜専用授業を複数仮登録することは可能です。） 

・教室にて面接を行う演習も一部あります。なお、来校できない場

合の措置は選抜実施概要からご確認ください。 

※コロナウイルスの感染状況により教室面接が中止となる場合

があります。中止の場合 3月 11日に事務よりメールでご連絡

します。 

※2021年 4月 1日以降の「選抜専用演習授業」閲覧方法は、

別紙よりご確認ください。 

4月 5日 

13：00 

2年生選抜結果公開 

【学習支援システム】 

選抜専用の授業の「お知らせ」に、「演習選抜合格者一覧」が掲 

示されます。合格者は所定の期間中に演習の履修登録を行って 

ください。 

4月 5日 

13：00～ 

個別申請実施 不合格・未受験により履修する演習が決まらない場合、選抜終了 

後に個別申請を受け入れる演習に限り、個別に当該教員へ受入 

申請することができます。 

個別申請を受け入れる演習科目は、選抜専用授業の「お知らせ」 

に個別申請実施概要が掲載されますので、希望者は内容を確認 

し所定の手続きを行ってください。 

4月 7日 授業開始 

4月 16日～ 

4月 21日 

2021年度春学期 

履修登録期間 

演習選抜合格者は左記の期間中に当該演習科目の履修登録を

忘れずに行ってください。 
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2. 2021年度 2年生演習選抜実施科目 

2021年度 2年生演習選抜を実施する科目は下表の通りです。ただし、3・4年生第一次演習選抜（3月 18日

～3 月 26 日実施）の結果により、2 年生の受入れをとりやめる演習が生じる可能性があります。最終的な選抜

実施科目については、本紙「1．選抜スケジュール」に記載した 3 月 29 日時点での学習支援システムの「お知ら

せ」を必ず確認してください。 

 

※下表の授業コードは演習選抜専用授業のものです。履修時に登録する演習の授業コードとは異なりますので

ご注意ください。 

※2021年度 2年生が履修可能な演習科目が追加されました。（3月 1日更新） 

 

授業コード 授業名称 担当教員 時間割 シラバス 

AA0270 【2021選抜】言語文化演習（江村） 江村 裕文 木 3（サブゼミ：木 4） ■ 

AA0271 【2021選抜】言語文化演習（遠藤） 遠藤 郁子 月 4（サブゼミ：月 5） ■ 

AA0276 【2021選抜】言語文化演習（佐藤） 佐藤 千登勢 木 4（サブゼミ：木 5） ■ 

AA0277 【2021選抜】言語文化演習（鈴木） 鈴木 靖 金 4（サブゼミ：金 5） ■ 

AA0283 【2021選抜】国際社会演習（大中） 大中 一彌 水 4（サブゼミ：水 5） ■ 

AA0284 【2021選抜】国際社会演習（春：熊田 秋：桐谷） 熊田 泰章 金 4（サブゼミ：金 5,6） ■ 

AA0285 【2021選抜】国際社会演習（佐々木(一)） 佐々木 一惠 水 5（サブゼミ：水 6） ■ 

AA0286 【2021選抜】国際社会演習（曽） 曽 士才 水 4（サブゼミ：水 5,6） ■ 

AA0287 【2021選抜】国際社会演習（髙栁） 髙栁 俊男 木 4（サブゼミ：木 5） ■ 

AA0288 【2021選抜】国際社会演習（松本） 松本 悟 水 4（サブゼミ：水 5,6） ■ 

AA0290 【2021選抜】情報文化演習（春：甲 秋：渡邊） 甲 洋介 木 4（サブゼミ：木 5） ■ 

AA0292 【2021選抜】情報文化演習（島野） 島野 智之 月 3（サブゼミ：月 4） ■ 

AA0293 【2021選抜】情報文化演習（大嶋 ※代講：御園生） 御園生 純 月 6 ■ 

AA0294 【2021選抜】情報文化演習（森村） 森村 修 水 5（サブゼミ：水 6） ■ 

AA0295 【2021選抜】表象文化演習（稲垣） 稲垣 立男 水 4（サブゼミ：水 5） ■ 

AA0296 【2021選抜】表象文化演習（岡村） 岡村 民夫 木 4（サブゼミ：木 5） ■ 

AA0297 【2021選抜】表象文化演習（島田） 島田 雅彦 水 4 ■ 

AA0299 【2021選抜】表象文化演習（林） 林 志津江 木 5（サブゼミ：木 6） ■ 

 

