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A012 伝統産業概論Ⅰ 京都工芸繊維大学 濱田泰以
2018年04月07日（土）～2018年07月21日（土）
１講時　09時00分～10時30分(毎週土曜日)
※休講2018/04/7（土）　（補講等の詳細は後日連絡いたします。）

1限 第3講義室

A011
災害都市京都の19世紀　－大火・地震・洪水・飢饉・流行病・兵火の中の
都市社会ー

京都薬科大学 鈴木　栄樹（京都薬科大学教授）
2018年04月07日(土)～2018年07月21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

A014 京都観光振興研究 平安女学院大学 毛利 憲一

2018年4月7日（土）～2019年1月19日（土）
2講時　10時50分～12時20分　　※9月29日（土）は1～2講時　9時00分～12時20分

第01回 4月7日　　　第02回 4月14日　　第03回 4月21日　　第04回 4月28日　　第05回 5月12日
第06回 5月19日　　第07回 6月16日　　第08回 6月23日　　第09回 7月7日
第10回 9月29日　　第11回 9月29日　　第12回 10月6日　　第13回 11月3日　　第14回 1月12日
第15回 1月19日

2限

第3講義室
4月7日、4月14日、4月21日、
4月28日、5月12日、5月19日、
6月16日

第2演習室～第4演習室
6月23日、7月7日

K004 京都の宗教をめぐる歴史と社会－多様な資料と手法によるアプローチ－ 京都産業大学
京都産業大学　文化学部教員４名

京都産業大学　日本文化研究所　上席特別客員研究員５名

2018年05月12日(土)～2018年06月02日(土)
1～2講時 09時30分～12時30分(毎週土曜日)

５月１２日（土）
≪1コマ目≫　9:30-11:00
■若松　正志（京都産業大学 文化学部 教授）
≪2コマ目≫11：00-12：30（45分講義×2）
■初田　貞明（京都産業大学 日本文化研究所 上席特別客員研究員）
■榊原　貴子（京都産業大学 日本文化研究所 上席特別客員研究員）

５月１９日（土）
≪3コマ目≫　9:30-11:00
■吉野　秋二（京都産業大学 文化学部 准教授）
≪4コマ目≫　11:00-12:30 （45分講義×2）
■田代　美智代（京都産業大学 日本文化研究所 上席特別客員研究員）
■髙井　信樹（京都産業大学 日本文化研究所 上席特別客員研究員）

５月２６日（土）≪5・6コマ目≫　9：30-12：30　(180分フィールドワーク)
■中江　好喜（京都産業大学 日本文化研究所 上席特別客員研究員）

６月２日（土）
≪7コマ目≫　9:30-11:00
■鈴木　久男（京都産業大学 文化学部 教授）
≪8コマ目≫　11:00-12:30
■笹部　昌利（京都産業大学 文化学部 助教）

1～2限
（9:30～12:30）

第3演習室～第4演習室

K001
京都学講座【午前コース】
「京都で生まれましてん　～みやこ発祥の文化～」

大学コンソーシアム京都

橋本 　章（京都文化博物館 学芸員）
岩坪 五郎（京都大学学士山岳会々員、日本山岳会々員）
八木 　透（佛教大学 歴史学部 教授）
石関　 亮（公益財団法人京都服飾文化研究財団 学芸課 課長／
キュレーター）
春名 のぞみ（株式会社ワコール 広報・宣伝課 課長）
田島 達也（京都市立芸術大学 美術学部 教授）
和崎 光太郎（京都市学校歴史博物館 学芸員）
森 　光彦（京都市学校歴史博物館 学芸員）
斉藤 利彦（佛教大学 歴史学部 准教授）
吉村 和真（京都精華大学 国際マンガ研究センター 教授）
豊田 勇造（フォーク歌手・ブルース歌手、エッセイイスト）
川島 智生（京都華頂大学 現代家政学部 教授）
山岡 宗儕（茶道速水流 教授）
堀場 弘之（京料理 六盛 会長）

2018年05月19日(土)～2018年12月1日(土)
10時00分～11時30分
（基本講座10回）

【第1回】05月19日　　【第2回】06月02日　　【第3回】06月23日　　【第4回】07月21日　　【第5回】09月01日
【第6回】09月29日　　【第7回】10月13日　　【第8回】10月27日　　【第9回】11月17日　　【第10回】12月1日

