
 2014年度プラザ科目曜日講時

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 制度種別

L008 はじめてのポルトガル語＜入門＞ 京都外国語大学 上田　寿美(本学非常勤講師)

2014年05月13日(火)～2014年07月29日(火)
4講時 14時30分～16時00分 4限 第1演習室（5階） 京カレッジ

K001
看護異文化交流・社会連携推進センターリカレント
学習講座「高めよう実践力！ー高齢者の持つ力を
引き出す看護ー」

京都橘大学

沼本教子（京都橘大学看護学部教授）、
平松瑞子（淀川キリスト教病院地域看護
専門看護師）、高見国生（認知症の人と
家族の会 代表理事）、小板橋喜久代
（京都橘大学看護学部教授）、長谷川美
智子（京都民医連中央病院老人看護専
門看護師）
コーディネーター：京都橘大学看護異文
化交流・社会連携推進センター学習支
援ワーキンググループ

2014年07月01日（火）～2014年11月04日（火）毎月第１火曜日　
6講時　18時10分～19時40分（17時50分より受付開始）
7月1日(火)8月5日(火)9月2日(火)10月7日(火)11月4日(火)

5～6限 第3講義室（4階） 京カレッジ

B010 マンダラと梵字5Ａ 種智院大学 児玉　義隆(人文学部仏教学科教授)
今井　淨圓(人文学部仏教学科教授)

2014年04月08日(火)～2014年07月29日(火)
6講時　18時10分～19時40分(毎週火曜日) 6限 第4講義室（4階） 単位互換/京カレッジ

L020 中国語講座中級 立命館大学 永井英美

2014年04月08日(火)～2014年07月22日(火)
6講時 18時10分～19時40分(毎週火曜日)
※全14回
※休講　4/29（祝・火）、5/6（火）
※補講 （予定）2014/07/29(火)
※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。

6限 第1演習室（5階） 京カレッジ

L026 中国語会話（上級） 立命館大学 王　大川

2014年04月08日(火)～2014年07月22日(火)
6講時 18時10分～19時40分(毎週火曜日)
※全14回
※休講　4/29（祝・火）、5/6（火）
※補講（予定） 2014/07/29(火)
※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。

6限 第4演習室（5階） 京カレッジ

C005 京都の舞台入門：演劇表現入門 龍谷大学 サルズ・ジョナ　二口大学

2014年04月15日(火)～2014年06月24日(火)
6～7講時 18時10分～21時30分(毎週火曜日)
4月15日4月22日5月13日5月20日5月27日6月3日6月10日6月17日6月24
日

6限～7限 ホール（2階） 単位互換/京カレッジ

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 制度種別

G013 特殊講義（総合）（ZC）「比較教育入門」 立命館大学 江原 武一

2014年4月9日（水）～2014年7月23日（水）＜毎週水曜日＞
2講時：10:50～12:20
※休講になった場合などは、5/10(土)、5/31(土)、6/21(土)、7/12(土)、
7/19(土)に補講を行うことがあります。

2限 第4講義室（4階） 単位互換/京カレッジ

L014 中国語講座初級Ⅱ 立命館大学 彭　奕漫

2014年04月09日(水)～2014年07月16日(水)
6講時 18時10分～19時40分(毎週水曜日)
※全14回
※休講2014/04/30（水）
※補講（予定）2014/07/23(水)
※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。

6限 第1演習室（5階） 京カレッジ

火曜日

水曜日



 2014年度プラザ科目曜日講時

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 制度種別

J001 京都社会起業家養成講座Ⅰ 京都学園大学

堀池　敏男（本学経営学部教授／コー
ディネーター）、鳥淵 浩伸（外部講師）、
谷村 真理（外部講師）、今井 彰（外部講
師）、和田 貴美子（外部講師）

2014年04月10日(木)～2014年07月24日(木)
4講時 14時30分～16時00分(毎週木曜日)
※休講　2014/05/01(木)

4限 第3～4演習室（5階） 単位互換/京カレッジ

F003 子育て支援の基礎 京都西山短期大学 賞雅　さや子
2014年04月10日(木)～2014年07月24日(木)
4講時14時30分～16時00分(毎週木曜日)

