
7月14日試験・レポート

教室

オンキャンパス科目
のみ記入

○を記入
試験：資料・ノート類の持込有無
レポート提出上の留意事項

池坊短期大学 C101 いけばなと現代生活Ⅰ 2017/7/22(土) 2017/7/29(土) 9:30～10：30 42
・持ち込み否
・通常利用の教室ではなく、上階の42教室にて実
施のため注意すること。

大谷大学 B101 日本仏教史 2017/7/19(水) 2017/7/26(水) 14:30～15:30 Ｋ206教室

筆記試験を実施。持込許可物：なし
定期試験の実施要領（注意事項、追試験等）は、
本学のものを準用するので、参照すること（掲示
場所：本学正門守衛所前のピロティ教務課掲示
板）。

大谷大学 C102 南アジアの文化１ 2017/7/18(火) ○ 授業最終日に、確認テストを行います。

大谷大学短期大学部 A111 仏教と美術 2017/9/7(木)
授業初日に掲示。
（掲示場所：本学正門守衛所前のピロティ教務課
掲示板）

京都大学 B102 現代史概論―ナチズムを中心に 2017/7/19(水) 2017/7/3(月) 2017/7/28（金）17時

京都大学全学共通科目レ
ポートボックス （国際高等教
育院棟1階）　レポートボック
ス番号：F11

レポート情報は7/3(月)にe京都ラーニングのお知
らせに掲示済
※注意事項１を参照すること。

京都大学 B103 民俗学Ⅰ 2017/7/19(水) 既に受付中 2017/7/19(水) 講義中に指示
講義中に注意事項詳細を配布済
※注意事項１を参照すること。

京都大学 E101 精神病理学I 2017/7/19(水) 2017/7/26(水) 13:00～13:50
吉田南4号館3階

4共30講義室
持ち込み不可
※注意事項１を参照すること。

京都大学 F102 睡眠文化論 2017/7/10(月) 2017/7/10(月) 2017/7/24(月) メールにて教員に直接提出
レポート情報は7/10(月)にe京都ラーニングのお
知らせに掲示済
※注意事項１を参照すること。

京都大学 G106 人類と放射線 2017/7/21(金) 2017/7/21(金) 2017/7/28(金)
morimoto@rri.kyoto-u.ac.jp

へメールで添付で提出

詳細は7/21(金）にe京都ラーニングのお知らせに
掲示
※注意事項１を参照すること。

京都大学 G109 地球環境学のすすめ 2017/7/20(木) ○

京都大学 H102 情報と社会 2017/7/10(月) ○

京都大学 I102 地域研究概論：アフリカ 2017/7/21(金)
2017/7/21　(金）

12：00
2017/7/28（金）17:00 メール提出

レポート情報は6/23(金)にe京都ラーニングのお
知らせに掲示済
※注意事項１を参照すること。

京都大学 D106 英語学習指導論 2017/7/19(水) 2017/7/12(水) 8:45-10:15
吉田南総

合館・共東２２
（CALL教室）

試験を授業中（７月１２日）に行う
※注意事項２を参照すること。

京都大学 E102 精神分析I 2017/7/20(木) 2017/7/27(木) 10：30-11：20
吉田南４号館３階・４

共30講義室
持ち込み不可
※注意事項２を参照すること。

京都大学 F103 生活習慣と生体機能障害A　 2017/7/21(金)
7月14日・21日に説

明
7月14日・21日に説明 7月14日・21日に説明

レポート論題も7月14日・21日に説明
※注意事項２を参照すること。

レポート提出開始日
 レポート提出締切日 レポート提出先 試験日程

試験時間

（○時～○時）

2017年度単位互換・京カレッジ科目　前期・通年・夏期集中レポート・試験日程一覧
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プラザ
科目Ｎｏ．

