
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注意事項 

１．すべての登録手続には学生証が必要となる。常に携帯すること。 

２．登録期間中は手続の確認等で問合せを行うことがあるので、必ず連絡が取れるように
しておくこと。 

３．ＤＵＥＴによる各種申請手続（先行登録、一般登録、履修中止など）は万全の体制を
整えて準備しているが、予測不能なネットワーク障害やシステムのハード障害等が発
生し、ＷＥＢによる手続きが行えなくなる可能性もある。申請手続期間中に大学側の
システムに重大なトラブルが発生し、手続が正常に行えなかった場合には、受付時間
の延長や教室での受付に変更（ネットワークやシステムの復旧に時間を要する場合）
することもあるので、予め注意しておくこと。なお、これらの臨時の対応については、
ＤＵＥＴの「大学からのお知らせ」にて案内するが、ＤＵＥＴが障害により稼動して
いない場合は、大学ホームページの「在学生の方」にある「重要なお知らせ」にて案
内する。 

 
３ 類 （ 啓 発 科 目 ） 
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文化と社会（日本の伝統文化 茶道） 

【定  員】 ２０名 

【授業形態】 講義日程の詳細はシラバスを参照。 

【登録日程】 

 受付期間・発表日時 申請・発表方法 

1 次募集 
４月  １日（土） １０：００ 

～４月  ３日（月） １５：００ 学修支援システム 

（ＤＵＥＴ） 決定者発表 

（1 次募集） 
４月  ３日（月） ２０：００ 

 

【登録手続きと注意点】 

① 希望者が定員に満たない場合のみ、4 月５日（水）12：30～17：00 今出川教務センター(経済学

部)窓口で登録申込を受付ける。 

② 先行登録手続きの変更や、履修中止期間以外での履修の中止は一切認めない。 

③ 他の先行登録科目等と時間割が重複しないよう十分注意すること。 

 

科学と技術 

【定  員】 ２００名 

【授業形態】 講義日程の詳細はシラバスを参照。 

【登録日程】 

 受付期間・発表日時 申請・発表方法 

1 次募集 
４月  １日（土） １０：００ 

～４月  ３日（月） １５：００ 学修支援システム 

（ＤＵＥＴ） 決定者発表 

（1 次募集） 
４月  ３日（月） ２０：００ 

 

【登録手続きと注意点】 

① 先行登録手続きの変更や、履修中止期間以外での履修の中止は一切認めない。 

② 他の先行登録科目等と時間割が重複しないよう十分注意すること。 

 

全年度生 
 開講校地：今出川   登録手続：ＷＥＢ先行登録 

 単位数：各２単位   開講期間：春学期 

全年度生 
 開講校地：今出川   登録手続：ＷＥＢ先行登録 

 単位数：各２単位   開講期間：春学期 

 

企業分析-001・企業分析 1-001 

【定  員】 ２００名 

 

企業分析-002・企業分析 1-002 

【定  員】 １００名 

 

以下、企業分析-001・企業分析 1-001/企業分析-002・企業分析 1-002 共通 

【授業形態】 講義日程の詳細はシラバスを参照。 

【登録日程】 

 受付期間・発表日時 申請・発表方法 

1 次募集 
３月 ２４日（金） １０：００ 

～３月 ２７日（月） １５：００ 

学修支援システム 

（ＤＵＥＴ） 

決定者発表 

（1 次募集） 
３月 ２８日（火）１０：００ 

2 次募集 
４月  １日（土） １０：００ 

～４月  ３日（月） １５：００ 

決定者発表 ４月  ３日（月） ２０：００ 

【登録手続きと注意点】 

① 先行登録手続きの変更や、履修中止期間外での履修の中止は一切認めない。 

② 他の先行登録科目等と時間割が重複しないよう十分注意すること。 

2022 年度以前生 

＝2 年次生以上＝ 

 開講校地：今出川   登録手続：ＷＥＢ先行登録 

 単位数：各２単位   開講期間：春学期 

2021 年度以前生 

＝3 年次生以上＝ 

 開講校地：今出川   登録手続：ＷＥＢ先行登録 

 単位数：各２単位   開講期間：秋学期 
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文化と社会（日本の伝統文化 茶道） 

【定  員】 ２０名 

【授業形態】 講義日程の詳細はシラバスを参照。 

【登録日程】 

 受付期間・発表日時 申請・発表方法 

1 次募集 
４月  １日（土） １０：００ 

～４月  ３日（月） １５：００ 学修支援システム 

（ＤＵＥＴ） 決定者発表 

（1 次募集） 
４月  ３日（月） ２０：００ 

 

【登録手続きと注意点】 

① 希望者が定員に満たない場合のみ、4 月５日（水）12：30～17：00 今出川教務センター(経済学

部)窓口で登録申込を受付ける。 

② 先行登録手続きの変更や、履修中止期間以外での履修の中止は一切認めない。 

③ 他の先行登録科目等と時間割が重複しないよう十分注意すること。 

 

科学と技術 

【定  員】 ２００名 

【授業形態】 講義日程の詳細はシラバスを参照。 

【登録日程】 

 受付期間・発表日時 申請・発表方法 

1 次募集 
４月  １日（土） １０：００ 

～４月  ３日（月） １５：００ 学修支援システム 

（ＤＵＥＴ） 決定者発表 

（1 次募集） 
４月  ３日（月） ２０：００ 

 

【登録手続きと注意点】 

① 先行登録手続きの変更や、履修中止期間以外での履修の中止は一切認めない。 

② 他の先行登録科目等と時間割が重複しないよう十分注意すること。 

 

全年度生 
 開講校地：今出川   登録手続：ＷＥＢ先行登録 

 単位数：各２単位   開講期間：春学期 

全年度生 
 開講校地：今出川   登録手続：ＷＥＢ先行登録 

 単位数：各２単位   開講期間：春学期 

 

企業分析-001・企業分析 1-001 

【定  員】 ２００名 

 

企業分析-002・企業分析 1-002 

【定  員】 １００名 

 

以下、企業分析-001・企業分析 1-001/企業分析-002・企業分析 1-002 共通 

【授業形態】 講義日程の詳細はシラバスを参照。 

【登録日程】 

 受付期間・発表日時 申請・発表方法 

1 次募集 
３月 ２４日（金） １０：００ 

～３月 ２７日（月） １５：００ 

学修支援システム 

（ＤＵＥＴ） 

決定者発表 

（1 次募集） 
３月 ２８日（火）１０：００ 

2 次募集 
４月  １日（土） １０：００ 

～４月  ３日（月） １５：００ 

決定者発表 ４月  ３日（月） ２０：００ 

【登録手続きと注意点】 

① 先行登録手続きの変更や、履修中止期間外での履修の中止は一切認めない。 

② 他の先行登録科目等と時間割が重複しないよう十分注意すること。 

2022 年度以前生 

＝2 年次生以上＝ 

 開講校地：今出川   登録手続：ＷＥＢ先行登録 

 単位数：各２単位   開講期間：春学期 

2021 年度以前生 

＝3 年次生以上＝ 

 開講校地：今出川   登録手続：ＷＥＢ先行登録 

 単位数：各２単位   開講期間：秋学期 
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簿記学Ⅰ・Ⅱ，会計学 

 

●２０２３年度生 

 
2022 年度以前生の 1 次募集（3 月 24 日(金)10:00～3 月 27 日(月)17:00）の結果、定員に達した科目については、

2023 年度生の募集は行われないので注意すること。 

 

 

●２０１３～２０２２年度生 

 

2 次募集は、1 次募集で定員に達していない場合のみ実施される。 

全年度生 
 開講校地：今出川    登録手続：ＷＥＢ先行登録 

 単位数：各２単位 

校

地 

科目 

コード 
科目名 クラス 

学

期 

配当 

年次 
定員 

登録 

方法 
受付期間 

選考結果 

発表方法 

選考結果 

発表日時 

今

出

川 

10522203 簿記学Ⅰ 9 春 1～ 130 

ＤＵＥＴ 

4 月 2 日(日)10:00

～ 

4 月 3 日(月)17:00 

ＤＵＥＴ 
4 月 3 日(月) 

22:00 
10522204 簿記学Ⅱ 9 秋 1～ 130 

10522351 会計学 1～3 秋 1～ 各 30 

校

地 

科目 

コード 
科目名 クラス 

学

期 

配当 

年次 
定員 

登録 

方法 
受付期間 

選考結果 

発表方法 

選考結果 

発表日時 

今

出

川 

10522203 簿記学Ⅰ 9 春 1～ 130 

DUET 

○１次募集 

3月 24日(金)10:00

～ 

3月 27日(月)17:00 

 

○２次募集 

4 月 2 日(日)10:00

～ 

4 月 3 日(月)17:00 

DUET 

○１次募集 

3 月 29 日(火) 

10:00 

 

○２次募集 

4 月 3 日(月) 

22:00 

10522204 簿記学Ⅱ 9 秋 1～ 130 

10522351 会計学 1～3 秋 1～ 各 30 

 

◇全学共通教養教育科目（国際教養科目） 先行登録 

（グローバル教育センター提供科目） 

 

Freshman “Go Global” Program-51、52 

 

開講校地：今出川  登録手続：先行登録 

単位数：2単位 

 

当プログラムでは、出発前（秋学期）の事前授業、現地での集中研修及び事後授業に基づき、幅広い国際教養とグロ

ーバル社会への貢献について考察する機会を提供する。 

 

１． 登録に関する注意点 

(1) 「Freshman “Go Global” Program-51, 52」は秋学期科目だが、秋学期末には成績付与されない（秋学

期成績通知日には成績は「保留」となる）。成績公表は次年度春学期成績通知日となる。そのため、4年次生以

上は登録することができない。4年次生以上で登録を希望する者は、出願時に今出川キャンパス教務センター

（経済学部）に相談すること。 

(2) 秋学期中に事前授業があるため、該当の曜日講時には他の授業は登録できない。事前授業が実施される今出

川校地と京田辺校地において二校地間移動不可となる場合も同様。また、現地研修期間が重複する他の授業も

登録することはできない（出願時に併願することも不可）。 

(3) 履修登録期間には、当プログラム履修の可否を考慮した登録をすること。 

(4) 当プログラムに参加が決定した者は、202３年度秋学期科目として、大学が一括で登録するため登録手続は不

要。科目登録により発生する登録エラーの対応については、合格発表時に指示される方法で手続きを行うこと。 

(5) 登録希望者対象の募集説明会は、202３年 6月上旬に実施する。募集・選考日程は、次頁の「3． 募集・選考日

程」を参照すること。 

(6) 登録者（プログラム参加者）は面接により決定する。登録決定後の変更は一切認めない。保護者に了承を得た上

で、出願すること。 

(7) 合格者が最少催行人数に満たない場合、プログラムが実施されない場合がある。また、参加者決定後、キャンセ

ルが発生し、参加者が最少催行人数を下回った場合も同様である。 

(8) 現地研修費用について、為替レートやスケジュールの変更、参加人数の変更により、研修費用が変更される場合

がある。 

(9) プログラムについて不明な点があれば、国際教養教育院事務室（弘風館５階）に問い合わせること。 

 

※今後の世界情勢の動向を注視した上で、9月中旬を目途に渡航の可否を検討する。渡航可否の判断時点で感染

症危険情報レベル２以上が継続して発出されている場合の他、入国後もしくは帰国後に隔離措置がとられる場合、当

該国・地域への渡航は見合わせ、プログラムを中止、またはオンライン提供への変更とする。中止となった場合、プログ

ラム参加費の一部または全額を返金できない場合がある。  
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簿記学Ⅰ・Ⅱ，会計学 

 

●２０２３年度生 

 
2022 年度以前生の 1 次募集（3 月 24 日(金)10:00～3 月 27 日(月)17:00）の結果、定員に達した科目については、

2023 年度生の募集は行われないので注意すること。 

 

 

●２０１３～２０２２年度生 

 

2 次募集は、1 次募集で定員に達していない場合のみ実施される。 

全年度生 
 開講校地：今出川    登録手続：ＷＥＢ先行登録 

 単位数：各２単位 

校

地 

科目 

コード 
科目名 クラス 

学

期 

配当 

年次 
定員 

登録 

方法 
受付期間 

選考結果 

発表方法 

選考結果 

発表日時 

今

出

川 

10522203 簿記学Ⅰ 9 春 1～ 130 

ＤＵＥＴ 

4 月 2 日(日)10:00

～ 

4 月 3 日(月)17:00 

ＤＵＥＴ 
4 月 3 日(月) 

22:00 
10522204 簿記学Ⅱ 9 秋 1～ 130 

10522351 会計学 1～3 秋 1～ 各 30 

校

地 

科目 

コード 
科目名 クラス 

学

期 

配当 

年次 
定員 

登録 

方法 
受付期間 

選考結果 

発表方法 

選考結果 

発表日時 

今

出

川 

10522203 簿記学Ⅰ 9 春 1～ 130 

DUET 

○１次募集 

3月 24日(金)10:00

～ 

3月 27日(月)17:00 

 

○２次募集 

4 月 2 日(日)10:00

～ 

4 月 3 日(月)17:00 

DUET 

○１次募集 

3 月 29 日(火) 

10:00 

 

○２次募集 

4 月 3 日(月) 

22:00 

10522204 簿記学Ⅱ 9 秋 1～ 130 

10522351 会計学 1～3 秋 1～ 各 30 

 

◇全学共通教養教育科目（国際教養科目） 先行登録 

（グローバル教育センター提供科目） 

 

Freshman “Go Global” Program-51、52 

 

開講校地：今出川  登録手続：先行登録 

単位数：2単位 

 

当プログラムでは、出発前（秋学期）の事前授業、現地での集中研修及び事後授業に基づき、幅広い国際教養とグロ

ーバル社会への貢献について考察する機会を提供する。 

 

１． 登録に関する注意点 

(1) 「Freshman “Go Global” Program-51, 52」は秋学期科目だが、秋学期末には成績付与されない（秋学

期成績通知日には成績は「保留」となる）。成績公表は次年度春学期成績通知日となる。そのため、4年次生以

上は登録することができない。4年次生以上で登録を希望する者は、出願時に今出川キャンパス教務センター

（経済学部）に相談すること。 

(2) 秋学期中に事前授業があるため、該当の曜日講時には他の授業は登録できない。事前授業が実施される今出

川校地と京田辺校地において二校地間移動不可となる場合も同様。また、現地研修期間が重複する他の授業も

登録することはできない（出願時に併願することも不可）。 

(3) 履修登録期間には、当プログラム履修の可否を考慮した登録をすること。 

(4) 当プログラムに参加が決定した者は、202３年度秋学期科目として、大学が一括で登録するため登録手続は不

要。科目登録により発生する登録エラーの対応については、合格発表時に指示される方法で手続きを行うこと。 

(5) 登録希望者対象の募集説明会は、202３年 6月上旬に実施する。募集・選考日程は、次頁の「3． 募集・選考日

程」を参照すること。 

(6) 登録者（プログラム参加者）は面接により決定する。登録決定後の変更は一切認めない。保護者に了承を得た上

で、出願すること。 

(7) 合格者が最少催行人数に満たない場合、プログラムが実施されない場合がある。また、参加者決定後、キャンセ

ルが発生し、参加者が最少催行人数を下回った場合も同様である。 

(8) 現地研修費用について、為替レートやスケジュールの変更、参加人数の変更により、研修費用が変更される場合

がある。 

(9) プログラムについて不明な点があれば、国際教養教育院事務室（弘風館５階）に問い合わせること。 

 

※今後の世界情勢の動向を注視した上で、9月中旬を目途に渡航の可否を検討する。渡航可否の判断時点で感染

症危険情報レベル２以上が継続して発出されている場合の他、入国後もしくは帰国後に隔離措置がとられる場合、当

該国・地域への渡航は見合わせ、プログラムを中止、またはオンライン提供への変更とする。中止となった場合、プログ

ラム参加費の一部または全額を返金できない場合がある。  
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２．科目・担当者 （各プログラムの内容については、シラバスを参照すること。） 

科目・クラス 担当者 研修先 
募集 

人数 

最少 

催行 

人数 

事前授業 事後授業 

Freshman “Go Global” 
Program - 51 

 

【現地研修期間（予定）： 

202４年 

2月 2６日～３月３日】 

有井    健 

木田    佳男 

ベトナム 

(ﾎｰﾁﾐﾝ) 
約 25名 1５名 

秋学期 

水曜６・７講時 

 7回予定 

202４年 

3月１１日 

Freshman “Go Global” 
Program - 52 

 

【現地研修期間（予定）： 

202４年 

2月 2９日～３月８日】 

中村    拓也 

ドイツ 

(ﾃｭｰﾋﾞﾝｹﾞﾝ

他) 

フランス 

ベルギー 

約 25名 11名 

秋学期 

火曜６・７講時 

 7回予定 

202４年 

3月１２日 

※日程は変更の可能性があります。詳細は募集説明会に参加して確認してください。 

 

３．募集・選考日程 

○募集説明会 ※必ず参加すること 

 日程：202３年 6月上旬  

           詳細は決定次第、大学 HPにて連絡（以下を参照のこと） 

          https://www.doshisha.ac.jp/international/organization/fieldwork.html 

 

○出願期間（予定） 

日程：202３年 6月下旬 

 

○選考試験（予定） 

 日程：202３年 7月上旬 

 場所：今出川校地 

 

○選考結果発表（予定） 

 日程：202３年 7月中旬 

 

※出願や選考についての詳細は募集説明会で説明する。 

  

 

◇全学共通教養教育科目（国際教養科目） 先行登録 

（グローバル教育センター提供科目/グローバル・リベラルアーツ副専攻英語開講科目） 

 

Mid-college “Be Strong” Program 

開講校地：今出川  登録手続：先行登録 

単位数：４単位 

 

当プログラムでは、出発前（春学期）の事前授業、現地での集中研修（10日間程度）及び 9月の事後授業に基づ

き、幅広い国際教養とグローバル社会への貢献について考察する機会を提供する。 

 

