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部落問題論社会心理学入門 文学と芸術学の世界 大学の歴史と京都産業大学文学と芸術学の世界 本郷大和 複開ﾘﾚｰ516 --- 116S301教 2 総1 総---織田 516 ﾘﾚｰ人1---織田 516 ﾘﾚｰ--- 人1人 塩谷1---
哲学の世界美学入門 宗像佐藤(賢) 複開11403 --- 5161 人友尾友尾人 倉持1---
歴史学の世界経済学の世界 演劇論入門 社会調査入門 柴佐々木(利) ﾘﾚｰ518 --- 1051 人李(為) 519社1---時田 12502--- 人1複開社 藤井(秀)1---

ソーシャル・マネジメント入門 西洋美術入門 生命の誕生と進化入門 與座大城5301 河邊 103 ﾘﾚｰ自1---倉持 11403--- 人1社 柴1---
World of Management Science現代社会と教育 乾井 (香)119 高橋(純)ｲｹﾀﾞ 5324演--- 社1社 田中(潤)1---

東アジア思想史入門動物の社会入門 People and Society 小林(武)関(光)517 --- 114081 人齋藤(有)ｸﾞﾛｰﾃ 12323--- 社1複開自 花村1---
ヨーロッパ思想史入門日本国憲法 コンピュータ基礎実習（初級） 倉科河北 --- 113041 人角南 10403 複開自1---早田 104--- 社1
近現代小説入門動物の社会入門 髙山大西(辰) --- S302教1 人花村 517 複開--- 自1
教職論コンピュータ基礎実習（初級） 西川松本(零) --- 53031 人角南 10403 複開--- 自1
生命・環境科学の世界 寺地宮崎 ﾘﾚｰ--- 53021 自

日本経済論入門 川根岡本(光) 53031 社---
部落問題論 黒坂本郷 複開1162 社---
生命・環境科学の世界 竹内(実)寺地春 ﾘﾚｰ･53021 自---

永田川根
情報科学の世界 安田(豊)黒坂 ﾘﾚｰ--- 5191 自

水口竹内(実)
伊藤(浩)永田

Ecology and Society 中川(博)足立(薫) S403教1 自---
情報科学の世界 上田(達)安田(豊) ﾘﾚｰ5191 自---

水口月
伊藤(浩)
中川(博)
上田(達)

日本語表現２ 井奥 複開2A 54031 総---

■

哲学の世界社会心理学入門 文学と芸術学の世界 日本経済論入門文学と芸術学の世界 宗像岡本(光) 複開516 --- 5165406 1 人1 社---織田 516 ﾘﾚｰ人1---織田 516 ﾘﾚｰ--- 人1人 塩谷1---
歴史学の世界美学入門 ソーシャル・マネジメント入門 柴柴 ﾘﾚｰ519 --- 105118 1 人1 社---友尾友尾人 倉持1---

動物の社会入門 演劇論入門 部落問題論教職論 與座本郷515 1162 社---西川 5303人1---時田 12502--- 人1複開自 花村1---
西洋美術入門 生命・環境科学の世界生命・環境科学の世界 乾寺地 ﾘﾚｰ53021 自---寺地 5302 ﾘﾚｰ自1---倉持 519--- 人1

ヨーロッパ思想史入門World of Management Science 倉科永田 --- 113041 人永田ｲｹﾀﾞ 5324演--- 社1
部落問題論People and Society 本郷竹内(実) 複開--- 1162 社竹内(実)ｸﾞﾛｰﾃ 12323--- 社1
情報科学の世界日本国憲法 安田(豊)川根 ﾘﾚｰ--- 5181 自川根早田 105--- 社1

動物の社会入門 水口黒坂秋 黒坂花村 515 複開--- 自1
Ecology and Society日本語表現２ 生命の誕生と進化入門 伊藤(浩)足立(薫) S403教1 自---河邊 103 ﾘﾚｰ自1---鈴木(信) 12305 複開2A--- 総1

コンピュータ基礎実習（上級） 情報科学の世界 中川(博)安田(豊) ﾘﾚｰ5181 自---高橋(純)角南 10403 複開B1--- 自1
上田(達)水口齋藤(有)

伊藤(浩)
中川(博)
上田(達)

