
月曜日１講時

講義コード 予・ク 科目名 期間 教員名 教室 履修条件 単位

371507101 権利擁護と成年後見制度 前期 森　朋子 自３００ ２

375507401 精神保健福祉論Ⅰ 前期 佐藤　純 惺４０３ ２

375507501 精神保健福祉論Ⅱ 後期 佐藤　純 惺４０３ ２

377505101 健康相談活動 後期 宮慶　美恵子 拈１０４ 児福卒に限る ２

991034001 知的障害者の言語障害指導 後期 渡邊　実 対３０５ 教職科目 ２

991040301 教育課程論 後期 植田　健男 拈１０３ 教職科目 ２

月曜日２講時

講義コード 予・ク 科目名 期間 教員名 教室 履修条件 単位

121004801 自然科学概論Ⅰ（科学史） 通年 成田　祐紀 惺２０４ ４

121014701 ★ 心理学概論１ 前期 山﨑　校 惺２００ ２

241001101 仏教とは何かⅠ 前期 小川　太龍 惺３００ ２

241001201 仏教とは何かⅡ 後期 小川　太龍 惺３００ ２

242300901 禅文化研究Ⅰ 前期 鈴木　洋保 無３０５ ２

242301001 禅文化研究Ⅱ 後期 鈴木　洋保 無３０５ ２

242400301 近代の禅思想Ⅰ 前期 千田　たくま 無３０４ ２

242400401 近代の禅思想Ⅱ 後期 千田　たくま 無３０４ ２

251101601 古文書学１ 前期 中町　美香子 無３０１ ２

251101602 古文書学２ 後期 中町　美香子 無３０１ ２

263107301 ● 書道基礎実習ⅠＡ 前期 佐原　ちづよ 直２０２書道 教職科目 １

263107401 ● 書道基礎実習ⅠＢ 後期 佐原　ちづよ 直２０２書道 教職科目 １

371504001 社会保障論Ⅰ 前期 呉　紅敏 無ホール ２

371504101 社会保障論Ⅱ 後期 呉　紅敏 無ホール ２

991013901 資料組織概説 前期 川崎　秀子 惺１０１ 図書館司書 ２

991042001 ★ 教育社会論（中等） 前期 柴　恭史 惺４０３ 教職科目 ２

月曜日３講時

講義コード 予・ク 科目名 期間 教員名 教室 履修条件 単位

125003901 スポーツ社会学 前期 山本　清文 惺１００ ２

129001101 世の中の仕組み 前期 三宅　和昭 自３００ ２

251101001 近世史研究Ⅰ 前期 鈴木　康子 自２０１ ２

251101101 近世史研究Ⅱ 後期 鈴木　康子 自２０１ ２

251101201 古代史研究Ⅰ 前期 中町　美香子 無３０５ ２

251101301 古代史研究Ⅱ 後期 中町　美香子 無３０５ ２

261113501 日本語学研究Ⅰ 前期 橋本　行洋 惺４０３ ２

261113601 日本語学研究Ⅱ 後期 橋本　行洋 惺４０３ ２

372506801 障害の医学的理解 後期 島﨑　将臣 惺２０２ ２

377507001 児童栄養学（食品学を含む） 前期 千田　眞喜子 拈２０２ 児福卒に限る ２

377511001 幼児と表現（身体）１ 通年 東出　益代 拈３００リトミック 児福卒に限る ２

991013702 ● 資料組織演習２ 通年 川崎　秀子 無４０４ 図書館司書 ２

991041401 養護実習指導 後期 田中　眞里子 拈２０１保健学 児福卒に限る １

991041601 教職実践演習（幼稚園） 後期 矢持　九州王 拈２０３図画工作 児福卒に限る ２

月曜日４講時

講義コード 予・ク 科目名 期間 教員名 教室 履修条件 単位

125004101 運動障害と予防 後期 中村　浩也 自２０２ １

129001401 ★ 日本国憲法１ 前期 井口　吉男 惺１００ ２
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129001402 ★ 日本国憲法２ 後期 井口　吉男 惺１００ ２