１． 登録に関する注意点 

(1) 「Mid-college “Be Strong” Program」は春学期科目だが、春学期末には成績付与されない（春学期成績

通知日には成績は「保留」となる）。成績公表は秋学期成績通知日となる。そのため、再修生で 9月卒業予定者

は、登録することができない。再修生で登録を希望する者は、出願時に今出川キャンパス教務センター（経済学

部）に相談すること。 

(2) 春学期中に事前授業があるため、該当の曜日講時には他の授業は登録できない。事前授業が実施される今出

川校地と京田辺校地において二校地間移動不可となる場合も同様。また、現地研修期間が重複する他の授業も

登録することはできない（出願時に併願することも不可）。 

(3) 履修登録期間には、当プログラム履修の可否を考慮した登録をすること。 

(4) 当プログラムに参加が決定した者は、202３年度春学期科目として、大学が一括で登録するため登録手続は不

要。科目登録により発生する登録エラーの対応については、合格発表時に指示される方法で手続きを行うこと。 

(5) 登録希望者対象の募集説明会は、202３年４月上旬に実施する。募集・選考日程は次頁の「3．募集・選考日程」

を参照すること。 

(6) 登録者（プログラム参加者）は面接により決定する。 

(7) 登録決定後の変更は一切認めない。保護者に了承を得た上で、出願すること。 

(8) 合格者が最少催行人数に満たない場合、プログラムが実施されない場合がある。また、参加者決定後、キャンセ

ルが発生し、参加者が最少催行人数を下回った場合も同様である。 

(9) 現地研修費用について、為替レートやスケジュールの変更、参加人数の変更により、研修費用が変更される場合

がある。 

(10) プログラムについて不明な点があれば、国際教養教育院事務室（弘風館５階）に問い合わせること。 

 

※プログラム出発前に、外務省の海外安全ホームページにて発表される感染症危険情報および危険情報レベル２以

上が継続して発出されている場合の他、入国後もしくは帰国後に隔離措置がとられる場合、当該国・地域への渡航は

見合わせ、プログラムを中止する。中止となった場合、プログラム参加費の一部または全額を返金できない場合があ

る。  
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２．科目・担当者 （各プログラムの内容については、シラバスを参照すること。） 

科目・クラス 担当者 研修先 
募集 

人数 

最少 

催行 

人数 

事前授業 事後授業 

Freshman “Go Global” 
Program - 51 

 

【現地研修期間（予定）： 

202４年 

2月 2６日～３月３日】 

有井    健 

木田    佳男 

ベトナム 

(ﾎｰﾁﾐﾝ) 
約 25名 1５名 

秋学期 

水曜６・７講時 

 7回予定 

202４年 

3月１１日 

Freshman “Go Global” 
Program - 52 

 

【現地研修期間（予定）： 

202４年 

2月 2９日～３月８日】 

中村    拓也 

ドイツ 

(ﾃｭｰﾋﾞﾝｹﾞﾝ

他) 

フランス 

ベルギー 

約 25名 11名 

秋学期 

火曜６・７講時 

 7回予定 

202４年 

3月１２日 

※日程は変更の可能性があります。詳細は募集説明会に参加して確認してください。 

 

３．募集・選考日程 

○募集説明会 ※必ず参加すること 

 日程：202３年 6月上旬  

           詳細は決定次第、大学 HPにて連絡（以下を参照のこと） 

          https://www.doshisha.ac.jp/international/organization/fieldwork.html 

 

○出願期間（予定） 

日程：202３年 6月下旬 

 

○選考試験（予定） 

 日程：202３年 7月上旬 

 場所：今出川校地 

 

○選考結果発表（予定） 

 日程：202３年 7月中旬 

 

※出願や選考についての詳細は募集説明会で説明する。 

  

 

◇全学共通教養教育科目（国際教養科目） 先行登録 

（グローバル教育センター提供科目/グローバル・リベラルアーツ副専攻英語開講科目） 

 

Mid-college “Be Strong” Program 

開講校地：今出川  登録手続：先行登録 

単位数：４単位 

 

当プログラムでは、出発前（春学期）の事前授業、現地での集中研修（10日間程度）及び 9月の事後授業に基づ

き、幅広い国際教養とグローバル社会への貢献について考察する機会を提供する。 

 

１． 登録に関する注意点 

(1) 「Mid-college “Be Strong” Program」は春学期科目だが、春学期末には成績付与されない（春学期成績

通知日には成績は「保留」となる）。成績公表は秋学期成績通知日となる。そのため、再修生で 9月卒業予定者

は、登録することができない。再修生で登録を希望する者は、出願時に今出川キャンパス教務センター（経済学

部）に相談すること。 

(2) 春学期中に事前授業があるため、該当の曜日講時には他の授業は登録できない。事前授業が実施される今出

川校地と京田辺校地において二校地間移動不可となる場合も同様。また、現地研修期間が重複する他の授業も

登録することはできない（出願時に併願することも不可）。 

(3) 履修登録期間には、当プログラム履修の可否を考慮した登録をすること。 

(4) 当プログラムに参加が決定した者は、202３年度春学期科目として、大学が一括で登録するため登録手続は不

要。科目登録により発生する登録エラーの対応については、合格発表時に指示される方法で手続きを行うこと。 

(5) 登録希望者対象の募集説明会は、202３年４月上旬に実施する。募集・選考日程は次頁の「3．募集・選考日程」

を参照すること。 

(6) 登録者（プログラム参加者）は面接により決定する。 

(7) 登録決定後の変更は一切認めない。保護者に了承を得た上で、出願すること。 

(8) 合格者が最少催行人数に満たない場合、プログラムが実施されない場合がある。また、参加者決定後、キャンセ

ルが発生し、参加者が最少催行人数を下回った場合も同様である。 

(9) 現地研修費用について、為替レートやスケジュールの変更、参加人数の変更により、研修費用が変更される場合

がある。 

(10) プログラムについて不明な点があれば、国際教養教育院事務室（弘風館５階）に問い合わせること。 

 

※プログラム出発前に、外務省の海外安全ホームページにて発表される感染症危険情報および危険情報レベル２以

上が継続して発出されている場合の他、入国後もしくは帰国後に隔離措置がとられる場合、当該国・地域への渡航は

見合わせ、プログラムを中止する。中止となった場合、プログラム参加費の一部または全額を返金できない場合があ

る。  
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２．科目・担当者 （各プログラムの内容については、シラバスを参照すること。） 

科目・クラス 担当者 研修先 
募集 

人数 

最少 

催行 

人数 

事前授業 事後授業 

 

Mid-college  

“Be Strong” Program 

 

【現地研修期間（予定）： 

202３年 

８月 2２日～８月３１日】 

ANYA 

CLARISSA 

BENSON 

村田    晃嗣 

八木    匡 

根岸    祥子 

二村    太郎 

アメリカ 

(ﾜｼﾝﾄﾝ D.C.) 
約 25名 11名 

春学期 

木曜６・７講時 

 １３回予定 

202３年 

９月１４日 

3･4講時 

※日程は変更の可能性があります。詳細は募集説明会に参加して確認してください。 

 

３．募集・選考日程 

○募集説明会 ※必ず参加すること 

 日程：202３年４月 10日(月)  

           詳細は決定次第、大学 HPにて連絡（以下を参照のこと） 

          https://www.doshisha.ac.jp/international/organization/fieldwork.html 

 

○出願期間（予定） 

 日程：202３年４月 11日(火)～４月 1６日(日) 

 

○選考試験 

 日程：202３年４月２０日(木)・21日(金) 

 場所：今出川校地 

 

○選考結果発表（予定） 

 日程：202３年４月２６日(水)  

 

※出願や選考についての詳細は募集説明会で説明する。 

  

 

Advanced Seminar 1・2・3 

開講校地：今出川  登録手続：先行登録 

単位数：Advanced Seminar 1・2・3 2 単位 

 

本科目はグローバル教育センター提供科目で学んだトピックについて、学びを深化・発展させることを目的

とする。文献講読により更に専門的な知識を獲得するとともに、ディスカッション、プレゼンテーションを通

じて主体的な学び、論理的・批判的思考の醸成を図る。 

 

１．登録資格（推奨） 

各科目について、下記のいずれかの資格を満たしていることを推奨する。 

 

 

 

 

 

 

 

※TOEFL、TOEFL iBT, TOEFL ITP 及び TOEIC はエデュケーショナル・テスティング・サービス

（ETS)の登録商標です。 

※「L&R」は「LISTENING AND READING」の短縮形です。 

 

２．登録に関する注意点 

(1) 出願する前にシラバスを熟読すること。 

(2) 登録者は出願書類、及び科目担当者による面接により決定する。 

(3) 登録者決定後に大学が一括して登録するため登録手続は不要。 

(4) 一括登録により登録エラーが生じた場合は、春学期登録エラー修正期間に、 

今出川キャンパス教務センター（経済学部）にてエラー修正を受け付ける。 

(5) 登録決定後の変更は、履修中止期間の履修中止を除き一切認めない。 

(6) 秋学期開講クラスは秋学期の先行登録期間に受付を行う。詳細は秋学期に配布される登録要領で確認す

ること。 

(7) 本科目について不明な点があれば、国際教養教育院事務室にメールで問い合わせること。 

国際教養教育院事務室：ji-nbn@mail.doshisha.ac.jp 

  

試験名 スコア 

TOEFL ITP®テスト  ５５０以上 

TOEFL iBT®テスト ７９以上 

TOEIC® L&R テスト、TOEIC® L&R IP テスト ７３０以上 

IELTS™テスト ５．５以上 

CASEC ８００以上 
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２．科目・担当者 （各プログラムの内容については、シラバスを参照すること。） 

科目・クラス 担当者 研修先 
募集 

人数 

最少 

催行 

人数 

事前授業 事後授業 

 

Mid-college  

“Be Strong” Program 

 

【現地研修期間（予定）： 

202３年 

８月 2２日～８月３１日】 

ANYA 

CLARISSA 

BENSON 

村田    晃嗣 

八木    匡 

根岸    祥子 

二村    太郎 

アメリカ 

(ﾜｼﾝﾄﾝ D.C.) 
約 25名 11名 

春学期 

木曜６・７講時 

 １３回予定 

202３年 

９月１４日 

3･4講時 

※日程は変更の可能性があります。詳細は募集説明会に参加して確認してください。 

 

３．募集・選考日程 

○募集説明会 ※必ず参加すること 

 日程：202３年４月 10日(月)  

           詳細は決定次第、大学 HPにて連絡（以下を参照のこと） 

          https://www.doshisha.ac.jp/international/organization/fieldwork.html 

 

○出願期間（予定） 

 日程：202３年４月 11日(火)～４月 1６日(日) 

 

○選考試験 

 日程：202３年４月２０日(木)・21日(金) 

 場所：今出川校地 

 

○選考結果発表（予定） 

 日程：202３年４月２６日(水)  

 

※出願や選考についての詳細は募集説明会で説明する。 

  

 

Advanced Seminar 1・2・3 

開講校地：今出川  登録手続：先行登録 

単位数：Advanced Seminar 1・2・3 2 単位 

 

本科目はグローバル教育センター提供科目で学んだトピックについて、学びを深化・発展させることを目的

とする。文献講読により更に専門的な知識を獲得するとともに、ディスカッション、プレゼンテーションを通

じて主体的な学び、論理的・批判的思考の醸成を図る。 

 

１．登録資格（推奨） 

各科目について、下記のいずれかの資格を満たしていることを推奨する。 

 

 

 

 

 

 

 

※TOEFL、TOEFL iBT, TOEFL ITP 及び TOEIC はエデュケーショナル・テスティング・サービス

（ETS)の登録商標です。 

※「L&R」は「LISTENING AND READING」の短縮形です。 

 

２．登録に関する注意点 

(1) 出願する前にシラバスを熟読すること。 

(2) 登録者は出願書類、及び科目担当者による面接により決定する。 

(3) 登録者決定後に大学が一括して登録するため登録手続は不要。 

(4) 一括登録により登録エラーが生じた場合は、春学期登録エラー修正期間に、 

今出川キャンパス教務センター（経済学部）にてエラー修正を受け付ける。 

(5) 登録決定後の変更は、履修中止期間の履修中止を除き一切認めない。 

(6) 秋学期開講クラスは秋学期の先行登録期間に受付を行う。詳細は秋学期に配布される登録要領で確認す

ること。 

(7) 本科目について不明な点があれば、国際教養教育院事務室にメールで問い合わせること。 

国際教養教育院事務室：ji-nbn@mail.doshisha.ac.jp 

  

試験名 スコア 

TOEFL ITP®テスト  ５５０以上 

TOEFL iBT®テスト ７９以上 

TOEIC® L&R テスト、TOEIC® L&R IP テスト ７３０以上 

IELTS™テスト ５．５以上 

CASEC ８００以上 
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３．クラス・担当者（各クラス定員：5 名程度） 

次表のとおりである。授業内容は、シラバスを参照すること。 

       クラス・担当者表（○印は春学期開講） 

 

 

 

 

 

 

４．募集・選考日程 

○志望理由書配布 

日程：3 月 15 日（水）～ 

 入手方法：以下 URL よりダウンロードすること。 

同志社大学ホーム＞国際交流・留学トップ＞国際交流・留学に関するニュース 

http://www.doshisha.ac.jp/international/index.html 

  

○出願期間・方法 

 日程：4 月 2 日（日）9:00～4 月 3 日（月）11:30 まで 

出願方法：Microsoft Forms で受け付ける。詳細は志望理由書配布 URL に記載。 

 

○選考面接 

日程：4 月 3 日（月）14:00～ 

集合場所：（今出川校地）弘風館 4 階 45 番教室 

 

○選考結果発表 

 日程：4 月 4 日（火） 0:00 

 方法：学修支援システムＤＵＥＴ 

    履修手続＞登録科目一覧 で確認すること。登録が決定した場合、科目名が掲載される。 

 

校地 学期 科目 クラス 曜講 担当者 

今出川 ○ Advanced Seminar 1 51 金 4 ANYA CLARISSA BENSON 

今出川 ○ Advanced Seminar 2 51 月 3 ROBERT WILLIAM ASPINALL 

今出川 ○ Advanced Seminar 3 51 木 5 有井 健 

 

スタンフォード大学科目、ＡＫＰ科目、ＫＣＪＳ科目、テュービンゲン大学科目 

 

 

全学共通教養教育科目（国際教養科目） 

■ スタンフォード大学科目 

【科目の概要】 

スタンフォード大学は、アメリカを代表する名門大学である。同志社大学内にスタンフォード日本センターが

設置されており、スタンフォード大学より毎年数十名の学生が来日し、日本に関する勉強・研究を行っている。 

「スタンフォード大学科目」の登録者は、スタンフォード日本センターが実施している日本留学プログラムの

講義に出席することになる。講義では、スタンフォード大学の学生と同様の課題が課せられ、積極的な参加が求

められる。アメリカの名門大学に興味がある者のほか、留学を希望する学生、留学後の学生などに本科目を受講

することを勧める。 

【登録日程（予定）】 

 AUTUMN QUARTER 

※ 【2023 年度秋学期科目】として履修登録 

SPRING QUARTER 

※ 【2024 年度春学期科目】として履修登録 

募集要項の発表 2023 年 6 月中旬 2023 年 12 月下旬 

募集期間 2023 年 6 月下旬 2024 年 1 月中旬 

選考面接 2023 年 7 月上旬 2024 年 1 月下旬 

登録者の発表 2023 年 7 月上旬 2024 年 1 月下旬 

授業期間 2023 年 9 月下旬～12 月中旬（試験を含む） 2024 年 4 月上旬～6 月中旬（試験を含む） 

【注意事項】 

1. 全クラス：今出川校地で実施する。 

2. 各クラス２名ずつ募集する。（予定） 

3. 出願する前に開講クラス・募集の詳細等の最新情報を下記 HP にて必ず確認すること。 

 https://international.doshisha.ac.jp/akp_kcjs_stanford_tub/stanford.html 

4. 本科目は、選考試験に合格した学生のみ履修可能である。 

5. 選考に合格した者は、大学が一括して登録する。（一般登録時の手続は不要。） 

6. WEB での履修中止は認めない。当該科目募集要項を確認のうえ、所定の手続きを行うこと。 

7. 本科目の講義はすべて英語で行われる。 

 

【登録資格】 

以下の５つの要件をすべて満たしていること。 

1. Autumn Quarter は 2023 年度秋学期、Spring Quarter は 2024 年度春学期に同志社大学に在籍する学部

生。 

2. 日本に関する相当の知識が必要であるため、日本滞在期間が 6 年以上の者。 

3. TOEFL iBT® 79 点（TOEFL ITP® 550 点）或いは、IELTS™ 5.5 以上の英語能力を有する者。 

（TOEFL iBT®は「Test Date スコア」、自宅受験「TOEFL iBT® Home Edition」も可。「MyBest ™スコア」は認めない。） 

4. オリエンテーションと 1 回目の授業に必ず参加し、全授業の 8 割以上に出席できる者。 

5. 登録希望クラスの内容についての基礎知識を有する者。 

TOEFL iBT、TOEFL ITP はエデュケーショナル・テスティング・サービス（ＥＴＳ）の登録商標です。 

全年度生 登録手続：下記参照 
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３．クラス・担当者（各クラス定員：5 名程度） 

次表のとおりである。授業内容は、シラバスを参照すること。 

       クラス・担当者表（○印は春学期開講） 

 

 

 

 

 

 

４．募集・選考日程 

○志望理由書配布 

日程：3 月 15 日（水）～ 

 入手方法：以下 URL よりダウンロードすること。 

同志社大学ホーム＞国際交流・留学トップ＞国際交流・留学に関するニュース 

http://www.doshisha.ac.jp/international/index.html 

  

○出願期間・方法 

 日程：4 月 2 日（日）9:00～4 月 3 日（月）11:30 まで 

出願方法：Microsoft Forms で受け付ける。詳細は志望理由書配布 URL に記載。 

 

○選考面接 

日程：4 月 3 日（月）14:00～ 

集合場所：（今出川校地）弘風館 4 階 45 番教室 

 

