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【今出川】 月曜日

1 2 3 4
09:00 10:30 10:45 12:15 13:10 14:40 14:55 16:25

△ 現代民主主義論 市川　喜崇 NETI △ シーア派・イスラーム論２ 杉山　雅樹 GB1 △ 日本の憲法‐５２ 横山　真紀 NETI △ 日本の憲法‐５３ 横山　真紀 NETI

△ 民法Ⅱ（物権）‐１ 荻野　奈緒 NETI △ 教育原理‐５５ 長谷川　精一 NETI

△ 英語文化特論Ａ（８） 山本　範子 RY203 △ アラム語２ 勝又　悦子 GB2

△ ソーシャルワーク論Ⅰ（月２） 小山　隆 NETI △ クルアーン・ハディース学２ 森山　央朗 NETI

△ 簿記学Ⅱ‐９ 陶　静 NETI △ 英米文学特論Ａ（３） 勝山　貴之 NETI

△ 建学の精神とキリスト教‐６３ 若林　裕 NETI △ 地域文化理解のためのイタリア語１ NETI △ 日本美術史概説（２） 河野　道房 NETI

（コミュニケーション）

CAROLINA CAPASSO

△ ソーシャルワーク論Ⅰ（月１） 小山　隆 NETI

△ 哲学（２）‐５１ 庭田　茂吉 NETI △ 芸術学（２）‐５２ 今村　美邦子 NETI

△ 日本史（２）‐５５ 松本　公一 NETI

△ メタ言語文化論２‐５１ 平尾　浩一 NETI

△ 建学の精神とキリスト教‐６４ 若林　裕 NETI △ Critical Social RY320

Issues in Contem △ 法学２‐５４ 岡村　暢一郎 NETI

△ 政治学２‐５４ 今村　祥子 NETI porary Japan 2‐５

２

△ Critical Social RY320 WILLIAM BRADLEY

Issues in Contem △ Advanced Seminar K43 △ 生命の科学２‐５８ 曽根　晃一 NETI

△ 数学２‐５２ 宮下　鋭也 NETI porary Japan 1‐５  2‐５２

２ ROBERT WILLIAM ASPINALL

WILLIAM BRADLEY △ ＫＣＪＳ科目（木３）

△ 日本近現代史‐５２ 小田　龍哉 NETI MATTHEW STAVROS △ イングリッシュ・プラクティクム１ 二村　太郎 DUETMSG

△ スポーツ・健康の科学Ｂ‐７１ 石倉　忠夫 NETI ‐７２（木３） SK120

△ ロシア語会話上級２‐５１ DUETMSG

ANNA BARINOVA H308

△ 日本の伝統と能楽‐５１ 河村　晴久 Z21 △ 日本の伝統と能楽‐５２ 河村　晴久 Z21 △ コリア語会話初級２‐５１ 金　賢善 DUETMSG

△ Ｉ．Ｃ．Ｔ．（Ｐｒａｃｔｉｃｅ） 内山　八郎 DUETMSG SK122

‐６６ RY316

△ Ｉ．Ｃ．Ｔ．（Ｔｕｔｏｒｉａｌ） DUETMSG

‐７２ RY317 △ 芸術学（２）‐５５ 村上　真樹 NETI △ 芸術学（２）‐５１ 今村　美邦子 RY102

GEORGIOS GEORGIOU △ 考古学（２）‐５４ 若林　邦彦 NETI △ 日本語２（文法Ⅷ）‐５１ 松本　秀輔 K25

△ ロシア語会話初級２‐５１ DUETMSG △ 日本の文学Ａ‐５２ 白方　佳果 S21

ANNA BARINOVA H208 △ 世界の歴史２ 大谷　誠 RY410

△ 政治学２‐５３ 今村　祥子 NETI

△ データサイエンス２‐５１ 宮下　鋭也 RY409

△ 生命の科学２‐５７ 曽根　晃一 NETI

△ 日本語２（読解ＡⅧ）‐５１ 野村　和代 N402

△ 日本語２（語彙Ⅸ）‐５１ 仲渡　理恵子 K49 △ Ｉ．Ｃ．Ｔ．（Ｔｕｔｏｒｉａｌ） DUETMSG

‐６７ RY317

GEORGIOS GEORGIOU △ スポーツ・健康の科学Ｂ‐７２ 新井　彩 NETI

△ ドイツ語会話初級２‐５２ 髙木　繁光 DUETMSG

H205

△ ドイツ語会話中級２‐５２ DUETMSG

ANGELA NIEHAUS H306 △ イングリッシュ・プラクティクム１ 植松　茂男 DUETMSG

‐７６（木２） SK114

△ プレ・イングリッシュ・プラクティ DUETMSG

クム‐５５（木３） H211

△ 日本の伝統と能楽‐５１ 河村　晴久 Z21 DONNA B. HAYASHI

△ フランス語会話初級２‐５１ DUETMSG

OLIVIER ROUAUD H312

△ スペイン語会話初級２‐５１ DUETMSG

ROBERTO NEGRON H307

△ ロシア語会話初級２‐５２ DUETMSG

ALEXANDRE FEDOROV H308

△ 日本語２（文章表現Ⅶ）‐５１ 根川　幸男 Z31

△ 日本語２（文章表現Ⅷ）‐５１ 野村　和代 N22

△ 日本語２（口頭表現ＡⅨ）‐５１ 林田　節子 NETI

△ 日本の伝統と能楽‐５２ 河村　晴久 Z21

日本語・日本文化教育科目

日本語・日本文化教育科目

外国語教育科目

保健体育科目

外国語教育科目

日本語・日本文化教育科目

人文科学系科目 人文科学系科目

日本語・日本文化教育科目

社会科学系科目

自然・人間科学系科目

外国語教育科目

保健体育科目

クリエイティブ・ジャパン科目 クリエイティブ・ジャパン科目

外国語教育科目

社会科学系科目

社会科学系科目

国際教養科目

自然・人間科学系科目

自然・人間科学系科目

社会学部科目

人文科学系科目 人文科学系科目

国際教養科目

同志社科目

社会学部科目 神学部科目

商学部科目 文学部科目 

同志社科目 グローバル地域文化学部科目

法学部科目 神学部科目 心理学部科目 心理学部科目

文学部科目 神学部科目



2/12
【今出川】 月曜日

5 6 7
16:40 18:10 18:25 19:55 20:10 21:40

△ 社会学概論‐１０１（月６） 武田　祐佳 NETI △ 社会学概論‐１０１（月５） 武田　祐佳 NETI

△ 教育原理‐５２ 榎本　恵理 Z20 △ 図書館情報サービス論Ⅱ‐１０１ 瀬戸口　誠 RY202

△ 図書館情報サービス論Ⅱ‐５１ 瀬戸口　誠 RY202

△ 日本史（２）‐５１ 小林　丈広 RY104

△ 経済学‐１ 森田　雅憲 NETI

△ 消費者問題‐２ 青木　真美 NETI

△ 複合領域科目２‐９９ 阪田　真己子 RY303

日下部　隆則

△ キリスト教と人間形成 越水　雄二 NETI 土橋　恵美子

梶山　玉香

河西　正博

△ Introduction to S32

Japanese Society

 in the Global C △ 日本の芸術２ 高橋　千晶 K25

ontext‐５２ 佐藤　守弘

ROBERT WILLIAM ASPINALL 舩木　理悠

△ 芸術学（２）‐５３ 高橋　千晶 NETI

△ 政治学２‐５１ 西　直美 NETI

△ プレ・イングリッシュ・プラクティ 松本　ドロタ DUETMSG

クム‐５７（金４） H105

△ ドイツ語会話初級２‐５５ MANFRED ROER DUETMSG

H212

△ ドイツ語会話中級２‐５１ DUETMSG

照井　ザビーネ H201

△ フランス語会話初級２‐５２ ERIC FAURE DUETMSG

H101

△ フランス語会話上級２‐５１ DUETMSG

OLIVIER ROUAUD H312

△ スペイン語会話上級２‐５１ DUETMSG

JORGE LUIS BLANCO H110

△ ロシア語会話中級２‐５１ DUETMSG

ANNA BARINOVA H213

△ コリア語会話中級２‐５１ 李　多慧 DUETMSG

Z29

社会科学系科目

外国語教育科目

複合領域科目

社会学部科目

国際教養科目

日本語・日本文化教育科目

人文科学系科目

心理学部科目 心理学部科目

人文科学系科目

商学部科目



3/12
【今出川】 火曜日

1 2 3 4
09:00 10:30 10:45 12:15 13:10 14:40 14:55 16:25

△ 生涯学習概論‐５２ 神部　純一 NETI △ 新約聖書学入門２ 村山　盛葦 NETI △ イスラーム法学２ 四戸　潤弥 NETI △ イスラーム思想２ 仁子　寿晴 K25