日本語表現２ 井奥 複開2B 54011 総---

気象予報１哲学の世界 論理学入門 心理学の世界ボランティア論 高谷藤原(勇) 複開516 --- B405516 1 総1 人---相川 103総1---君嶋 5302--- 人1複開人 小林(卓)1---
心理学の世界現代社会論入門 中国古典文学入門 近現代日本史入門哲学の世界 藤原(勇)灘本 複開S301教 --- 516518 1 人1 人---小林(卓) 5407 複開人1---草野 11205--- 人1社 前川1---
歴史学の世界人権を考える マスコミ論入門 ヨーロッパ史入門宗教学入門 柴乾 ﾘﾚｰ517 --- 105104 1 人1 人---森(哲) S413教人1---鍵本 519--- 社1ﾘﾚｰ社 鬼塚1---

Considering American Society天文・物理科学の世界 近現代日本文学入門 與座友尾ﾋｭｰﾊﾞｰﾄ 5151 人---11309社1---谷川 515 ﾘﾚｰ--- 自1灘本
日本語表現１食料と環境入門 乾三宅(和) 複開1B 124221 総---中﨑 5302自1---河北戸田

アジア史入門現代科学入門 日本語表現１日本語表現１ 池田(昌)中(良)春 複開1C --- 1230311307 1 人1 総---三宅(和) 12422 複開1A総1---山中(真) S218教--- 自1山下(麻)
京都の歴史と文化日本語表現２ 日本語表現２ 吉野114 --- 54061 人友尾 5404 複開2D総1---益川複開総 藤原(義)2B1---
宇宙物理入門統計学入門 米原 ﾘﾚｰ--- 104051 自矢野(裕) S301教--- 自1

日本語表現２ 二間瀬藤原(義) 114 複開2C--- 総1
数学の拡がりコンピュータシステム 村瀬--- 53031 自青木(淳) 10201--- 自1

■

気象予報２哲学の世界 体験する人間情報計測 物質と環境入門ボランティア論 高谷木村(俊)516 --- B405105 1 総1 総---相川 104総1---赤﨑 14106 ﾘﾚｰ--- 総1複開人 小林(卓)1---
哲学の世界現代社会論入門 心理学の世界心理学の世界 小林(卓)藤原(勇)火 複開複開S301教 --- 5407516 1 人1 人---藤原(勇) 516 複開人1---奥田(次)社 前川1---
歴史学の世界日本語表現２ 近現代日本史入門宗教学入門 柴灘本 ﾘﾚｰ114 --- 105518 1 人1 人---森(哲) S413教人1---田中(宏)複開総 藤原(義)2C1---

論理学入門 ヨーロッパ史入門臨床心理学入門 與座乾 1041 人---角田 5407人1---君嶋 5405--- 人1
経済学の世界 近現代日本文学入門法学と政治学の世界 乾友尾 53031 人---中井(歩) 105 ﾘﾚｰ社1---寺井 518--- 社1

アジア史入門法学と政治学の世界 社会学入門 池田(昌)山中 --- 12403519 1 人1 社---若狭中井(歩) 116 ﾘﾚｰ--- 社1
京都の歴史と文化数学の世界 吉野石田 --- 5406515 1 人1 自---上野(達)若狭
刑事法入門Considering American Society 日本語表現１ 中村(邦)三宅(和)ﾋｭｰﾊﾞｰﾄ秋 複開1C --- 40912424 1 社1 総---11306社1---上野(達)
宇宙物理入門マスコミ論入門 化学入門 米原 ﾘﾚｰ--- 104051 自村田(英) 116 ﾘﾚｰ自1---鍵本 519--- 社1

天文・物理科学の世界 二間瀬齋藤(敏)谷川 516 ﾘﾚｰ--- 自1
数学の拡がり 村瀬--- 53021 自木村(俊)河北

食料と環境入門 コンピュータシステム 青木(淳) 10201自1---中﨑 5406--- 自1
日本語表現１ 日本語表現１ 三宅(和) 12424 複開1B総1---大平 11308 複開1A--- 総1
日本語表現２ 日本語表現２ 友尾 11205 複開2E総1---藤原(義) 114 複開2D--- 総1