○選考結果発表 

 日程：4 月 4 日（火） 0:00 

 方法：学修支援システムＤＵＥＴ 

    履修手続＞登録科目一覧 で確認すること。登録が決定した場合、科目名が掲載される。 

 

校地 学期 科目 クラス 曜講 担当者 

今出川 ○ Advanced Seminar 1 51 金 4 ANYA CLARISSA BENSON 

今出川 ○ Advanced Seminar 2 51 月 3 ROBERT WILLIAM ASPINALL 

今出川 ○ Advanced Seminar 3 51 木 5 有井 健 

 

スタンフォード大学科目、ＡＫＰ科目、ＫＣＪＳ科目、テュービンゲン大学科目 

 

 

全学共通教養教育科目（国際教養科目） 

■ スタンフォード大学科目 

【科目の概要】 

スタンフォード大学は、アメリカを代表する名門大学である。同志社大学内にスタンフォード日本センターが

設置されており、スタンフォード大学より毎年数十名の学生が来日し、日本に関する勉強・研究を行っている。 

「スタンフォード大学科目」の登録者は、スタンフォード日本センターが実施している日本留学プログラムの

講義に出席することになる。講義では、スタンフォード大学の学生と同様の課題が課せられ、積極的な参加が求

められる。アメリカの名門大学に興味がある者のほか、留学を希望する学生、留学後の学生などに本科目を受講

することを勧める。 

【登録日程（予定）】 

 AUTUMN QUARTER 

※ 【2023 年度秋学期科目】として履修登録 

SPRING QUARTER 

※ 【2024 年度春学期科目】として履修登録 

募集要項の発表 2023 年 6 月中旬 2023 年 12 月下旬 

募集期間 2023 年 6 月下旬 2024 年 1 月中旬 

選考面接 2023 年 7 月上旬 2024 年 1 月下旬 

登録者の発表 2023 年 7 月上旬 2024 年 1 月下旬 

授業期間 2023 年 9 月下旬～12 月中旬（試験を含む） 2024 年 4 月上旬～6 月中旬（試験を含む） 

【注意事項】 

1. 全クラス：今出川校地で実施する。 

2. 各クラス２名ずつ募集する。（予定） 

3. 出願する前に開講クラス・募集の詳細等の最新情報を下記 HP にて必ず確認すること。 

 https://international.doshisha.ac.jp/akp_kcjs_stanford_tub/stanford.html 

4. 本科目は、選考試験に合格した学生のみ履修可能である。 

5. 選考に合格した者は、大学が一括して登録する。（一般登録時の手続は不要。） 

6. WEB での履修中止は認めない。当該科目募集要項を確認のうえ、所定の手続きを行うこと。 

7. 本科目の講義はすべて英語で行われる。 

 

【登録資格】 

以下の５つの要件をすべて満たしていること。 

1. Autumn Quarter は 2023 年度秋学期、Spring Quarter は 2024 年度春学期に同志社大学に在籍する学部

生。 

2. 日本に関する相当の知識が必要であるため、日本滞在期間が 6 年以上の者。 

3. TOEFL iBT® 79 点（TOEFL ITP® 550 点）或いは、IELTS™ 5.5 以上の英語能力を有する者。 

（TOEFL iBT®は「Test Date スコア」、自宅受験「TOEFL iBT® Home Edition」も可。「MyBest ™スコア」は認めない。） 

4. オリエンテーションと 1 回目の授業に必ず参加し、全授業の 8 割以上に出席できる者。 

5. 登録希望クラスの内容についての基礎知識を有する者。 

TOEFL iBT、TOEFL ITP はエデュケーショナル・テスティング・サービス（ＥＴＳ）の登録商標です。 

全年度生 登録手続：下記参照 
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■ ＡＫＰ科目 

【科目の概要】 

AKP（Associated Kyoto Program）は、アメリカを代表する名門リベラルアーツカレッジが加盟する機関で、日本

語や日本文化などの日本学教育を目的としている。同志社大学内に AKP 同志社留学生センターが設置されており、ア

メリカの加盟大学より毎年数十名の学生が来日し、日本に関する勉強・研究を行なっている。 

「AKP 科目」の登録者は、AKP が同志社大学で実施している日本留学プログラムの講義に出席することになる。講

義では、AKP の学生と同様の課題が課せられ、積極的な参加が求められる。アメリカの名門リベラルアーツカレッジ

に興味がある者のほか、留学を希望する学生、留学後の学生などに本科目を受講することを勧める。 

 

 

 

 

【登録日程（予定）】 

 
FALL SEMESTER 

※ 【2023 年度秋学期科目】として履修登録 

SPRING SEMESTER 

※ 【2024 年度春学期科目】として履修登録 

募集要項の発表 2023 年 6 月中旬 2023 年 11 月上旬 

募集期間 2023 年 6 月下旬 2023 年 11 月中旬 

選考面接 2023 年 7 月上旬 2023 年 11 月下旬 

登録者の発表 2023 年 7 月上旬 2023 年 12 月上旬 

授業期間 2023 年 9 月上旬～12 月中旬（試験を含む） 2024 年 1 月中旬～4 月中旬（試験を含む） 

【注意事項】 

1. 全クラス：今出川校地で実施する。 

2. 各クラス２名ずつ募集する。（予定） 

3. 出願する前に開講クラス・募集の詳細等の最新情報を下記 HP にて必ず確認すること。 

    https://international.doshisha.ac.jp/akp_kcjs_stanford_tub/akp.html 

4. 本科目は、選考試験に合格した学生のみ履修可能である。 

5. 選考に合格した者は、大学が一括して登録する（一般登録時の手続は不要）。 

6. SPRING SEMESTER を登録した者で４月以降開講の学部必修科目と時間割重複（二校地間移動不可を含む）し

た場合は国際課に申し出ること。※学部必須科目以外の科目は時間割重複しないよう留意すること。 

7. WEB での履修中止は認めない。当該科目募集要項を確認のうえ、所定の手続きを行うこと。 

8. 本科目の講義はすべて英語で行われる。 

【登録資格】 

以下の５つの要件をすべて満たしていること。 

1. Fall Semester は 2023 年度秋学期、Spring Semester は 2024 年度春学期に同志社大学に在籍する学部生。 

2. 日本に関する相当の知識が必要であるため、日本滞在期間が 6 年以上の者。 

3. TOEFL iBT® 79 点（TOEFL ITP® 550 点）或いは、IELTS™ 5.5 以上の英語能力を有する者。 

（TOEFL iBT®は「Test Date スコア」、自宅受験「TOEFL iBT® Home Edition」も可。「MyBest ™スコア」は

認めない。） 

4. 全授業の 8 割以上に出席できる者。 

5. 登録希望クラスの内容についての基礎知識を有する者。 

TOEFL iBT、TOEFL ITP はエデュケーショナル・テスティング・サービス（ＥＴＳ）の登録商標です。 

AKP 加盟校 

アーモスト大学、ベイツ大学、バックネル大学、カールトン大学、コルビー大学、コネチカット大学、 

マウントホリヨーク大学、オーバリン大学、ポモナ大学、スミス大学、ウェズリアン大学、ウィットマン大学、ウィリアムズ大学 

 

■ ＫＣＪＳ科目 

【科目の概要】 

KCJS（Kyoto Consortium for Japanese Studies）は、アメリカを代表する名門大学で構成される機関で、同志社

大学内に拠点を設置している。日本研究を志すアメリカの大学生が毎年数十名来日し、高度な教育環境のもと日本に

関する勉強・研究を行なっている。 

「KCJS 科目」の登録者は、KCJS が同志社大学で実施している日本留学プログラムの講義に出席することになる。

講義では、KCJS の学生と同様の課題が課せられ、積極的な参加が求められる。アメリカの名門大学に興味がある者の

ほか、留学を希望する学生、留学後の学生などに本科目を受講することを勧める。 

 

 

 

 

 

【登録日程（予定）】 

 
FALL SEMESTER 

※ 【2023 年度秋学期科目】として履修登録 

SPRING SEMESTER 

※ 【2024 年度春学期科目】として履修登録 

募集要項の発表 2023 年 6 月中旬 2023 年 11 月上旬 

募集期間 2023 年 6 月下旬 2023 年 11 月中旬 

選考面接 2023 年 7 月上旬 2023 年 11 月下旬 

登録者の発表 2023 年 7 月上旬 2023 年 12 月上旬 

授業期間 2023 年 9 月上旬～12 月中旬（試験を含む） 2024 年 1 月中旬～4 月中旬（試験を含む） 

【注意事項】 

1. 全クラス：今出川校地で実施する。 

2. 各クラス２名ずつ募集する。（予定） 

3. 出願する前に開講クラス・募集の詳細等の最新情報を 下 記 HP にて必ず確認すること。

https://international.doshisha.ac.jp/akp_kcjs_stanford_tub/kcjs.html 

4. 本科目は、選考試験に合格した学生のみ履修可能である。 

5. 選考に合格した者は、大学が一括して登録する。（一般登録時の手続は不要。） 

6. SPRING SEMESTER を登録した者で４月以降開講の学部必修科目と時間割重複（二校地間移動不可を含む）し

た場合は国際課に申し出ること。※学部必須科目以外の科目は時間割重複しないよう留意すること。 

7. WEB での履修中止は認めない。当該科目募集要項を確認のうえ、所定の手続きを行うこと。 

8. 本科目の講義はすべて英語で行われる。 

【登録資格】 

以下の５つの要件をすべて満たしていること。 

1. Fall Semester は 2023 年度秋学期、Spring Semester は 2024 年度春学期に同志社大学に在籍する学部生。 

2. 日本に関する相当の知識が必要であるため、日本滞在期間が 6 年以上の者。 

3. TOEFL iBT® 79 点（TOEFL ITP® 550 点）或いは、IELTS™ 5.5 以上の英語能力を有する者。 

（TOEFL iBT®は「Test Date スコア」、自宅受験「TOEFL iBT® Home Edition」も可。「MyBest ™スコア」は認めない。） 

4. オリエンテーションと 1 回目の授業に必ず参加し、全授業の 8 割以上に出席できる者。 

5. 登録希望クラスの内容についての基礎知識を有する者。 

TOEFL iBT、TOEFL ITP はエデュケーショナル・テスティング・サービス（ＥＴＳ）の登録商標です。 

KCJS 加盟校 

ボストン大学、ブラウン大学、シカゴ大学、コロンビア大学（バーナードカレッジを含む）、コーネル大学、エモリー大学、 

ハーバード大学、ペンシルベニア大学、プリンストン大学、スタンフォード大学、ワシントン大学（セントルイス）、イエール大学、

バージニア大学 
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■ ＡＫＰ科目 

【科目の概要】 

AKP（Associated Kyoto Program）は、アメリカを代表する名門リベラルアーツカレッジが加盟する機関で、日本

語や日本文化などの日本学教育を目的としている。同志社大学内に AKP 同志社留学生センターが設置されており、ア

メリカの加盟大学より毎年数十名の学生が来日し、日本に関する勉強・研究を行なっている。 

「AKP 科目」の登録者は、AKP が同志社大学で実施している日本留学プログラムの講義に出席することになる。講

義では、AKP の学生と同様の課題が課せられ、積極的な参加が求められる。アメリカの名門リベラルアーツカレッジ

に興味がある者のほか、留学を希望する学生、留学後の学生などに本科目を受講することを勧める。 

 

 

 

 

【登録日程（予定）】 

 
FALL SEMESTER 

※ 【2023 年度秋学期科目】として履修登録 

SPRING SEMESTER 

※ 【2024 年度春学期科目】として履修登録 

募集要項の発表 2023 年 6 月中旬 2023 年 11 月上旬 

募集期間 2023 年 6 月下旬 2023 年 11 月中旬 

選考面接 2023 年 7 月上旬 2023 年 11 月下旬 

登録者の発表 2023 年 7 月上旬 2023 年 12 月上旬 

授業期間 2023 年 9 月上旬～12 月中旬（試験を含む） 2024 年 1 月中旬～4 月中旬（試験を含む） 

【注意事項】 

1. 全クラス：今出川校地で実施する。 

2. 各クラス２名ずつ募集する。（予定） 

3. 出願する前に開講クラス・募集の詳細等の最新情報を下記 HP にて必ず確認すること。 

    https://international.doshisha.ac.jp/akp_kcjs_stanford_tub/akp.html 

4. 本科目は、選考試験に合格した学生のみ履修可能である。 

5. 選考に合格した者は、大学が一括して登録する（一般登録時の手続は不要）。 

6. SPRING SEMESTER を登録した者で４月以降開講の学部必修科目と時間割重複（二校地間移動不可を含む）し

た場合は国際課に申し出ること。※学部必須科目以外の科目は時間割重複しないよう留意すること。 

7. WEB での履修中止は認めない。当該科目募集要項を確認のうえ、所定の手続きを行うこと。 

8. 本科目の講義はすべて英語で行われる。 

【登録資格】 

以下の５つの要件をすべて満たしていること。 

1. Fall Semester は 2023 年度秋学期、Spring Semester は 2024 年度春学期に同志社大学に在籍する学部生。 

2. 日本に関する相当の知識が必要であるため、日本滞在期間が 6 年以上の者。 

3. TOEFL iBT® 79 点（TOEFL ITP® 550 点）或いは、IELTS™ 5.5 以上の英語能力を有する者。 

（TOEFL iBT®は「Test Date スコア」、自宅受験「TOEFL iBT® Home Edition」も可。「MyBest ™スコア」は

認めない。） 

4. 全授業の 8 割以上に出席できる者。 

5. 登録希望クラスの内容についての基礎知識を有する者。 

TOEFL iBT、TOEFL ITP はエデュケーショナル・テスティング・サービス（ＥＴＳ）の登録商標です。 

AKP 加盟校 

アーモスト大学、ベイツ大学、バックネル大学、カールトン大学、コルビー大学、コネチカット大学、 

マウントホリヨーク大学、オーバリン大学、ポモナ大学、スミス大学、ウェズリアン大学、ウィットマン大学、ウィリアムズ大学 

 

■ ＫＣＪＳ科目 

【科目の概要】 

KCJS（Kyoto Consortium for Japanese Studies）は、アメリカを代表する名門大学で構成される機関で、同志社

大学内に拠点を設置している。日本研究を志すアメリカの大学生が毎年数十名来日し、高度な教育環境のもと日本に

関する勉強・研究を行なっている。 

「KCJS 科目」の登録者は、KCJS が同志社大学で実施している日本留学プログラムの講義に出席することになる。

講義では、KCJS の学生と同様の課題が課せられ、積極的な参加が求められる。アメリカの名門大学に興味がある者の

ほか、留学を希望する学生、留学後の学生などに本科目を受講することを勧める。 

 

 

 

 

 

【登録日程（予定）】 

 
FALL SEMESTER 

※ 【2023 年度秋学期科目】として履修登録 

SPRING SEMESTER 

※ 【2024 年度春学期科目】として履修登録 

募集要項の発表 2023 年 6 月中旬 2023 年 11 月上旬 

募集期間 2023 年 6 月下旬 2023 年 11 月中旬 

選考面接 2023 年 7 月上旬 2023 年 11 月下旬 

登録者の発表 2023 年 7 月上旬 2023 年 12 月上旬 

授業期間 2023 年 9 月上旬～12 月中旬（試験を含む） 2024 年 1 月中旬～4 月中旬（試験を含む） 

【注意事項】 

1. 全クラス：今出川校地で実施する。 

2. 各クラス２名ずつ募集する。（予定） 

3. 出願する前に開講クラス・募集 の詳細等の最新情報を 下 記 HP にて必ず確 認すること。

https://international.doshisha.ac.jp/akp_kcjs_stanford_tub/kcjs.html 

4. 本科目は、選考試験に合格した学生のみ履修可能である。 

5. 選考に合格した者は、大学が一括して登録する。（一般登録時の手続は不要。） 

6. SPRING SEMESTER を登録した者で４月以降開講の学部必修科目と時間割重複（二校地間移動不可を含む）し

た場合は国際課に申し出ること。※学部必須科目以外の科目は時間割重複しないよう留意すること。 

7. WEB での履修中止は認めない。当該科目募集要項を確認のうえ、所定の手続きを行うこと。 

8. 本科目の講義はすべて英語で行われる。 

【登録資格】 

以下の５つの要件をすべて満たしていること。 

1. Fall Semester は 2023 年度秋学期、Spring Semester は 2024 年度春学期に同志社大学に在籍する学部生。 

2. 日本に関する相当の知識が必要であるため、日本滞在期間が 6 年以上の者。 

3. TOEFL iBT® 79 点（TOEFL ITP® 550 点）或いは、IELTS™ 5.5 以上の英語能力を有する者。 

（TOEFL iBT®は「Test Date スコア」、自宅受験「TOEFL iBT® Home Edition」も可。「MyBest ™スコア」は認めない。） 

4. オリエンテーションと 1 回目の授業に必ず参加し、全授業の 8 割以上に出席できる者。 

5. 登録希望クラスの内容についての基礎知識を有する者。 

TOEFL iBT、TOEFL ITP はエデュケーショナル・テスティング・サービス（ＥＴＳ）の登録商標です。 

KCJS 加盟校 

ボストン大学、ブラウン大学、シカゴ大学、コロンビア大学（バーナードカレッジを含む）、コーネル大学、エモリー大学、 

ハーバード大学、ペンシルベニア大学、プリンストン大学、スタンフォード大学、ワシントン大学（セントルイス）、イエール大学、

バージニア大学 
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■ 「テュービンゲン大学科目」 

５１クラス（春学期）サブタイトル：日本における民族的マイノリティとマージナルグループ 

５２クラス（秋学期）サブタイトル：過去と現在の日常民間信仰 

 

【科目の概要】 

「テュービンゲン大学同志社日本研究センター」（以下、TCJS）は、ドイツのテュービンゲン大学が日本研究

の拠点として本学に設置したセンターであり、毎年テュービンゲン大学からの留学生を受け入れ、日本語や、日

本文化・社会を学ぶための講義を行っている。「テュービンゲン大学科目」は、TCJS がテュービンゲン大学の学

生向けに開講する科目を、テュービンゲン大学の学生とともに本学学生が履修できる科目である。 

本科目内容の詳細は、シラバスを参照すること。なお、ディスカッションに積極的に参加できるドイツ語レベ

ルが求められ、ドイツ留学を控えている、又はドイツ留学から帰国した者が望ましい。 

 