△ ペルシア語入門２ 中村　明日香 G31 △ ペルシア語会話２ 中村　明日香 NB2

△ 同志社とキリスト教 石川　立 NETI

△ アラビア語講読２ 森口　明美 G32

△ 仏教概論２ 吹田　隆道 NETI △ 英語教育学 赤松　信彦 NETI

能登原　祥之 △ 英米文学特論Ａ（４） 大沼　由布 NETI

△ 日本文学講読（広域Ｂ） 山田　和人 RY203

△ 英米文学特論Ａ（１） 藤井　光 NETI △ 日本文学講読（上代Ｄ） 阪口　由佳 NETI

△ 政党政治論 森　裕城 NETI △ 英語文化特論Ａ（１） 白川　恵子 NETI

△ 国際関係理論 大矢根　聡 NETI

△ 特殊講義Ｂ‐４ 岡林　伸夫 NETI

△ 経済史‐１ 横井　和彦 RY103 △ 特殊講義Ｂ‐１３ 瀬領　真悟 NETI

福岡　正章 RY204 △ 建学の精神とキリスト教‐６７ 李　元重 NETI

菅　一城

△ 経済史‐２ 横井　和彦 RYB1 △ ＩＴ基礎論２‐１ 宮崎　耕 RY107

福岡　正章 RY202 △ 多文化共生社会と移民教育文化（2 吉田　亮 NETI

菅　一城 ） △ Statistics for t RY402

△ 経済史‐３ 横井　和彦 RYB2 he Social Scienc RY310

福岡　正章 RY104 △ 経済学‐３ 橋本　浩幸 NETI es and Humanitie

菅　一城 RY206 △ ファイナンシャル・プランナー基礎 嶋　敬介 NETI s

△ 新約聖書とキリスト教‐５５ 竹ヶ原　政輝 NETI ‐２ MYGDALSKYY VOLODYMYR

△ 会計学‐１ 志賀　理 NETI

△ 比較言語文化論２‐５２ 佐藤　夏樹 NETI △ 社会福祉入門 空閑　浩人 NETI △ 日本の伝統と美‐５２ 芦田　一寿 F214

△ 児童福祉論Ⅱ NETI △ Tradition and Ar NETI

小野セレスタ　摩耶 t in Japan 1‐５１

△ 国際教養基礎論２‐５２ 三ツ木　道夫 NETI IGNACIO ARISTIMUNO

△ 考古学（２）‐５２ 若林　邦彦 NETI

△ 日本とアジア２‐５１ 李　長波 Z41

△ 芸術学（２）‐５６ NETI △ Issues in Japane NETI △ 日本史（２）‐５２ 前田　一郎 NETI

PEDERSEN HILLARY EVE △ 物質の科学２‐５１ 中條　善樹 NETI se Culture‐５１ △ 西洋史（２）‐５２ 藤井　信之 NETI

△ 科学史・科学論２‐５２ 池山　説郎 NETI IGNACIO ARISTIMUNO

△ 心理学２‐５４ 池本　真知子 NETI

△ 法学２‐５２ 奥田　菜津 NETI △ 政治学２‐５５ 岡林　伸夫 NETI

△ 日本の伝統と文化‐５２ 芦田　一寿 F214

△ スポーツ・健康の科学Ｂ‐７４ 塩津　陽子 NETI

△ 心理学２‐５１ 田中　希穂 NETI △ 物質の科学２‐５５ 吉川　祐子 NETI

△ ロシア文学 中野　幸男 NETI △ 地球と宇宙の科学２‐５６ 小玉　一人 NETI

△ イングリッシュ・プラクティクム１ DUETMSG △ 宗教学（２）‐５１ 趙　芙蓉 NETI △ 心理学２‐５６ 小川　恭子 NETI

‐７３（金３） SK120 △ 日本史（２）‐５４ 山本　晋平 NETI

△ スポーツ・健康の科学Ｂ‐７３ 塩津　陽子 NETI ESTA TINA OTTMAN △ 東洋史（２）‐５１ 毛利　英介 NETI

△ イングリッシュ・プラクティクム１ 神崎　舞 DUETMSG

‐７４（木５） SK109 △ イングリッシュ・プラクティクム１ 物部　ひろみ DUETMSG

△ イングリッシュ・プラクティクム２ DUETMSG ‐７５（木４） H106

△ イングリッシュ・プラクティクム１ DUETMSG ‐７２（金１） H101 △ 数学２‐５３ 檞　範敬 NETI △ Ｉ．Ｃ．Ｔ．（Ｔｕｔｏｒｉａｌ） 綱井　勇吾 DUETMSG