京都の伝統文化文学と芸術学の世界 気象予報技術 生物と環境入門生物と環境入門 小林(一)椿 ﾘﾚｰ複開516 --- 53035406 1 総1 総---椿 5406 複開総1---佐川 407--- 総2ﾘﾚｰ人 織田1---
文化と心理入門 文化人類学入門社会福祉学入門 吉澤(健)小池(郁) 114031 人---大谷 5405社1---入野 5406--- 人1友尾

日本美術入門 前近代日本史入門 コンピュータ基礎実習（上級）コンピュータ基礎実習（初級） 下出清水(淳) 複開A15302 104031 自---清水(淳) 10403 複開自1---笹部(昌) S413教--- 人1人 宮嶋1---
国際政治入門 考古学入門 吉野12304 植野 519--- 人1社 河原地1---
数学史入門 科学史入門 佐藤(敬)春 11403 池山 11408--- 自1自 池山1---

文化人類学入門日本語表現１ 実社会の数学 小池(郁)11407 --- 114031 人渡辺(達) 516--- 自1複開総 下出1D1---
放射線と生命入門 小松(賢) 103--- 自1
日本語表現１ 友尾 5402 複開1E--- 総1

水
■

文学と芸術学の世界 文化と心理入門 生物と環境入門生物と環境入門 椿 複開516 54071 総---椿 5407 複開総1---入野 5406--- 人1ﾘﾚｰ人 織田1---
前近代日本史入門 コンピュータ基礎実習（初級）ボランティア実習 清水(淳) 複開104031 自---井上(泰) 12422総1---笹部(昌) S413教--- 人1友尾

国際政治入門 考古学入門 社会福祉学入門12304 大谷 5302社1---植野 519--- 人1社 河原地1---
日本語表現１ 中国古典文学入門 コンピュータ基礎実習（初級）11407 清水(淳) 10403 複開自1---草野 11205--- 人1複開総 下出1D1---

日本美術入門秋 宮嶋 515--- 人1
実社会の数学 渡辺(達) 514--- 自1
放射線と生命入門 小松(賢) 103--- 自1
日本語表現１ 友尾 5402 複開1E--- 総1

ＫＳＵ特別講義（メディアと社会とのかかわり）　＜ＫＢＳ京心理学の世界 心理学の世界 心理学の世界物質と環境入門 宮本河原 複開515 --- 53035406 1 総1 人---木村(俊) 104総1---中西(誠) 515 複開--- 人1複開人 中西(誠)1---
歴史学の世界Approaches to Literature and the Arts認知と学習の心理学入門 倫理学入門 環境問題を考える 柴ｷﾞﾘｽ ﾘﾚｰ103 --- 105S511教 1 人1 人---桑垣 5301総1---君嶋 5405--- 人1人 田中(久)1---

青年心理学入門 アメリカ史入門法学と政治学の世界 與座藤岡 1051 人---中井(歩) 401 ﾘﾚｰ社1---田中(久) 103--- 人1
ＫＳＵ特別講義（外交論） 社会学の世界 乾李(為) 複開5171 社---中山東郷 12403--- 社1

経済学の世界地球科学入門 数学の世界 加茂石田 複開複開 --- 5406516 1 社1 自---上野(達)髙木 113--- 自1
刑事法入門日本語表現２社会学の世界 中村(邦)友尾玉井(雅人)春 複開2F --- 40911405 1 社1 総---李(為) 517 複開社1---

化学入門 コンピュータ基礎実習（初級）ソーシャル･メディア論入門 安田(豊) 複開104031 自---鍵本 519社1---村田(英) 115 ﾘﾚｰ--- 自1
日本語表現１ 友尾 11405 複開1G総1---齋藤(敏)
日本語表現２ 池田(哲) 11407 複開2E総1---木村(俊)

健康危機管理論入門 コンピュータ基礎実習（初級）木 安田(豊) 10403 複開自1---臼井 517--- 自1
日本語表現１ 池田(哲) 11407 複開1F--- 総1

■

歴史学の世界心理学の世界 心理学の世界 アメリカ史入門心理学の世界 柴藤岡 ﾘﾚｰ514 --- 105104 1 人1 人---神原 516 複開人1---神原 516 複開--- 人1複開人 中西(誠)1---
The World of History近現代小説入門 倫理学入門 日本語表現２ 與座友尾 複開2GS302教 114071 総---ｸﾗﾌﾘﾝ S502教人1---君嶋 5303--- 人1人 髙山1---