オンキャンパ
ス科目Ｎｏ．

科目名 最終講義日

レポート 定期試験 レポート・試
験等は実施

しない
備考欄
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験等は実施

しない
備考欄

京都大学 G103 雑草学Ⅰ 2017/7/21（金） 2017/7/28（金） 10:30-12:00
農学部総合館W522

講義室
持込を認めない

京都大学 G108 造園学 2017/7/19（水） 2017/7/26（水） 8:45-10:15
農学部総合館W522

講義室
持込を認めない

京都大学 G128 グリーンエネルギーファーム論と実習
集中講義

7/31(月）～8/4（金）
○

京都大学 G129 食卓の栽培学と実習
集中講義

8/28（月）～9/1（金）
○

京都大学 I101 開発ミクロ経済学 2017/7/11（火） 2017/7/25（火） 13:00-14:30
農学部総合館W106

講義室
持込を認めない

京都大学 C103 インド哲学史A 2017/7/19(水) 2017/7/31(月) 2017/8/2(水)12:00 文学部教務掛窓口
様式は自由だが、4000字以内で、必ず題名をつ
けること。
※注意事項３を参照すること。

京都大学 C104 サンスクリット文献史A 2017/7/10(月) 2017/7/24(月) 13:00～14:30 第５講義室
持ち込みを認めない。
※注意事項３を参照すること。

京都大学 D102 ポーランド語（初級I） 通年 ○ 通年科目のため、前期の試験実施はなし。

B104 グローバリゼーションの歴史 2017/7/26(水) ○ 平常試験（小テスト・オーラルテスト・レポート等）

D107 Integrated Skills－地球の異文化理解１【高大連携】 2017/7/29(土) ○ 平常試験（小テスト・オーラルテスト・レポート等）

京都学園大学 H602 情報処理技術 7/30（日）

京都学園大学 H149 Web技術応用 8/5(土）

京都学園大学 A013 きもの学 9/9（土）

京都学園大学 A009 京都商業特別講座Ａ 7/27（木）

京都学園大学 A010 京都商業特別講座Ｂ 8/10（木）

京都学園大学 B106 妖怪文化論Ａ 7/25（火） 2017/7/25(火) 2017/7/25(火)
最終講義終了後、担当者へ
提出

京都学園大学 C004 アニメ文化論 9/9（土）
欠席が3分の1以上の場合は、原則として評価対
象にはなりません。

京都学園大学  B105 民俗学Ａ 7/27（木） 2017/6/29(木) 2017/7/20(木) 講義中、担当者へ提出

京都学園大学 G002 環境教育・富良野自然塾 9/8（金） 詳細は事前授業の中で説明があります

小レポートは以下の要領で提出していただきます。
各日、午前、午後の授業終了後に各１回、計全６回提出。

詳細はe-learningの中で説明があります

詳細は授業の中で説明があります

詳細は授業の中で説明があります

詳細は授業の中で説明があります

詳細は授業の中で説明があります

京都外国語大学
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京都教育大学 F104 コーチング論 2017/6/30(金) 2017/7/26(水) 教員へ直接提出