‐７１（金４） H314 ROBERT JOHN CROSS △ 生命の科学２‐５６ 川島　茂人 NETI ‐７４ RY427

FELICITY GREENLAND △ プレ・イングリッシュ・プラクティ 芝原　妙子 DUETMSG △ 科学史・科学論２‐５３ 池山　説郎 NETI

△ イングリッシュ・プラクティクム２ DUETMSG クム‐５６（木１） Z24 △ 心理学２‐５５ 池本　真知子 NETI

‐７３（金３） SK105 △ Ｉ．Ｃ．Ｔ．（Ｔｕｔｏｒｉａｌ） 阿部　瞳 DUETMSG

MATTHEW KAMDEN BARBEE ‐７０ RY415 △ 日本語２（文章表現Ⅸ）‐５１ 中井　好男 NB1

△ Ｉ．Ｃ．Ｔ．（Ｔｕｔｏｒｉａｌ） 阿部　瞳 DUETMSG △ ドイツ語会話初級２‐５４ DUETMSG △ 日本の思想・宗教１‐５１ 石黒　衞 K46

‐７３ RY415 ANGELA NIEHAUS H110 △ 複合領域科目２‐８７ 川満　直樹 NETI △ 日本の伝統と美‐５２ 芦田　一寿 F214

△ コリア語会話上級２‐５１ 金　京子 DUETMSG △ スペイン語会話初級２‐５２ DUETMSG 下楠　昌哉

H307 宮多良　ディスネル Z38 瓜生原　葉子

八木　匡

△ 日本語２（語彙Ⅶ）‐５１ 藤井　涼子 RY421

△ イングリッシュ・プラクティクム１ 尾崎　茂 DUETMSG

‐７７（木３） SK113

△ Ｉ．Ｃ．Ｔ．（Ｐｒａｃｔｉｃｅ） 阿部　瞳 DUETMSG

‐７５ RY415

△ 日本語２（文章表現Ⅵ）‐５１ 野村　登美子 RY313

△ 日本語２（文法Ⅸ）‐５１ 眞仁田　栄治 RY414

△ 日本の思想・宗教２‐５１ 石黒　衞 RY206

△ 日本の伝統と文化‐５２ 芦田　一寿 F214

日本語・日本文化教育科目

外国語教育科目

日本語・日本文化教育科目

外国語教育科目

外国語教育科目 自然・人間科学系科目

日本語・日本文化教育科目

複合領域科目

自然・人間科学系科目 自然・人間科学系科目

人文科学系科目

外国語教育科目

保健体育科目

自然・人間科学系科目

社会科学系科目 社会科学系科目

クリエイティブ・ジャパン科目

保健体育科目

国際教養科目

人文科学系科目

国際教養科目

人文科学系科目 人文科学系科目

国際教養科目

商学部科目

同志社科目

商学部科目

国際教養科目 社会学部科目 クリエイティブ・ジャパン科目

経済学部科目 法学部科目

同志社科目

経済学部科目

社会学部科目

文学部科目 

文学部科目 

法学部科目

法学部科目

法学部科目

心理学部科目 神学部科目 神学部科目 神学部科目

神学部科目 文学部科目 



4/12
【今出川】 火曜日

5 6 7
16:40 18:10 18:25 19:55 20:10 21:40

△ 漢文（２）‐２ 柳川　響 RY306 △ 日本文学講読（近現代Ｂ）‐２ 熊谷　昭宏 RY208 △ 日本史（２）‐６０ 岩田　真由子 NETI

△ 考古学（２）‐５５ 中川　和哉 NETI

△ 初級マクロ経済学Ⅰ‐１ 久保　徳次郎 RY103 △ 特殊講義Ａ‐１８ 十河　太朗 NETI

RY201 大中　有信

RY301 松本　哲治

△ 初級マクロ経済学Ⅰ‐２ 北川　雅章 RYB1 矢倉　良浩

RY206 鍔田　宜宏

△ 初級マクロ経済学Ⅰ‐３ 東　良彰 RY104 米田　雄一郎

RY107

RY302

△ Japanese Thought NETI

 and Religion 2‐

５１

IGNACIO ARISTIMUNO

△ 宗教学（２）‐５５ 趙　芙蓉 NETI

△ 倫理学（２）‐５３ 藤森　寛 NETI

△ 日本史（２）‐５６ 小田　龍哉 NETI

△ 政治学２‐５２ 西　直美 NETI

△ 物質の科学２‐５４ 吉川　祐子 NETI

△ 地球と宇宙の科学２‐５３ 小玉　一人 NETI

△ 心理学２‐５７ 小川　恭子 NETI

△ イングリッシュ・プラクティクム２ DUETMSG

‐７１（木４） H207

BLAKE TURNBULL

△ Ｉ．Ｃ．Ｔ．（Ｐｒａｃｔｉｃｅ） 下村　冬彦 DUETMSG

‐６８ RY321

△ Ｉ．Ｃ．Ｔ．（Ｐｒａｃｔｉｃｅ） 綱井　勇吾 DUETMSG

‐７１ RY427

自然・人間科学系科目

外国語教育科目

経済学部科目 法学部科目

クリエイティブ・ジャパン科目

人文科学系科目

社会科学系科目

文学部科目 文学部科目 人文科学系科目



5/12
【今出川】 水曜日

1 2 3 4
09:00 10:30 10:45 12:15 13:10 14:40 14:55 16:25

△ 聖書ヘブライ語２ 越後屋　朗 NETI △ 日本文学講読（近世Ｂ） 早川　久美子 RY202 △ 特別ニーズ教育論‐５２ 空閑　浩人 NETI △ 特別ニーズ教育論‐５４ 空閑　浩人 RY104

△ 日本文学講読（広域Ｄ） 木田　隆文 NETI 中瀬　浩一 中瀬　浩一

△ 特殊講義Ｂ‐１９ 坂井　岳夫 NETI

△ 統治の原理Ⅰ‐２ 勝山　教子 NETI △ イスラーム史概論２ 今松　泰 G31 △ 現代イスラーム世界２ 黒田　彩加 K25

渡辺　暁彦 △ 宗教研究入門 三宅　威仁 S22 △ アラビア語入門と講読２ 竹田　敏之 NETI

△ アラビア語入門と文法２ 四戸　潤弥 NETI △ 新約ギリシア語文法２（初級２） 村山　盛葦 S2

△ 統計Ⅰ‐１ 佐竹　光彦 NETI △ 現代ヘブライ語中級２ NETI

△ 統計Ⅰ‐２ 角井　正幸 NETI ADA TAGGAR-COHEN

△ エコノミクス・ワークショップ・プ NETI

ライマリ２‐４０３ △ 日本文学講読（中古Ｂ） 乾　澄子 RY201

TAMARA LITVINENKO

△ 障害者福祉論Ⅱ 鈴木　良 R204 △ エコノミクス・ワークショップ・プ NETI △ 特殊講義Ｂ‐１０ 浦川　紘子 S30

ライマリ２‐４０６

PATRICIA AGARD △ 特殊講義Ａ‐１７ 阿川　尚之 RY106

△ 特殊講義Ｂ‐５ 佐野　孔紅 NETI

△ 新約聖書とキリスト教‐５１ 越川　弘英 NETI △ 会計情報による多様な判断 志賀　理 NETI

△ Economy and Busi 森　宏一郎 RY401

ness in the Glob △ 初級ミクロ経済学Ⅰ‐１ 小橋　晶 RY103

△ 日本史（２）‐５９ 近藤　裕樹 NETI al Context 2 △ Environmental Ec 森　宏一郎 RY401 RY204

△ 論理的思考の基礎（２）‐５２ 新　茂之 NETI △ Human Science in NETI onomics and Sust △ 初級ミクロ経済学Ⅰ‐２ 田中　靖人 RYB1

