
日曜日

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

A003  
特殊講義（教養Ｅ）Ⅰ「外国人観光
客のための清水寺参詣曼荼羅（現
代版）をつくる」

立命館大学 宗本 晋作、青柳 憲昌  

2017年5月28日（日）～2017年12月10日（日）

 ＜教室案内＞
キャンパスプラザ京都、清水寺

5月28日(日）4～5限
7月2日（日）2限
11月19日（日）2限

5月28日(日）第3演習室
7月2日(日）2限　第5演習
室
11月19日（日）2限　第5演
習室

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）
4月23日(日)1限～2限
5月28日（日）4限～5限 第1演習室

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）

登谷　伸宏（文学部歴史遺産学科助教）京都橘大学

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

A002

5月28日(日）4～5限
※6月24日（土）　3～5
講時

5月28日(日）4～5限　第2
演習室
※6月24日（土）　3～5講時
第1演習室

遺産情報演習Ⅰ (ｂ)
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日曜日

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

  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）2～4講時

第5演習室

※5月13日（土）2限
　 7月8日（土）3～4講時

世界遺産ＰＢＬ講座　オリエンテー
ション

大学コンソーシアム京
都

2017年5月28日（日）13:00～16:00
3～4限
5月28日（日）

第2講義室

E502 教育制度論（日本国憲法を含む） 大谷大学短期大学部 中島千惠
2017年5月14日（日）、5月21日（日）、5月28日（日）、6月4日（日）、6月11日（日）
２～４講時　10:50～16:00

2～4講時 第3講義室

5月28日(日）4～5限 第4演
習室

※4月21日(金)4月28日
(金)5月12日(金)
 　5月19日(金)6月2日(金)6
月9日(金)
　 6月16日(金）6月23日
(金）6月30日(金）
   7月7日(金）7月14日(金)
6限 第2演習室

2017年04月21日(金)～2018年01月19日(金)
6講時 18時10分～19時40分(毎週金曜日)
※授業開始日2017/04/21（金）
※休講2017/05/05（金・祝）
　　　2017/11/03（金・祝）
※だだし、他科目との合同授業や世界遺産での授業は、時間が異なる場合がある。必ず、講義
スケジュールや教員からの指示を確認すること。
4月21日(金)18:10～19:40　場所：キャンパスプラザ京都
4月22日(土)or5月13日(土)　場所：醍醐寺
4月28日(金)18:10～19:40　場所：キャンパスプラザ京都
5月12日(金)18:10～19:40　場所：キャンパスプラザ京都
5月19日(金)18:10～19:40　場所：キャンパスプラザ京都
5月28日(日)　場所：キャンパスプラザ京都
6月2日(金)18:10～19:40　場所：キャンパスプラザ京都
6月9日(金)18:10～19:40　場所：キャンパスプラザ京都
6月16日(金)18:10～19:40　場所：キャンパスプラザ京都
6月中下旬(土日)(予定)　場所：醍醐寺
6月23日、6月30日、7月7日、14日(金)18:10～19:40　場所：キャンパスプラザ京都
9月29日(金)18:10～19:40　場所：キャンパスプラザ京都
10月6日(金)18:10～19:40　場所：キャンパスプラザ京都
10月13日(金)18:10～19:40　場所：キャンパスプラザ京都
10月20日(金)18:10～19:40　場所：キャンパスプラザ京都
10月27日、11月17日、24日(金)18:10～19:40　場所：キャンパスプラザ京都
12月1日、8日(金)18:10～19:40　場所：キャンパスプラザ京都
12月10日(日)　場所：キャンパスプラザ京都
12月15日、1月12日、19日(金)18:10～19:40　場所：キャンパスプラザ京都
1月または2月(未定)　場所：醍醐寺

コミュニティマネジメント特論：世界
遺産と学ぶ課題発見・解決過程

A004 龍谷大学 笠井賢紀（社会学部准教授）

5月28日(日）4～5限

4月21日(金)4月28日
(金)5月12日(金)
5月19日(金)6月2日
(金)6月9日(金)
6月16日(金）6月23日
(金）6月30日(金）7月7
日(金）7月14日(金) 6限
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日曜日

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

E501 保育者論 大谷大学短期大学部 大城邦義

2017年5月7日（日）
３～４講時　12:40～16:00
2017年5月14日（日）、5月28日（日）、6月4日（日）、6月11日（日）
５講時　16:20～17:50
2017年6月18日（日）、6月25日（日）、7月9日（日）、7月16日（日）
３～４講時　12:40～16:00
2017年7月23日（日）
３講時　12:40～14:10

5月7日、6月18日、6月
25日、7月9日、7月16日
3～4講時
5月14日、5月28日、6月
4日、6月11日 5講時
7月23日 3講時

第3講義室

C003 芸術鑑賞A 成安造形大学 小嵜　善通

2017年05月14日(日)～2017年07月09日(日)
5講時　16時20分～17時50分(不定期日曜日)
① 5月14日(日)
② 5月28日(日)
③ 6月11日(日)
④ 6月25日(日)
⑤ 7月9日(日）

5限 第4講義室

J011

京都橘大学発達教育学部開設記
念　発達教育フォーラム「若い先生
を育てることと若い先生が育つこと
～こんなふうに育てたい、こんなふ
うに育ちたい～」

京都橘大学

高垣　忠一郎（元立命館大学教授・京都教育
センター代表）
未定
伊家　遥平（京田辺市立普賢寺小学校教諭）
未定
未定
コーディネーター
芦名　猛夫（京都橘大学発達教育学部児童教
育学科教授）

2017年05月14日(日)～2017年05月14日(日)
3～5講時　13時30分～17時00分

3～5講時 第1講義室

2017年度前期日曜  （ 3　／ 3 ）