245007001 中国禅宗の歴史Ⅰ 前期 瀧瀬　尚純 惺２０２ ２

245007101 中国禅宗の歴史Ⅱ 後期 瀧瀬　尚純 惺２０２ ２

261111301 日本文学史（近現代）Ⅱ－Ⅰ 前期 浅子　逸男 惺３００ ２

261111401 日本文学史（近現代）Ⅱ－Ⅱ 後期 浅子　逸男 惺３００ ２

261502001 京都学研究Ⅲ－Ⅰ 前期 三宅　えり 惺１０１ ２

261502101 京都学研究Ⅲ－Ⅱ 後期 八島　由香 惺１０１ ２

371506301 相談援助の理論と方法Ⅲ 前期 植田　寿之 惺２００ ２

371506401 相談援助の理論と方法Ⅳ 後期 妹尾　香織 無ホール ２

375508901 青少年問題論 前期 水谷　修 自３００ ２

377507401 保育相談支援 前期 市村　好弘 惺１０２ 児福卒に限る １

377507501 家庭支援論 後期 市村　好弘 惺１０２ 児福卒に限る ２

377511002 幼児と表現（身体）２ 通年 東出　益代 拈３００リトミック 児福卒に限る ２

991042101 教育制度論（中等） 前期 林　公一 惺２０４ 教職科目 ２

月曜日５講時

講義コード 予・ク 科目名 期間 教員名 教室 履修条件 単位

245008001 仏教の美術Ⅰ 前期 上枝　いづみ 惺２０１ ２

245008101 仏教の美術Ⅱ 後期 上枝　いづみ 惺２０１ ２

251504601 書誌学Ⅰ 前期 古川　千佳 無３０６ ２

251504701 書誌学Ⅱ 後期 古川　千佳 無３０６ ２

261111101 日本文学史（古典）Ⅰ－Ⅰ 前期 八島　由香 惺１０２ ２

261111201 日本文学史（古典）Ⅰ－Ⅱ 後期 礪波　美和子 惺１０２ ２

261504601 日本文学総合Ⅱ－Ⅰ 前期 三宅　えり 無３０５ ２

261504701 日本文学総合Ⅱ－Ⅱ 後期 三宅　えり 無３０５ ２

377101501 保育原理 前期 神谷　栄司 惺３００ 児福卒に限る ２

377507201 解剖生理学Ⅰ 前期 鳴瀬　善久 拈２０２ 児福卒に限る ２

377507301 解剖生理学Ⅱ 後期 鳴瀬　善久 拈２０２ 児福卒に限る ２

991040101 教育原理 後期 神谷　栄司 惺３００ 児福卒に限る ２

月曜日６講時

講義コード 予・ク 科目名 期間 教員名 教室 履修条件 単位

251505201 日本禅宗史Ⅰ 前期 藤田　和敏 惺２０２ ２

251505301 日本禅宗史Ⅱ 後期 藤田　和敏 惺２０２ ２

火曜日１講時

講義コード 予・ク 科目名 期間 教員名 教室 履修条件 単位

125000101 アダプテッド・エクササイズ論 後期 横山　慶一 惺２０３ ２

125001501 健康運動処方論 後期 赤松　裕訓 惺４０１ ２

125004201 体力測定と評価 前期 横山　慶一 拈３００リトミック １

377500401 養護原理 前期 和田　一郎 拈２０２ 児福卒に限る ２

377500501 養護内容 後期 和田　一郎 拈２０２ 児福卒に限る １

377504601 救急看護実習 後期 田中　眞里子 拈２０１保健学 １

377507801 教育社会論（初等） 前期 植田　健男 惺１０２ 教職科目 ２

377508101 保育の計画と評価 前期 長谷　範子 惺１００ 児福卒に限る ２

377510101 幼児と人間関係 後期 長谷　範子 惺１００ 児福卒に限る １

991004401 学校経営と学校図書館 前期 枝元　益祐 無３０１ ２

991004701 学習指導と学校図書館 後期 枝元　益祐 無３０１ ２

991012401 国語科教育法 通年 島村　健司 惺３０２ 教職科目 ４
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火曜日２講時

講義コード 予・ク 科目名 期間 教員名 教室 履修条件 単位

121009201 ● 禅とこころⅠ 前期 丹治　光浩 教堂 公開講座 ２

121009301 ● 禅とこころⅡ 後期 丹治　光浩 教堂 公開講座 ２

121014201 京の伝統産業 前期 辻　恒人 惺１００ ２

125004601 スポーツ心理学 前期 横山　慶一 惺２００ ２

261114101 近現代文学研究Ⅰ 前期 高橋　啓太 惺３０３ ２

261114201 近現代文学研究Ⅱ 後期 高橋　啓太 惺３０３ ２

261503701 写本講読Ⅰ 前期 池尾　和也 惺３０１ ２

261503801 写本講読Ⅱ 後期 池尾　和也 惺３０１ ２

263504301 書道美学Ⅰ 前期 池田　利広 直２０３書道 ２

263504401 書道美学Ⅱ 後期 池田　利広 直２０３書道 ２

371100701 社会福祉史（外国史を含む）Ⅰ 前期 梅木　真寿郞 惺３００ ２

371100801 社会福祉史（外国史を含む）Ⅱ 後期 梅木　真寿郞 惺３００ ２

371506701 福祉行財政と福祉計画Ⅰ 前期 各務　勝博 自３００ ２

371506801 福祉行財政と福祉計画Ⅱ 後期 各務　勝博 自３００ ２

372506601 認知症の理解Ⅰ 前期 笠松　和美 惺２０３ ２

372506701 認知症の理解Ⅱ 後期 笠松　和美 惺２０３ ２

375512201 福祉心理学 後期 樋口　亜瑞佐 惺２０２ ２

377504501 救急看護 後期 宮慶　美恵子 拈２０１保健学 児福卒に限る ２

377505301 養護概論 前期 宮慶　美恵子 拈１０４ 児福卒に限る ２

377505601 ★ 保育内容Ⅰ（健康）１ 通年 吉田　貴子 惺４０２ 児福卒に限る ２

377505902 ★ 障害児保育２ 通年 矢持　九州王 拈１０３ 児福卒に限る ２

377508201 初等教育課程論 後期 中妻　雅彦 拈２０２ 児福卒に限る ２

991004501 学校図書館メディアの構成 前期 枝元　益祐 無３０１ ２

991012301 国語科教育研究 通年 島村　健司 惺３０２ 教職科目 ４

991033901 知的障害者教育Ⅱ 後期 谷　浩一 惺４０１ 教職科目 ２

991036201 読書と豊かな人間性 後期 枝元　益祐 無３０１ ２

火曜日３講時

講義コード 予・ク 科目名 期間 教員名 教室 履修条件 単位

121014001 禅の悟りⅠ 前期 中島　志郎 対３０７ ２

121014101 禅の悟りⅡ 後期 中島　志郎 対３０７ ２

242600801 禅のことばⅠ 前期 関守　研吾 自２０２ ２

242600901 禅のことばⅡ 後期 関守　研吾 自２０２ ２

244000101 漢文の基礎Ⅰ－Ⅰ 前期 桐野　祥陽 惺１０１ ２

244000201 漢文の基礎Ⅰ－Ⅱ 後期 桐野　祥陽 惺１０１ ２

245008501 仏教の戒律 通年 中御門　敬教 自２０１ ４

261110501 日本文学概論Ⅰ 前期 曽根　誠一 惺１００ ２

261110601 日本文学概論Ⅱ 後期 曽根　誠一 惺１００ ２

261112701 上代文学研究Ⅰ 前期 小田　芳寿 無３０６ ２

261112801 上代文学研究Ⅱ 後期 小田　芳寿 無３０６ ２

371502301 社会政策論Ⅰ 前期 安田　三江子 自３００ ２

371502401 社会政策論Ⅱ 後期 安田　三江子 自３００ ２

371505601 保健医療サービスⅠ 前期 藤田　緑郎 惺２００ ２

371505701 保健医療サービスⅡ 後期 藤田　緑郎 惺２００ ２

377501801 社会福祉援助技術 前期 和田　一郎 拈２０２ 児福卒に限る ２
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377504001 看護学Ⅰ 前期 笹谷　絵里 拈２０１保健学 児福卒に限る ２