京都教育大学 F105 運動学 2017/6/30(金) 2017/7/28(金) 教員へ直接提出

京都教育大学 F107 心理療法論 2017/6/30(金) 2017/8/3(木) 教員へ直接提出

京都教育大学 G111 農業実習Ⅰ　－学校園で役立つ農園芸実習Ⅰ－ 2017/6/30(金) 授業中に指示 教員へ直接提出

京都教育大学 C107 音楽 2017/6/30(金) 授業中に指示 教員へ直接提出

C110 ことばと文化a 2017/7/25(火) ○

C111 文学 2017/7/25(火) ○

D108 TOEICⅠ 2017/7/20(木) 2017/8/3(木)
5講時

（16:10～17:40）
3号館
211

持ち込み不可

E108 社会心理学 2017/7/26(水) 授業期間中

E109 発達心理学 2017/7/26(水) 授業期間中 （受講者0名）

E110 臨床心理学入門 2017/7/18(火) ○

E503 教育課程論 2017/8/26(土) ○

E509 乳児保育 2017/8/4(金) ○

F108 包括的ヘルスケア論 2017/7/28(金) 2017/8/4(金)
2講時

(10:30～12:00)
1号館
特2

持ち込み可：配布プリント
（受講者0名）

G112 環境学a 2017/7/26(水) 授業期間中 （受講者0名）

G113 環境学b 2017/7/28(金) 授業期間中 （受講者0名）

H104 ブライダルビジネス 2017/7/27(木) 2017/8/3(木)
5講時

（16:10～17:40）
1号館
202

持ち込み不可

H105 情報社会の理解 2017/7/18(火) 2017/8/1(火)
3講時

（12:50～14:20）
清風館

361
持ち込み不可
（受講者0名）

H603 コンピューティングファンダメンタルズ 2017/8/31(木) ○

H604 経営情報論 2017/8/31(木) ○

京都光華女子短期大学部 G601 数の理解 2017/8/8(火) 2017/8/8(火) 12:40～14:10 持ち込み可：所属大学の学生証、筆記用具、時計

京都光華女子大学
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京都・大学ミュージアム連携 L001
 「知の宝庫」としての大学ミュージアムー京都・大学

ミュージアム連携のお宝紹介
2017/12/22(金) ○

京都工芸繊維大学 A014 伝統産業概論Ⅰ 2017/7/22(土) ○

京都工芸繊維大学 A101 京(みやこ)のサスティナブルデザイン 2017/6/17(土) ○

京都工芸繊維大学 C112 日本美術史 2017/7/21(金) ○

京都工芸繊維大学 H106 実践ユニバーサルデザイン 2017/6/24(土) ○

京都産業大学 H107 ワーク・ライフ・バランス入門 2017/7/20(木) 2017/7/27(木) 14時30分～15時30分 大教室棟516教室 なし

京都産業大学 H111 地方自治未来論 2017/7/18(火) 2017/8/1(火) 14時30分～15時30分 5号館5301教室 なし

京都産業大学 H109 社会安全政策Ⅰ（総論） 2017/7/20(木) 2017/7/27(木) 11時～12時 大教室棟516教室 なし

京都産業大学 G115 基礎遺伝学 2017/7/24(月) 2017/7/31(月) 13時～14時 大教室棟519教室 なし

京都産業大学 H605 消費者取引と大学生～理論と実際の対策～ 2017/7/31(月) ○

京都産業大学 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～2017/12/10(日) ○

京都産業大学 A011 歴史都市京都の文化と観光 2017/8/15(火) 8/15（火）に試験あり

京都産業大学 G001 天文学と私たち　～神山天文台からのアプローチ～ 2017/9/1(金) 9/1（金）に試験あり

京都女子大学 Ｄ109 教養科目B（言語と文化3） 2017/7/27(木) 2017/7/27(木) 16:30～18：00 Ｊ224

京都女子大学 Ｄ110 教養科目B（言語と文化4） 2017/7/27(木) 2017/7/27(木) 16:30～18：00 Ｃ311

京都市立芸術大学 B107 デザイン史概説 2017/7/12(水) 2017/7/5(水) 2017/7/19(水) オンライン提出

京都市立芸術大学 B109 東洋美術史概説1（中国絵画通史1） 2017/7/25(火) 2017/7/25(火) 2017/7/25(火) 授業中に提出

京都市立芸術大学 B111 日本美術史（彫刻）1 2017/7/27(木) 2017/7/27(木) 9時30分～10時30分 中央棟L9教室 自筆ノート，配布資料