☛ サブゼミとは 

： 演習前後の時限に設定されている学修時間であり、演習課題の制作、グループ学習の時間など、演習によっ

て内容は異なります。演習によっては、演習とサブゼミの時限をセットにして授業が行われるなど毎回の出席

が必要な演習もあります。 

サブゼミの詳細は、各演習の「演習選抜実施概要」や演習説明会で確認してください。 

 

 

 

 

https://syllabus.hosei.ac.jp/web/preview.php?no_id=2117352&nendo=2021&gakubu_id=%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E6%96%87%E5%8C%96%E5%AD%A6%E9%83%A8&gakubueng=AG&t_mode=pc
https://syllabus.hosei.ac.jp/web/preview.php?no_id=2117359&nendo=2021&gakubu_id=%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E6%96%87%E5%8C%96%E5%AD%A6%E9%83%A8&gakubueng=AG&t_mode=pc
https://syllabus.hosei.ac.jp/web/preview.php?no_id=2117357&nendo=2021&gakubu_id=%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E6%96%87%E5%8C%96%E5%AD%A6%E9%83%A8&gakubueng=AG&t_mode=pc
https://syllabus.hosei.ac.jp/web/preview.php?no_id=2117358&nendo=2021&gakubu_id=%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E6%96%87%E5%8C%96%E5%AD%A6%E9%83%A8&gakubueng=AG&t_mode=pc
https://syllabus.hosei.ac.jp/web/preview.php?no_id=2117365&nendo=2021&gakubu_id=%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E6%96%87%E5%8C%96%E5%AD%A6%E9%83%A8&gakubueng=AG&t_mode=pc
https://syllabus.hosei.ac.jp/web/preview.php?no_id=2117366&nendo=2021&gakubu_id=%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E6%96%87%E5%8C%96%E5%AD%A6%E9%83%A8&gakubueng=AG&t_mode=pc
https://syllabus.hosei.ac.jp/web/preview.php?no_id=2117367&nendo=2021&gakubu_id=%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E6%96%87%E5%8C%96%E5%AD%A6%E9%83%A8&gakubueng=AG&t_mode=pc
https://syllabus.hosei.ac.jp/web/preview.php?no_id=2117368&nendo=2021&gakubu_id=%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E6%96%87%E5%8C%96%E5%AD%A6%E9%83%A8&gakubueng=AG&t_mode=pc
https://syllabus.hosei.ac.jp/web/preview.php?no_id=2117369&nendo=2021&gakubu_id=%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E6%96%87%E5%8C%96%E5%AD%A6%E9%83%A8&gakubueng=AG&t_mode=pc
https://syllabus.hosei.ac.jp/web/preview.php?no_id=2117371&nendo=2021&gakubu_id=%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E6%96%87%E5%8C%96%E5%AD%A6%E9%83%A8&gakubueng=AG&t_mode=pc
https://syllabus.hosei.ac.jp/web/preview.php?no_id=2117341&nendo=2021&gakubu_id=%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E6%96%87%E5%8C%96%E5%AD%A6%E9%83%A8&gakubueng=AG&t_mode=pc
https://syllabus.hosei.ac.jp/web/preview.php?no_id=2117343&nendo=2021&gakubu_id=%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E6%96%87%E5%8C%96%E5%AD%A6%E9%83%A8&gakubueng=AG&t_mode=pc
https://syllabus.hosei.ac.jp/web/preview.php?no_id=2117340&nendo=2021&gakubu_id=%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E6%96%87%E5%8C%96%E5%AD%A6%E9%83%A8&gakubueng=AG&t_mode=pc
https://syllabus.hosei.ac.jp/web/preview.php?no_id=2117344&nendo=2021&gakubu_id=%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E6%96%87%E5%8C%96%E5%AD%A6%E9%83%A8&gakubueng=AG&t_mode=pc
https://syllabus.hosei.ac.jp/web/preview.php?no_id=2117345&nendo=2021&gakubu_id=%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E6%96%87%E5%8C%96%E5%AD%A6%E9%83%A8&gakubueng=AG&t_mode=pc
https://syllabus.hosei.ac.jp/web/preview.php?no_id=2117347&nendo=2021&gakubu_id=%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E6%96%87%E5%8C%96%E5%AD%A6%E9%83%A8&gakubueng=AG&t_mode=pc
https://syllabus.hosei.ac.jp/web/preview.php?no_id=2117348&nendo=2021&gakubu_id=%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E6%96%87%E5%8C%96%E5%AD%A6%E9%83%A8&gakubueng=AG&t_mode=pc
https://syllabus.hosei.ac.jp/web/preview.php?no_id=2117351&nendo=2021&gakubu_id=%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E6%96%87%E5%8C%96%E5%AD%A6%E9%83%A8&gakubueng=AG&t_mode=pc
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3. 演習履修における留意事項 