【登録方法】 

ＤＵＥＴで一般登録（科目コード：１６６０６５００）を行うこと。 

 

【注意事項】 

本科目は、TCJS の学年暦で実施されるため、５１クラス（春学期）の初回授業日は４月４日（火）、５２クラス

（秋学期）の初回授業日は１０月３日（火）となる。通常の科目と異なり、遅く授業が開始されるため注意する

こと。 

 

＜参考：登録資格＞ 

1. 希望するクラスが開講される学期に同志社大学に在籍する学部生 

2. ドイツ語能力 CEFR B1 以上（できれば C1 が望ましい） 

3. 最新情報を下記国際課 HP に掲載しているので必要に応じて確認すること。 

国際課 HP（テュービンゲン大学科目:下記 URL） 

 https://international.doshisha.ac.jp/akp_kcjs_stanford_tub/tub.html 

 

 

 

■ドイツ語・異文化理解ＥＵキャンパスプログラム 

2017 年度にドイツのテュービンゲン大学に同志社大学テュービンゲンＥＵキャンパス（以降、ＥＵキャ

ンパスという）を開設し、2019 年度からＥＵキャンパスで開講する教育プログラムである、「ドイツ語・

異文化理解ＥＵキャンパスプログラム」をスタートしました。ＥＵキャンパスの特色を生かした科目構成

となっていますので、是非この機会にＥＵキャンパスで多様な価値観に触れ、幅広い視野を身に付けてく

ださい。 

 

本プログラムは以下の 4 科目で構成される。全て春学期科目。各科目の詳細はシラバスを参照すること。 

・「セメスタープログラム・ドイツ語Ⅰ、Ⅱ」 

1 セメスター集中型のドイツ語研修。ドイツ語の運用能力を総合的に高めます。また、環境政策に重

点をおいたフィールドトリップも実施します。 

・「Intercultural Studies」 

テュービンゲン大学日本学科の学生との共修科目。日本とドイツ、アジアと欧州の共通点や相違点等

の理解を深め、多様な価値観に触れ、受講生自らの世界観を磨くことを目的とします。 

・「EU キャンパス特別講義」 

ドイツ及びヨーロッパの先進的な取り組みや諸課題を題材とし、その深層にある社会の特質を理解す

るとともに、日本が直面する課題の解決について思考することを目的とします。テーマごとにクラス

を展開します。 

 

（参考）2023 年度「ドイツ語・異文化理解ＥＵキャンパスプログラム」 

科目 ｸﾗｽ 担当者 単位数 科目区分 定員 
最少 

催行人数 

セメスタープログラム・ 

ドイツ語Ⅰ・Ⅱ 
- 清水 穣 各 4 単位 外国語教育科目 

15 名 10 名 Intercultural Studies - 和田 喜彦 2 単位 国際教養科目 

EU キャンパス特別講義 
001 小原 克博、和田 喜彦 2 単位 

国際教養科目 
003 SARA HASHEM 2 単位 

 

2023 年度のプログラムの募集は既に終了している。2024 年度のプログラムへの参加希望者は、外国語

教育科目の「セメスタープログラム・ドイツ語Ⅰ、Ⅱ」のページに、登録に関する注意点、及び募集・選

考日程を記載しているので、そちらを確認すること。 
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■ 「テュービンゲン大学科目」 

５１クラス（春学期）サブタイトル：日本における民族的マイノリティとマージナルグループ 

５２クラス（秋学期）サブタイトル：過去と現在の日常民間信仰 

 

【科目の概要】 

「テュービンゲン大学同志社日本研究センター」（以下、TCJS）は、ドイツのテュービンゲン大学が日本研究

の拠点として本学に設置したセンターであり、毎年テュービンゲン大学からの留学生を受け入れ、日本語や、日

本文化・社会を学ぶための講義を行っている。「テュービンゲン大学科目」は、TCJS がテュービンゲン大学の学

生向けに開講する科目を、テュービンゲン大学の学生とともに本学学生が履修できる科目である。 

本科目内容の詳細は、シラバスを参照すること。なお、ディスカッションに積極的に参加できるドイツ語レベ

ルが求められ、ドイツ留学を控えている、又はドイツ留学から帰国した者が望ましい。 

 

【登録方法】 

ＤＵＥＴで一般登録（科目コード：１６６０６５００）を行うこと。 

 

【注意事項】 

本科目は、TCJS の学年暦で実施されるため、５１クラス（春学期）の初回授業日は４月４日（火）、５２クラス

（秋学期）の初回授業日は１０月３日（火）となる。通常の科目と異なり、遅く授業が開始されるため注意する

こと。 

 

＜参考：登録資格＞ 

1. 希望するクラスが開講される学期に同志社大学に在籍する学部生 

2. ドイツ語能力 CEFR B1 以上（できれば C1 が望ましい） 

3. 最新情報を下記国際課 HP に掲載しているので必要に応じて確認すること。 

国際課 HP（テュービンゲン大学科目:下記 URL） 

 https://international.doshisha.ac.jp/akp_kcjs_stanford_tub/tub.html 

 

 

 

■ドイツ語・異文化理解ＥＵキャンパスプログラム 

2017 年度にドイツのテュービンゲン大学に同志社大学テュービンゲンＥＵキャンパス（以降、ＥＵキャ

ンパスという）を開設し、2019 年度からＥＵキャンパスで開講する教育プログラムである、「ドイツ語・

異文化理解ＥＵキャンパスプログラム」をスタートしました。ＥＵキャンパスの特色を生かした科目構成

となっていますので、是非この機会にＥＵキャンパスで多様な価値観に触れ、幅広い視野を身に付けてく

ださい。 

 

本プログラムは以下の 4 科目で構成される。全て春学期科目。各科目の詳細はシラバスを参照すること。 

・「セメスタープログラム・ドイツ語Ⅰ、Ⅱ」 

1 セメスター集中型のドイツ語研修。ドイツ語の運用能力を総合的に高めます。また、環境政策に重

点をおいたフィールドトリップも実施します。 

・「Intercultural Studies」 

テュービンゲン大学日本学科の学生との共修科目。日本とドイツ、アジアと欧州の共通点や相違点等

の理解を深め、多様な価値観に触れ、受講生自らの世界観を磨くことを目的とします。 

・「EU キャンパス特別講義」 

ドイツ及びヨーロッパの先進的な取り組みや諸課題を題材とし、その深層にある社会の特質を理解す

るとともに、日本が直面する課題の解決について思考することを目的とします。テーマごとにクラス

を展開します。 

 

（参考）2023 年度「ドイツ語・異文化理解ＥＵキャンパスプログラム」 

科目 ｸﾗｽ 担当者 単位数 科目区分 定員 
最少 

催行人数 

セメスタープログラム・ 

ドイツ語Ⅰ・Ⅱ 
- 清水 穣 各 4 単位 外国語教育科目 

15 名 10 名 Intercultural Studies - 和田 喜彦 2 単位 国際教養科目 

EU キャンパス特別講義 
001 小原 克博、和田 喜彦 2 単位 

国際教養科目 
003 SARA HASHEM 2 単位 

 

2023 年度のプログラムの募集は既に終了している。2024 年度のプログラムへの参加希望者は、外国語

教育科目の「セメスタープログラム・ドイツ語Ⅰ、Ⅱ」のページに、登録に関する注意点、及び募集・選

考日程を記載しているので、そちらを確認すること。 
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■「ジョイント・セミナー比較文化論」 

 

 

 

【科目の概要】 

 本科目は２年次生以上を対象とし、週２コマの講義を行う。受講生の半数はＡＫＰ（Associated Kyoto 

Program）の米国留学生で、同志社大学とＡＫＰ双方の担当教員が合同で指導を行う。授業は全て英語で、日

米の文化や社会についての講義を受けたり学生同士でディスカッションを行ったりする。この授業を通じて国

際理解を深め、英語の表現力を身につけることができる。履修にあたっては、下記スコアと同程度もしくはそ

れ以上のスコアを満たしておくことが求められる。事前にシラバスを確認した上で、詳細は選考前の説明会に

て質問すること。 

 

①TOEFL ITP® テスト 480 点以上 

②TOEFL iBT® テスト、TOEFL iBT® Home Edition テスト  55 点以上 

（「Test Date スコア」のみ可。「MyBest ™スコア」は認めない。） 

  ③TOEFL® Essentials™テスト 6.5 以上 

④TOEIC® LISTENING AND READING テスト、 

   TOEIC® LISTENING AND READING テスト (IP)、 

   TOEIC® LISTENING AND READING テスト オンライン (IP)  575 点以上 

⑤IELTS™ 5 以上 

⑥CASEC 629 点以上 

 

※TOEFL、TOEFL ITP、TOEFL iBT および TOEIC はエデュケーショナル・テスティング・  

サービス（ETS）の登録商標です。 

 

【選考・登録方法】 

２０２３年度のシラバスをよく読み選考を受けること。 

日時：３月３０日（木） 

集合     13：00【時間厳守】 

科目説明   13: 00～13：10 

面 接    13：10～ 

場所：志高館１０７番教室 

 

（学生証、学修支援システムＤＵＥＴより印刷した成績通知書、TOEFL,TOEIC,IELTS,CASEC 等の国際的な標

準英語試験のスコアのコピー（原本不可）を必ず持参すること） 

 

【結果発表】 

３月３１日（金）0：00～  学修支援システムＤＵＥＴ 

（ＤＵＥＴに科目名が表示されない場合は、落選である） 

  

2022 年度 

以前生 

登録手続：下記参照 

開講期間：秋 開講校地：今出川 単位数：4 単位 

【注意事項】 

① 他の選考と時間が重複する場合は３月２８日（火）までにグローバル地域文化学部事務室（志高館１階）

まで申し出ること。 

② 合格者は、大学が一括して登録する。（一般登録時の手続は不要。） 

③ クラス決定後の変更や、履修中止手続き期間以外での履修中止は一切認めない。ただし、秋学期講義開始

前に行われる先行登録科目の登録削除期間での削除を認める。 

④ 定員に余裕がある場合は、秋学期講義開始前に追加募集を行う。詳細は秋学期の登録要領を参照。 

⑤ 新型コロナウイルス感染症等の影響でＡＫＰの留学生が来日できなくなった場合、本科目は休講となる。

その決定がなされた際は、早急に登録者へ連絡する。 
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■「ジョイント・セミナー比較文化論」 

 

 

 

【科目の概要】 

 本科目は２年次生以上を対象とし、週２コマの講義を行う。受講生の半数はＡＫＰ（Associated Kyoto 

Program）の米国留学生で、同志社大学とＡＫＰ双方の担当教員が合同で指導を行う。授業は全て英語で、日

米の文化や社会についての講義を受けたり学生同士でディスカッションを行ったりする。この授業を通じて国

際理解を深め、英語の表現力を身につけることができる。履修にあたっては、下記スコアと同程度もしくはそ

れ以上のスコアを満たしておくことが求められる。事前にシラバスを確認した上で、詳細は選考前の説明会に

て質問すること。 

 

①TOEFL ITP® テスト 480 点以上 

②TOEFL iBT® テスト、TOEFL iBT® Home Edition テスト  55 点以上 

（「Test Date スコア」のみ可。「MyBest ™スコア」は認めない。） 

  ③TOEFL® Essentials™テスト 6.5 以上 

④TOEIC® LISTENING AND READING テスト、 

   TOEIC® LISTENING AND READING テスト (IP)、 

   TOEIC® LISTENING AND READING テスト オンライン (IP)  575 点以上 

⑤IELTS™ 5 以上 

⑥CASEC 629 点以上 

 

※TOEFL、TOEFL ITP、TOEFL iBT および TOEIC はエデュケーショナル・テスティング・  

サービス（ETS）の登録商標です。 

 

【選考・登録方法】 

２０２３年度のシラバスをよく読み選考を受けること。 

日時：３月３０日（木） 

集合     13：00【時間厳守】 

科目説明   13: 00～13：10 

面 接    13：10～ 

場所：志高館１０７番教室 

 

（学生証、学修支援システムＤＵＥＴより印刷した成績通知書、TOEFL,TOEIC,IELTS,CASEC 等の国際的な標

準英語試験のスコアのコピー（原本不可）を必ず持参すること） 

 

【結果発表】 

３月３１日（金）0：00～  学修支援システムＤＵＥＴ 

（ＤＵＥＴに科目名が表示されない場合は、落選である） 

  

2022 年度 

以前生 

登録手続：下記参照 

開講期間：秋 開講校地：今出川 単位数：4 単位 

【注意事項】 

① 他の選考と時間が重複する場合は３月２８日（火）までにグローバル地域文化学部事務室（志高館１階）

まで申し出ること。 

② 合格者は、大学が一括して登録する。（一般登録時の手続は不要。） 

③ クラス決定後の変更や、履修中止手続き期間以外での履修中止は一切認めない。ただし、秋学期講義開始

前に行われる先行登録科目の登録削除期間での削除を認める。 

④ 定員に余裕がある場合は、秋学期講義開始前に追加募集を行う。詳細は秋学期の登録要領を参照。 

⑤ 新型コロナウイルス感染症等の影響でＡＫＰの留学生が来日できなくなった場合、本科目は休講となる。

その決定がなされた際は、早急に登録者へ連絡する。 
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日本語・日本文化教育科目　先行登録科目一覧表　（外国人留学生対象）

【京田辺校地】
科目名 クラス 期間 定員 担当者 受付日時 選考結果発表 備考

日本語１（文章表現Ⅵ） 1 春学期 25 須藤　潤

日本語１（文章表現Ⅶ） 1 春学期 25 山村　孝一

日本語２（文章表現Ⅶ） 1 秋学期 25 田中　舞

日本語２（文章表現Ⅷ） 1 秋学期 25 田中　舞

1 春学期 40 吉川　夏渚子

2 秋学期 40 吉川　夏渚子

1 春学期 40 吉川　夏渚子

2 秋学期 40 吉川　夏渚子

日本の思想・宗教  １ 1 春学期 27 IGNACIO ARISTIMUNO

日本の思想・宗教  ２ 1 秋学期 27 IGNACIO ARISTIMUNO

1 春学期 27 IGNACIO ARISTIMUNO

2 秋学期 27 IGNACIO ARISTIMUNO

【今出川校地】
科目名 クラス 期間 定員 担当者 受付日時 選考結果発表 備考

51 春学期 25 菅　智穂

52 春学期 25 原田　朋子

51 春学期 25 根川　幸男

52 春学期 25 大山　理惠

51 春学期 25 野村　和代

52 春学期 25 野村　和代

日本語１（文章表現Ⅸ） 51 春学期 25 大工原　勇人

51 秋学期 25 菅　智穂

52 秋学期 25 原田　朋子

51 秋学期 25 根川　幸男

52 秋学期 25 大山　理惠

51 秋学期 25 野村　和代

52 秋学期 25 野村　和代

日本語２（文章表現Ⅸ） 51 秋学期 25 大工原　勇人

51 春学期 20 菅　智穂

52 秋学期 20 菅　智穂

51 春学期 30 石田　裕子

52 秋学期 30 石田　裕子

51 春学期 40 吉川　夏渚子

52 秋学期 40 吉川　夏渚子

51 春学期 40 吉川　夏渚子

52 秋学期 40 吉川　夏渚子

以下の科目は登録申請、決定者発表とも学修支援システムDUETで行う。登録希望者が定員を超えた場合、抽選により登録者を決定する。
なお、日本語・日本文化教育科目を履修するには、日本語プレースメントテストの受験が必須である。
受験者へは、大学メールアドレス宛に日本語レベルを通知するので、指定されたレベルの科目を登録すること。

3月24日（金）10：00
～

4月3日（月）13：00
4月4日（火）0：00

3月24日（金）10：00
～

4月3日（月）13：00
4月4日（火）0：00

3月24日（金）10：00
～

4月3日（月）17：00
4月4日（火）0：00

英語で授業を行う
2015年度以前生のみ登録できる。

ビジネス日本語Ｃ

ビジネス日本語Ｄ

ビジネス日本語Ｃ

ビジネス日本語Ｄ

日本語１（文章表現Ⅵ）

日本語１（文章表現Ⅶ）

日本語１（文章表現Ⅷ）

日本の伝統と芸術

日本語２（文章表現Ⅵ）

日本語２（文章表現Ⅶ）

日本語２（文章表現Ⅷ）

ビジネス日本語Ａ

ビジネス日本語Ｂ

【今出川校地】
科目名 クラス 期間 定員 担当者 受付日時 選考結果発表 備考

51 春学期 24 芦田　一寿

52 秋学期 24 芦田　一寿

51 春学期 25 芦田　一寿

52 秋学期 25 芦田　一寿

53 春学期 30 柾木　良子

54 秋学期 30 柾木　良子

51 春学期 35 中川　久公

52 秋学期 35 中川　久公

53 春学期 20 高　永珍 コリア語で授業を行う

51 春学期 100 河村　晴久

52 秋学期 100 河村　晴久

51 春学期 30 清瀬　みさを

52 秋学期 30 清瀬　みさを

日本の思想・宗教  １ 52 春学期 27 IGNACIO ARISTIMUNO

日本の思想・宗教  ２ 52 秋学期 27 IGNACIO ARISTIMUNO

53 春学期 27 IGNACIO ARISTIMUNO

54 秋学期 27 IGNACIO ARISTIMUNO

51 春学期 27 安武　留美 

52 秋学期 27 GARTH WARRIES

※定員は外国人留学生および外国人留学生以外の人数を合わせた数である。
※日本語１・２（文章表現Ⅵ～Ⅸ）およびビジネス日本語A,B,C,Dは外国人留学生のみが履修可能な科目である。

履修相談

抽選結果を確認し、履修が認められた場合、
花材費(16,400円税込)を納入すること。期間
内に納入されなかった場合、登録を削除する
ので注意すること。なお、一旦納入された花
材費は、履修中止を含め、いかなる理由で
あっても返還できない。