377504101 看護学Ⅱ 後期 笹谷　絵里 拈２０１保健学 児福卒に限る ２

377505602 ★ 保育内容Ⅰ（健康）２ 通年 吉田　貴子 惺４０２ 児福卒に限る ２

377505901 ★ 障害児保育１ 通年 矢持　九州王 拈１０３ 児福卒に限る ２

377509901 幼児と表現（造形）１ 通年 芦田　風馬 拈２０３図画工作 児福卒に限る ２

991019901 宗教科教育研究 通年 白井　大然 惺２０３ 教職科目 ４

火曜日４講時

講義コード 予・ク 科目名 期間 教員名 教室 履修条件 単位

244000901 漢詩入門Ⅰ 前期 桐野　祥陽 惺１０１ ２

244001001 漢詩入門Ⅱ 後期 桐野　祥陽 惺１０１ ２

245000101 サンスクリット語（初） 通年 松本　純子 無３０１ ４

251501901 京都学概論Ⅰ 前期 羽田　聡 惺１０２ ２

251502001 京都学概論Ⅱ 後期 羽田　聡 惺１０２ ２

251506501 図書館情報技術論 前期 師　茂樹 無４０２ 図書館司書 ２

371500901 公的扶助論Ⅰ 前期 吉永　純 惺２００ ２

371501001 公的扶助論Ⅱ 後期 吉永　純 惺２００ ２

371506201 相談援助の理論と方法Ⅱ 後期 植田　寿之 惺３００ ２

377500701 ★ 乳児保育１ 通年 宇田　なを子 拈２０１保健学 児福卒に限る ２

377501801 社会福祉援助技術 前期 和田　一郎 拈２０２ 児福卒に限る ２

377505201 学校保健 前期 宮慶　美恵子 拈１０４ 児福卒に限る ２

991014501 図書館情報資源特論 後期 師　茂樹 無４０２ 図書館司書 ２

991020001 宗教科教育法 通年 白井　大然 惺２０３ 教職科目 ４

991040001 幼児理解の理論と方法 前期 神谷　栄司 惺４０３ 児福卒に限る ２

991040201 心身の発達と学習過程 後期 神谷　栄司 惺４０３ 児福卒に限る ２

991042701 生徒指導の理論及び方法（進路指導を含む）（中等） 後期 中　善則 自３００ 教職科目 ２

火曜日５講時

講義コード 予・ク 科目名 期間 教員名 教室 履修条件 単位

251502501 京都学研究Ⅱ－Ⅰ 前期 羽田　聡 惺１０２ ２

251502601 京都学研究Ⅱ－Ⅱ 後期 羽田　聡 惺１０２ ２

263101701 書道概論Ⅰ 前期 下野　健児 直２０１ ２

263101801 書道概論Ⅱ 後期 下野　健児 直２０１ ２

377500702 ★ 乳児保育２ 通年 宇田　なを子 拈２０１保健学 児福卒に限る ２

377502501 ★ 保育内容Ⅳ（言葉）１ 通年 神谷　栄司 惺４０３ 児福卒に限る ２

377510201 幼児と環境 前期 岸本　清明 拈２０３図画工作 児福卒に限る １

991015601 社会科教育研究 通年 中　善則 無３０２ 教職科目 ４

991034901 重複ＬＤ等教育総論 後期 谷　浩一 惺２０２ 教職科目 ２

991035001 特別支援学校教育実習の研究 前期 渡邊　実 対３０６ 教職科目 ２

991038301 介護理論及び介護技術 後期 島﨑　将臣 直１０２介護 ２

水曜日１講時

講義コード 予・ク 科目名 期間 教員名 教室 履修条件 単位

129000901 行政法 後期 幸田　功 惺１０２ ２

129001601 民法 前期 幸田　功 惺１０２ ２

251504201 自然地理学Ⅰ 前期 遠川　明彦 自３００ ２

251504301 自然地理学Ⅱ 後期 遠川　明彦 自３００ ２

261508501 中国文学史Ⅰ 前期 後藤　裕也 惺３０３ ２

261508601 中国文学史Ⅱ 後期 後藤　裕也 惺３０３ ２
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371501901 児童福祉論Ⅰ 前期 和田　一郎 無ホール ２