＜実地講座1＞　　07月14日(土) 13：00～15：00
＜実地講座2＞　　12月08日(土) 12：00～14：00

1～2限
（10:00～11:30）

第2講義室

K002
京都学講座【午後コース】
「京都で生まれましてん　～みやこ発祥の文化～」

大学コンソーシアム京都

橋本 　章（京都文化博物館 学芸員）
岩坪 五郎（京都大学学士山岳会々員、日本山岳会々員）
八木 　透（佛教大学 歴史学部 教授）
石関　 亮（公益財団法人京都服飾文化研究財団 学芸課 課長／
キュレーター）
春名 のぞみ（株式会社ワコール 広報・宣伝課 課長）
田島 達也（京都市立芸術大学 美術学部 教授）
和崎 光太郎（京都市学校歴史博物館 学芸員）
森 　光彦（京都市学校歴史博物館 学芸員）
斉藤 利彦（佛教大学 歴史学部 准教授）
吉村 和真（京都精華大学 国際マンガ研究センター 教授）
豊田 勇造（フォーク歌手・ブルース歌手、エッセイイスト）
川島 智生（京都華頂大学 現代家政学部 教授）
山岡 宗儕（茶道速水流 教授）
堀場 弘之（京料理 六盛 会長）

2018年05月19日(土)～2018年12月1日(土)
12時30分～14時00分
（基本講座10回）

【第1回】05月19日　　【第2回】06月02日　　【第3回】06月23日　　【第4回】07月21日　　【第5回】09月01日
【第6回】09月29日　　【第7回】10月13日　　【第8回】10月27日　　【第9回】11月17日　　【第10回】12月1日

＜実地講座1＞　　07月14日(土) 13：00～15：00
＜実地講座2＞　　12月08日(土) 12：00～14：00

2～3限
（12:30～14:00）

第2講義室

※【第1回】05月19日のみ
　　第1講義室
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H006 地域公共人材特別講座（新ＰＢＬ入門） 龍谷大学
只友　景士 
久保　友美

【第1回】6/9（土）9：00～10：30　　【第2回、3回】6/9（土）10：50～12：20、12：40～14：10　＊ゲスト講師による講義
【第4～6回】6/16（土）9：00～14：10
【第7～9回】6/23（土）9：00～14：10
【第10～25回】8月～9月上旬　フィールドワーク
【第26～30回】講義内で案内

1～3限 第5演習室

J014 スポーツ現場におけるAEDの有効性について 明治国際医療大学 坂梨秀地（明治国際医療大学 保健医療学部救急救命学科助手）
2018年05月12日（土）
2講時　10：50～12：20

2限 第2講義室

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）

2018年04月22日(日)～2018年12月09日(日)
※授業の進行状況によって、時間・場所を変更することもある。

第1回、第2回：4月22日(日)9:00～12:20　場所：キャンパスプラザ京都
第3回：4月22日(日)14:00～15:30　場所：上賀茂神社
＜授業外学習＞4月末～5月　場所：上賀茂神社

第4回、第5回：5月12日(土)13:00～16:00 インタビュートレーニング　場所：キャンパスプラザ京都
第6回、第7回：5月20日(日)13:00～16:00 全体オリエンテーション　場所：キャンパスプラザ京都
第8回：6月2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16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：6月30日(土)15：00～16：00　場所：上賀茂神社
第11回：7月14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21日(土)　場所：上賀茂神社
第14回～第17回：7月22日(日)　場所：上賀茂神社

＜授業外学習＞8月～9月　場所：上賀茂神社など
第18回：9月29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21日（日）13:00～16:00　プレゼンテーショントレーニング　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24回：12月9(日)12:30～17:00　成果発表会(他科目との合同授業)　場所：キャンパスプラザ京都

※4月22日（日）は日曜日の科目コードA001に記載しています。
※5月12日（土）、5月20日（日）は土曜日、日曜日の科目コードA001-A008に記載しています。

2限
6月2日、6月16
日、7月14日

第1演習室

E505 保育臨床相談 大谷大学短期大学部 佐賀枝夏文
2018年6月23日（土）、6月30日（土）、7月7日（土）、7月14日（土）
2～3講時　10:50～14:10

2～3限 第3講義室

K005
京都に息づく伝統文化と芸術　～茶道から広がる世界をコミュニケーション
学の視点を付加して学ぶ～

放送大学（京都学習セン
ター）

髙橋　尚美（放送大学京都学習センター非常勤講師）

２０１８年５月１９日（土）～２０１８年６月３０日（土）の隔週土曜日
３講時（１２：４０～１４：１０）と４講時（１４：３０～１６：００）の２コマ続き

第１日目　　５月１９日（土）
第２日目　　６月　２日（土）
第３日目　　６月１６日（土）　●学外授業　「大西清右衛門美術館」、「宮井ふろしき・袱紗ギャラリー」
第４日目　　６月３０日（土）