京都市立芸術大学 B112 日本美術史概説 2017/7/25(火) 2017/7/25(火) 11時00分～12時00分 中央棟Ｌ1教室 ノート・配布資料

京都市立芸術大学 B110 日本音楽史Ⅰ 2017/7/21(金) 2017/7/21(金) 2017/7/28(金)
教務学生課内提出ボックスも

しくは教員に直接提出
2017/7/14(金) 10時40分～12時10分

新研究棟合同講義
室

授業内配布資料及び教科書のみ持ち込み可

京都市立芸術大学 C114 音楽学特講ｈ 2017/7/18(火) 〇

京都市立芸術大学 C137 音楽学特講i 2017/8/17(木) 2017/8/17(木) 2017/9/29(金) 教員宛のメール レポートの詳細は授業中に指示
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京都精華大学 A102 京都の伝統美術工芸１ 2017/7/27(木) 2017/7/31(月) 2017/8/4(金) 本館H-302教室
レポート提出期間中の受付時間帯は
各日10:00から17:00まで

京都精華大学 B113 説話・伝承史 2017/7/28(金) 2017/7/31(月) 2017/8/4(金) 本館H-302教室
レポート提出期間中の受付時間帯は
各日10:00から17:00まで

京都精華大学 C116 建築文化論
受講者なし

本学でも不開講
○

京都精華大学 C117 視覚文化論1 2017/7/27(木) 2017/7/31(月) 2017/8/4(金) 本館H-302教室
レポート提出期間中の受付時間帯は
各日10:00から17:00まで

京都造形芸術大学 A103 京都学Ⅱ 2017/7/25(火) 2017/7/25(火) 13:10～14:30
人間館3階

NA301
配布プリント、自筆ノートのみ持込可能

京都造形芸術大学 B114 歴史遺産各論Ⅰ 2017/7/26(水) 特に定めない 2017/8/8(火)
人間館1階

教学事務室教務窓口

・詳細はレポート論題報告シートの「その他提出
にあたっての注意等」を参照のこと。
・レポート提出時は所属大学の学生証を持参する
こと。

京都造形芸術大学 C118 情報デザイン概論I 2017/7/26(水) 2017/8/1(火) 2017/8/3(木)
人間館1階

教学事務室教務窓口

・詳細はレポート論題報告シートの「その他提出
にあたっての注意等」を参照のこと。
・レポート提出時は所属大学の学生証を持参する
こと。

京都造形芸術大学 C119 情報デザイン論II 2017/7/27(木) 2017/7/31(月) 2017/8/1(火)
人間館1階

教学事務室教務窓口

・詳細はレポート論題報告シートの「その他提出
にあたっての注意等」を参照のこと。
・レポート提出時は所属大学の学生証を持参する
こと。

京都造形芸術大学 C120 日本芸能史Ⅰ 2017/7/24(月) 2017/7/24(月) 16:30～17:50
直心館4階
J41教室

配布プリント、自筆ノートのみ持込可能

京都造形芸術大学 C121 美術各論 2017/7/26(水) ○

京都造形芸術大学 C122 美術工芸史Ⅰ 2017/7/26(水) ○

京都造形芸術大学 C123 美術工芸史Ⅱ 2017/7/26(水) ○

京都造形芸術大学 C124 美術工芸史Ⅲ 2017/7/27(木) 2017/7/27(木) 10:40～12:00
人間館4階

NA401
インターネットに接続できる機器以外持込可能

京都造形芸術大学 C125 舞台芸術概論Ⅰ 2017/7/26(水) 特に定めない 2017/7/31(月)
人間館1階

教学事務室教務窓口

・詳細はレポート論題報告シートの「その他提出
にあたっての注意等」を参照のこと。
・レポート提出時は所属大学の学生証を持参する
こと。

京都造形芸術大学 G117 環境デザイン概論 2017/7/27(木) ○

京都橘大学 B115 近現代史特講ｃ（世界） 2017/7/28(金) 2017/7/28(金) 11：00～12：00 清和館145教室
理解度調査を実施。試験の詳細については、7月
21日（金）の授業内で伝えます。