371502001 児童福祉論Ⅱ 後期 和田　一郎 無ホール ２

377502402 ★ 保育内容Ⅲ（環境）２ 通年 長谷　秀揮 拈２０３図画工作 児福卒に限る ２

377502901 児童音楽演習Ⅱ１ 通年 田原　昌子 拈２１８音楽２ 児福卒に限る ２

991033001 障害者教育総論 前期 渡邊　実 惺４０１ 教職科目 ２

991033401 知的障害者の心理Ⅱ 後期 渡邊　実 惺４０１ 教職科目 ２

水曜日２講時

講義コード 予・ク 科目名 期間 教員名 教室 履修条件 単位

125000901 運動科学論Ⅰ 前期 辻田　那月 惺４０３ ２

125001001 運動科学論Ⅱ 後期 辻田　那月 惺４０３ ２

129001501 法学（国際法を含む） 通年 妹尾　知則 惺１０２ ４

242302501 京都学研究Ⅰ－Ⅰ 前期 舘　隆志 惺１００ ２

242302601 京都学研究Ⅰ－Ⅱ 後期 舘　隆志 惺１００ ２

242601501 法式実習Ⅰ 通年 佐野　泰典 返２０１法儀 ２

251100801 近現代史研究Ⅰ 前期 松田　敬之 惺１０１ ２

251100901 近現代史研究Ⅱ 後期 松田　敬之 惺１０１ ２

261505101 漢文学Ⅰ 前期 後藤　裕也 惺４０２ ２

261505201 漢文学Ⅱ 後期 後藤　裕也 惺４０２ ２

371504601 地域福祉論Ⅰ 前期 深川　光耀 惺３００ ２

371504701 地域福祉論Ⅱ 後期 深川　光耀 惺３００ ２

375101301 臨床心理学概論 前期 丹治　光浩 惺２００ ２

375510901 司法・犯罪心理学 後期 橋本　和明 自２０１ ２

377502401 ★ 保育内容Ⅲ（環境）１ 通年 長谷　秀揮 拈２０３図画工作 児福卒に限る ２

377509101 総合的な学習の時間の指導法（初等） 後期 中妻　雅彦 惺３０１ 児福卒に限る ２

991007701 ★ 教育相談（カウンセリングを含む）１ 前期 井上　明美 惺３０１ 教職科目 ２

991033301 知的障害者の心理Ⅰ 前期 渡邊　実 惺４０１ 教職科目 ２

水曜日３講時

講義コード 予・ク 科目名 期間 教員名 教室 履修条件 単位

121004401 言語学概論Ⅰ 前期 大田垣　仁 惺１０１ ２

121004501 言語学概論Ⅱ 後期 大田垣　仁 惺１０１ ２

124014201 中国文学研究 後期 北畠　利信 惺４０３ ２

242602901 日本禅宗の展開Ⅰ 前期 舘　隆志 惺３０４ ２

242603001 日本禅宗の展開Ⅱ 後期 舘　隆志 惺３０４ ２

251101401 中世史研究Ⅰ 前期 木村　英一 惺２００ ２

251101501 中世史研究Ⅱ 後期 木村　英一 惺２００ ２

251105301 近世史概説 後期 鈴木　康子 惺３００ ２

251105401 近現代史概説 前期 松田　隆行 惺３００ ２

251506101 生涯学習概論Ⅰ 前期 明珍　健二 惺１０２ 図書館司書・博物館 ２

251506201 生涯学習概論Ⅱ 後期 明珍　健二 惺１０２ 図書館司書・博物館 ２

252100101 考古学概論Ⅰ 前期 高橋　克壽 惺４０２ ２

252100201 考古学概論Ⅱ 後期 高橋　克壽 惺４０２ ２

261112901 中古文学研究Ⅰ 前期 曽根　誠一 惺２０３ ２

261113001 中古文学研究Ⅱ 後期 曽根　誠一 惺２０３ ２

375510801 心理的アセスメント 後期 小海　宏之 惺１００ ２

377509802 幼児と表現（音楽）２ 通年 田原　昌子 拈２１８音楽２ 児福卒に限る ２

991033801 知的障害者教育Ⅰ 前期 青山　芳文 自２０２ 教職科目 ２
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991034501 病弱者教育Ⅰ 前期 竹内　香 自２０１ 教職科目 ２

991041801 教職概論（中等） 前期 中　善則 自３００ 教職科目 ２

水曜日４講時

講義コード 予・ク 科目名 期間 教員名 教室 履修条件 単位

123001901 韓国文化Ⅰ 前期 周　相勲 惺４０３ ２

123002001 韓国文化Ⅱ 後期 周　相勲 惺４０３ ２

251508701 日本政治史Ⅰ 前期 生駒　孝臣 惺１０２ ２

251508801 日本政治史Ⅱ 後期 生駒　孝臣 惺１０２ ２

252101001 美術史学概論Ⅰ 前期 福島　恒徳 拈２０２ ２

252101101 美術史学概論Ⅱ 後期 福島　恒徳 拈２０２ ２

261110901 日本語史Ⅰ 前期 當山　日出夫 惺４０１ ２

261111001 日本語史Ⅱ 後期 當山　日出夫 惺４０１ ２

261504001 日本語表現論Ⅰ 前期 大和　シゲミ 惺２０２ ２

261504101 日本語表現論Ⅱ 後期 大和　シゲミ 惺２０２ ２

371506101 相談援助の理論と方法Ⅰ 前期 三品　桂子 無ホール ２

375507201 精神保健Ⅰ 前期 金子　和夫 惺１００ ２

375507301 精神保健Ⅱ 後期 金子　和夫 自２０１ ２

375512001 神経・生理心理学 後期 小海　宏之 惺１００ ２

377502702 ★ 保育内容Ⅵ（造形）２ 通年 芦田　風馬 拈２０３図画工作 児福卒に限る ２

377503501 公衆衛生学Ⅰ 前期 千田　眞喜子 拈１０３ 児福卒に限る ２

377503601 公衆衛生学Ⅱ 後期 千田　眞喜子 拈１０３ 児福卒に限る ２

377504701 精神保健論 前期 金子　和夫 惺１００ 児福卒に限る ２

377509801 幼児と表現（音楽）１ 通年 田原　昌子 拈２１８音楽２ 児福卒に限る ２

991042401 総合的な学習の時間の指導法（中等） 通年 中　善則 惺１０１ 教職科目 ２

水曜日５講時

講義コード 予・ク 科目名 期間 教員名 教室 履修条件 単位

124012101 中国文化論Ⅰ 前期 徐　衛 惺３００ ２

124012201 中国文化論Ⅱ 後期 徐　衛 惺３００ ２

251504801 明治維新史研究Ⅰ 前期 松田　隆行 惺１０２ ２

251504901 明治維新史研究Ⅱ 後期 松田　隆行 惺１０２ ２

251507401 日本社会文化史Ⅰ 前期 中町　美香子 惺２０３ ２

251507501 日本社会文化史Ⅱ 後期 中町　美香子 惺２０３ ２

251509301 博物館概論 前期 明珍　健二 拈１１３博物館 博物館 ２

261502801 古典文法基礎 前期 三宅　えり 惺４０３ ２

371504401 障害者福祉論Ⅰ 前期 藤井　渉 無ホール ２

371504501 障害者福祉論Ⅱ 後期 藤井　渉 無ホール ２

375506601 心理学的人間関係論 後期 小海　宏之 惺１００ ２

377502701 ★ 保育内容Ⅵ（造形）１ 通年 芦田　風馬 拈２０３図画工作 児福卒に限る ２

991007201 ￥ 教育実習（高校） 通年 中　善則 惺１０１ 教職科目 ３

991007301 ￥ 教育実習（中学） 通年 中　善則 惺１０１ 教職科目 ５

991014301 ● 情報サービス演習１ 通年 菅　修一 無４０４ 図書館司書 ２

991037501 博物館資料保存論 後期 明珍　健二 拈１１３博物館 博物館 ２

991037801 博物館情報・メディア論 前期 福島　恒徳 拈１０２ﾊﾟｿｺﾝ 博物館 ２

水曜日６講時

講義コード 予・ク 科目名 期間 教員名 教室 履修条件 単位

251505901 図書館概論 前期 菅　修一 自２０１ 図書館司書 ２
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371506901 福祉サービスの組織と経営 後期 秦　康宏 惺２００ ２