（１）演習は、セメスター毎に開講します。2 年生は「必修科目等のクラス指定科目（以降、クラス指定科目という）

＊１」が設けられていますが、クラス指定科目と演習の時間割が重複する場合は、クラス指定科目の履修が

優先されます。 

受講可能なセメスターや、クラス指定科目と時間割が重複する演習科目への選抜参加可否は、SA 参加有

無等により、異なりますので、以下で確認してください。 

 

 a．SA参加者*２ 
b．SA不参加者 

（SSI生、留学生等） 

１）受講可能なセメスター 春学期のみ 春学期／秋学期 

同一教員の演習を連続履修 

２）「クラス指定科目と時間割が重複する演

習」への選抜参加 
✕＊３ 〇＊４ 

３）「クラス指定科目とサブゼミの時間割が重

複する演習」への選抜参加 
〇＊５ 〇＊５ 

 

＊１）ILACの必修科目や国際文化学部専門科目のクラス指定科目を指します。 

   ・留学生以外（春学期）：英語（諸語）７・８、英語（諸語）コミュニケーションⅡ・Ⅲ 

   ・留学生（春学期）   ：英語５、日本語３-Ⅰ・４-Ⅰ 

   ・留学生（秋学期）   ：英語６、日本語３-Ⅱ・４-Ⅱ 

 

＊２）2021年度 SAの実施有無は、2021年 3月上旬を目途に公表します。SAが中止となる場合は、SA参加

予定者も「b．SA不参加者」と同様の措置となります。 

 

＊３）年間を通じて履修できない演習の選抜には参加できません。時間割が重複しない演習を検討してください。 

 

＊４）演習は、通年履修が前提となりますが、クラス指定科目の重複により、通年履修が叶わないケースがあり

ます。その場合は、春学期・秋学期のどちらか一方でも演習に参加できれば、演習選抜の参加を認めます。 

 

＊５）演習との重複ではないため、原則、当該演習の選抜に参加できます。ただし、クラス指定科目の履修が優

先されるため、サブゼミには参加できません。演習説明会参加時に、担当教員にその旨を伝えてください。 

 

（２）複数の演習科目を履修することはできません。複数の演習を履修していることが発覚した場合、演習の履

修を取り消します。 

 

（３）3 年次に演習を履修する場合、2 年次に演習を履修していても、3 年次の演習選抜は必ず受けなければな

りません。2年次と同じ演習を履修する場合も同様です。 
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4. Q&A 

① 演習とはなんですか？ 必修ですか？ 

演習は、学部の専門領域における一定の知識を前提に、自らの専門性をさらに深める場として設けられた

科目であり、担当教員の指導のもとで、少人数のゼミナール形式で授業を行います（演習のことを「ゼミ」と

もいいます）。 

演習で取り扱うテーマ・授業内容は、担当教員毎に異なります。本の精読や、作品制作、フィールドワーク、

研究発表など多岐にわたります。担当教員毎に公開されるシラバスで、その内容を確認できます。国際文

化学部では、必修ではありませんが、演習の履修を推奨しています。なお、卒業研究（卒業論文／卒業制

作）は、卒業前のセメスターで演習を履修していることが前提となっています。 

 

② 2 年次も履修対象となっている演習科目は、2 年次から履修したほうがいいですか？ 3 年次からの履修

では遅いでしょうか？ 

どちらでもかまいません。演習は、大学での学びの一定の知識をもとに、専門性を発展させていくための

科目です。2 年次を履修対象としている演習は、低学年次から学部の専門的な学びを深めていくうえで必

要なスキルを身に着けることも狙いとして、開講されています。各演習のシラバスや演習説明会（上記「1. 

選抜スケジュール」参照）を通じて、各演習の内容を確認し、自分の学習状況に合わせて履修を選択して

ください。 

 

③ 2年生選抜で合格した場合に、別の教員の演習に変更することはできますか？ 

できません。合格した演習のみ登録できます。なお、2 年生選抜で合格した演習とは別の演習を登録してい

ることが判明した場合は、履修を取り消します。 

 

④ 登録しているコースと、異なるコースの演習を履修することはできますか？ 

可能です。 

 

⑤ 選抜に合格した後の手続きはありますか？ 

2021 年度春学期授業開始前までに、学習支援システムでの仮登録を行ってください。また、情報システム

で、定められた登録期間に、履修登録（本登録）を行ってください。 

 

以上 
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①画面左側の「授業一覧」をクリックしてください。 

 

 

②年度を「2020」に設定してください。 

 

 

③「履修している授業」一覧に「演習選抜専用授業」が表示されます。 

 


