
土曜日

科目番号 科目名 開講大学 担当教員 開講期間 開講講時 講義教室

A014 伝統産業概論Ⅰ 京都工芸繊維大学 濱田泰以（大学戦略推進機構系　教授）
2017年04月08日（土）～2017年07月22日（土）
１講時　09時00分～10時30分(毎週土曜日)

1限 第3講義室

A005
プロジェクト科目（テーマ） 「お山」
の魅力を探る・伝える

京都文教大学 手嶋英貴（総合社会学部総合社会学科教授）

2016年05月13日(土)～2017年12月10日(日)
期間中の授業日程が変則です。
詳細は「講義スケジュール」にて確認してください。
第01回　　5月13日（土）13:00～15:00（インタビュートレーニング）キャンパスプラザ京都
第02回～03回　5月28日（日）13:00～16:00 キャンパスプラザ京都
第04回～09回　6月10日（土）～ 6月11日（日） 比叡山延暦寺（一泊研修）
第10回～12回　6月24日（土）10:50～12:20（2講時） キャンパスプラザ京都
                     6月24日（土）12:40～14:10（3講時） キャンパスプラザ京都
                     6月24日（土）14:30～16:00(4講時） キャンパスプラザ京都
第13回         　7月15日（土）13:00～14:30 比叡山延暦寺
第14回　         7月22日（土）10:40～12:10 京都文教大学
第15回           7月22日（土）13:00～16:00 京都文教大学

5月28日(日）4～5限
6月24日（土）2限～4限

第5演習室

K001
京都学講座【午前コース】「その時
京都が動いた～江戸から明治へ
～」

大学コンソーシアム京
都

八木　透（佛教大学歴史学部教授）他

2017年05月20日(土)～2018年1月20日(土)
10時00分～11時30分
05月20日(土)06月03日(土)06月24日(土)07月29日(土)09月02日(土)
09月16日(土)10月14日(土)11月18日(土)12月9日(土)01月20日(土)

10:00～11:30 第2講義室

H003
地域公共人材特別講座（ＰＢＬ入
門）

龍谷大学
只友　景士 
久保　友美

2017年6月24日(土)9:00～14:10
8月～9月　フィールドワーク（詳細は別途案内）
2017年9月16日(土)9:00～12:20
2017年10月21日(土)9:00～16:00

1～3限 第2演習室

第1演習室

2限

※4月23日(日)1限～2
限　5月28日（日）4限～
5限

2017年04月23日(日)～2017年12月10日(日)
(下記講義スケジュール参照)
第1回、第2回：4月23日(日)9:00～12:20　場所：キャンパスプラザ京都
第3回：4月23日(日)14:00～15:30　場所：上賀茂神社
第4回、第5回：5月１3日(土)13:00～16:00　場所：キャンパスプラザ京都
第6回、第7回：5月28日(日)13:00～16:00　場所：キャンパスプラザ京都
第8回：6月3日(土）10:50～12:20　場所：キャンパスプラザ京都　or　上賀茂神社
第9回：6月17日(土）10:50～12:20　場所：キャンパスプラザ京都　or　上賀茂神社
第10回：７月１日(土)10:50～12:20　場所：キャンパスプラザ京都　or　上賀茂神社
第11回：7月15日(土)10:50～12:20　場所：キャンパスプラザ京都　or　上賀茂神社
第12回、第13回：７月22日(土)午後 場所：上賀茂神社
第14回～第17回：7月23日(日)「水まつり」（イベント）当日　場所：上賀茂神社
＜授業外学習＞
8月～9月 自主的活動(上賀茂神社の各種行事への参加・見学。上賀茂神社の調査研究)
場所：上賀茂神社など
第18回：9月30日(土)10:50～12:20　場所：キャンパスプラザ京都
第19回・第20回：10月22日（日）13:00～16:00　場所：キャンパスプラザ京都
第21回：11月下旬　場所：キャンパスプラザ京都
第22回、第23回：12月10日(日)12:30～15:30成果発表会(他科目との合同授業)、おわりに　場
所：キャンパスプラザ京都

A001
京都の世界遺産PBL ～上賀茂神
社の魅力を学生の視点で発信する
～

京都産業大学 若松　正志　（文化学部）
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土曜日

科目番号 科目名 開講大学 担当教員 開講期間 開講講時 講義教室

F002 消化管のサイエンス 京都薬科大学 竹内　孝治（京都薬科大学名誉教授）
2017年04月08日(土)～2017年07月22日(土)
2講時 10時50分～12時20分(毎週土曜日)

2限 第4講義室

E505 保育臨床相談 大谷大学短期大学部 佐賀枝夏文
2017年6月17日（土）、6月24日（土）、7月1日（土）、7月8日（土）
２～３講時　10:50～14:10

2～3講時 第3講義室

J010
京都橘大学女性歴史文化研究所
シンポジウム「食の歴史とジェン
ダー　－日本とアジア－」

京都橘大学

原田　信男(国士舘大学21世紀アジア学部教授)
阿良田　麻里子(立命館大学客員教授)
司会：南　直人(京都橘大学文学部歴史学科教授
／女性歴史文化研究所所長)