4限 第4講義室（4階） 単位互換/京カレッジ

A005 京都学　～歴史編～ 花園大学 松田　隆行（本学文学部教授）
2014年04月10日（木）～2015年01月22日（木）
4講時　14時30分～16時00分

4限 第3講義室（4階） 単位互換/京カレッジ

J008 特殊講義（総合）(Z1)「犯罪学入門」 立命館大学 上田 寛

2014年4月10日（木）～2014年7月24日（木）＜毎週木曜日＞
5時限：16:20～17:50
※定期試験日程は別に設定します。
※休講になった場合などは、5/10(土)、5/31(土)、6/21(土)、
7/12(土)、7/19(土)に補講を行うことがあります。

5限 第3講義室（4階） 単位互換/京カレッジ

D001
特殊講義（総合）(ZE)「国語教科書の定番作品（文
学）を読み直す」

立命館大学 薄井 道正

2014年4月10日（木）～2014年7月24日（木）＜毎週木曜日＞
5時限：16:20～17:50
※定期試験日程は別に設定します。

5限 第4講義室（4階） 単位互換/京カレッジ

F002 ブッダに学ぶ 大谷大学 一色　順心

2014年4月10日（木）～7月31日（木）
6講時18時10分～19時40分（毎週木曜日）
＊休講2014/5/1（木）

6限 第3会議室（2階） 単位互換/京カレッジ

A004 京都学　～美術編～ 花園大学 福島　恒徳（本学文学部教授）
2014年04月10日（木）～2015年01月22日（木）
6講時　18時10分～19時40分

6限 第3講義室（4階） 単位互換/京カレッジ

L012 中国語講座初級Ⅰ 立命館大学 川辺　比奈

2014年04月10日(木)～2014年07月17日(木)
6講時 18時10分～19時40分(毎週木曜日)
※全14回
※休講2014/05/01（木）
※補講（予定）2014/07/24(木)
※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。

6限
第4演習室（5階）

京カレッジ

L018 中国語講座準中級Ⅱ 立命館大学 彭　奕漫

2014年04月10日(木)～2014年07月17日(木)
6講時 18時10分～19時40分(毎週木曜日)
※全14回
※休講2014年05月01日(木)
※補講（予定） 2014/07/24(木)
※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。

6限 第2演習室（5階） 京カレッジ

F010 宗教と倫理 龍谷大学 井上善幸
2014年04月10日(木)～2014年07月24日(木)
６講時 18時10分～19時40分(毎週木曜日)

6限 第2講義室（4階） 単位互換/京カレッジ

I001 特殊講義（総合）(ZF)「探求・発見ゼミナールⅠ」 立命館大学 安岡 高志

2014年4月10日（木）～2014年7月24日（木）＜毎週木曜日＞
6時限：18:10～19:40
※定期試験日程は別に設定します。

6限 第4講義室（4階） 単位互換/京カレッジ

木曜日



 2014年度プラザ科目曜日講時

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 制度種別

L002 はじめてのドイツ語＜入門＞ 京都外国語大学 熊谷　知実（本学非常勤講師）
2014年05月09日(金)～2014年07月25日(金)
2講時 10：50～12：20

2限 第4演習室（5階） 京カレッジ

B002 アニメ文化論 京都学園大学
有吉　末充
（人間文化学部メディア社会学科准教
授）

2014年04月11日(金)～2014年07月25日(金)
2講時 10時50分～12時20分(毎週金曜日)
※休講　2014/05/02(金)

2限 第2講義室（4階） 単位互換/京カレッジ

E009 未来詩人講座 Ⅶ 平安女学院大学 平居　謙
2014年04月11日(金)～ 2014年07月25日(金)
2講時 1０時50 分～1２時20分(毎週金曜日)

2限
第4講義室（4階）→4/18,5/16は第1演
習室　5/30,7/4,7/11,7/18,7/25は第2
演習室

単位互換

L004 やさしいドイツ語会話＜初級＞ 京都外国語大学 熊谷　知実(本学非常勤講師)
2014年05月09日(金)～2014年07月25日(金)
3講時 12：40～14：10

