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新年度配付物訂正（文学部 1 年生 2020 年度） 

2020.3.26 現在 
2020.4.1 更新 
2020.4.2 更新 
2020.4.6 更新 

2020.4.10 更新 
2020.4.14 更新 

 
【注意】学事日程やエントリー、クラス発表に関する変更については、塾生サイト、keio.jp ポータルで 
お知らせしています。最新の情報をこまめに確認するようにしてください。 
 
◆ 文学部履修案内（日吉キャンパス第 1学年）                                          

春学期学事日程の変更に伴い、スケジュールや手続きに大幅な変更があります。 
Web で最新情報を確認してください。 

塾生サイト： https://www.students.keio.ac.jp/com/class/schedule/academic-calendar.html 
keio.jp：     http://keio.jp 

＜変更対象＞ 
・巻頭 【日吉】履修申告前の学習指導相談期間 4 月 7 日（火）～13 日（月） 
・巻頭 2020 年度 日吉授業実施カレンダー（9 月まで） 
・p.10-18 第 3 履修登録のながれ（1 履修関連スケジュール ～ 6 体育科目の履修） 
・p.25  1 単位認定 
・p.84-88 第 9 授業・試験・レポート・質問制度 

 
・p.44,45,50,51,52 日本史学・西洋史学・民族学考古学 各専攻内規 科目名変更 
【変更前】東洋史概説Ⅰ～Ⅷ 
【変更後】東洋史概説Ⅰ～Ⅹ 
 
・p.44 科目種類変更 
【変更前】[セ]考古学Ⅰ・Ⅱ（各 2）、[セ]民族学Ⅰ・Ⅱ（各 2） 
【変更後】考古学Ⅰ・Ⅱ（各 2）、民族学Ⅰ・Ⅱ（各 2） 
 
・p.70 表上 科目種類変更 
【変更前】[セ]セット履修科目 
【変更後】[要]要件科目 
 
・p.70 科目種類変更 
【変更前】[セ]図書館・情報学研究会Ⅰ・Ⅱ（各１）、[セ]図書館実習Ⅰ・Ⅱ（各１） 
【変更後】[要]図書館・情報学研究会Ⅰ・Ⅱ（各１）、[要]図書館実習Ⅰ・Ⅱ（各１） 
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◆ 文学部 語学科目履修案内                                                           

・p.1 最下段お知らせ 変更 
【変更前】この冊子は、4 月 2 日の英語履修者ガイダンスに持参してください 
【変更後】塾生サイトおよび keio.jp で最新情報を確認してください。 
 
・p.2 （英語）全レベル共通：履修までの手続き 変更 
【変更後】スケジュール・方法に変更があります。 

塾生サイトおよび keio.jp「News」で最新情報を確認してください。 
 
・p.10 英語Ⅰ・Ⅱ中級 講座番号 135 佐藤 健 テキスト（教科書）変更 
【変更前】Douglas, N, et al. (2014). Reading Explorer 4, 2nd edition. CENGAGE Learning.  

ISBN: 978130254497 
【変更後】Bohlke, D, et al. (2019). Reading Explorer 4, 3rd edition. CENGAGE Learning.  

ISBN: 978-0-35-711629-6 
 
 
◆ 文学部第 1学年 授業時間割                                                         

春学期学事日程の変更に伴い、スケジュールや手続きに大幅な変更があります。 
文学部第 1 学年時間割： https://www.students.keio.ac.jp/hy/class/registration/files/webup_bun_1.pdf 

＜変更対象＞ 
・p.2 注意事項 （１．履修申告／２．エントリー） 

 
・p.5  月曜 4 時限 春学期科目 開講中止 
【変更前】 春学期 渡邊福太郎 教育学Ⅰ 
【変更後】 開講中止 
 
・p.5  月曜 5 時限 春学期科目 開講中止 
【変更前】 春学期 渡邊福太郎 社会科学特論Ⅰ（教育学） 
【変更後】 開講中止 
 
・p.7 火曜５時限 春学期科目・秋学期科目 開講中止 
【変更前】 春学期 中野泰志 他 バリアフリー／ユニバーサル・デザイン入門Ⅰ 
      秋学期 中野泰志 他 バリアフリー／ユニバーサル・デザイン入門Ⅱ 
【変更後】 開講中止 
 