京都橘大学 B116 古都学Ⅰ 2017/7/27(木) 2017/8/3(木) 16：30～18：00 清史館821教室

京都橘大学 B117 考古学研究Ⅰ 2017/8/1(火) ○

京都橘大学 B118 日本美術史Ⅰ 2017/7/24(月) 2017/7/24(月) 18：10～19：40 明優館D203教室
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のみ記入
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験等は実施

しない
備考欄

京都ノートルダム女子大学 A104 ホスピタリティ京都 2017/7/25(火) 2017/7/18(火) 2017/7/31(月)

京都ノートルダム女子大学教務
課窓口に持参、あるいは担当教

員（長沼）にメールにて提出。
（naganuma@notredame.ac.jp）

京都ノートルダム女子大学 C001
オンライン版英国文化研究I：

サイバースペースに探る筆記用具の歴史
2017/7/27(木) ○

京都ノートルダム女子大学 C005
オンライン版英国文化研究II：

サイバースペースに探るザ・ビートルズ物語
2017/8/16(水) ○

京都ノートルダム女子大学 C126 キリスト教音楽B 2017/7/25(火)
第一回
2017/6/20
第二回　未定

第一回　2017/7/4
第二回　未定

授業中に担当教員または研
究室まで提出

第二回レポート課題及び提出期限は授業中に指
示します。

京都ノートルダム女子大学 C601 日本伝統文化論：雅楽はどこからきたのか 2017/7/21(金)

京都ノートルダム女子大学 D111 アラビア語Ⅲ 2017/7/27(木) ○

京都府立大学 G130 農学生命科学集中実習 2017/9/14(木)
実習の中にレポート作成・

提出（実習先）

京都府立大学 F126 運動生理学 2017/7/24(月) 2017/7/31(月) 14:30～15:50 H2

京都文教大学 A005 「お山」の魅力を探る・伝える 2017/7/15(土) ○

京都文教大学 C128 観光文化論 2017/7/20(木) ○

京都文教大学 F111 心理療法学 2017/7/21(金)
※履修者0名のため、以降の情報公開を省略しま
す。

京都文教大学 H119 金融論Ⅱ 2017/7/25(火) ○
※履修者0名のため、以降の情報公開を省略しま
す。

京都文教大学 H120 公共政策 2017/7/20(木)
※履修者0名のため、以降の情報公開を省略しま
す。

京都文教大学 H121 公共哲学 2017/7/26(水) ○
※履修者0名のため、以降の情報公開を省略しま
す。

京都文教大学 H122 情報化社会と地域デザイン 2017/7/20(木)
※履修者0名のため、以降の情報公開を省略しま
す。

京都文教大学 H123 多文化共生論 2017/7/20(木)
※履修者0名のため、以降の情報公開を省略しま
す。

京都文教大学 H124 比較思想論 2017/7/24(月) ○
※履修者0名のため、以降の情報公開を省略しま
す。

京都文教大学 I103 ヨーロッパ地域研究 2017/7/26(水) 2017/7/5(水)
2017/8/3(木）

  19:00
総合社会学部事務室前レ

ポートボックス

確認テストを実施。
授業の全日程終了後、WEB上で課題テストを期限まで(7月28

日)に取得し、通常の小テストと同様に受験すること。
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備考欄