【納入期間】
51クラス：4月4日（火）～4月12日（水）17時
52クラス：秋学期の登録要領を参照すること
【花材費納入場所】
良心館１階証明書自動発行機

納入後、証明書発行機より発行される「納入
済書（窓口提出用）」の提出が必要となる。
提出方法は、当選者に学修支援システム
DUETを通じて連絡する。

日本の伝統と文化

日本の伝統と美

3月24日（金）10：00
～

4月3日（月）13：00
4月4日（火）0：00

アイデンティティの社会格差

3月24日（金）10：00
～

4月3日（月）17：00
4月4日（火）0：00

英語で授業を行う
2015年度以前生のみ登録できる。

日時（日本時間）

今出川校地：３月２７日（月）１３：００～１５：３０
今出川校地：４月　３日（月）１０：００～１２：３０
京田辺校地：４月　３日（月）１０：００～１２：３０

場所

対面実施
今出川校地：K49（弘風館4階）
京田辺校地：TC1-201（知真館1号館2階）

抽選結果を確認し、履修が認められた場合、
実習で必要な浴衣は持参するかレンタル料
（1,550円税込）は自己負担となる。納入方
法は授業時に指示する。

「日本語・日本文化教育科目」は、指定された日本語レベル、クラスの科目しか登録できない。必修科目との時間割重複などの理由で、
指定と異なる日本語レベル、クラスで科目登録を希望する場合やその他日本語・日本文化教育科目の登録に関する相談がある場合は、
必ず履修相談で相談すること。

日本の伝統と芸術

日本の伝統と芸術

日本の伝統と芸能

日本の伝統と能楽

‒ 132 ‒



日本語・日本文化教育科目　先行登録科目一覧表　（外国人留学生対象）

【京田辺校地】
科目名 クラス 期間 定員 担当者 受付日時 選考結果発表 備考

日本語１（文章表現Ⅵ） 1 春学期 25 須藤　潤

日本語１（文章表現Ⅶ） 1 春学期 25 山村　孝一

日本語２（文章表現Ⅶ） 1 秋学期 25 田中　舞

日本語２（文章表現Ⅷ） 1 秋学期 25 田中　舞

1 春学期 40 吉川　夏渚子

2 秋学期 40 吉川　夏渚子

1 春学期 40 吉川　夏渚子

2 秋学期 40 吉川　夏渚子

日本の思想・宗教  １ 1 春学期 27 IGNACIO ARISTIMUNO

日本の思想・宗教  ２ 1 秋学期 27 IGNACIO ARISTIMUNO

1 春学期 27 IGNACIO ARISTIMUNO

2 秋学期 27 IGNACIO ARISTIMUNO

【今出川校地】
科目名 クラス 期間 定員 担当者 受付日時 選考結果発表 備考

51 春学期 25 菅　智穂

52 春学期 25 原田　朋子

51 春学期 25 根川　幸男

52 春学期 25 大山　理惠

51 春学期 25 野村　和代

52 春学期 25 野村　和代

日本語１（文章表現Ⅸ） 51 春学期 25 大工原　勇人

51 秋学期 25 菅　智穂

52 秋学期 25 原田　朋子

51 秋学期 25 根川　幸男

52 秋学期 25 大山　理惠

51 秋学期 25 野村　和代

52 秋学期 25 野村　和代

日本語２（文章表現Ⅸ） 51 秋学期 25 大工原　勇人

51 春学期 20 菅　智穂

52 秋学期 20 菅　智穂

51 春学期 30 石田　裕子

52 秋学期 30 石田　裕子

51 春学期 40 吉川　夏渚子

52 秋学期 40 吉川　夏渚子

51 春学期 40 吉川　夏渚子

52 秋学期 40 吉川　夏渚子

以下の科目は登録申請、決定者発表とも学修支援システムDUETで行う。登録希望者が定員を超えた場合、抽選により登録者を決定する。
なお、日本語・日本文化教育科目を履修するには、日本語プレースメントテストの受験が必須である。
受験者へは、大学メールアドレス宛に日本語レベルを通知するので、指定されたレベルの科目を登録すること。

3月24日（金）10：00
～

4月3日（月）13：00
4月4日（火）0：00

3月24日（金）10：00
～

4月3日（月）13：00
4月4日（火）0：00

3月24日（金）10：00
～

4月3日（月）17：00
4月4日（火）0：00

英語で授業を行う
2015年度以前生のみ登録できる。

ビジネス日本語Ｃ

ビジネス日本語Ｄ

ビジネス日本語Ｃ

ビジネス日本語Ｄ

日本語１（文章表現Ⅵ）

日本語１（文章表現Ⅶ）

日本語１（文章表現Ⅷ）

日本の伝統と芸術

日本語２（文章表現Ⅵ）

日本語２（文章表現Ⅶ）

日本語２（文章表現Ⅷ）

ビジネス日本語Ａ

ビジネス日本語Ｂ

【今出川校地】
科目名 クラス 期間 定員 担当者 受付日時 選考結果発表 備考

51 春学期 24 芦田　一寿

52 秋学期 24 芦田　一寿

51 春学期 25 芦田　一寿

52 秋学期 25 芦田　一寿

53 春学期 30 柾木　良子

54 秋学期 30 柾木　良子

51 春学期 35 中川　久公

52 秋学期 35 中川　久公

53 春学期 20 高　永珍 コリア語で授業を行う

51 春学期 100 河村　晴久

52 秋学期 100 河村　晴久

51 春学期 30 清瀬　みさを

52 秋学期 30 清瀬　みさを

日本の思想・宗教  １ 52 春学期 27 IGNACIO ARISTIMUNO

日本の思想・宗教  ２ 52 秋学期 27 IGNACIO ARISTIMUNO

53 春学期 27 IGNACIO ARISTIMUNO

54 秋学期 27 IGNACIO ARISTIMUNO

51 春学期 27 安武　留美 

52 秋学期 27 GARTH WARRIES

※定員は外国人留学生および外国人留学生以外の人数を合わせた数である。
※日本語１・２（文章表現Ⅵ～Ⅸ）およびビジネス日本語A,B,C,Dは外国人留学生のみが履修可能な科目である。

履修相談

抽選結果を確認し、履修が認められた場合、
花材費(16,400円税込)を納入すること。期間
内に納入されなかった場合、登録を削除する
ので注意すること。なお、一旦納入された花
材費は、履修中止を含め、いかなる理由で
あっても返還できない。

【納入期間】
51クラス：4月4日（火）～4月12日（水）17時
52クラス：秋学期の登録要領を参照すること
【花材費納入場所】
良心館１階証明書自動発行機

納入後、証明書発行機より発行される「納入
済書（窓口提出用）」の提出が必要となる。
提出方法は、当選者に学修支援システム
DUETを通じて連絡する。

日本の伝統と文化

日本の伝統と美

3月24日（金）10：00
～

4月3日（月）13：00
4月4日（火）0：00

アイデンティティの社会格差

3月24日（金）10：00
～

4月3日（月）17：00
4月4日（火）0：00

英語で授業を行う
2015年度以前生のみ登録できる。

日時（日本時間）

今出川校地：３月２７日（月）１３：００～１５：３０
今出川校地：４月　３日（月）１０：００～１２：３０
京田辺校地：４月　３日（月）１０：００～１２：３０

場所

対面実施
今出川校地：K49（弘風館4階）
京田辺校地：TC1-201（知真館1号館2階）

抽選結果を確認し、履修が認められた場合、
実習で必要な浴衣は持参するかレンタル料
（1,550円税込）は自己負担となる。納入方
法は授業時に指示する。

「日本語・日本文化教育科目」は、指定された日本語レベル、クラスの科目しか登録できない。必修科目との時間割重複などの理由で、
指定と異なる日本語レベル、クラスで科目登録を希望する場合やその他日本語・日本文化教育科目の登録に関する相談がある場合は、
必ず履修相談で相談すること。

日本の伝統と芸術

日本の伝統と芸術

日本の伝統と芸能

日本の伝統と能楽
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全学共通教養教育科目（キャリア形成支援科目） 

 

■「キャリア形成とインターンシップ－１，５１，２０１」 

＜科目の概要＞ 

【１・５１クラス】：春集中 

「オンキャンパスで初めて体験するインターンシップ」をコンセプトに、企業によるインターンシップと、

事前・事後講座を全てオンライン授業（リアルタイム配信）として実施するクラスである。本クラスでは、

インターンシップを就職活動と直接結びつけてとらえるのではなく、就業体験を通じて早くから自身のキャ

リアを展望し、課題に気づき、その解決に向けてこれから何をすべきかを学ぶことを目的とする。科目担当

者には大学教員のほかに企業関係者やキャリアコンサルタントの資格を有する教員を迎え、きめ細かい指導

を行う。 

１クラスは京田辺校地開講、５１クラスは今出川校地開講のクラスである。 

 

【２０１クラス】：通年集中 

「大学コンソーシアム京都」が実施するインターンシップ・プログラムに参加する。ビジネス・パブリック

コース、長期プロジェクトコースの２コースが開講される。受入先決定者は、学外で実施される事前学習を

受講し、各受入先で実習を行う。 

 

＜登録方法＞ 

① 登録前に科目説明動画（下記 URL を参照）を視聴し、授業・プログラム内容を十分に理解すること。 

https://e-career.doshisha.ac.jp/shushoku/internship/seikaintern/top_Career-Development-

and-Internship.htm 

 

 

 

② １、５１、２０１クラスのいずれかを選択し、指定された登録期間に登録すること。複数のクラスを登録

するとエラーになる。 

〔登録コード〕    １クラス：16000103-001（2021・2022 年度生） ※先行登録 

５１クラス：16000103-051（2021・2022 年度生） ※先行登録 

２０１クラス：16000103-201 

 

③ 登録後、２０１クラスについては以下の手続きを行うこと。 

・大学コンソーシアム京都インターンシップ・プログラムポータルサイトから手続き方法を 

確認し、WEB 出願すること。また、後日に実施される WEB 面接を受けること。 

＜大学コンソーシアム京都インターンシップ・プログラムポータルサイト＞ 

https://consortiumkyoto-internship.jp/ 

 

 

※企業等の受入人数に対し出願者が大幅に超過する場合や、WEB 面接の結果等により、受講不可となる

場合がある。受講不可となった場合、登録は自動的に削除される。削除された２単位分は秋学期の登録

変更期間に別の科目を追加登録することができる。 

 

 

 

 

2022 年度 

以前生 
登録手続：下記参照 

 

 

＜費用＞ 

受講許可後に必要な費用を納入する。 

【２０１クラス受講料】 

ビジネス・パブリックコース：１０，０００円（予定） 

長期プロジェクトコース：１５，０００円（予定） 

＜注意事項＞ 

【全クラス共通】 

・全クラスとも集中講義である。事前事後講座が行われるので、講座のある時間帯に別の科目を登録しない

よう注意すること。１・５１クラスについてはシラバス、２０１クラスについては大学コンソーシアム京

都インターンシップ・プログラムポータルサイトを参照のこと。科目登録している「キャリア形成とイン

ターンシップ」の講座と他の科目が時間割重複（二校地間移動不可を含む）した場合、時間割重複した科

目、もしくは「キャリア形成とインターンシップ」のいずれかの科目は履修できなくなるので注意するこ

と。 

※先行登録科目と一般登録科目の重複が起こった場合は先行登録科目が優先となる。 

※２０１クラスのビジネス・パブリックコースは９月まで、長期プロジェクトコースは１１月まで講義が

ある。日程は大学コンソーシアム京都インターンシップ・プログラムポータルサイトを確認すること。 

・前年度までに「キャリア形成とインターンシップ」を登録し、合格（単位修得）していた場合、本年度は

いずれのクラスも登録できない。ただし、課外活動として大学コンソーシアム京都のインターンシップ・

プログラムに参加することは可能である。 

・いずれのクラスもキャンセルは認められない。また、２０１クラスは履修中止不可である。参加について

十分に考慮した上で出願すること。 

 

【１・５１クラス】 

・先行登録科目である。受付日時は以下のとおり。 

 

<< １次募集 >> 

３月２４日（金）10：00 ～ ３月３１日（金）15：00 

<< ２次募集 >>（定員に余裕のある場合のみ） 

４月１日（土）10：00 ～ ４月３日（月）15：00 

 

・Ｚｏｏｍによる双方向オンライン（リアルタイム形式）で実施する。パソコンでの受講を前提（スマートフ

ォンは不可）としており、各自でインターネットへの接続環境を整備することが必要である。 

・４社中２社のインターンシップを受講することができるが、受講企業はこちらで割り当てるため選ぶことは

できない。なお、インターンシップ受講中に知り得た情報や資料は外部に漏洩しないこと。 

 

【２０１クラス】 

・選考結果は、６月中に通知される予定である。 

・大学コンソーシアム京都が実施するインターンシップ・プログラムを履修し合格した場合、「キャリア形成

とインターンシップ」の単位を修得できるのは、履修科目登録期間に「キャリア形成とインターンシップ－

２０１」を科目登録している場合のみである。当該科目の登録を行わず、直接大学コンソーシアム京都にイ

ンターンシップの申込をしただけでは単位修得できないので注意すること。 
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全学共通教養教育科目（キャリア形成支援科目） 

 

■「キャリア形成とインターンシップ－１，５１，２０１」 

＜科目の概要＞ 

【１・５１クラス】：春集中 

「オンキャンパスで初めて体験するインターンシップ」をコンセプトに、企業によるインターンシップと、

事前・事後講座を全てオンライン授業（リアルタイム配信）として実施するクラスである。本クラスでは、

インターンシップを就職活動と直接結びつけてとらえるのではなく、就業体験を通じて早くから自身のキャ

リアを展望し、課題に気づき、その解決に向けてこれから何をすべきかを学ぶことを目的とする。科目担当

者には大学教員のほかに企業関係者やキャリアコンサルタントの資格を有する教員を迎え、きめ細かい指導

を行う。 

１クラスは京田辺校地開講、５１クラスは今出川校地開講のクラスである。 

 

【２０１クラス】：通年集中 

「大学コンソーシアム京都」が実施するインターンシップ・プログラムに参加する。ビジネス・パブリック

コース、長期プロジェクトコースの２コースが開講される。受入先決定者は、学外で実施される事前学習を

受講し、各受入先で実習を行う。 

 

＜登録方法＞ 

① 登録前に科目説明動画（下記 URL を参照）を視聴し、授業・プログラム内容を十分に理解すること。 

https://e-career.doshisha.ac.jp/shushoku/internship/seikaintern/top_Career-Development-

and-Internship.htm 

 

 

 

② １、５１、２０１クラスのいずれかを選択し、指定された登録期間に登録すること。複数のクラスを登録

するとエラーになる。 

〔登録コード〕    １クラス：16000103-001（2021・2022 年度生） ※先行登録 

５１クラス：16000103-051（2021・2022 年度生） ※先行登録 

２０１クラス：16000103-201 

 

③ 登録後、２０１クラスについては以下の手続きを行うこと。 

・大学コンソーシアム京都インターンシップ・プログラムポータルサイトから手続き方法を 

確認し、WEB 出願すること。また、後日に実施される WEB 面接を受けること。 

＜大学コンソーシアム京都インターンシップ・プログラムポータルサイト＞ 

https://consortiumkyoto-internship.jp/ 

 

 

※企業等の受入人数に対し出願者が大幅に超過する場合や、WEB 面接の結果等により、受講不可となる

場合がある。受講不可となった場合、登録は自動的に削除される。削除された２単位分は秋学期の登録

変更期間に別の科目を追加登録することができる。 

 

 

 

 

2022 年度 

以前生 
登録手続：下記参照 

 

 

＜費用＞ 

受講許可後に必要な費用を納入する。 

【２０１クラス受講料】 

ビジネス・パブリックコース：１０，０００円（予定） 

長期プロジェクトコース：１５，０００円（予定） 

＜注意事項＞ 

【全クラス共通】 

・全クラスとも集中講義である。事前事後講座が行われるので、講座のある時間帯に別の科目を登録しない

よう注意すること。１・５１クラスについてはシラバス、２０１クラスについては大学コンソーシアム京

都インターンシップ・プログラムポータルサイトを参照のこと。科目登録している「キャリア形成とイン

ターンシップ」の講座と他の科目が時間割重複（二校地間移動不可を含む）した場合、時間割重複した科

目、もしくは「キャリア形成とインターンシップ」のいずれかの科目は履修できなくなるので注意するこ

と。 

※先行登録科目と一般登録科目の重複が起こった場合は先行登録科目が優先となる。 

※２０１クラスのビジネス・パブリックコースは９月まで、長期プロジェクトコースは１１月まで講義が

ある。日程は大学コンソーシアム京都インターンシップ・プログラムポータルサイトを確認すること。 

・前年度までに「キャリア形成とインターンシップ」を登録し、合格（単位修得）していた場合、本年度は

いずれのクラスも登録できない。ただし、課外活動として大学コンソーシアム京都のインターンシップ・

プログラムに参加することは可能である。 

・いずれのクラスもキャンセルは認められない。また、２０１クラスは履修中止不可である。参加について

十分に考慮した上で出願すること。 

 

【１・５１クラス】 

・先行登録科目である。受付日時は以下のとおり。 

 

<< １次募集 >> 

３月２４日（金）10：00 ～ ３月３１日（金）15：00 

<< ２次募集 >>（定員に余裕のある場合のみ） 

４月１日（土）10：00 ～ ４月３日（月）15：00 

 

・Ｚｏｏｍによる双方向オンライン（リアルタイム形式）で実施する。パソコンでの受講を前提（スマートフ

ォンは不可）としており、各自でインターネットへの接続環境を整備することが必要である。 

・４社中２社のインターンシップを受講することができるが、受講企業はこちらで割り当てるため選ぶことは

できない。なお、インターンシップ受講中に知り得た情報や資料は外部に漏洩しないこと。 

 