地球科学入門 コンピュータ基礎実習（上級）ソーシャル･メディア論入門 乾清水(淳) 複開B2 104031 自---鍵本 519社1---髙木 118--- 自1
社会調査入門玉井(雅人) 李(為) 5303社1---

数学史入門 数学の世界秋 石田 515 複開自1---池山 11403--- 自1
統計学入門 科学史入門 池山 11408自1---矢野(裕) 519--- 自1
健康危機管理論入門 日本語表現１ 友尾 11407 複開1G総1---臼井 517--- 自1
日本語表現１ 日本語表現２ 池田(哲) 11405 複開2F総1---池田(哲) 11405 複開1F--- 総1

コンピュータ基礎実習（初級） 清水(淳) 10403 複開自1---
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日本古典文学入門教育と現代文化 臨床心理学入門 音楽史入門日本の年中行事 濵中松本(直)11403 --- 11408104 1 人1 人---村山 517総1---角田 5407--- 人1人 浅田(昇)1---
現代社会福祉論入門日本の経済思想入門 文明史入門 人権思想と現代社会映画論入門 青木(慎)藤井(昭) 複開11304 --- 5303519 1 社1 社---吉田(眸) 515人1---並松 518--- 人1社 並松1---
人権思想と現代社会現代日本経済論入門 人権のあゆみ 数学の世界社会教育論 藤井(昭)石田 複開12304 --- 519516 1 社1 自---惣脇 104人1---灘本 516 複開--- 社1社 山内1---
病気とくすり入門日本語表現１ 日本語表現１社会学入門 瀬尾中澤(正)春 ﾘﾚｰ1J --- 10512425 1 自1 総---東 5303社1---森口 5401 複開1H--- 総1

日本語表現２人権のあゆみ 中田森口 複開2G 54021 総---灘本 514 複開社1---
日本語表現１ 清水(昭)森口 5402 複開1I総1---

コンピュータ基礎実習（初級） 神谷金 複開--- 104031 自
■

日本古典文学入門青年心理学入門 認知と学習の心理学入門 複眼的思考・融合教育入門日本の年中行事 濵中大坂103 --- 114085405 1 人1 総---村山 517総1---田中(久) 103--- 人1人 田中(久)1---
現代社会福祉論入門Approaches to Literature and the Arts教育と現代文化 文明史入門 東アジア思想史入門 青木(慎)久米11403 --- 530311304 1 社1 人---ｷﾞﾘｽ S503教人1---並松 5301--- 人1人 浅田(昇)1---
人権思想と現代社会日本の経済思想入門 人権のあゆみ 音楽史入門映画論入門 藤井(昭)松本(直) 複開11304 --- 519104 1 社1 人---吉田(眸) 515人1---灘本 519 複開--- 社1社 並松1---
病気とくすり入門現代日本経済論入門 現代科学入門 人権思想と現代社会社会学の世界 瀬尾藤井(昭)秋 ﾘﾚｰ複開12304 --- 105519 1 自1 社---李(為) 514 複開社1---山津 S413教--- 自1社 山内1---

Environmental Problems教育社会学 中田足立(薫) S403教1 自---惣脇 103社1---益川
日本語表現１ 日本語表現１人権のあゆみ 清水(昭)中澤(正)1I 54041 総---灘本 519 複開社1---森口 5401 複開1H--- 総1

コンピュータ基礎実習（上級）日本語表現２日本語表現２ 神谷森口 複開複開2I --- 10403B35402 1 自1 総---森口 5402 複開2H総1---

歴史都市京都の文化と観光－京都検定への誘い－ ｺﾝｿｰｼｱﾑ ﾘﾚｰ総 吉野1---
若松
笹部(昌)

通 出田
京都の世界遺産ＰＢＬ集 ｺﾝｿｰｼｱﾑ総 若松2---
熊本・山鹿フィールド S407教総 吉田(裕)1---
天文学と私たち～神山天文台からのアプローチ～ ｺﾝｿｰｼｱﾑ総 中道1---

■

消費者取引と大学生～理論と実際の対策～ ｺﾝｿｰｼｱﾑ社 吉永1---
Environmental Problems春 S408教自 足立(薫)1---

■
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