991028501 図書館特論 後期 菅　修一 自２０１ 図書館司書 ２

991032801 教職実践演習（中・高） 後期 中　善則 惺１０１ 教職科目 ２

木曜日１講時

講義コード 予・ク 科目名 期間 教員名 教室 履修条件 単位

129002001 仕事と現代社会 前期 幸田　功 惺１０２ ２

242300101 栄西と道元Ⅰ 前期 中尾　良信 無３０１ ２

242300201 栄西と道元Ⅱ 後期 中尾　良信 無３０１ ２

371505901 相談援助の基盤と専門職Ⅰ 前期 福富　昌城 無ホール ２

371506001 相談援助の基盤と専門職Ⅱ 後期 福富　昌城 無ホール ２

375507701 精神保健福祉援助技術各論Ⅰ 前期 松河　理子 惺２０４ ２

375507801 精神保健福祉援助技術各論Ⅱ 後期 松河　理子 惺２０４ ２

375510601 心理学研究法 後期 破田野　智美 自２０１ ２

375511501 公認心理師の職責 前期 橋本　和明 自２０１ ２

377502302 ★ 保育内容Ⅱ（人間関係）２ 通年 長谷　範子 拈２０３図画工作 児福卒に限る ２

377502601 ★ 保育内容Ⅴ（音楽）１ 通年 田原　昌子 拈２１８音楽２ 児福卒に限る ２

377506801 不登校論 後期 井上　明美 拈２０２ 児福卒に限る ２

991040601 教育相談の理論と方法 前期 井上　明美 拈２０２ 児福卒に限る ２

木曜日２講時

講義コード 予・ク 科目名 期間 教員名 教室 履修条件 単位

121013801 禅と造形芸術Ⅰ 前期 佐々木　日嘉里 無３０４ ２

121013901 禅と造形芸術Ⅱ 後期 佐々木　日嘉里 無３０４ ２

124011101 中国理解Ⅰ 前期 朱　園園 ｻﾌﾞｱﾘｰﾅ １

124011201 中国理解Ⅱ 後期 朱　園園 無３０５ １

125001101 丸ごと健康学 前期 加藤　久詞 無ホール ２

125001601 健康学 後期 加藤　久詞 無ホール ２

242604701 臨床死生学論Ⅰ 前期 三浦　紀夫 惺４０１ ２

242604801 臨床死生学論Ⅱ 後期 三浦　紀夫 惺４０１ ２

244000701 中国の禅籍Ⅰ 前期 本多　道隆 惺３０１ ２

244000801 中国の禅籍Ⅱ 後期 本多　道隆 惺３０１ ２

251103701 東洋史概説Ⅰ 前期 目黒　杏子 惺１０１ ２

251103801 東洋史概説Ⅱ 後期 目黒　杏子 惺１０１ ２

251510601 仏教民俗学Ⅰ 前期 芳井　敬郎 拈１０３ ２

251510701 仏教民俗学Ⅱ 後期 芳井　敬郎 拈１０３ ２

371501101 高齢者福祉論Ⅰ 前期 春名　苗 惺２００ ２

371501201 高齢者福祉論Ⅱ 後期 春名　苗 惺２００ ２

372507001 介護技術の基礎知識Ⅰ 後期 島﨑　将臣 惺４０３ ２

375510401 心理学的支援法 前期 松木　繁 惺３００ ２

375511301 精神疾患とその治療Ⅰ 前期 松河　理子 惺３０２ ２

375511401 精神疾患とその治療Ⅱ 後期 松河　理子 惺３０２ ２

375512101 健康・医療心理学 後期 松木　繁 惺３００ ２

377102501 ★ 児童保健学演習１ 前期 宮慶　美恵子 拈２０１保健学 児福卒に限る １

377502301 ★ 保育内容Ⅱ（人間関係）１ 通年 長谷　範子 拈２０３図画工作 児福卒に限る ２

377502602 ★ 保育内容Ⅴ（音楽）２ 通年 田原　昌子 拈２１８音楽２ 児福卒に限る ２

377507901 教職概論（初等） 前期 中　善則 自３００ 児福卒に限る １

991006801 教育原論 前期 廣瀬　信 自２０１ 教職科目 ２
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991008001 学校と教育の歴史 後期 廣瀬　信 自２０１ 教職科目 ２