【２０１クラス】 

・選考結果は、６月中に通知される予定である。 

・大学コンソーシアム京都が実施するインターンシップ・プログラムを履修し合格した場合、「キャリア形成

とインターンシップ」の単位を修得できるのは、履修科目登録期間に「キャリア形成とインターンシップ－

２０１」を科目登録している場合のみである。当該科目の登録を行わず、直接大学コンソーシアム京都にイ

ンターンシップの申込をしただけでは単位修得できないので注意すること。 
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２０２３年度プロジェクト科目 登録要領 

 
プロジェクト科目は、地域社会や企業の方々が講師となり、従来の教室での座学中心の授業形態とは

異なった「実践型」「参加型」のプロジェクトをベースに学習を進めていく科目です。 
 

プロジェクト科目ホームページ：https://pbs.doshisha.ac.jp/ 
 
１．対象 
学部２年次生以上。大学院生不可。 

 
２．定員 
各プロジェクト１５名程度（上限１９名）。 
登録者が５名未満の場合、当該プロジェクトは休講となります。 

 
３．登録方法 
プロジェクト科目は先行登録科目です。登録希望者は、以下の①②両方の手続きが必要です。 
①希望するプロジェクトを WEB 申込フォームから申し込む 
②オンラインにて実施される説明会、プロジェクト別の選考に参加する（要：Zoom アプリ） 

 
①希望するプロジェクトを WEB 申込フォームから申し込む 

申込期間：３月２４日（金）９：００～３月２９日（水）１１：３０ 
申込方法：希望するプロジェクトを所定の WEB 申込フォームから申し込んでください。 

●申込最終日（３月２９日（水））は、説明会・選考実施日と同日です（以下②参照）。 
説明会・選考実施日には、選考の前に各プロジェクト担当者による個別説明・質疑応答の時間を設
けています。説明会前に申込を行っても、個別説明・質疑応答を聞いた後で申込を行っても、上記
申込期間内（～３月２９日（水）１１：３０）に申込完了していれば、どちらでも問題ありません。 

●WEB 申込フォームの URL は、３月２４日（金）９：００から以下「説明会・履修登録」にて公開
します。 
プロジェクトによって、申込フォームの入力項目が異なる場合があります。 

説明会・履修登録：https://pbs.doshisha.ac.jp/briefing/briefing.html 
●プロジェクト科目のシラバスは、他の科目同様に、３月１５日（水）から公開します。 

同志社大学シラバス検索システム：https://syllabus.doshisha.ac.jp/ 
 
②オンラインにて実施される説明会、プロジェクト別の選考に参加する（要：Zoom アプリ） 

日時：３月２９日（水） ９：３０～ 集合、プロジェクト科目説明会 
１０：００～ 各プロジェクト個別説明・質疑応答 
１２：３０～ 選考 

場所：オンライン（Zoom ミーティング） 

●選考への参加にあたっては、上記①に記載のとおり、３月２９日（水）１１：３０までに所定の WEB
申込フォームから申込を完了しておく必要があります。 

●あらかじめ、カメラ機能およびマイク機能付のパソコンやスマートフォン、タブレット等に、Zoom
アプリをダウンロード・インストールしておいてください。 

●Zoom を最新バージョンに更新しておいてください。 
●オンライン（Zoom ミーティング）の ID・URL は、３月２４日（金）９：００から以下「説明会・
履修登録」にて公開します。 

説明会・履修登録：https://pbs.doshisha.ac.jp/briefing/briefing.html 
  

 

４．選考結果発表 

３月３０日（木）０：００～ 学修支援システム DUET＞登録科目一覧 
※履修が認められた方のみ、「プロジェクト科目１」「プロジェクト科目２」の 2 科目が表示され
ます。 

●履修が認められた方は、プロジェクト科目の登録申請を DUET 上で改めて行う必要はありません。 
●この時点で登録者が５名未満の場合、開講を保留とします。再募集後に登録者が５名以上となれば
開講が決定しますが、再募集後も登録者が５名未満の場合は開講取消となります。詳細は３月３０
日（木）０：００以降に、DUET＞メッセージ をご確認ください。 

 
５．再募集 
定員に空きがあるプロジェクトのみ再募集を行います。 

再募集プロジェクト発表：３月３０日（木）１０：００～ 
再募集申込期間：３月３１日（金）９：００～４月２日（日）２３：５９ 

●再募集プロジェクト一覧、および再募集手続き等の詳細は、３月３０日（木）１０：００から、以
下「説明会・履修登録」の URL にて公開します。 
 

説明会・履修登録：https://pbs.doshisha.ac.jp/briefing/briefing.html 
 
６．再募集選考結果発表 

４月４日（火）０：００～ 学修支援システム DUET＞登録科目一覧 
※履修が認められた方のみ、「プロジェクト科目１」「プロジェクト科目２」の 2 科目が表示され
ます。 

●履修が認められた方は、プロジェクト科目の登録申請を DUET 上で改めて行う必要はありません。 
●再募集の結果、登録者が５名未満のプロジェクトは開講取消となります。開講取消の場合、DUET
＞メッセージ にてその旨お知らせします。 

 
７．登録にあたっての注意事項 
●プロジェクトによっては、授業が学外や不定期で行われ、学外での活動等で発生する費用（交通費
等）を履修生が負担する場合があります。各プロジェクトの活動内容をシラバスで充分に確認した
うえで、登録してください。 

●春・秋連結科目の場合、登録はセットで行います。どちらかの学期のみの登録はできません。 
●春学期科目を履修中止したり、成績評価がＦ（不合格）であったりした場合は、同一プロジェクト
の秋学期科目を履修することはできません。この場合、大学が秋学期科目の登録を削除します。 

●過年度に履修し、合格評価を得たテーマと同じクラスコードのテーマは履修できません。 
●各学期末に全員参加の成果報告会を行います。 
春学期成果報告会は２０２３年７月３０日（日）に、秋学期成果報告会は２０２４年１月２８日（日）
に、それぞれ開催する予定です。 
春学期成果報告会は中間報告、秋学期成果報告会は最終報告となります。 
開催形態は未定です。２０２２年度は春学期、秋学期ともにオンラインで開催しました。 

●本科目のカリキュラム上の取扱いについては、所属する学部の履修要項で確認してください。 
 
８．その他 
本登録要領の記載内容、およびシラバスに記載の授業内容に関しては、新型コロナウイルス感染症の
状況やそれに伴う大学の方針等により変更となる可能性があります。変更となる場合、「説明会・履修
登録」のページやシラバス上で最新の情報を公開します。 
本科目に関する問合せや相談は、プロジェクト科目事務局（ji-pbl@mail.doshisha.ac.jp）にご連絡
ください。 

 
以 上 
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２０２３年度プロジェクト科目 登録要領 

 
プロジェクト科目は、地域社会や企業の方々が講師となり、従来の教室での座学中心の授業形態とは

異なった「実践型」「参加型」のプロジェクトをベースに学習を進めていく科目です。 
 

プロジェクト科目ホームページ：https://pbs.doshisha.ac.jp/ 
 
１．対象 
学部２年次生以上。大学院生不可。 

 
２．定員 
各プロジェクト１５名程度（上限１９名）。 
登録者が５名未満の場合、当該プロジェクトは休講となります。 

 
３．登録方法 
プロジェクト科目は先行登録科目です。登録希望者は、以下の①②両方の手続きが必要です。 
①希望するプロジェクトを WEB 申込フォームから申し込む 
②オンラインにて実施される説明会、プロジェクト別の選考に参加する（要：Zoom アプリ） 

 
①希望するプロジェクトを WEB 申込フォームから申し込む 

申込期間：３月２４日（金）９：００～３月２９日（水）１１：３０ 
申込方法：希望するプロジェクトを所定の WEB 申込フォームから申し込んでください。 

●申込最終日（３月２９日（水））は、説明会・選考実施日と同日です（以下②参照）。 
説明会・選考実施日には、選考の前に各プロジェクト担当者による個別説明・質疑応答の時間を設
けています。説明会前に申込を行っても、個別説明・質疑応答を聞いた後で申込を行っても、上記
申込期間内（～３月２９日（水）１１：３０）に申込完了していれば、どちらでも問題ありません。 

●WEB 申込フォームの URL は、３月２４日（金）９：００から以下「説明会・履修登録」にて公開
します。 
プロジェクトによって、申込フォームの入力項目が異なる場合があります。 

説明会・履修登録：https://pbs.doshisha.ac.jp/briefing/briefing.html 
●プロジェクト科目のシラバスは、他の科目同様に、３月１５日（水）から公開します。 

同志社大学シラバス検索システム：https://syllabus.doshisha.ac.jp/ 
 
②オンラインにて実施される説明会、プロジェクト別の選考に参加する（要：Zoom アプリ） 

日時：３月２９日（水） ９：３０～ 集合、プロジェクト科目説明会 
１０：００～ 各プロジェクト個別説明・質疑応答 
１２：３０～ 選考 

場所：オンライン（Zoom ミーティング） 

●選考への参加にあたっては、上記①に記載のとおり、３月２９日（水）１１：３０までに所定の WEB
申込フォームから申込を完了しておく必要があります。 

●あらかじめ、カメラ機能およびマイク機能付のパソコンやスマートフォン、タブレット等に、Zoom
アプリをダウンロード・インストールしておいてください。 

●Zoom を最新バージョンに更新しておいてください。 
●オンライン（Zoom ミーティング）の ID・URL は、３月２４日（金）９：００から以下「説明会・
履修登録」にて公開します。 

説明会・履修登録：https://pbs.doshisha.ac.jp/briefing/briefing.html 
  

 

４．選考結果発表 

３月３０日（木）０：００～ 学修支援システム DUET＞登録科目一覧 
※履修が認められた方のみ、「プロジェクト科目１」「プロジェクト科目２」の 2 科目が表示され
ます。 

●履修が認められた方は、プロジェクト科目の登録申請を DUET 上で改めて行う必要はありません。 
●この時点で登録者が５名未満の場合、開講を保留とします。再募集後に登録者が５名以上となれば
開講が決定しますが、再募集後も登録者が５名未満の場合は開講取消となります。詳細は３月３０
日（木）０：００以降に、DUET＞メッセージ をご確認ください。 

 
５．再募集 
定員に空きがあるプロジェクトのみ再募集を行います。 

再募集プロジェクト発表：３月３０日（木）１０：００～ 
再募集申込期間：３月３１日（金）９：００～４月２日（日）２３：５９ 

●再募集プロジェクト一覧、および再募集手続き等の詳細は、３月３０日（木）１０：００から、以
下「説明会・履修登録」の URL にて公開します。 
 

説明会・履修登録：https://pbs.doshisha.ac.jp/briefing/briefing.html 
 
６．再募集選考結果発表 

４月４日（火）０：００～ 学修支援システム DUET＞登録科目一覧 
※履修が認められた方のみ、「プロジェクト科目１」「プロジェクト科目２」の 2 科目が表示され
ます。 

●履修が認められた方は、プロジェクト科目の登録申請を DUET 上で改めて行う必要はありません。 
●再募集の結果、登録者が５名未満のプロジェクトは開講取消となります。開講取消の場合、DUET
＞メッセージ にてその旨お知らせします。 

 
７．登録にあたっての注意事項 
●プロジェクトによっては、授業が学外や不定期で行われ、学外での活動等で発生する費用（交通費
等）を履修生が負担する場合があります。各プロジェクトの活動内容をシラバスで充分に確認した
うえで、登録してください。 

●春・秋連結科目の場合、登録はセットで行います。どちらかの学期のみの登録はできません。 
●春学期科目を履修中止したり、成績評価がＦ（不合格）であったりした場合は、同一プロジェクト
の秋学期科目を履修することはできません。この場合、大学が秋学期科目の登録を削除します。 

●過年度に履修し、合格評価を得たテーマと同じクラスコードのテーマは履修できません。 
●各学期末に全員参加の成果報告会を行います。 
春学期成果報告会は２０２３年７月３０日（日）に、秋学期成果報告会は２０２４年１月２８日（日）
に、それぞれ開催する予定です。 
春学期成果報告会は中間報告、秋学期成果報告会は最終報告となります。 
開催形態は未定です。２０２２年度は春学期、秋学期ともにオンラインで開催しました。 

●本科目のカリキュラム上の取扱いについては、所属する学部の履修要項で確認してください。 
 
８．その他 
本登録要領の記載内容、およびシラバスに記載の授業内容に関しては、新型コロナウイルス感染症の
状況やそれに伴う大学の方針等により変更となる可能性があります。変更となる場合、「説明会・履修
登録」のページやシラバス上で最新の情報を公開します。 
本科目に関する問合せや相談は、プロジェクト科目事務局（ji-pbl@mail.doshisha.ac.jp）にご連絡
ください。 

 
以 上 
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■京田辺校地開講科目

科目コード
（※1）

クラス
コード

テーマ名 開講期間
科目担当者

（所属・氏名）
科目代表者

（所属・氏名）
授業
曜講時

16600100
16600101

339 大学のあるまちづくり－サスティナブルタウンを目指して－
春・秋
連結

株式会社東洋設計事務所
齋藤　篤史

理工学部
千田　二郎

土2

■今出川校地開講科目

科目
コード（※1）

クラス
コード

テーマ名 開講期間
科目担当者

（所属・氏名）
科目代表者

（所属・氏名）
授業
曜講時

16600100
16600101

661 留学生と創る！祇園祭サステナブル読本！（文化継承と観光産業）
春・秋
連結

株式会社自在
遠藤　正彦

日本語・日本文化教育センター
徐　潤純

水5

16600100
16600101

664 ラジオの魅力－学生パーソナリティーの現場から高齢者へ
春・秋
連結 大江　宮子

免許資格課程センター
奥野　浩之

木3

16600100
16600101

671 京都の伝統織物ができるまで－オンライン体験を考える－
春・秋
連結

一般財団法人日本伝統織物研究所
龍村　周

理工学部
大久保　雅史

金4

16600100
16600101

706 クリエイティブな映像制作でインターネットの安心安全を守る！
春・秋
連結 堀出　大介

文化情報学部
佐野　明子

金5

16600100
16600101

707 京丹後移住促進プロジェクト～新たな地方移住の仕組みづくり～
春・秋
連結 泉川　大樹

文化情報学部
波多野　賢治

金5

16600100
16600101

711 京都・西陣織の工房見学を通じてプロモーションを企画しよう！
春・秋
連結

株式会社西捷／株式会社テイスト
武田　知也

商学部
志賀　理

水5

16600100
16600101

712 障がい者の就労をサポートする広報と商品開発
春・秋
連結

株式会社プロアホールディングス
青柳　良明

社会学部
廣野　俊輔

水3

16600100
16600101

713 実践で学ぶ！中小企業の経営コンサルティング
春・秋
連結

合同会社そのさき
白井　皓大

ビジネス研究科
児玉　俊洋

木2

16600100
16600101

714 ツーリストシップを通した観光課題の解決
春・秋
連結

一般社団法人ツーリストシップ
田中　千恵子

政策学部
井口　貢

金3
金4

（※2）

（※１）春・秋連結科目の場合は、16600100＝「プロジェクト科目１」と16600101＝「プロジェクト科目２」がセットで科目登録されます。

（※２）具体的な授業日についてはシラバスをご参照ください。

2023年度　プロジェクト科目　テーマ一覧

 2023年度全教科目先行登録一覧表（WEB先行登録）

【京田辺校地】
科目名 ｸﾗｽ 期間 定員 受付日時 結果発表 備考

建学の精神とキリスト教 001 秋 300
3月27日（月）10：00
           ～
4月3日（月）15：00

4月4日（火）0：00

キャリア開発と学生生活※ 001 春 500

キャリア開発の課題と方法 001 秋 40

労働市場の動向とキャリア形成※ 001 春 500

メガトレンドを読む※ 001 秋 300

ＳＤＧｓで考える社会課題とキャリア形成※ 001 春 200

キャリア形成とインターンシップ※ 001
春

集中
160

3月24日（金）10：00
           ～
3月31日（金）15：00

4月1日（土）0：00

定員に空きがある場合のみ
以下の日程で2次募集を行う。

＜受付日時＞
4月1日（土）10：00～4月3日（月）15：
00
＜結果発表＞
4月4日（火）0:00

※両校地に提供している科目であり、記載
されている定員数は両校地の総数である。
京田辺校地の定員数については、各校地の
応募人数の比率を元に算出する。

アントレプレナーシップ論 001 春 125
3月24日（金）10：00
           ～
4月3日（月）15：00

4月4日（火）0：00 2022年度以前生のみ登録可。

001 春 60

011 秋 60

001 春 45

002 秋 45

Introduction to Japanese Society in the Global Context 001 春 45

001 春 45

002 秋 45

Humanities and Global Issues 001 秋 15

Natural Sciences and Global Issues 001 春 15

Issues in Japanese Culture 001 春 15

Democracy and Politics : A Comparative Perspective 001 秋 15

Education in the Age of Globalization 001 春 15

Issues in Intercultural Communication 001 秋 15

京都科目
-京都学概論（さまざまな視点からみる京都）-

001 秋 300

学年によって科目コードが異なるので注意
すること。科目コードは、自身の入学年度
に該当する全学共通教養教育科目履修要項
を参照のこと。

京都科目
-華道から見る京都の伝統文化の発展-

002 春 15

抽選結果を確認し、履修が認められた場
合、花材費（9,940円）を4月4日（火）～4
月11日（火）17：00までに納めること。期
間内に納入されなかった場合、登録を削除
するので注意すること。なお、一旦納入さ
れた花材費は、履修中止を含め、いかなる
理由であっても返還できない。
【花材費納入場所】
　成心館１階証明書発行機
　良心館１階証明書発行機