京都薬科大学 F002 消化管のサイエンス 2017/7/22(土) 2017/7/28(金) 2017/8/3(木)
キャンパスプラザ京都

（郵送）
大学コンソーシアム京都所定の表紙をつけるこ
と。

種智院大学 C002 マンダラと梵字8Ａ 2017/7/25(火) 2017/7/28(金) ○
ただし、講義期間中に金剛界種子曼荼羅（成身
会）を制作、提出

種智院大学 E002 真言密教入門Ａ 2017/7/22(土) 2017/7/28(金) 2017/8/3(木)
キャンパスプラザ京都

（レポート回収ボックスに投
函）

種智院大学 C131 梵字悉曇ⅠＡ 2017/7/27(木) 2017/7/28(金) 2017/8/3(木) 大学教務課 詳細はレポート論題シート参照

種智院大学 C129 仏教美術Ａ 2017/7/21(金) ○

種智院大学 C130 密教画ⅠＡ 2017/7/21(金) ○

種智院大学 E112 密教瞑想Ａ 2017/7/27(木) 2017/7/28(金) 2017/8/3(木) 大学教務課 詳細はレポート論題シート参照

同志社大学 I104 中国政治論 2017/7/25(火) 2017/7/18(火) 18：25～19：55
良心館RY103番教

室

持込参照：一切不可
試験時間：60分
筆記用具：黒ペンまたは濃い鉛筆、シャープペン
シル

同志社大学 H135 複合領域科目１-56　マスメディアの現場 2017/7/26(水) 2017/7/26(水) 10：45～12：15
良心館RY201番教

室

持込参照：「メディア学の現在新訂第2版」のみ可
試験時間：70分
筆記用具：ペン

同志社大学 H130 人権保障の原理Ⅰ 2017/7/24(月) 2017/7/31(月) 9：20～10：30 至誠館S32番教室
持込参照：一切不可
試験時間：70分

同志社大学 H128 近代法思想の展開 2017/7/24(月) 2017/7/31(月) 18：25～19：35
良心館RY104番教

室
持込参照：一切不可
試験時間：70分

同志社大学 H133 働くということ（現代の労働組合） 2017/7/21(金) 2017/7/25(火) 新町総合窓口

同志社大学 E113 複合領域科目１-77　現代社会と倫理（１） 2017/7/27(木) 2017/7/27(木)
掲示物「レポート試験提出場
所について（お知らせ）」参照

同志社大学 H127 企業分析１ 2017/7/21(金) 2017/7/31(月)
掲示物「レポート試験提出場
所について（お知らせ）」参照

同志社大学 H132 政策評価論 2017/7/25(火) 2017/7/31(月) 新町総合窓口

同志社大学 H126 科学と技術 2017/7/21(金) 2017/8/1(火)
掲示物「レポート試験提出場
所について（お知らせ）」参照

同志社大学 E136 複合領域科目１-91 (良心学―こころと創造性) 2017/6/10(土) 2017/8/8(火)
掲示物「レポート試験提出場
所について（お知らせ）」参照

同志社大学 E135
複合領域科目１-85（「コミュニケーションのバリアフ

リー」を考える－共に生きる社会をめざして－）
2017/9/1(金) ○

同志社大学 E134 インターンシップ入門 2017/9/2(土) ○

同志社大学  H005 消費者問題 2017/9/9(土) ○
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A112 京都の文化に触れるＥ 2017/9/4(月) 2017/9/4(月) J206 定期試験：詳細は初回授業時に指示

C132 アメリカ文学史 2017/7/19(水) 2017/5/31(水) 2017/6/14(水)
授業終了後に担当教員へ提

出
2017/7/26(水) 11時～ S013 持込：一切可

D112 外国語教育論 Ｉ 2017/7/20(木) 2017/7/27(木) 11時～ S014 持込：一切不可

F112 看護学概論 2017/7/24(月) 備考欄参照 備考欄参照 備考欄参照

レポート：
【當目担当】
・受付期間：7月3日（月）17:00まで
・提出先：看護学部事務室（京田辺キャンパス）
【片山担当】
・受付期間：7月24日（月）2講時
・提出先：担当教員

F113 薬の発明・発見史 Ｉ 2017/7/27(木) 備考欄参照 備考欄参照 備考欄参照

レポート：
・授業内の発表に関するレポートの提出期間は
発表日から一週間
・最終レポートは7/27(木)の授業時間内に作成提

Ｉ105 アメリカ地域研究Ａ 2017/7/24(月) 授業時に指示 授業時に指示 授業時に指示

花園大学   E003 坐禅入門Ⅰ 2017/7/14(金) 2017/7/7(金) 2017/7/7(金) 7/7の授業時に回収

佛教大学 A015 京を守る　生命を守る 2017/7/18(火) 2017/7/28(金) 2017/8/3(木)
キャンパスプラザ京都

（レポート回収ボックスに投
函）

平安女学院大学 A105 観光まちづくり論 2017/7/27(木) 〇

平安女学院大学 B001 観光人類学 2017/7/27(木) 2017/7/27(木) 2017/8/3(木) オンライン(moodleシステム)