991015501 社会科・地歴科教育法 通年 奥山　研司 惺２０１ 教職科目 ４

991034101 特別支援教育指導法Ⅰ 後期 山田　定宏 惺２０４ 教職科目 ２

木曜日３講時

講義コード 予・ク 科目名 期間 教員名 教室 履修条件 単位

113000102 情報基礎２ 後期 師　茂樹 惺４０１ １

241001301 禅とは何かⅠ 前期 中島　志郎 惺２０２ ２

241001401 禅とは何かⅡ 後期 中島　志郎 惺２０２ ２

242603501 禅宗日課経典の解説Ⅰ 前期 野口　善敬 惺２０１ ２

242603601 禅宗日課経典の解説Ⅱ 後期 野口　善敬 惺２０１ ２

244000301 漢文の基礎Ⅱ－Ⅰ 前期 本多　道隆 無３０３ ２

244000401 漢文の基礎Ⅱ－Ⅱ 後期 本多　道隆 無３０３ ２

251105101 古代史概説 前期 中町　美香子 惺３００ ２

251105201 中世史概説 後期 生駒　孝臣 惺１０２ ２

251508001 地誌学Ⅰ 前期 元田　茂充 惺４０３ ２

251508101 地誌学Ⅱ 後期 元田　茂充 惺４０３ ２

252101201 民俗学概論Ⅰ 前期 芳井　敬郎 拈１０３ ２

252101301 民俗学概論Ⅱ 後期 芳井　敬郎 拈１０３ ２

261113301 近世文学研究Ⅰ 前期 久岡　明穂 惺３０４ ２

261113401 近世文学研究Ⅱ 後期 久岡　明穂 惺３０４ ２

261502601 古典芸能論Ⅰ 前期 臼井　喜法 惺２０３ ２

261502701 古典芸能論Ⅱ 後期 臼井　喜法 惺２０３ ２

371506501 社会調査の基礎Ⅰ 前期 加藤　泰子 自３００ ２

371506601 社会調査の基礎Ⅱ 後期 加藤　泰子 自３００ ２

372507101 介護技術の基礎知識Ⅱ 前期 島﨑　将臣 惺４０１ ２

377101601 保育者論 前期 矢持　九州王 拈２０２ 児福卒に限る ２

377102502 ★ 児童保健学演習２ 前期 宮慶　美恵子 拈２０１保健学 児福卒に限る １

377510001 幼児と健康 後期 吉田　貴子 拈３００リトミック 児福卒に限る １

991034301 肢体不自由者教育Ⅰ 前期 谷　浩一 惺３０１ 教職科目 ２

991034401 肢体不自由者教育Ⅱ 後期 谷　浩一 惺３０１ 教職科目 ２

991042301 道徳教育の指導法（中等） 前期 廣瀬　信 自２０２ 教職科目 ２

木曜日４講時

講義コード 予・ク 科目名 期間 教員名 教室 履修条件 単位

129004201 社会にでるためにⅠ 前期 松田　剛典 自２０１ １

129004301 社会にでるためにⅡ 後期 松田　剛典 自２０１ １

241000901 仏教学の基礎知識Ⅰ 前期 柳　幹康 惺３０２ ２

241001001 仏教学の基礎知識Ⅱ 後期 柳　幹康 惺３０２ ２

244000501 日本の禅籍Ⅰ 前期 長谷川　泰生 無３０３ ２

244000601 日本の禅籍Ⅱ 後期 長谷川　泰生 無３０３ ２

245008201 仏教哲学の世界観Ⅰ 前期 佐々木　閑 惺１００ ２

245008301 仏教哲学の世界観Ⅱ 後期 佐々木　閑 惺１００ ２

251102901 史学概論Ⅰ 前期 森口　京子 惺４０３ ２

251103001 史学概論Ⅱ 後期 森口　京子 惺４０３ ２

251505701 人文地理学Ⅰ 前期 元田　茂充 惺４０３ ２

251505801 人文地理学Ⅱ 後期 元田　茂充 惺４０３ ２

252102601 民俗学研究Ⅰ 前期 芳井　敬郎 拈１０９民俗学 ２
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252102701 民俗学研究Ⅱ 後期 芳井　敬郎 拈１０９民俗学 ２

253100101 禅文化史Ⅰ 前期 山田　哲也 自２０２ ２

253100201 禅文化史Ⅱ 後期 志水　一行 自２０２ ２

256500901 博物館経営論 後期 明珍　健二 拈１１３博物館 博物館 ２

261504901 日本語文法通説Ⅰ 前期 余田　弘実 無３０２ ２

261505001 日本語文法通説Ⅱ 後期 余田　弘実 無３０２ ２

375511801 知覚・認知心理学 後期 林　美恵子 惺３０３ ２

377500902 ★ 子どもの観察と記録２ 通年 長谷　範子 拈２０３図画工作 児福卒に限る ２

377504201 看護実習Ⅰ（基礎技術） 後期 笹谷　絵里 拈２０１保健学 児福卒に限る １

377504301 看護実習指導 前期 笹谷　絵里 拈２０１保健学 児福卒に限る １

991021801 書道科教育法 通年 森田　彦七 直２０２書道 教職科目 ４

991033501 知的障害者の病理 後期 松河　理子 拈２０２ 教職科目 ２

991037601 博物館展示論 前期 明珍　健二 拈１１３博物館 博物館 ２

木曜日５講時

講義コード 予・ク 科目名 期間 教員名 教室 履修条件 単位

124012701 中国の歴史と地理Ⅰ 前期 徐　衛 無４０２ ２

124012801 中国の歴史と地理Ⅱ 後期 徐　衛 無４０２ ２

251103901 西洋史概説Ⅰ 前期 森口　京子 惺２００ ２

251104001 西洋史概説Ⅱ 後期 森口　京子 惺２００ ２

251505001 戦国史研究Ⅰ 前期 生駒　孝臣 惺２０１ ２

251505101 戦国史研究Ⅱ 後期 生駒　孝臣 惺２０１ ２

256501001 博物館資料論 前期 明珍　健二 拈１１３博物館 博物館 ２

377500901 ★ 子どもの観察と記録１ 通年 長谷　範子 拈２０３図画工作 児福卒に限る ２

377505001 健康と薬 前期 山口　芳香 拈２０２ 児福卒に限る ２

991015401 社会科・公民科教育法 通年 中　善則 惺３０２ 教職科目 ４

991034801 聴覚障害総論 前期 矢持　九州王 拈１０４ 教職科目 ２

991037701 博物館教育論 後期 明珍　健二 拈１１３博物館 博物館 ２

金曜日１講時

講義コード 予・ク 科目名 期間 教員名 教室 履修条件 単位

245004301 宗教学（専） 通年 松本　直樹 無３０２ ４

251510401 仏教美術史Ⅰ 前期 郷司　泰仁 拈１１３博物館 ２

251510501 仏教美術史Ⅱ 後期 郷司　泰仁 拈１１３博物館 ２

261504401 日本文学総合Ⅰ－Ⅰ 前期 竹本　知行 惺２０２ ２

261504501 日本文学総合Ⅰ－Ⅱ 後期 竹本　知行 惺２０２ ２

371100501 社会福祉原論Ⅰ 前期 梅木　真寿郞 無ホール ２

371100601 社会福祉原論Ⅱ 後期 梅木　真寿郞 無ホール ２

375510501 障害者・障害児心理学 前期 薦田　未央 惺４０１ ２

377506901 保育内容総論 後期 矢持　九州王 拈２０２ 児福卒に限る ２

金曜日２講時

講義コード 予・ク 科目名 期間 教員名 教室 履修条件 単位

111000103 ★ 基礎禅学３ 後期 寶積　玄承 惺３００
聴講②③
コースのみ ２

113000101 情報基礎１ 前期 佐藤　円 惺１０１ １

121005701 政治学（国際政治を含む）Ⅰ 前期 竹本　知行 自２０１ ２

121005801 政治学（国際政治を含む）Ⅱ 後期 竹本　知行 自２０１ ２

245004401 宗教史 通年 松本　直樹 無３０２ ４

261113101 中世文学研究Ⅰ 前期 新間　水緒 無３０３ ２
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261113201 中世文学研究Ⅱ 後期 新間　水緒 無３０３ ２