小川　雄  the Global Age ainability RY202

MATIAS JOSE CALDEZ △ 初級ミクロ経済学Ⅰ‐３ 茂見　岳志 RYB2

RY205

△ エコノミクス・ワークショップ・プ 神田　浩史 NETI

△ 法学２‐５１ 竹治　ふみ香 NETI △ 日本の伝統と文化‐５４ 柾木　良子 S21 ライマリ２‐４０１（水５）

△ 倫理学（２）‐５２ 鬼頭　葉子 NETI △ 京都科目‐５５ 臼井　喜法 NETI △ エコノミクス・ワークショップ・プ NETI

△ 東洋史（２）‐５２ 土肥　歩 NETI 河村　晴久 ライマリ２‐４０４

八木　匡 TAMARA LITVINENKO

△ 複合領域科目２‐９８ 福岡　正章 NETI 中原　桜甫

森　類臣

小川原　宏幸 △ 生命の科学２‐５９ 川島　茂人 NETI

鄭　祐宗 △ 社会福祉調査 加藤　泰子 NETI

△ 哲学（２）‐５４ 中野　康次郎 NETI

△ Ｉ．Ｃ．Ｔ．（Ｐｒａｃｔｉｃｅ） 櫃本　一美 DUETMSG

△ Ｉ．Ｃ．Ｔ．（Ｐｒａｃｔｉｃｅ） 櫃本　一美 DUETMSG ‐６９ RY421 △ 地域文化理解のためのトルコ語２（ 谷　真澄 SK101

‐７４ RY421 △ 政治学２‐５６ 早瀬　善彦 NETI 文法）

△ スペイン語会話初級２‐５３ DUETMSG

JORGE ALVAREZ BARBERO H105

△ 日本語２（読解ＡⅦ）‐５１ 村上　知栄子 RY320

△ 日本語２（文章表現Ⅵ）‐５２ 原田　朋子 N403 △ スペイン語会話中級２‐５１ DUETMSG △ キリスト教の歴史２‐５１ 越川　弘英 NETI

PABLO GIMENEZ BORNAECHEA H305

△ 日本語２（読解ＢⅨ）‐５１ 三上　聡太 RY423 △ コリア語会話初級２‐５２ 金　美華 DUETMSG

△ 日本語２（口頭表現ＡⅦ）‐５１ 村上　知栄子 RY320 H304

NB1 △ 国際教養基礎論２‐５１ 藤井　あゆみ NETI

△ Democracy and Po K33

litics : A Compa

△ 日本語２（文法Ⅵ）‐５１ 徐　潤純 RY427 rative Perspecti

△ 日本の教育‐５２ 光川　康雄 RY203 ve‐５１

△ 日本の伝統と文化‐５４ 柾木　良子 S21 ROBERT WILLIAM ASPINALL

△ Conservation of 有井　健 S21

Japanese Nature N22

and Environment

△ Japan Today 1‐５２ NETI

OMAR YUSEF BAKER

△ 京都科目‐５２ 三浦　大生 F214

△ 日本史（２）‐５７ 嶋本　尚志 NETI

△ 政治学２‐５７ 早瀬　善彦 NETI

△ 法学２‐５５ 杉木　志帆 NETI

△ 商学‐５２ 鈴木　智気 NETI

△ データサイエンス２‐５２ 李　鍾賛 NETI

△ 数学２‐５１ 藤田　成隆 RY309

△ 地球と宇宙の科学２‐５１ 西村　昌能 NETI

△ 生命の科学２‐５３ 幡野　恭子 NETI

△ 科学史・科学論２‐５１ 池山　説郎 NETI

△ Ｉ．Ｃ．Ｔ．（Ｐｒａｃｔｉｃｅ） 山﨑　美保 DUETMSG

‐７２ RY320

△ フランス語会話初級２‐５３ DUETMSG

RICHARD PIORUNSKI H302

△ スペイン語会話初級２‐５４ DUETMSG

PABLO GIMENEZ BORNAECHEA H305

△ ビジネス日本語Ａ‐５２ 𠮷川　夏渚子 K31

△ 日本の歴史２‐５１ 佐古　和枝 NETI

日本語・日本文化教育科目

クリエイティブ・ジャパン科目

人文科学系科目

社会科学系科目

自然・人間科学系科目

外国語教育科目

外国語教育科目 同志社科目

日本語・日本文化教育科目

国際教養科目

日本語・日本文化教育科目

外国語教育科目

外国語教育科目 グローバル地域文化学部科目

社会科学系科目

日本語・日本文化教育科目

人文科学系科目

複合領域科目

自然・人間科学系科目

社会学部科目

人文科学系科目

国際教養科目

経済学部科目

人文科学系科目 国際教養科目

社会科学系科目 クリエイティブ・ジャパン科目

文学部科目 

社会学部科目 法学部科目

法学部科目

同志社科目 商学部科目

法学部科目 神学部科目 神学部科目

経済学部科目

経済学部科目

神学部科目 文学部科目 心理学部科目 心理学部科目

法学部科目
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【今出川】 水曜日

5 6 7
16:40 18:10 18:25 19:55 20:10 21:40

△ 宣教学 越川　弘英 G31 △ 特別ニーズ教育論‐５６ 空閑　浩人 NETI

△ イスラーム概論２ 竹田　敏之 NETI 坂井　美惠子

△ 演劇学概論Ⅰ 林　公子 NETI △ 特殊講義Ａ‐２ 新井　京 K47

K48

△ 特殊講義Ａ‐５ 野々村　和喜 RY429

川嶋　四郎 RY430

△ 特殊講義Ａ‐１５ 阿川　尚之 RY106

△ 特殊講義Ｂ‐１５ 阿部　亮子 NETI

△ メタ言語文化論２‐５２ 三井　愛子 NETI

△ エコノミクス・ワークショップ・プ 神田　浩史 NETI

ライマリ２‐４０１（水４）

△ 倫理学（２）‐５４ 松岡　健一郎 NETI

△ 西洋史（２）‐５１ 大谷　誠 NETI

△ 経済学‐２ 内藤　徹 NETI

△ 心理学２‐６０ 藤村　邦博 NETI

△ ジェンダーと人間形成 山田　礼子 NETI

△ Introduction to 有井　健 S21

the Nature of Ja

pan and Asia in 

the Global Conte

xt‐５２

△ Issues in Interc K33

ultural Communic

ation‐５１

ROBERT WILLIAM ASPINALL

△ 世界近現代史‐５２ 藤田　拓之 NETI

△ Japan Today 2‐５２ NETI

OMAR YUSEF BAKER

△ 哲学（２）‐５３ 荒木　秀夫 NETI

△ 地球と宇宙の科学２‐５２ 西村　昌能 NETI

△ 生命の科学２‐５２ 幡野　恭子 NETI

△ Ｉ．Ｃ．Ｔ．（Ｔｕｔｏｒｉａｌ） 山﨑　美保 DUETMSG

‐６６ RY320

△ フランス語会話中級２‐５１ DUETMSG

RICHARD PIORUNSKI H302

自然・人間科学系科目

外国語教育科目

自然・人間科学系科目

社会学部科目

国際教養科目

クリエイティブ・ジャパン科目

人文科学系科目

法学部科目

国際教養科目

経済学部科目

人文科学系科目

商学部科目

神学部科目 心理学部科目

文学部科目 法学部科目
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【今出川】 木曜日

1 2 3 4
09:00 10:30 10:45 12:15 13:10 14:40 14:55 16:25

△ 英語学Ⅰ 菊田　千春 NETI △ 発達と学習の心理学‐５３ 石井　僚 NETI △ 旧約聖書学入門２‐５１ 越後屋　朗 NETI △ 教職概論‐５１ 宮坂　朋幸 Z30