3～4限

第5演習室
3限（6月30日は3、4限）

和室
4限（5月19日、6月2日）

大学リレー講座 大学コンソーシアム京都

佐々木 閑（花園大学 文学部 仏教学科 教授）
西野 厚志（京都精華大学 人文学部 専任講師）
藤嶽 明信（大谷大学 文学部 真宗学科 教授）
野呂 靖（龍谷大学 文学部 仏教学科 准教授）
伊藤 和憲（明治国際医療大学 鍼灸学部 はりきゅう学講座 教授・
附属鍼灸センター長）
小林 大祐（京都文教大学 総合社会学部 専任講師）
天野 太郎（同志社女子大学 現代社会学部 教授）
竹中 洋（京都府立医科大学 学長）
男成 洋三（熊野那智大社 宮司）
野田 泰三（京都橘大学 文学部 歴史学科 教授）
住本 純（京都ノートルダム女子大学 現代人間学部 こども教育学
科 専任講師）

5月26日、6月9日、7月28日、8月25日、9月15日、10月6日、10月20日、11月3日、12月22日、01月12日
3～5講時　13時30分～15時00分

3～4限
（13:30～15:00）

第2講義室

J011
京都橘大学女性歴史文化研究所シンポジウム「発信する皇女達　―斎王
を中心に―」

京都橘大学
榎村　寛之（三重県斎宮歴史博物館学芸普及課長）
野田　泰三（京都橘大学文学部歴史学科教授）
司会：増渕　徹（京都橘大学文学部歴史学科教授）

2018年07月07日（土）
3～5講時 13時30分～17時00分

3～5限
（13:30～17:00）

第1講義室

J021
京都橘大学健康科学部新学科開設記念　健康科学フォーラム「地域の健
康づくりと臨床検査の役割」

京都橘大学

高橋　伯夫（琵琶湖中央病院院長）
米田　孝司（京都橘大学健康科学部臨床検査学科教授）
服部　学（京都橘大学健康科学部臨床検査学科教授）※
中村　竜也（京都橘大学健康科学部臨床検査学科准教授）※    
コーディネーター 
南部　昭（京都橘大学健康科学部臨床検査学科准教授）※
※2018年4月着任予定

2018年07月28日(土)
3～5講時 13時30分～17時00分

3～5限
（13:30～17:00）

第1講義室
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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

2018年5月19日（土）、5月26日（土）、5月27日（日）、6月2日（土）、6月3日（日）
3～5講時　12:40～17:50

※5月27日（日）、6月3日（日）は日曜日の科目コードE502に記載しています。

3～5限 第3講義室

K003
観光資源としての中原中也－中原中也の足跡を辿り、詩歌で京都力を発
信する

平安女学院大学 平居　謙

2018年05月05日(土)～2019年01月12日(土)
変則講時 14時30分～16時45分(135分)　

※ただし　
05月05日(土) 3～5講時 12:40～17:50
08月04日(土) 4講時　　　14:30～16:00
10月06日(土) 4～5講時 14:30～17:50

第01回 05月05日 (土)12:40～17:50　 第02回 06月02日 (土)14:30～16:45 　第03回 07月07日 (土)14:30～16:45
第04回 08月04日 (土)14:30～16:00 　第05回 09月01日 (土)14:30～16:45 　第06回 10月06日 (土)14:30～17:50
第07回 11月10日 (土)14:30～16:45 　第08回 12月01日 (土)14:30～16:45 　第09回 01月12日 (土)14:30～16:45

3～5限
5月5日

4～5限
（14:30～16:45）
6月2日、7月7日

第2会議室

J002 生活に東洋医学の視点を　～健康で楽しく生活するための秘訣～ 明治国際医療大学

第1回　伊藤和憲 (明治国際医療大学 鍼灸学部鍼灸学科教授)
第2回　福田文彦 (明治国際医療大学 鍼灸学部鍼灸学科教授)
第3回　山崎 翼 （明治国際医療大学 鍼灸学部鍼灸学科助教）
第4回　井上基浩 (明治国際医療大学 鍼灸学部鍼灸学科教授)
第5回　和辻 直 （明治国際医療大学 鍼灸学部鍼灸学科教授）
※順番が前後する場合があります。

2018年06月23日（土）～2018年10月27日（土）
4講時　14：30～16：00
毎月第4土曜日（6/23、7/28、8/25、9/22、10/27）

4限 第4講義室

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)
2018年04月07日(土)～2018年07月21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

J018 ビジネス中国語講座（中級） 立命館大学 陳朝朝

2018年04月07日(土)～2018年07月14日(土)
6講時 18時10分～19時40分(毎週土曜日)

※休講2018年05月05日（土・祝）
※補講 （予定）2018/07/21(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

A001-A008 京都世界遺産PBLインタビュートレーニング 大学コンソーシアム京都
2018年5月12日（土）
13:30～16:00（予定）

3～5限
（13:30～16:00）
※予定

第3講義室
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