納入後、証明書発行機より発行される、
「納入済証〔窓口提出用〕」を両キャンパ
ス教務センター（全学共通教養教育科目窓
口）に提出すること。

学年によって科目コードが異なるので注意
すること。科目コードは、自身の入学年度
に該当する全学共通教養教育科目履修要項
を参照のこと。

京都科目
-現代町家論 京都のまちと暮らしを知る-

003 春 30

学外でフィールドワークを行う。移動時間
を要するため、本科目の前後の時間割に注
意すること。詳細はシラバスを参照。

学年によって科目コードが異なるので注意
すること。科目コードは、自身の入学年度
に該当する全学共通教養教育科目履修要項
を参照のこと。

京都科目※
-伝統芸能と祭礼-

004 春 350

京都科目※
-京都文化の本質-

005 秋 400

世界の宗教

Introduction to the Nature of Japan and Asia in the Global Context

Introduction to Japanese Culture in the Global Context

4月4日（火）0：00

4月4日（火）0：00
3月27日（月）10：00
           ～
4月3日（月）15：00

3月24日（金）10：00
           ～
4月3日（月）15：00

3月24日（金）10：00
           ～
4月3日（月）15：00

4月4日（火）0：00

※両校地に提供している科目であり、記載
されている定員数は両校地の総数である。
京田辺校地の定員数については、各校地の
応募人数の比率を元に算出する。

3月24日（金）10：00
           ～
4月3日（月）17：00

2013年度以降生のみ登録可。

学年によって科目コードが異なるので注意
すること。科目コードは、自身の入学年度
に該当する全学共通教養教育科目履修要項
を参照のこと。

※両校地に提供している科目であり、記載
されている定員数は両校地の総数である。
京田辺校地の定員数については、各校地の
応募人数の比率を元に算出する。

4月4日（火）0：00
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■京田辺校地開講科目

科目コード
（※1）

クラス
コード

テーマ名 開講期間
科目担当者

（所属・氏名）
科目代表者

（所属・氏名）
授業
曜講時

16600100
16600101

339 大学のあるまちづくり－サスティナブルタウンを目指して－
春・秋
連結

株式会社東洋設計事務所
齋藤　篤史

理工学部
千田　二郎

土2

■今出川校地開講科目

科目
コード（※1）

クラス
コード

テーマ名 開講期間
科目担当者

（所属・氏名）
科目代表者

（所属・氏名）
授業
曜講時

16600100
16600101

661 留学生と創る！祇園祭サステナブル読本！（文化継承と観光産業）
春・秋
連結

株式会社自在
遠藤　正彦

日本語・日本文化教育センター
徐　潤純

水5

16600100
16600101

664 ラジオの魅力－学生パーソナリティーの現場から高齢者へ
春・秋
連結 大江　宮子

免許資格課程センター
奥野　浩之

木3

16600100
16600101

671 京都の伝統織物ができるまで－オンライン体験を考える－
春・秋
連結

一般財団法人日本伝統織物研究所
龍村　周

理工学部
大久保　雅史

金4

16600100
16600101

706 クリエイティブな映像制作でインターネットの安心安全を守る！
春・秋
連結 堀出　大介

文化情報学部
佐野　明子

金5

16600100
16600101

707 京丹後移住促進プロジェクト～新たな地方移住の仕組みづくり～
春・秋
連結 泉川　大樹

文化情報学部
波多野　賢治

金5

16600100
16600101

711 京都・西陣織の工房見学を通じてプロモーションを企画しよう！
春・秋
連結

株式会社西捷／株式会社テイスト
武田　知也

商学部
志賀　理

水5

16600100
16600101

712 障がい者の就労をサポートする広報と商品開発
春・秋
連結

株式会社プロアホールディングス
青柳　良明

社会学部
廣野　俊輔

水3

16600100
16600101

713 実践で学ぶ！中小企業の経営コンサルティング
春・秋
連結

合同会社そのさき
白井　皓大

ビジネス研究科
児玉　俊洋

木2

16600100
16600101

714 ツーリストシップを通した観光課題の解決
春・秋
連結

一般社団法人ツーリストシップ
田中　千恵子

政策学部
井口　貢

金3
金4

（※2）

（※１）春・秋連結科目の場合は、16600100＝「プロジェクト科目１」と16600101＝「プロジェクト科目２」がセットで科目登録されます。

（※２）具体的な授業日についてはシラバスをご参照ください。

2023年度　プロジェクト科目　テーマ一覧

 2023年度全教科目先行登録一覧表（WEB先行登録）

【京田辺校地】
科目名 ｸﾗｽ 期間 定員 受付日時 結果発表 備考

建学の精神とキリスト教 001 秋 300
3月27日（月）10：00
           ～
4月3日（月）15：00

4月4日（火）0：00

キャリア開発と学生生活※ 001 春 500

キャリア開発の課題と方法 001 秋 40

労働市場の動向とキャリア形成※ 001 春 500

メガトレンドを読む※ 001 秋 300

ＳＤＧｓで考える社会課題とキャリア形成※ 001 春 200

キャリア形成とインターンシップ※ 001
春

集中
160

3月24日（金）10：00
           ～
3月31日（金）15：00

4月1日（土）0：00

定員に空きがある場合のみ
以下の日程で2次募集を行う。

＜受付日時＞
4月1日（土）10：00～4月3日（月）15：
00
＜結果発表＞
4月4日（火）0:00

※両校地に提供している科目であり、記載
されている定員数は両校地の総数である。
京田辺校地の定員数については、各校地の
応募人数の比率を元に算出する。

アントレプレナーシップ論 001 春 125
3月24日（金）10：00
           ～
4月3日（月）15：00

4月4日（火）0：00 2022年度以前生のみ登録可。

001 春 60

011 秋 60

001 春 45

002 秋 45

Introduction to Japanese Society in the Global Context 001 春 45

001 春 45

002 秋 45

Humanities and Global Issues 001 秋 15

Natural Sciences and Global Issues 001 春 15

Issues in Japanese Culture 001 春 15

Democracy and Politics : A Comparative Perspective 001 秋 15

Education in the Age of Globalization 001 春 15

Issues in Intercultural Communication 001 秋 15

京都科目
-京都学概論（さまざまな視点からみる京都）-

001 秋 300

学年によって科目コードが異なるので注意
すること。科目コードは、自身の入学年度
に該当する全学共通教養教育科目履修要項
を参照のこと。

京都科目
-華道から見る京都の伝統文化の発展-

002 春 15

抽選結果を確認し、履修が認められた場
合、花材費（9,940円）を4月4日（火）～4
月11日（火）17：00までに納めること。期
間内に納入されなかった場合、登録を削除
するので注意すること。なお、一旦納入さ
れた花材費は、履修中止を含め、いかなる
理由であっても返還できない。
【花材費納入場所】
　成心館１階証明書発行機
　良心館１階証明書発行機

納入後、証明書発行機より発行される、
「納入済証〔窓口提出用〕」を両キャンパ
ス教務センター（全学共通教養教育科目窓
口）に提出すること。

学年によって科目コードが異なるので注意
すること。科目コードは、自身の入学年度
に該当する全学共通教養教育科目履修要項
を参照のこと。

京都科目
-現代町家論 京都のまちと暮らしを知る-

003 春 30

学外でフィールドワークを行う。移動時間
を要するため、本科目の前後の時間割に注
意すること。詳細はシラバスを参照。

学年によって科目コードが異なるので注意
すること。科目コードは、自身の入学年度
に該当する全学共通教養教育科目履修要項
を参照のこと。

京都科目※
-伝統芸能と祭礼-

004 春 350

京都科目※
-京都文化の本質-

005 秋 400

世界の宗教

Introduction to the Nature of Japan and Asia in the Global Context

Introduction to Japanese Culture in the Global Context

4月4日（火）0：00

4月4日（火）0：00
3月27日（月）10：00
           ～
4月3日（月）15：00

3月24日（金）10：00
           ～
4月3日（月）15：00

3月24日（金）10：00
           ～
4月3日（月）15：00

4月4日（火）0：00

※両校地に提供している科目であり、記載
されている定員数は両校地の総数である。
京田辺校地の定員数については、各校地の
応募人数の比率を元に算出する。

3月24日（金）10：00
           ～
4月3日（月）17：00

2013年度以降生のみ登録可。

学年によって科目コードが異なるので注意
すること。科目コードは、自身の入学年度
に該当する全学共通教養教育科目履修要項
を参照のこと。

※両校地に提供している科目であり、記載
されている定員数は両校地の総数である。
京田辺校地の定員数については、各校地の
応募人数の比率を元に算出する。

4月4日（火）0：00
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 2023年度全教科目先行登録一覧表（WEB先行登録）

【京田辺校地】
科目名 ｸﾗｽ 期間 定員 受付日時 結果発表 備考

Japanese Thought and Religion 1 001 春 15

Japanese Thought and Religion 2 001 秋 15

Tradition and Art in Japan 1 001 秋 15

Tradition and Art in Japan 2 001 春 15

クールジャパン科目※
-現代日本文化の可能性を探る-

001 春 350

クールジャパン科目※
-日本映画-

002 春 350

クールジャパン科目※
-ヒップホップを考える-

003 秋 350

クリエイティブ・ジャパン科目※
-創造都市の政策と戦略-

001 秋 240

クリエイティブ・ジャパン科目※
-クリエイティブ産業の展開と政策-

002 春 240

論理的思考の基礎（１） 001 春 75

論理的思考の基礎（２） 001 秋 75

論理的思考の応用（１） 001 春 75

論理的思考の応用（２） 001 秋 75

データサイエンス１ 002 春 58

データサイエンス２ 002 秋 58

地球と宇宙の科学１ 002 春 300

地球と宇宙の科学２ 003 秋 300

001 春 300

004 春 300

001 秋 300

002 秋 300

003 秋 300

001 春 300

002 秋 300

複合領域科目１
-赤ちゃん学基礎-

020 春 120

複合領域科目２※
-ウェルビーイングとコーチング入門: 意味ある人生とコミュニケーションのため
に-

103 春 400

複合領域科目２
-赤ちゃん学応用-

021 秋 300

3月24日（金）10：00
           ～
4月3日（月）15：00

3月24日（金）10：00
           ～
4月3日（月）17：00

学年によって科目コードが異なるので注意
すること。科目コードは、自身の入学年度
に該当する全学共通教養教育科目履修要項
を参照のこと。

※両校地に提供している科目であり、記載
されている定員数は両校地の総数である。
京田辺校地の定員数については、各校地の
応募人数の比率を元に算出する。

2022年度以前生のみ登録可。
学年によって科目コードが異なるので注意
すること。科目コードは、自身の入学年度
に該当する全学共通教養教育科目履修要項
を参照のこと。

※両校地に提供している科目であり、記載
されている定員数は両校地の総数である。
京田辺校地の定員数については、各校地の
応募人数の比率を元に算出する。

3月24日（金）10：00
           ～
4月3日（月）15：00

学年によって科目コード・科目名が異なる
ので注意すること。科目コードは、自身の
入学年度に該当する履修要項を参照のこ
と。
【2015年度以前生】
科目名：日本の伝統と芸術

環境の科学

学年によって科目コード・科目名が異なる
ので注意すること。科目コードは、自身の
入学年度に該当する履修要項を参照のこ
と。
【2015年度以前生】
科目名：日本の思想・宗教  １
科目名：日本の思想・宗教  ２

4月4日（火）0：00

4月4日（火）0：00

4月4日（火）0：00

学年によって科目コードが異なるので注意
すること。科目コードは、自身の入学年度
に該当する全学共通教養教育科目履修要項
を参照のこと。

4月4日（火）0：00
3月24日（金）10：00
           ～
4月3日（月）17：00

科学史・科学論２

103クラスは2022年度以前生のみ登録可。
※両校地に提供している科目であり、記載
されている定員数は両校地の総数である。
京田辺校地の定員数については、各校地の
応募人数の比率を元に算出する。

4月4日（火）0：00
3月24日（金）10：00
           ～
4月3日（月）15：00

科学史・科学論１

 2023年度全教科目先行登録一覧表（WEB先行登録）

【今出川校地】
科目名 ｸﾗｽ 期間 定員 受付日時 結果発表 備考

051 春 300

052 春 300

キャリア開発と学生生活※ 051 春 500

労働市場の動向とキャリア形成※ 051 春 500

インターンシップ入門 000
春

集中
45

メガトレンドを読む※ 051 秋 300

ＳＤＧｓで考える社会課題とキャリア形成※ 051 春 200

働くということ 000 春 180
3月24日（金）10：00
           ～
3月30日（木）17：00

3月31日（金）9：00

定員に空きがある場合のみ
以下の日程で2次募集を行う。

＜受付日時＞
4月2日（日）10：00～4月3日（月）17：
00
＜結果発表＞
4月4日（火）0:00

キャリア形成とインターンシップ※ 051
春

集中
160

3月24日（金）10：00
           ～
3月31日（金）15：00

4月1日（土）0：00

定員に空きがある場合のみ
以下の日程で2次募集を行う。

＜受付日時＞
4月1日（土）10：00～4月3日（月）15：
00
＜結果発表＞
4月4日（火）0:00

※両校地に提供している科目であり、記載
されている定員数は両校地の総数である。
今出川校地の定員数については、各校地の
応募人数の比率を元に算出する。

アントレプレナーシップ論 051 春 250
3月24日（金）10：00
           ～
4月3日（月）15：00

4月4日（火）0：00 2022年度以前生のみ登録可。

日本とアジア１ 051 春 30

051 秋 30

052 秋 20

051 春 150

052 秋 150

051 春 350

052 秋 350

051 春 120

061 秋 120

051 春 45

052 秋 45

051 春 45

052 秋 45

051 春 45

052 秋 45

051 春 15

052 秋 15

Social Sciences and Global Issues 000 秋 15

Natural Sciences and Global Issues 051 春 15

051 春 15

052 秋 15

051 春 15

052 秋 15

051 春 15

052 秋 15

Democracy and Politics : A Comparative Perspective 051 秋 15

Education in the Age of Globalization 051 春 15

Issues in Intercultural Communication 051 秋 15

Economy and Business in the Global Context 1 000 春 15

Economy and Business in the Global Context 2 000 秋 15

Principles of Economics 000 春 15

Environmental Economics and Sustainability 000 秋 15

051 春 15

052 秋 15

051 春 15

052 秋 15

051 春 15

052 秋 15

Statistics for the Social Sciences and Humanities 000 秋 15

Introduction to Computer Science and Information Technology 000 春 15

Introduction to Quantitative Data Analysis 000 秋 15

Conservation of Japanese Nature and Environment 000 秋 15

Science of Natural Disasters 000 春 15

3月27日（月）10：00
           ～
4月3日（月）15：00

4月4日（火）0：00

Critical Social Issues in Contemporary Japan 2

The Divisions of Identity in Society

Issues in Japanese Culture

International Relations in the Postwar Era

Japan in Modern World History

Humanities and Global Issues

Introduction to the Nature of Japan and Asia in the Global Context

Introduction to Japanese Society in the Global Context

Introduction to Japanese Culture in the Global Context

日本とアジア２

Critical Social Issues in Contemporary Japan 1

世界近現代史

日本近現代史

2013年度以降生のみ登録可。世界の宗教 4月4日（火）0：00
3月27日（月）10：00
           ～
4月3日（月）15：00

4月4日（火）0：00
3月24日（金）10：00
           ～
4月3日（月）13：00

建学の精神とキリスト教

3月24日（金）10：00
           ～
4月3日（月）15：00

4月4日（火）0：00

3月24日（金）10：00
           ～
4月3日（月）15：00

4月4日（火）0：00

※両校地に提供している科目であり、記載
されている定員数は両校地の総数である。
今出川校地の定員数については、各校地の
応募人数の比率を元に算出する。

4月4日（火）0：00 2013年度以降生のみ登録可。

学年によって科目コード・科目名が異なる
ので注意すること。科目コードは、自身の
入学年度に該当する履修要項を参照のこ
と。
【2015年度以前生】
科目名：アイデンティティの社会格差

3月24日（金）10：00
           ～
4月3日（月）17：00

学年によって科目コード・科目名が異なる
ので注意すること。科目コードは、自身の
入学年度に該当する履修要項を参照のこ
と。
【2015年度以前生】
科目名：日本の社会事情

‒ 140 ‒



 2023年度全教科目先行登録一覧表（WEB先行登録）

【京田辺校地】
科目名 ｸﾗｽ 期間 定員 受付日時 結果発表 備考

Japanese Thought and Religion 1 001 春 15

Japanese Thought and Religion 2 001 秋 15

Tradition and Art in Japan 1 001 秋 15

Tradition and Art in Japan 2 001 春 15

クールジャパン科目※
-現代日本文化の可能性を探る-

001 春 350

クールジャパン科目※
-日本映画-

002 春 350

クールジャパン科目※
-ヒップホップを考える-

003 秋 350

クリエイティブ・ジャパン科目※
-創造都市の政策と戦略-

001 秋 240

クリエイティブ・ジャパン科目※
-クリエイティブ産業の展開と政策-

002 春 240

論理的思考の基礎（１） 001 春 75

論理的思考の基礎（２） 001 秋 75

論理的思考の応用（１） 001 春 75

論理的思考の応用（２） 001 秋 75

データサイエンス１ 002 春 58

データサイエンス２ 002 秋 58

地球と宇宙の科学１ 002 春 300

地球と宇宙の科学２ 003 秋 300

001 春 300

004 春 300

001 秋 300

002 秋 300

003 秋 300

001 春 300

002 秋 300

複合領域科目１
-赤ちゃん学基礎-

020 春 120

複合領域科目２※
-ウェルビーイングとコーチング入門: 意味ある人生とコミュニケーションのため
に-

103 春 400

複合領域科目２
-赤ちゃん学応用-

021 秋 300

3月24日（金）10：00
           ～
4月3日（月）15：00

3月24日（金）10：00
           ～
4月3日（月）17：00

学年によって科目コードが異なるので注意
すること。科目コードは、自身の入学年度
に該当する全学共通教養教育科目履修要項
を参照のこと。

※両校地に提供している科目であり、記載
されている定員数は両校地の総数である。
京田辺校地の定員数については、各校地の
応募人数の比率を元に算出する。

2022年度以前生のみ登録可。
学年によって科目コードが異なるので注意
すること。科目コードは、自身の入学年度
に該当する全学共通教養教育科目履修要項
を参照のこと。