△ 日本文学講読（近現代Ｂ）‐１ 瀬崎　圭二 RY202 △ 諸宗教とキリスト教 朝香　知己 NETI

△ アラビア語会話中級２ G31

MOHSEN SHAKER BAYOUMY

△ イスラーム法学４ 四戸　潤弥 NETI △ 現代ヘブライ語初級２ NETI △ 西洋古代中世哲学史（２） 服部　敬弘 NETI

△ 会計学‐２ 志賀　理 NETI △ 中世ユダヤ世界２ 平岡　光太郎 NETI ADA TAGGAR-COHEN 江口　克彦

△ アラビア語会話初級２ G31 平岡　光太郎 △ 音楽学概論Ⅰ 大愛　崇晴 K31

MOHSEN SHAKER BAYOUMY △ 日本語文法（２） 大島　中正 NETI

△ 日本文学講読（近世Ｄ） 大山　和哉 S32

△ 社会福祉政策Ⅱ 埋橋　孝文 NETI

△ 英語文化特論Ａ（２） RY206

△ 漢文（２）‐１ 藤井　京美 K35 MARK RICHARDSON

△ 日本語学講読（Ｂ） 大島　中正 RY304 △ 特殊講義Ａ‐８ 宮﨑　晶行 NETI

△ 新約聖書とキリスト教‐５３ 望月　修治 NETI △ 特殊講義Ｂ‐１ 浅野　有紀 NETI

△ 特殊講義Ｂ‐２９ 小倉　隆 RY411

△ 国際関係史 鷲江　義勝 NETI

△ 特殊講義Ａ‐１３ 山内　富美 K32

△ 論理的思考の基礎（２）‐５１ 下嶋　篤 NETI

野坂　宜正 △ エコノミクス・ワークショップ・プ NETI

△ エコノミクス・ワークショップ・プ 横井　和彦 K31 ライマリ２‐４０８

ライマリ２‐４４４ 鄒　蓉 △ エコノミクス・ワークショップ・プ NETI TAMARA LITVINENKO

ライマリ２‐４０５

△ 心理学２‐５９ 敦賀　麻理子 NETI TAMARA LITVINENKO

△ エコノミクス・ワークショップ・プ 大野　隆 RY302

△ 新約聖書とキリスト教‐５４ 入　順子 NETI ライマリ２‐５１３ △ 会計学‐３ 佐藤　誠二 NETI

△ プレ・イングリッシュ・プラクティ 芝原　妙子 DUETMSG

クム‐５６（火２） SK109

△ 日本の伝統と芸能‐５３ 高　永珍 F103 △ キリスト教の歴史２‐５２ 森田　喜基 NETI △ 建学の精神とキリスト教‐６６ 木谷　佳楠 NETI

△ 日本語２（口頭表現ＡⅧ）‐５１ 澁谷　きみ子 RY419

△ 哲学（２）‐５５ 大鳥居　信行 NETI △ ＫＣＪＳ科目（月３） △ 比較言語文化論２‐５１ 潘　哲毅 NETI

△ 日本史（２）‐５８ 浜中　邦弘 NETI MATTHEW STAVROS △ 地域言語文化論２‐５１ 松本　賢一 NETI

△ Japan in Modern NETI

World History‐５２

DIAZ SANCHO IVAN

△ 数学２‐５４ 藤田　成隆 NB3 △ 科学史・科学論２‐５６ 藤岡　毅 NETI △ International Re RY415

△ 心理学２‐５８ 木村　晴 NETI lations in the P

ostwar Era‐５２

GARTH WARRIES

△ スポーツ・健康の科学Ｂ‐７５ 港野　恵美 NETI

△ スポーツ・健康の科学Ｃ‐７１ 河西　正博 NETI △ スポーツ・健康の科学Ｃ‐７２ 河西　正博 NETI

△ フランス文学 山崎　恭宏 RY201

△ 芸術学（２）‐５４ 立野　良介 NETI

△ イングリッシュ・プラクティクム１ 植松　茂男 DUETMSG △ イングリッシュ・プラクティクム１ 二村　太郎 DUETMSG △ 考古学（２）‐５３ 辻川　哲朗 NETI

‐７６（月３） SK115 ‐７２（月４） SK103

△ Ｉ．Ｃ．Ｔ．（Ｔｕｔｏｒｉａｌ） 内山　八郎 DUETMSG △ イングリッシュ・プラクティクム１ 尾崎　茂 DUETMSG

‐７５ R208 ‐７７（火３） SK111

△ ドイツ語会話初級２‐５１ 穐山　洋子 DUETMSG △ プレ・イングリッシュ・プラクティ DUETMSG △ スポーツ・健康の科学Ｂ‐７６ 港野　恵美 NETI

H101 クム‐５５（月３） H206 △ スポーツ・健康の科学Ｃ‐７３ 遠藤　華英 RY103

DONNA B. HAYASHI

△ ドイツ語会話初級２‐５３ DUETMSG

STEPHANIE ANNA KOPP H307

△ 日本語２（読解ＡⅥ）‐５１ 清水　泰生 H305 △ フランス語会話初級２‐５４ DUETMSG △ イングリッシュ・プラクティクム１ 物部　ひろみ DUETMSG