3限 第4演習室（5階） 京カレッジ

L006 たのしいドイツ語会話＜中級＞ 京都外国語大学 熊谷　知実(本学非常勤講師)
2014年05月09日(金)～2014年07月25日(金)
4講時 14：30～16：00

4限 第4演習室（5階） 京カレッジ

C004 ルネサンス絵画とキリスト教美術の伝統 平安女学院大学 横川　典古
2014年04月11日(金)～2014年07月25日(金)
4講時14時30分～16時00分(毎週金曜日)

4限 第1演習室（5階） 単位互換/京カレッジ

E006
多文化コミュニケーション学の基礎　－言語研究の
核となるトピックス－

同志社大学
山内信幸（文化情報学部教授）
長谷部陽一郎（グローバル・コミュニ
ケーション学部准教授）

2014年04月11日(金)～2014年07月25日(金)
6講時 18時10分～19時40分(毎週金曜日)

6限 第4講義室（4階） 単位互換

F005 坐禅入門Ⅰ 花園大学 宝積玄承（本学文学部客員教授）
2014年04月11日（金）～2014年07月25日（金）
6講時　18時10分～19時40分

6限 ホール（2階）
 単位互換/京カレッジ

L010 中国語講座入門 立命館大学 彭　奕漫

2014年04月11日(金)～2014年07月18日(金)
6講時 18時10分～19時40分(毎週金曜日)
※全14回
※休講2014/5/2（金）
※補講（予定)2014/07/25(金)
※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。

6限 第1演習室（5階） 京カレッジ

J007
特殊講義（基礎科目）(RA)「大学生協寄附講座・戦
争と平和を問いなおす」

立命館大学 君島 東彦

2014年4月11日（金）～2014年7月25日（金）＜毎週金曜日＞
6時限：18:10～19:40
＜教室案内＞
http://www.ritsumei.ac.jp/acd/ac/kyomu/kyotuu/renraku/room_2
0140401.pdf
※5月2日（金）は、キャンパスプラザ学年暦では休日ですが授業を
実施します。
※休講になった場合などは、5/10(土)、5/31(土)、6/21(土)、
7/12(土)、7/19(土)に補講を行うことがあります。
第１回　4月11日　第２回　4月18日　第３回　4月25日　第４回　5月
2日　第５回　5月9日　第６回　5月16日　第７回　5月23日　第８回
5月30日　第９回　6月6日　第10回　6月13日　第11回　6月27日
第12回　7月4日　第13回　7月11日　第14回　7月18日　第15回　7
月25日

6限
第3講義室（4階） 単位互換/京カレッジ

金曜日



 2014年度プラザ科目曜日講時

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 制度種別

A002 伝統産業工学 伝統産業工学 濱田泰以（先端ファイブロ科学部門　教
授）

2014年04月19日（土）～2014年07月26日（土）
１講時　09時00分～10時30分(毎週土曜日)
7/26の2講時補講（第2講義室）

1限 第2講義室（4階） 単位互換/京カレッジ

E001
Integrated Skills -英語口と英語舌から発音力とリ
スニング力アップ-［高大連携］

京都外国語大学
倉田　誠（本学教授・コーディネーター）
渋谷　良方（本学准教授）　藤倉　なおこ
（本学准教授）

2014年04月12日(土)～2014年07月26日(土)
２講時　土曜日　10時50分～12時20分

2限 第2～3演習室（5階） 単位互換/京カレッジ

H004 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）

2014年04月12日(土)～2014年07月26日(土)
2講時 10時50分～12時20分(毎週土曜日)
4/26（土）休講　5/10（土）1講時補講

2限 第4講義室（4階） 単位互換/京カレッジ

M001 京都学講座「京を旅する　－観光のまなざし－」
大学コンソーシアム
京都

村田　典生　他

2014年05月24日(土)5月31日（土）6月7日（土）6月21日（土）7月12
日（土）10月4日（土）10月18日（土）11月1日（土）11月22日（土）12
月06日(土)
1～2講時　10時30分～12時00分