2017年06月24日（土）～2017年06月24日（土）
3～5講時 13時30分～17時00分

3～5講時 第1講義室

J009

京都橘大学健康科学部作業療法
学科・臨床検査学科開設記念　健
康科学フォーラム「認知症は怖くな
い－認知症と上手く付き合うコツ
－」

京都橘大学

近藤　敏（広島都市学園大学健康科学部教授）
小川　敬之（九州保健福祉大学保健科学部教授）
兒玉　隆之（京都橘大学健康科学部理学療法学
科准教授）
安彦　鉄平（京都橘大学健康科学部理学療法学
科専任講師）
コーディネーター
村田　伸（京都橘大学健康科学部理学療法学科
教授）

2017年07月22日(土)～2017年07月22日(土)
3～5講時 13時30分～17時00分

3～5講時 第1講義室

K002
京都学講座【午後コース】「その時
京都が動いた～江戸から明治へ
～」

大学コンソーシアム京
都

八木　透（佛教大学歴史学部教授）他

2017年05月20日(土)～2018年1月20日(土)
12時30分～14時00分
05月20日(土)06月03日(土)06月24日(土)07月29日(土)09月02日(土)
09月16日(土)10月14日(土)11月18日(土)12月9日(土)01月20日(土)

12:30～14:00 第2講義室

第1演習室
※5月28日(日）4～5限　第
2演習室

A002 遺産情報演習Ⅰ (ｂ) 京都橘大学 登谷　伸宏（文学部歴史遺産学科助教）
3～5講時

※5月28日(日）4～5限

2017年04月08日（土）～2018年01月29日（月）
3～5講時　13時00分～17時50分（土曜日・日曜日）
※日曜日に授業を実施する日もあるため、詳細は講義スケジュールを参照のこと
 第01回 醍醐寺境内の観察
 第02回 インタビュートレーニング　5月13日（於：キャンパスプラザ京都）
 第03回 全体オリエンテーション　5月28日（於：キャンパスプラザ京都）
 第04回 世界遺産醍醐寺プロジェクトについてインタビュー（於：醍醐寺）
 第05回 醍醐寺インタビューのまとめと課題発見、調査計画の立案　6月24日（於：キャンパス
プラザ京都）
 第06回 境内の文化資産の観察調査と記録調査（於：醍醐寺）
 第07回 境内の文化資産の観察調査と記録調査（於：醍醐寺）
 第08回 資産のパブリック化に向けてのプロジェクト活動案の集約と分析　8月26日（於：キャ
ンパスプラザ京都）
 第09回 世界遺産醍醐寺プロジェクトのパブリック化に向けての調査項目の集約（於：醍醐
寺）
 第10回 世界遺産パブリック化のモックアップを作成し、境内などでのインタビュー調査（於：
醍醐寺）
 第11回 モックアップなどの評価を分析して提言案をまとめる　10月21日（於：キャンパスプラ
ザ京都 ）
 第12回 プレゼンテーションの準備・プレゼンテーショントレーニング（レクチャー編）　10月下
旬（於：キャンパスプラザ京都）
 第13回 プレゼンテーションの実践（於：京都橘大学）
 第14回 世界遺産パブリックに対する提言発表（成果発表会）　12月10日（於：キャンパスプラ
ザ京都）
 第15回 報告書の提出と互いの報告書に対しての討議　12月10日（於：キャンパスプラザ京
都）
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土曜日

科目番号 科目名 開講大学 担当教員 開講期間 開講講時 講義教室

E002
真言密教入門Ａ―真言密教の教義
と歴史―

種智院大学 北尾　隆心(人文学部仏教学科教授)
2017年04月08日(土)～2017年07月22日(土)
4講時　14時30分～16時00分(毎週土曜日)

4限 第3会議室

J014 ビジネス中国語講座（中級） 立命館大学 楊　彩虹

2017年04月08日(土)～2017年07月15日(土)
6講時 18時10分～19時40分(毎週土曜日)
※休講2017年4月29日（土・祝）
※補講 （予定）2017/07/22(土)
※やむを得ない事情により、開講日が休講となった場合、上記補講日に授業を行う場合があ
ります。

※全14回

6限 第1演習室

第2会議室

2017年05月20日(土)～2018年01月20日(土)
変則講時 14時30分～16時45分(135分)　

※ただし　
05月20日(土) 3～5講時 12:40～17:50
08月19日(土) 4講時　　14:30～16:00
10月21日(土) 4～5講時 14:30～17:50
（下記講義スケジュールをご覧ください）
5月20日 (土)12:40～17:50
6月17日 (土)14:30～16:45
7月15日 (土)14:30～16:45
8月19日 (土)14:30～16:00
9月16日 (土)14:30～16:45
10月21日 (土)14:30～17:50
11月18日 (土)14:30～16:45
12月16日 (土)14:30～16:45
1月20日 (土)14:30～16:45

平居　謙平安女学院大学
京都力としての「銭湯観光」①　詩・
エッセイ・俳句で発信する生活の中
の観光資源

K003

5月20日 (土)3限～5限
12:40～17:50
6月17日 (土)4限～5限
14:30～16:45
7月15日 (土)4限～5限
14:30～16:45
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