平安女学院大学 C133 観光地誌 2017/7/31(月) 2017/7/31(月) 2017/8/7(月) オンライン(moodleシステム)

平安女学院大学 C134 地域研究（ヨーロッパ） 2017/7/31(月) 2017/7/31(月) 2017/8/7(月) オンライン(moodleシステム)

同志社女子大学
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立命館大学 H137 地方自治法 2017/7/17（予定） 2017/7/24(月) 13:30～14:30
明学館MG201号教

室
CAMPUS WEBで確認すること

立命館大学 H138 福祉政治 2017/7/19（予定） 2017/7/26(水) 9:30～10:30 敬学館210号教室 CAMPUS WEBで確認すること

立命館大学 I108 国際ジャーナリズム論 2017/7/18（予定） 2017/7/25(火) 13:30～14:30
明学館MG201号教

室
CAMPUS WEBで確認すること

立命館大学 C135 表象とメディア 2017/7/13（予定） 2017/7/27(木) 9:30～10:30 清心館534号教室 CAMPUS WEBで確認すること

立命館大学 B121 特殊講義（専門Ⅰ）「映像文化のアーカイブ」 2017/7/13（予定） 2017/6/14(水) 2017/7/25(火)
所属キャンパスによって異な
るため、CAMPUS WEBで確
認すること

CAMPUS WEBで確認すること

立命館大学 H136 専門特殊講義Ⅱ「読売マスコミ講座」 2017/7/17（予定） ○

立命館大学 I107 Introduction to Peace Studies 2017/7/18（予定） ○

立命館大学 D114 人文学特殊講義 「白川学の世界」 2017/7/19（予定） ○

立命館大学 A008
特殊講義（教養Ｅ）Ⅰ「京都の文化遺産とその保護～

清水地域の防災への取り組み」
2017/9/10(日) ○

立命館大学 E005
キャリア形成特殊講義「ユースサービス概論～わかも

のを元気にする仕事～」
2017/9/9(土) ○

立命館大学 F001
特殊講義「運動と栄養と暮らしをエネルギーから考え

る」
2017/9/9(土) ○

立命館大学 H006 VB 特殊講義「関西の21世紀学」 2017/9/2(土) ○

立命館大学 H007 VB特殊講義「若者の選挙参加」 2017/9/8(金) ○

立命館大学 H150 空間エンタテインメント概論 2017/9/8(金) ○
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龍谷大学 H145 特殊講義Ａ１　医療と仏教の協働関係構築に向けて（前期） 2017/7/27(木) 2017/7/27(木) 郵送または講義時に提出 郵送の場合、提出締切日は2017/7/29(土)消印有効

龍谷大学
短期大学部

F114 ビハーラ活動内容総論 2017/8/2(水)

試験・レ
ポートにつ
いては講義
時に指示

龍谷大学
短期大学部

F115 高齢者・障害者の心理 2017/8/5(土)

試験・レ
ポートにつ
いては講義
時に指示

龍谷大学
短期大学部

F101 社会福祉額特殊講義Ⅵ 2018/1/18(木) ○

嵯峨美術大学 C136 芸術の力概論 2017/7/25(火) 2017/7/25(火) 2017/7/25(火) 授業内にて回収 手書きは認めません

嵯峨美術大学 H147 観光デザイン概論 2017/7/28(金) 2017/7/28(金) 2017/7/28(金) 授業内にて回収
・最終講義日に提出レポートの各自発表あり
・提出は、原則最終授業日の7/28とするが、困難
な場合は7/21も可とする。