・p.9 水曜 3 時限 春学期科目 開講中止 
【変更前】 春学期 荒木夏実 映像・音響文化論 
【変更後】 開講中止 
 
・p.13 金曜 4 時限 春学期科目 開講中止 
【変更前】 春学期 三尾裕子 他 東アジアの伝統と挑戦 
【変更後】 開講中止 
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・p.16 少人数セミナー形式授業科目 時間割 前文 理工学部設置科目に関して 
【変更前】 理工学部設置の科目は、別途エントリー（【締切】2020.4.3（金）15:00 厳守）が必要です。 

詳細は学部共通掲示板にてご確認ください。 
【変更後】 理工学部設置の科目は、クラス申込の方法が変更となっています。塾生サイトにて更新された

パンフレットをご確認ください。 
塾生サイト https://www.students.keio.ac.jp/hy/class/registration/ 

 
・p.20～p.24 体育科目 変更 
 ○体育実技 A（ウィークリースポーツ）／体育学演習  

【変更後】春学期は『全て休講』、秋学期は開講予定 
 ○体育実技 B（シーズン・スポーツ） 

【変更後】アウトドアレクリエーションのみ休講 ※スキー、スケートは開講予定 
 ○体育講義Ⅰ・Ⅱ 
 【変更なし、開講】 
 
・p.25 2020 年度 研究所等設置科目 時間割 教養研究センター科目 一部休講 

○教養研究センターの科目が一部休講となりました。詳細は以下の URL を確認してください。 
【重要】教養研究センター設置科目の履修に関する変更について（新型コロナウイルス対応） 

URL： http://lib-arts.hc.keio.ac.jp/info2020.html 
 
・p.26 外国語教育研究センター特設科目一覧（日吉） 開講中止 
【変更前】 英語ドラマ(a)(b) （ドラマを通じて自分と他者を発見しよう） 横山千晶 木２ 
【変更後】 開講中止 
 
・p.26 外国語教育研究センター特設科目一覧（日吉） 開講中止 
【変更前】 スペイン語表現技法 2(a)(b)（中級）（スペイン語応用力養成講座） 三浦麻衣子 金３ 
【変更後】 開講中止 
 
 
◆ 開講科目一覧                                                                       

・p.4 科目名：映像・音響文化論 （春学期） 

    科目担当者：荒木 夏実                    開講中止（春学期のみ） 

 

・p.6 科目名：教育学Ⅰ 

    科目担当者：渡邊 福太郎                   開講中止 

 

 

 

 

・p.7 現代生物学概論 科目担当者変更 

【変更前】宮本 憲二，荒井 緑，牛場 潤一，岡 浩太郎，榊原 康文，佐藤 健吾，佐藤 智典，田代 悦， 

地村 弘二，土居 信英，舟橋 啓，堀田 耕司，松本 緑 

【変更後】宮本 憲二，荒井 緑，牛場 潤一，岡 浩太郎，榊原 康文，佐藤 健吾，佐藤 智典，地村 弘二，

土居 信英，舟橋 啓，堀田 耕司，松本 緑 

https://www.students.keio.ac.jp/hy/class/registration/
http://lib-arts.hc.keio.ac.jp/info2020.html
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・p.18 科目名：バリアフリー／ユニバーサル・デザイン入門Ⅰ・Ⅱ 

    科目担当者：中野 泰志、澤田 大輔              開講中止 

 

・p.20 文学Ⅰ 富永 真樹 サブタイトル追加 

【変更前】空欄     【変更後】近現代文学が描く恐怖 

・p.20 文学Ⅱ 青木 言葉 サブタイトル追加 

【変更前】空欄     【変更後】川端康成の小説世界 

・p.27 自由研究セミナー 科目追加 

【追加】自由研究セミナー 2単位（春学期）History of Disease, Society, and Culture  鈴木 晃仁 

 

・p.27 自由研究セミナーa,b 科目追加 

【追加】自由研究セミナーa 2単位（春学期）／自由研究セミナーb 2単位（秋学期） 

近代アジア経済史から中国を考える  篠根 拓人 

 