△ 日本語２（読解ＡⅨ）‐５１ 澁谷　きみ子 RY419 KEVIN TORTISSIER RY314 ‐７５（火４） SK108

△ 日本語２（文章表現Ⅶ）‐５２ 大山　理惠 N21 △ スペイン語会話初級２‐５５ DUETMSG △ イングリッシュ・プラクティクム２ DUETMSG

△ 日本語２（文章表現Ⅷ）‐５２ 野村　和代 NB1 EVA MARIA GARCIA DE CELIS SK117 ‐７１（火５） H208

△ 日本の伝統と芸能‐５３ 高　永珍 F103 △ コリア語会話初級２‐５３ 李　鎭榮 DUETMSG BLAKE TURNBULL

H305 △ Ｉ．Ｃ．Ｔ．（Ｔｕｔｏｒｉａｌ） 内山　八郎 DUETMSG

‐６８ R208

△ 日本語２（語彙Ⅷ）‐５１ 仲渡　理恵子 N304

△ 日本の文化２‐５１ 伏谷　聡 S22 △ 日本の伝統と人間形成‐５２ 和田　充弘 RY302

保健体育科目

日本語・日本文化教育科目 外国語教育科目

日本語・日本文化教育科目

日本語・日本文化教育科目

保健体育科目

保健体育科目

人文科学系科目

外国語教育科目 外国語教育科目

人文科学系科目 国際教養科目 国際教養科目

自然・人間科学系科目 自然・人間科学系科目

外国語教育科目

クリエイティブ・ジャパン科目 同志社科目 同志社科目

日本語・日本文化教育科目

経済学部科目

経済学部科目

自然・人間科学系科目

同志社科目 商学部科目

同志社科目

法学部科目

法学部科目

人文科学系科目

経済学部科目

商学部科目

社会学部科目

文学部科目 

文学部科目 

法学部科目

文学部科目 心理学部科目 神学部科目 心理学部科目

神学部科目 文学部科目 
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【今出川】 木曜日

5 6 7
16:40 18:10 18:25 19:55 20:10 21:40

△ 現代ヘブライ語上級２ NETI △ 図書館情報学概論‐１０１ 原田　隆史 R304

ADA TAGGAR-COHEN

△ 特殊講義Ｂ‐３０ 小倉　隆 RY411

△ 文芸学概論Ⅰ 伊達　立晶 S32

△ 日本文学（２）‐５１ 辻　和良 NETI

△ 特殊講義Ｂ‐２７ NETI

PETER TREBILCO

△ 特殊講義Ｂ‐２８ 田中　治 NETI

△ 複合領域科目２‐７８ 庭田　茂吉 RY304

柿本　昭人

中川　明才

△ 新約聖書とキリスト教‐５２ 森田　喜基 NETI 落合　芳

立野　良介

沼田　千恵

△ Introduction to NETI

Japanese Culture

 in the Global C

ontext‐５２

DIAZ SANCHO IVAN

△ 世界の宗教‐６１ 四戸　潤弥 NETI

村山　盛葦

崔　弘徳

森山　央朗

青木　保憲

住家　正芳

村上　みか

平岡　光太郎

大島　智靖

三宅　威仁

西　直美

朝香　知己

石黑　安里

△ 経済学２‐５１ 澤田　有希子 NETI

△ スポーツ・健康の科学Ｂ‐７７ 港野　恵美 NETI

△ イングリッシュ・プラクティクム１ 神崎　舞 DUETMSG

‐７４（火２） SK109

△ Ｉ．Ｃ．Ｔ．（Ｐｒａｃｔｉｃｅ） 内山　八郎 DUETMSG

‐７０ R208

△ ドイツ語会話上級２‐５１ DUETMSG

TAMARA SCHNEIDER SK121

保健体育科目

外国語教育科目

法学部科目

複合領域科目

同志社科目

国際教養科目

社会科学系科目

神学部科目 心理学部科目

法学部科目

文学部科目 

人文科学系科目
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【今出川】 金曜日

1 2 3 4
09:00 10:30 10:45 12:15 13:10 14:40 14:55 16:25

△ 教職概論‐５４ 中瀬　浩一 SK112 △ 発達と学習の心理学‐５４ 羽野　ゆつ子 NETI △ 教育原理‐５４ 光川　康雄 Z31 △ 賛美歌の研究 高橋　聖子 GCPR