991027001 情報メディアの活用 前期 枝元　益祐 無４０４ ２

金曜日３講時

講義コード 予・ク 科目名 期間 教員名 教室 履修条件 単位

121005901 禅学Ⅰ 前期 安保　省吾 惺１００ ２

121006001 禅学Ⅱ 後期 安保　省吾 惺１００ ２

241000101 実践禅学Ⅰ－Ⅰ 前期 桐野　祥陽 禅堂 １

241000201 実践禅学Ⅰ－Ⅱ 後期 桐野　祥陽 禅堂 １

242603101 日本仏教の歴史Ⅰ 前期 加藤　一寧 惺３０２ ２

242603201 日本仏教の歴史Ⅱ 後期 加藤　一寧 惺３０２ ２

251508501 日本経済史Ⅰ 前期 林　智子 惺３００ ２

251508601 日本経済史Ⅱ 後期 林　智子 惺３００ ２

254504501 情報と社会 前期 師　茂樹 拈２０２ ２

375101101 発達心理学 前期 小川　恭子 惺２００ ２

375511901 学習・言語心理学 後期 小川　恭子 惺２００ ２

377101201 児童保健学Ⅰ 前期 宮慶　美恵子 惺４０３ 児福卒に限る ２

377101301 児童保健学Ⅱ 後期 宮慶　美恵子 惺４０３ 児福卒に限る ２

377102001 保育所実習指導Ⅰ（演習）１ 前期 矢持　九州王 拈１１７ 児福卒に限る １

991026901 情報サービス概説 前期 菅　修一 自２０１ 図書館司書 ２

991028601 図書及び図書館史 後期 菅　修一 自２０１ 図書館司書 ２

金曜日４講時

講義コード 予・ク 科目名 期間 教員名 教室 履修条件 単位

121014702 ★ 心理学概論２ 前期 妹尾　香織 惺３００ ２

128001201 社会学Ⅰ 前期 深川　光耀 無ホール ２

128001301 社会学Ⅱ 後期 深川　光耀 無ホール ２

241000301 実践禅学Ⅱ－Ⅰ 前期 寶積　玄承 禅堂 １

241000401 実践禅学Ⅱ－Ⅱ 後期 寶積　玄承 禅堂 １

242601601 法式実習Ⅱ 通年 山﨑　紹耕 返２０１法儀 ２

251100601 日本仏教史Ⅰ 前期 坪井　剛 惺１００ ２

251100701 日本仏教史Ⅱ 後期 坪井　剛 惺１００ ２

251510201 仏教考古学Ⅰ 前期 中島　正 惺２０２ ２

251510301 仏教考古学Ⅱ 後期 中島　正 惺２０２ ２

261110701 日本語学概論Ⅰ 前期 橋本　行洋 惺１０１ ２

261110801 日本語学概論Ⅱ 後期 橋本　行洋 惺１０１ ２

375511101 感情・人格心理学 前期 小川　恭子 惺２００ ２

375511201 教育・学校心理学 後期 小川　恭子 惺２００ ２

377101801 幼児理解の理論と方法（演習） 後期 井上　明美 拈２０２ 児福卒に限る １

377509601 初等教育実習指導 前期 矢持　九州王 拈１１７ 児福卒に限る １

377510801 生化学概論 前期 二井　弘泰 拈１０４ 児福卒に限る ２

991014302 ● 情報サービス演習２ 通年 菅　修一 無４０３ 図書館司書 ２

991041701 教職実践演習（養護） 後期 千田　眞喜子 拈１０２ﾊﾟｿｺﾝ 児福卒に限る ２

金曜日５講時

講義コード 予・ク 科目名 期間 教員名 教室 履修条件 単位

242200701 中国の歴史と仏教Ⅰ 前期 加藤　一寧 惺３０２ ２

242200801 中国の歴史と仏教Ⅱ 後期 加藤　一寧 惺３０２ ２

251503201 経済学（国際経済を含む）Ⅰ 前期 林　智子 惺３００ ２
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251503301 経済学（国際経済を含む）Ⅱ 後期 林　智子 惺３００ ２