・p.34  理工学部設置の少人数セミナー形式科目 総合教育セミナー履修上の注意 変更 

【変更後】 理工学部設置の総合教育セミナーは、クラス申込の方法が変更となっています。塾生サイトに

て更新されたパンフレットをご確認ください。 
塾生サイト https://www.students.keio.ac.jp/hy/class/registration/ 

 

・p.38 科目名：東アジアの伝統と挑戦 

    科目担当者： 三尾 裕子,岩間 一弘,髙橋 智,前田 廉孝      開講中止 

 

・p.39 科目名：社会科学特論Ⅰ（教育学） 

     科目担当者：渡邊 福太郎                   開講中止 

 

・p.61 生物学序論（春学期） 科目担当者変更 

【変更前】堀田 耕司，田代 悦，松原 輝彦  【変更後】堀田 耕司，松原 輝彦，宮本 憲二 

 

・p.62 化学統計熱力学演習 科目担当者変更 

【変更前】角山 寛規    【変更後】中島 敦 

 

・p.62 学外実習第 1 科目担当者変更 

【変更前】松本 緑    【変更後】牛場 潤一 

 

・p.62 管理工学概論 科目担当者更新 

【変更前】今井 潤一，未定（管理工学科）,  稲田 周平，篠沢 佳久，田中 健一，中西 美和 

【変更後】今井 潤一，稲田 周平，篠沢 佳久，田中 健一，中西 美和，山田 秀 

 

・p.63 材料力学の基礎 科目担当者追加 

【変更前】大宮 正毅，尾上 弘晃   【変更後】大宮 正毅，尾上 弘晃，小茂鳥 潤 

 

・p.66 プログラミング基礎同演習 科目担当者更新 

【変更前】金子 晋丈, 新任（情報工学科）  【変更後】金子 晋丈, 森 康祐 

・p.67 流体力学の基礎 科目担当者追加 

【変更前】松尾 亜紀子, 澤田 達男  【変更後】松尾 亜紀子, 澤田 達男, 河田 卓也 

 

・p.68 生物学実験集中 科目担当者変更 

【変更前】堀田 耕司, 大森 紹仁, 北橋 隆史, 松本 緑 

【変更後】堀田 耕司, 安東 宏徳, 大森 紹仁, 松本 緑 

 

https://www.students.keio.ac.jp/hy/class/registration/
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・p.74～82 体育科目 変更 

  ○体育実技 A（ウィークリースポーツ）／体育学演習  
【変更後】春学期は『全て休講』、秋学期は開講予定 

  
○体育実技 B（シーズン・スポーツ） 
【変更後】アウトドアレクリエーションのみ休講 ※スキー、スケートは開講予定 

 ○体育講義Ⅰ・Ⅱ 
 【変更なし、開講】 
 

・p.75 2月（秋）体育実技 B（スケート）（合宿） 費用修正 

【変更前】\26,000-    【変更後】\28,000- 

 
・p.85 科目名：英語ドラマ(a)(b) （ドラマを通じて自分と他者を発見しよう） 

科目担当者： 横山千晶    開講中止 
 
・p.86 科目名：スペイン語表現技法 2(a)(b)（中級）（スペイン語応用力養成講座）   

科目担当者： 三浦麻衣子    開講中止 
 
・p.88～89 教養研究センター科目 一部休講 

○教養研究センターの科目が一部休講となりました。詳細は以下の URL を確認してください。 
【重要】教養研究センター設置科目の履修に関する変更について（新型コロナウイルス対応） 

URL： http://lib-arts.hc.keio.ac.jp/info2020.html 
 
・p.90～91 国際センター科目 開催中止 
 〇国際センターの以下の口座が開催中止となりました。 

① ノートルダム大学夏季講座 
② ウィリアム・アンド・メアリー大学夏季講座 
③ ケンブリッジ大学ダウニング・コレッジ夏季講座 
④ オックスフォード大学リンカーン・コレッジ夏季講座 
URL： http://www.ic.keio.ac.jp/keio_student/short_prog/summer_prog_index.html 

 

 

以 上 

http://lib-arts.hc.keio.ac.jp/info2020.html
http://www.ic.keio.ac.jp/keio_student/short_prog/summer_prog_index.html