△ ユダヤ学概論１ 勝又　悦子 NETI

△ 聖書とその周辺２ 宮田　玲 NETI △ 英米文学特論Ａ（５） 圓月　勝博 NETI △ 現代神学の論点４ 崔　弘徳 NETI

△ 日本文学講読（中世Ｂ） 久留島　元 RY201 △ 英米文学特論Ａ（１４） 堀川　宏 NETI

△ 日本文学講読（中世Ｄ） 四重田　陽美 NETI △ 西洋美術史概説（２） 仲間　裕子 NETI

△ 日本文学講読（上代Ｂ） 大濱　眞幸 NETI

△ 英文学史Ⅰ 圓月　勝博 NETI △ 民法Ⅱ（物権）‐２ 野々村　和喜 NETI △ 日本文学講読（中古Ｄ） 桑原　一歌 S32

△ 芸術学概論（２） 越前　俊也 NETI

△ デザイン理論Ⅰ 高安　啓介　 NETI △ 特殊講義Ａ‐３ 橋本　信子 RY401

△ 日本語学講読（Ｄ） 山本　佐和子 RY208 △ 民法Ⅰａ（総則①）‐１ 野々村　和喜 NETI

△ 建学の精神とキリスト教‐６１ 勝又　悦子 NETI △ 経済数学Ⅰ‐１ 小林　千春 RY103

△ 建学の精神とキリスト教‐６５ 栗原　宏介 NETI RY204

△ 経済数学Ⅰ‐２ 小藤　弘樹 RYB1

△ 特殊講義Ｂ‐２５ 橋本　信子 RY401 △ 地域文化理解のためのポルトガル語 村松　英理子 SK117 RY203

２（文法） △ 経済数学Ⅰ‐３ 岸　基史 RYB2

△ 日本の伝統と芸能‐５２ 中川　久公 N504 RY104

△ エコノミクス・ワークショップ・プ 山森　亮 F103

△ 児童福祉論Ⅰ 桐野　由美子 NETI ライマリ２‐４３１

△ 建学の精神とキリスト教‐６２ 村上　みか NETI

△ 宗教学（２）‐５３ 喜多　源典 NETI

△ 日本語（２）‐５１ 安井　寿枝 NETI

△ 地域文化理解のためのインドネシア SK111 △ 日本とアジア２‐５２ 高　永珍 N404

語２（文法） △ 京都科目‐５３ 小島　富佐江 K22

MEUTIA AMI AMINAH 丹羽　結花

惣司　めぐみ △ 物質の科学２‐５３ 船越　満明 NETI

△ 科学史・科学論２‐５４ 藤岡　毅 NETI △ 西洋史（２）‐５３ 大谷　誠 NETI

△ 生命の科学２‐５４ 鎌倉　真依 NETI

△ 環境の科学‐５２ 原田　英典 NETI △ 倫理学（２）‐５１ 石井　基博 NETI

△ イングリッシュ・プラクティクム１ DUETMSG △ 経済学２‐５２ 澤田　有希子 NETI

‐７３（火２） SK120

ESTA TINA OTTMAN

△ イングリッシュ・プラクティクム２ DUETMSG △ 物質の科学２‐５２ 船越　満明 NETI △ イングリッシュ・プラクティクム２ DUETMSG

‐７２（火２） H313 △ 生命の科学２‐５１ 鎌倉　真依 NETI ‐７３（火１） SK109 △ 地球と宇宙の科学２‐５４ 桑原　希世子 NETI

ROBERT JOHN CROSS MATTHEW KAMDEN BARBEE △ 科学史・科学論２‐５５ 藤岡　毅 NETI

△ ドイツ語会話初級２‐５６ MANFRED ROER DUETMSG △ Ｉ．Ｃ．Ｔ．（Ｔｕｔｏｒｉａｌ） 内山　八郎 DUETMSG

H114 ‐６９ RY428

△ 複合領域科目２‐９６ 岡野　八代 NETI

中西　久枝 △ イングリッシュ・プラクティクム１ DUETMSG

石井　香江 ‐７１（火１） SK114

秋林　こずえ △ 日本語２（口頭表現ＢⅦ）‐５１ 林田　節子 NETI FELICITY GREENLAND

鹿野　由行 △ ビジネス日本語Ｂ‐５２ 石田　裕子 K33 △ プレ・イングリッシュ・プラクティ 松本　ドロタ DUETMSG

△ ビジネス日本語Ｃ‐５２ 中井　好男 RY407 クム‐５７（月５） H314

△ ビジネス日本語Ｄ‐５２ 花井　理香 RY406 △ Ｉ．Ｃ．Ｔ．（Ｐｒａｃｔｉｃｅ） DUETMSG

△ 日本の伝統と芸能‐５２ 中川　久公 N504 ‐７３ RY418

△ ロシア語会話初級２‐５３ DUETMSG GEORGIOS GEORGIOU

I.V.MELNIKOVA SK108 △ フランス語会話初級２‐５５ DUETMSG