251506401 図書館制度・経営論 後期 菅　修一 自２０２ 図書館司書 ２

251508201 対外交渉史Ⅰ 前期 益満　まを 自２０１ ２

251508301 対外交渉史Ⅱ 後期 益満　まを 自２０１ ２

263101901 中国書道史Ⅰ 前期 下野　健児 直２０１ ２

263102001 中国書道史Ⅱ 後期 下野　健児 直２０１ ２

377102302 児童福祉施設等実習指導（演習）１ 前期集中 千田　眞喜子 拈１０５ 児福卒に限る １

991007501 教育心理学（学習心理学を含む） 通年 井上　明美 惺１００ 教職科目 ４

991014201 児童サービス論 前期 菅　修一 自２０２ 図書館司書 ２

金曜日６講時

講義コード 予・ク 科目名 期間 教員名 教室 履修条件 単位

372506901 人体の構造と機能及び疾病 前期 占部　美恵 惺３００ ２

375511001 社会・集団・家族心理学 前期 妹尾　香織 惺２００ ２

377508801 特別支援教育論（初等） 前期 髙畑　英樹 自３００ 児福卒に限る ２

991013701 ● 資料組織演習１ 通年 菅　修一 無３０１ 図書館司書 ２

991034201 特別支援教育指導法Ⅱ 前期 菅田　弘久 惺２０４ 教職科目 ２

991042201 特別支援教育論（中等） 後期 髙畑　英樹 自３００ 教職科目 ２

土曜日１講時

講義コード 予・ク 科目名 期間 教員名 教室 履修条件 単位

121008401 倫理学（専） 通年 松本　直樹 惺１００ ４

375507601 精神保健福祉論Ⅲ 後期 中條　了 惺２０４ ２

375509701 精神保健福祉相談援助の基盤（専門） 前期 中條　了 惺２０４ ２

377503801 ★ 児童栄養学演習１ 通年 千田　眞喜子 拈２０１保健学 児福卒に限る ２

991014401 図書館情報資源概論 前期 櫻井　待子 自２０２ 図書館司書 ２

991028101 図書館サービス論 後期 櫻井　待子 自２０２ 図書館司書 ２

土曜日２講時

講義コード 予・ク 科目名 期間 教員名 教室 履修条件 単位

125004501 スポーツ栄養学 後期 田口　華代 惺２０１ ２

245007201 哲学概論 通年 松本　直樹 惺１０１ ４

375507901 精神科リハビリテーション学Ⅰ 前期 三品　桂子 自２０２ ２

375508001 精神科リハビリテーション学Ⅱ 後期 三品　桂子 自２０２ ２

991014601 図書館総合演習 通年 菅　修一 無３０１ 図書館司書 ２

991037901 ￥ 博物館実習 通年 明珍　健二 拈１１３博物館 博物館 ３

991038401 福祉科教育法 通年 井上　景 惺２０４ 教職科目 ４

集中講義

講義コード 予・ク 科目名 期間 教員名 教室 履修条件 単位

121014601 京の歴史文化の諸相 前期集中 松田　隆行 無ホール ２

261113701 仏教文学研究Ⅰ 前期集中 菊池　政和 無３０５ ２

261113801 仏教文学研究Ⅱ 後期集中 菊池　政和 無３０５ ２

375510301 マインドフルネス実践論 前期集中 若井　貴史 自２０１ ２

377501102 ￥ 保育所実習Ⅰ 前期集中 千田　眞喜子 設定なし 児福卒に限る ２

377501502 ￥ 児童福祉施設等実習１ 前期集中 千田　眞喜子 設定なし 児福卒に限る ２

377504401 ￥ 看護実習Ⅱ（臨床実習） 前期集中 田中　眞里子 拈２０１保健学 児福卒に限る ２

377508001 教育方法論（初等） 後期集中 田中　伸 自２０２ 児福卒に限る ２

377509701 ￥ 初等教育実習 集中 矢持　九州王 設定なし 児福卒に限る ４

991033101 特別支援教育概論Ⅰ 前期集中 吉利　宗久 自２０２ 教職科目 ２
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991033201 特別支援教育概論Ⅱ 後期集中 吉利　宗久 自２０２ 教職科目 ２

991033601 肢体不自由者の心理・生理・病理 前期集中 大畑　光司 惺４０１ 教職科目 ２

991033701 病弱者の心理・生理・病理 後期集中 合田　友美 自２０１ 教職科目 ２

991034601 病弱者教育Ⅱ 後期集中 平賀　健太郎 自２０１ 教職科目 ２

991034701 視覚障害総論 前期集中 濱田　由己 惺４０３ 教職科目 ２

991035101 ￥ 特別支援学校教育実習 集中 渡邊　実 対１０４ 教職科目 ３

991035901 同和教育論１ 前期集中 本郷　浩二 惺４０３ 教職科目 ２

991041501 ￥ 養護実習 集中 田中　眞里子 設定なし 児福卒に限る ４

991042501 特別活動の指導法（中等） 集中 松田　智子 惺４０１ 教職科目 ２

991042601 教育方法論（中等） 前期集中 田中　伸 自３００ 教職科目 ２
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大学院科目

曜日 講時 講義コード 科目名 期間 教員名 教室 単位

月 2 882004201 古文書学研究特論 通年 松田　隆行 返１０４院史学 ４

月 3 881001601 仏教学特殊研究 通年 師　茂樹 返１０３院仏教 ４

月 3 886100901 福祉調査特論 通年 関谷　典子 対１０２ ４

月 4 886101001 統計法特論 前期 関谷　典子 対１０２ ２

月 4 887204701
教育心理学特論（教育分野に
関する理論と支援の展開） 後期 小川　恭子 惺２０１ ２

火 2 882003301 近代史研究特論 通年 松田　敬之 返１０４院史学 ４

火 4 882003801 仏教史研究特論 通年 竹貫　元勝 栽５１１ ４

火 6 886100701 家族福祉特論 通年 佐藤　純 無３０４ ４

火 6 886101401 貧困・格差問題特論 通年 吉永　純 無３０１ ４

水 1 881001501 禅文化特殊研究 通年 西山　美香 無４０３ ４

水 2 882003701 地域史研究特論 通年 明珍　健二 返１０４院史学 ４

水 2 882004401 美術史学研究特論 通年 福島　恒徳 拈１１４美術史 ４

水 2 887200901 心理統計法特論 前期 小海　宏之 無４０３ ２

水 4 882003201 近世史研究特論 通年 鈴木　康子 返１０４院史学 ４

水 4 882003601 民俗学研究特論 通年 明珍　健二 拈１０９民俗学 ４

水 4 887205101

犯罪心理学特論（司法・犯罪
分野における関する理論と支
援の展開） 後期 橋本　和明 惺３０２ ２

水 5 882003901 対外交渉史研究特論 通年 鈴木　康子 返１０４院史学 ４

水 5 886100501 精神保健医療福祉特論 通年 三品　桂子 対１０４ ４

水 5 887203201 質的研究法特論 後期 橋本　和明 対１０２ ２

水 5 887205401 投映法特論 前期 小海　宏之 対３０３ ２

水 7 886100601 児童福祉特論 通年 野田　正人 惺２０１ ４

木 1 887204801
人格心理学特論（心の健康教
育に関する理論と実践） 後期 松木　繁 対１０４ ２

木 2 881000101 禅宗学特論 通年 中尾　良信 無３０１ ４

木 2 882003001 古代史研究特論 通年 中町　美香子 無３０２ ４

木 2 882003101 中世史研究特論 通年 生駒　孝臣 無３０３ ４

木 2 882005301 現代史研究特論 通年 松田　隆行 返１０４院史学 ４

木 2 886101101 倫理と社会福祉 後期 村本　詔司 対１０２ ２

木 2 887202101 倫理と心理 前期 村本　詔司 対１０２ ２

木 3 881000501 仏教学特論 通年 柳　幹康 対３０２ ４

木 3 881001401 禅思想史特殊研究（日本） 通年 中尾　良信 返１０３院仏教 ４

木 3 887205201
精神医学特論（保健医療分野
に関する理論と支援の展開） 前期 松河　理子 対１０５ ２

木 3 887205001
人間関係学特論（産業・労働
分野に関する理論と支援の展 後期 松河　理子 対１０５ ２

木 4 882003401 考古学研究特論 通年 高橋　克壽 対３０１ ４

木 5 886101301 高齢者福祉特論 通年 春名　苗 無３０６ ４

金 2 881000301 禅思想史特論 通年 中島　志郎 返１０３院仏教 ４

金 6 886100401 社会福祉法制度特論 通年 今村　雅夫 対１０４ ４

金 6 886101501 ソーシャルワーク特論 通年 福富　昌城 対３０１ ４

金 6 887204901

家族心理学特論（家族関係・
集団・地域社会における心理
支援に関する理論と支援の展 後期 妹尾　香織 対１０５ ２

土 2 886101601 障害者（児）福祉特論 前期 愼　英弘 対１０２ ２

土 3 881001701 宗教哲学研究 通年 松本　直樹 返１０３院仏教 ４

集中 9 887205301

障害者・障害児心理学特論
（福祉分野に関する理論と支
援の展開） 後期集中 樋口　亜瑞佐 対１０２ ２