1～2限 第1講義室（5階） 京カレッジ

G003 保育臨床相談
大谷大学短期大学
部

佐賀枝夏文

2014年6月14日（土）、７月５日（土）、１２日（土）、7月19日（土）
２～３講時 2～3限 第3講義室（4階） 京カレッジ

J606 数の理解
京都光華女子大学
短期大学部

辻野　孝（ライフデザイン学科教授）

2014年04月26日（土）～2014年08月9日（土）

対面授業：2014/04/26（土）10時50分～12時20分 場所：キャンパ
スプラザ京都5階　第1講義室
筆記試験：2014/08/09（土）10時50分～12時20分 場所：キャンパ
スプラザ京都5階　第1講義室

2限 第1講義室（5階） 単位互換

G001 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

2014年5月10日（土）、17日（土）、24日（土）、31日（土）、6月7日
（土）
２～４講時

2限～4限 第3講義室（4階） 京カレッジ

K003
女性歴史文化研究所シンポジウム「近代社会の病
気と女性」

京都橘大学

講師：松浦京子（京都橘大学文学部歴
史学科教授）
　　　高久嶺之介（京都橘大学文学部歴
史学科教授）
コーディネーター：南直人（京都橘大学
文学部歴史学科教授）

2014年06月21日(土)
3～5講時　13時30分～17時00分

3限～5限 第1講義室（5階） 京カレッジ

B008 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)
2014年04月12日(土)～2014年07月26日(土)
4講時　14時30分～16時00分(毎週土曜日)

4限 第1演習室（5階） 単位互換/京カレッジ

E003 英語特講Ａ 京都経済短期大学 近藤嘉宏（京都経済短期大学非常勤嘱
託教員）

2014年05月10日(土)～2014年07月05日(土)
4～5講時 14時30分～17時50分(毎週土曜日)
※途中１回休講　5/31（土）

4限～5限
第2～3演習室（5階）
＊6/7は第4講義室

単位互換

C002 芸術鑑賞A 成安造形大学 小嵜　善通

2014年05月17日(土)～2014年07月19日(土)
5講時　16時20分～17時50分(不定期土曜日)
5月17日（土）5月31日（土）6月14日（土）6月21日（土）7月19日（土）
←開講日

5限 第4講義室（4階） 単位互換

M003 「表現力」を磨いて京都から新たな文化発信を 平安女学院大学 平居　謙

4月12日（土）5限
5月3日（土）3～4限
6月21日（土）4～5限

4月12日（土）5限
5月3日（土）3～4限
6月21日（土）4～5限

4月12日（土）5限　第3会議室（2
階）
5月3日（土）3～4限　第4講義室
（4階）
6月21日（土）4～5限　第3会議
室（2階）
8月1日（金）4～5限　第4講義室
（4階）
9月13日（土）4～5限　第3会議
室（2階）
10月12日（日）3～4限第4講義
室（4階）
11月8日（土）4～5限　第3会議
室（2階）

京カレッジ

L024 ビジネス中国語講座（中級） 立命館大学 陳　朝朝

2014年04月12日(土)～2014年07月26日(土)
6講時 18時10分～19時40分(毎週土曜日)
※全14回
※休講：05/03(祝・土)、06/28(土)
※補講 （予定）2014/08/02(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。

6限 第1演習室（5階） 京カレッジ

土曜日



 2014年度プラザ科目曜日講時

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 制度種別

G002 保育者論 大谷大学短期大学部 大城邦義

2014年4月27日（日）、5月4日（日）、5月18日（日）、7月27日（日）
は、３～４講時2014年5月25日（日）、6月1日（日）、6月8日（日）、6
月15日（日）、6月22日（日）、7月13日（日）、7月20日（日）は、３講
時

2014年4月27日（日）、5月4
日（日）、5月18日（日）、7
月27日（日）は、３～４講時
2014年5月25日（日）、6月1
日（日）、6月8日（日）、6月
15日（日）、6月22日（日）、
7月13日（日）、7月20日
（日）は、３講時

第3講義室（4階） 京カレッジ

日曜日