KEVIN TORTISSIER SKB1

△ 日本語２（口頭表現ＢⅨ）‐５１ 後藤　多恵 RY419

△ 日本語２（口頭表現ＢⅥ）‐５１ 後藤　多恵 RY419

△ 日本語２（口頭表現ＢⅧ）‐５１ 林田　節子 NETI

日本語・日本文化教育科目

外国語教育科目

日本語・日本文化教育科目

日本語・日本文化教育科目

外国語教育科目 自然・人間科学系科目

自然・人間科学系科目

複合領域科目

外国語教育科目

人文科学系科目

自然・人間科学系科目

人文科学系科目

外国語教育科目 社会科学系科目

人文科学系科目

グローバル地域文化学部科目 国際教養科目

クリエイティブ・ジャパン科目

自然・人間科学系科目

法学部科目 グローバル地域文化学部科目

クリエイティブ・ジャパン科目

社会学部科目

同志社科目

文学部科目 

文学部科目 法学部科目

法学部科目

同志社科目 経済学部科目

心理学部科目 心理学部科目 心理学部科目 神学部科目

神学部科目 文学部科目 神学部科目
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【今出川】 金曜日

5 6 7
16:40 18:10 18:25 19:55 20:10 21:40

△ 現代神学 髙田　太 S32 △ 教職概論‐５２ 大橋　忠司 RY102

△ 近代の政治思想 長谷川　一年 NETI △ 日本文学講読（近現代Ｄ） 山田　哲久 K35

△ メディア環境変化と企業コミュニケ 柳　貴男 NETI

ーション

△ メディア・スタートアップ 山内　雄気 NETI

△ 国際教養基礎論２‐５３ 副島　一郎 NETI

△ 宗教学（２）‐５４ 喜多　源典 NETI

△ 哲学（２）‐５２ 庭田　茂吉 NETI

△ 論理学（２）‐５１ 野坂　宜正 S21

△ 法学２‐５３ 古川　彩二 NETI

△ 地球と宇宙の科学２‐５５ 桑原　希世子 NETI

△ 生命の科学２‐５５ 田中　真介 NETI

△ 複合領域科目２‐９５ 宮坂　朋幸 RY303

浜中　邦弘

西岡　幹雄

光川　康雄

望月　詩史

齊藤　大輔

△ Ｉ．Ｃ．Ｔ．（Ｐｒａｃｔｉｃｅ） 内山　八郎 DUETMSG

‐６７ RY428

△ Ｉ．Ｃ．Ｔ．（Ｔｕｔｏｒｉａｌ） DUETMSG

‐７１ RY418

GEORGIOS GEORGIOU

△ コリア語会話中級２‐５２ 金　貞蘭 DUETMSG

Z36

△ 日本語２（文法Ⅶ）‐５１ 平　弥悠紀 K33

社会科学系科目

自然・人間科学系科目

複合領域科目

外国語教育科目

日本語・日本文化教育科目

法学部科目 文学部科目 

商学部科目

国際教養科目

人文科学系科目

神学部科目 心理学部科目
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【今出川】 土曜日

1 2 3 4
09:00 10:30 10:45 12:15 13:10 14:40 14:55 16:25

△ 博物館概論‐５１ 篠　雅廣 RY202 △ フランス語会話中級２‐５２ DUETMSG △ コリア語会話中級２‐５３ 蔡　済英 DUETMSG △ 考古学（２）‐５１ 大道　和人 NETI

MONIQUE LE LARDIC H112 H213

△ スペイン語会話中級２‐５２ DUETMSG

EVA MARIA GARCIA DE CELIS H208

△ フランス語会話初級２‐５６ DUETMSG △ コリア語会話初級２‐５４ 蔡　済英 DUETMSG

MONIQUE LE LARDIC H112 H213

△ スペイン語会話初級２‐５６ DUETMSG

EVA MARIA GARCIA DE CELIS H208

文学部科目 外国語教育科目 外国語教育科目 人文科学系科目

外国語教育科目
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【今出川】 土曜日

5 6 7
16:40 18:10 18:25 19:55 20:10 21:40