※両校地に提供している科目であり、記載
されている定員数は両校地の総数である。
京田辺校地の定員数については、各校地の
応募人数の比率を元に算出する。

3月24日（金）10：00
           ～
4月3日（月）15：00

学年によって科目コード・科目名が異なる
ので注意すること。科目コードは、自身の
入学年度に該当する履修要項を参照のこ
と。
【2015年度以前生】
科目名：日本の伝統と芸術

環境の科学

学年によって科目コード・科目名が異なる
ので注意すること。科目コードは、自身の
入学年度に該当する履修要項を参照のこ
と。
【2015年度以前生】
科目名：日本の思想・宗教  １
科目名：日本の思想・宗教  ２

4月4日（火）0：00

4月4日（火）0：00

4月4日（火）0：00

学年によって科目コードが異なるので注意
すること。科目コードは、自身の入学年度
に該当する全学共通教養教育科目履修要項
を参照のこと。

4月4日（火）0：00
3月24日（金）10：00
           ～
4月3日（月）17：00

科学史・科学論２

103クラスは2022年度以前生のみ登録可。
※両校地に提供している科目であり、記載
されている定員数は両校地の総数である。
京田辺校地の定員数については、各校地の
応募人数の比率を元に算出する。

4月4日（火）0：00
3月24日（金）10：00
           ～
4月3日（月）15：00

科学史・科学論１

 2023年度全教科目先行登録一覧表（WEB先行登録）

【今出川校地】
科目名 ｸﾗｽ 期間 定員 受付日時 結果発表 備考

051 春 300

052 春 300

キャリア開発と学生生活※ 051 春 500

労働市場の動向とキャリア形成※ 051 春 500

インターンシップ入門 000
春

集中
45

メガトレンドを読む※ 051 秋 300

ＳＤＧｓで考える社会課題とキャリア形成※ 051 春 200

働くということ 000 春 180
3月24日（金）10：00
           ～
3月30日（木）17：00

3月31日（金）9：00

定員に空きがある場合のみ
以下の日程で2次募集を行う。

＜受付日時＞
4月2日（日）10：00～4月3日（月）17：
00
＜結果発表＞
4月4日（火）0:00

キャリア形成とインターンシップ※ 051
春

集中
160

3月24日（金）10：00
           ～
3月31日（金）15：00

4月1日（土）0：00

定員に空きがある場合のみ
以下の日程で2次募集を行う。

＜受付日時＞
4月1日（土）10：00～4月3日（月）15：
00
＜結果発表＞
4月4日（火）0:00

※両校地に提供している科目であり、記載
されている定員数は両校地の総数である。
今出川校地の定員数については、各校地の
応募人数の比率を元に算出する。

アントレプレナーシップ論 051 春 250
3月24日（金）10：00
           ～
4月3日（月）15：00

4月4日（火）0：00 2022年度以前生のみ登録可。

日本とアジア１ 051 春 30

051 秋 30

052 秋 20

051 春 150

052 秋 150

051 春 350

052 秋 350

051 春 120

061 秋 120

051 春 45

052 秋 45

051 春 45

052 秋 45

051 春 45

052 秋 45

051 春 15

052 秋 15

Social Sciences and Global Issues 000 秋 15

Natural Sciences and Global Issues 051 春 15

051 春 15

052 秋 15

051 春 15

052 秋 15

051 春 15

052 秋 15

Democracy and Politics : A Comparative Perspective 051 秋 15

Education in the Age of Globalization 051 春 15

Issues in Intercultural Communication 051 秋 15

Economy and Business in the Global Context 1 000 春 15

Economy and Business in the Global Context 2 000 秋 15

Principles of Economics 000 春 15

Environmental Economics and Sustainability 000 秋 15

051 春 15

052 秋 15

051 春 15

052 秋 15

051 春 15

052 秋 15

Statistics for the Social Sciences and Humanities 000 秋 15

Introduction to Computer Science and Information Technology 000 春 15

Introduction to Quantitative Data Analysis 000 秋 15

Conservation of Japanese Nature and Environment 000 秋 15

Science of Natural Disasters 000 春 15

3月27日（月）10：00
           ～
4月3日（月）15：00

4月4日（火）0：00

Critical Social Issues in Contemporary Japan 2

The Divisions of Identity in Society

Issues in Japanese Culture

International Relations in the Postwar Era

Japan in Modern World History

Humanities and Global Issues

Introduction to the Nature of Japan and Asia in the Global Context

Introduction to Japanese Society in the Global Context

Introduction to Japanese Culture in the Global Context

日本とアジア２

Critical Social Issues in Contemporary Japan 1

世界近現代史

日本近現代史

2013年度以降生のみ登録可。世界の宗教 4月4日（火）0：00
3月27日（月）10：00
           ～
4月3日（月）15：00

4月4日（火）0：00
3月24日（金）10：00
           ～
4月3日（月）13：00

建学の精神とキリスト教

3月24日（金）10：00
           ～
4月3日（月）15：00

4月4日（火）0：00

3月24日（金）10：00
           ～
4月3日（月）15：00

4月4日（火）0：00

※両校地に提供している科目であり、記載
されている定員数は両校地の総数である。
今出川校地の定員数については、各校地の
応募人数の比率を元に算出する。

4月4日（火）0：00 2013年度以降生のみ登録可。

学年によって科目コード・科目名が異なる
ので注意すること。科目コードは、自身の
入学年度に該当する履修要項を参照のこ
と。
【2015年度以前生】
科目名：アイデンティティの社会格差

3月24日（金）10：00
           ～
4月3日（月）17：00

学年によって科目コード・科目名が異なる
ので注意すること。科目コードは、自身の
入学年度に該当する履修要項を参照のこ
と。
【2015年度以前生】
科目名：日本の社会事情

‒ 141 ‒



 2023年度全教科目先行登録一覧表（WEB先行登録）

【今出川校地】
科目名 ｸﾗｽ 期間 定員 受付日時 結果発表 備考

京都科目
-京都学概論（さまざまな視点からみる京都）-

051 春 300

学年によって科目コードが異なるので注意
すること。科目コードは、自身の入学年度
に該当する全学共通教養教育科目履修要項
を参照のこと。

京都科目
-華道から見る京都の伝統文化の発展-

052 秋 15

抽選結果を確認し、履修が認められた場
合、花材費（7,700円）を納める必要があ
る。納入期間は秋学期の登録要領を参照す
ること。期間内に納入されなかった場合、
登録を削除するので注意すること。なお、
一旦納入された花材費は、履修中止を含
め、いかなる理由であっても返還できな
い。
【花材費納入場所】
　良心館１階証明書発行機
　成心館１階証明書発行機
　
納入後、証明書発行機より発行される、
「納入済証〔窓口提出用〕」を両キャンパ
ス教務センター（全学共通教養教育科目窓
口）に提出すること。

学年によって科目コードが異なるので注意
すること。科目コードは、自身の入学年度
に該当する全学共通教養教育科目履修要項
を参照のこと。

京都科目
-現代町家論 京都のまちと暮らしを知る-

053 秋 30

学外でフィールドワークを行う。移動時間
を要するため、本科目の前後の時間割に注
意すること。詳細はシラバスを参照。

学年によって科目コードが異なるので注意
すること。科目コードは、自身の入学年度
に該当する全学共通教養教育科目履修要項
を参照のこと。

京都科目※
-伝統芸能と祭礼-

054 春 350

京都科目
-京都の茶文化～その国際的魅力と可能性 -

055 春 20

京都科目※
-京都文化の本質-

056 秋 400

051 春 8

052 秋 8

051 春 15

052 秋 15

053 春 15

054 秋 15

051 春 10
052 秋 10
053 春 10
051 春 56
052 秋 56
051 春 10
052 秋 10

Japanese Thought and Religion 1 051 春 15

Japanese Thought and Religion 2 051 秋 15

Tradition and Art in Japan 1 051 秋 15

Tradition and Art in Japan 2 051 春 15

クールジャパン科目※
-現代日本文化の可能性を探る-

051 春 350

クールジャパン科目※
-日本映画-

052 春 350

クールジャパン科目※
-ヒップホップを考える-

053 秋 350

日本の伝統と能楽

日本の伝統と芸能

日本の伝統と美

日本の伝統と芸術

学年によって科目コードが異なるので注意
すること。科目コードは、自身の入学年度
に該当する全学共通教養教育科目履修要項
を参照のこと。

※両校地に提供している科目であり、記載
されている定員数は両校地の総数である。
今出川校地の定員数については、各校地の
応募人数の比率を元に算出する。

3月24日（金）10：00
           ～
4月3日（月）13：00

学年によって科目コードが異なるので注意
すること。科目コードは、自身の入学年度
に該当する履修要項を参照のこと。

53,54クラス　抽選結果を確認し、履修が認
められた場合、実習で必要な浴衣は持参す
るかレンタル料（1,550円税込）は自己負担
となる。

学年によって科目コード・科目名が異なる
ので注意すること。科目コードは、自身の
入学年度に該当する履修要項を参照のこ
と。
【2015年度以前生】
科目名：日本の思想・宗教  １
科目名：日本の思想・宗教  ２

3月24日（金）10：00
           ～
4月3日（月）15：00

4月4日（火）0：00

学年によって科目コード・科目名が異なる
ので注意すること。科目コードは、自身の
入学年度に該当する履修要項を参照のこ
と。
【2015年度以前生】
科目名：日本の伝統と芸術

学年によって科目コードが異なるので注意
すること。科目コードは、自身の入学年度
に該当する履修要項を参照のこと。

4月4日（火）0：00

抽選結果を確認し、履修が認められた場
合、花材費（16,400円）を納める必要があ
る。
【納入期間】
　51クラス：4月4日（火）～4月12日
（水）17時
　52クラス：秋学期の登録要領を参照する
こと。
【花材費納入場所】
　良心館１階証明書発行機
期間内に納入されなかった場合、登録を削
除するので注意すること。なお、一旦納入
された花材費は、履修中止を含め、いかな
る理由であっても返還できない。

納入後、証明書発行機より発行される「納
入済書（窓口提出用）」の提出が必要とな
る。提出方法は、当選者に学修支援システ
ムDUETを通じて連絡する。

学年によって科目コードが異なるので注意
すること。科目コードは、自身の入学年度
に該当する履修要項を参照のこと。

4月4日（火）0：00
3月24日（金）10：00
           ～
4月3日（月）17：00

学年によって科目コードが異なるので注意
すること。科目コードは、自身の入学年度
に該当する全学共通教養教育科目履修要項
を参照のこと。

※両校地に提供している科目であり、記載
されている定員数は両校地の総数である。
今出川校地の定員数については、各校地の
応募人数の比率を元に算出する。

4月4日（火）0：00
3月24日（金）10：00
           ～
4月3日（月）15：00

日本の伝統と文化

 2023年度全教科目先行登録一覧表（WEB先行登録）

【今出川校地】
科目名 ｸﾗｽ 期間 定員 受付日時 結果発表 備考

051 春 15
052 秋 15
051 春 15
052 秋 15

クリエイティブ・ジャパン科目※
-創造都市の政策と戦略-

051 秋 240

クリエイティブ・ジャパン科目※
-クリエイティブ産業の展開と政策-

052 春 240

051 春 300
053 春 600
055 春 600
051 秋 300
053 秋 600
055 秋 600
051 春 75
052 春 75
051 秋 75
052 秋 75
051 春 75
052 春 75
051 秋 75
052 秋 75
051 春 350
052 春 600
054 春 350
055 春 600
053 秋 600
054 秋 350
052 春 200
057 春 600
052 秋 350
054 秋 200
057 秋 600
058 秋 600

西洋史（１） 051 春 600
052 秋 600
053 秋 200

考古学（１） 052 春 600
考古学（２） 053 秋 200
日本語（１） 051 春 250
日本語（２） 051 秋 250

051 春 45
054 春 45
051 秋 45
054 秋 45

データサイエンス１ 051 春 46
051 秋 46
053 秋 46
051 春 300
052 春 300
051 秋 300
052 秋 300
052 春 300
053 春 300
059 春 300
060 春 300
056 秋 300
059 秋 300
051 春 300
052 春 300
053 春 300
055 春 300
054 秋 300
055 秋 300
056 秋 300
051 春 300
052 秋 300
051 春 250
052 春 250
053 春 250
054 春 250
055 春 250
056 春 250
051 秋 250
052 秋 250
053 秋 250
054 秋 250
055 秋 250
056 秋 250

複合領域科目２
-良心学－良心を実践する-

087 秋 120

複合領域科目２※
-ウェルビーイングとコーチング入門: 意味ある人生とコミュニケーションのため
に-

094 春 400

【インターネット】
科目名 ｸﾗｽ 期間 定員 受付日時 結果発表 備考

505 秋 1000

506 秋 1000

宗教学（１）

生命の科学１

地球と宇宙の科学２

地球と宇宙の科学１

数学２

数学１

Japan Today 2

Japan Today 1

論理的思考の応用（２）

論理的思考の応用（１）

論理的思考の基礎（２）

論理的思考の基礎（１）

宗教学（２）

日本史（１）

94クラスは2022年度以前生のみ登録可。
※両校地に提供している科目であり、記載
されている定員数は両校地の総数である。
今出川校地の定員数については、各校地の
応募人数の比率を元に算出する。

3月24日（金）10：00
           ～
4月3日（月）15：00

4月4日（火）0：00

学年によって科目コードが異なるので注意
すること。科目コードは、自身の入学年度
に該当する履修要項を参照のこと。

3月24日（金）10：00
           ～
4月3日（月）15：00

科学史・科学論２

科学史・科学論１

生命の科学２

心理学１

2022年度以前生のみ登録可。
学年によって科目コードが異なるので注意
すること。科目コードは、自身の入学年度
に該当する全学共通教養教育科目履修要項
を参照のこと。

※両校地に提供している科目であり、記載
されている定員数は両校地の総数である。
今出川校地の定員数については、各校地の
応募人数の比率を元に算出する。

4月4日（火）0：00
3月24日（金）10：00
           ～
4月3日（月）17：00

4月4日（火）0：00
3月24日（金）10：00
           ～
4月3日（月）15：00

4月4日（火）0：00
3月24日（金）10：00
           ～
4月3日（月）15：00

西洋史（２）

日本史（２）

建学の精神とキリスト教 4月4日（火）0：00
3月27日（月）10：00
           ～
4月3日（月）15：00

学年によって科目コードが異なるので注意
すること。科目コードは、自身の入学年度
に該当する全学共通教養教育科目履修要項
を参照のこと。

4月4日（火）0：00
3月24日（金）10：00
           ～
4月3日（月）17：00

環境の科学

芸術学（１）

芸術学（２）

データサイエンス２

心理学２

4月4日（火）0：00

‒ 142 ‒



 2023年度全教科目先行登録一覧表（WEB先行登録）

【今出川校地】
科目名 ｸﾗｽ 期間 定員 受付日時 結果発表 備考

京都科目
-京都学概論（さまざまな視点からみる京都）-

051 春 300

学年によって科目コードが異なるので注意
すること。科目コードは、自身の入学年度
に該当する全学共通教養教育科目履修要項
を参照のこと。

京都科目
-華道から見る京都の伝統文化の発展-

052 秋 15

抽選結果を確認し、履修が認められた場
合、花材費（7,700円）を納める必要があ
る。納入期間は秋学期の登録要領を参照す
ること。期間内に納入されなかった場合、
登録を削除するので注意すること。なお、
一旦納入された花材費は、履修中止を含
め、いかなる理由であっても返還できな
い。
【花材費納入場所】
　良心館１階証明書発行機
　成心館１階証明書発行機
　
納入後、証明書発行機より発行される、
「納入済証〔窓口提出用〕」を両キャンパ
ス教務センター（全学共通教養教育科目窓
口）に提出すること。

学年によって科目コードが異なるので注意
すること。科目コードは、自身の入学年度
に該当する全学共通教養教育科目履修要項
を参照のこと。

京都科目
-現代町家論 京都のまちと暮らしを知る-

053 秋 30

学外でフィールドワークを行う。移動時間
を要するため、本科目の前後の時間割に注
意すること。詳細はシラバスを参照。

学年によって科目コードが異なるので注意
すること。科目コードは、自身の入学年度
に該当する全学共通教養教育科目履修要項
を参照のこと。

京都科目※
-伝統芸能と祭礼-

054 春 350

京都科目
-京都の茶文化～その国際的魅力と可能性 -

055 春 20

京都科目※
-京都文化の本質-

056 秋 400

051 春 8

052 秋 8

051 春 15

052 秋 15

053 春 15

054 秋 15

051 春 10
052 秋 10
053 春 10
051 春 56
052 秋 56
051 春 10
052 秋 10

Japanese Thought and Religion 1 051 春 15

Japanese Thought and Religion 2 051 秋 15

Tradition and Art in Japan 1 051 秋 15

Tradition and Art in Japan 2 051 春 15

クールジャパン科目※
-現代日本文化の可能性を探る-

051 春 350

クールジャパン科目※
-日本映画-

052 春 350

クールジャパン科目※
-ヒップホップを考える-

053 秋 350

日本の伝統と能楽

日本の伝統と芸能

日本の伝統と美

日本の伝統と芸術

学年によって科目コードが異なるので注意
すること。科目コードは、自身の入学年度
に該当する全学共通教養教育科目履修要項
を参照のこと。

※両校地に提供している科目であり、記載
されている定員数は両校地の総数である。
今出川校地の定員数については、各校地の
応募人数の比率を元に算出する。

3月24日（金）10：00
           ～
4月3日（月）13：00

学年によって科目コードが異なるので注意
すること。科目コードは、自身の入学年度
に該当する履修要項を参照のこと。

53,54クラス　抽選結果を確認し、履修が認
められた場合、実習で必要な浴衣は持参す
るかレンタル料（1,550円税込）は自己負担
となる。

学年によって科目コード・科目名が異なる
ので注意すること。科目コードは、自身の
入学年度に該当する履修要項を参照のこ
と。
【2015年度以前生】
科目名：日本の思想・宗教  １
科目名：日本の思想・宗教  ２

3月24日（金）10：00
           ～
4月3日（月）15：00

4月4日（火）0：00

学年によって科目コード・科目名が異なる
ので注意すること。科目コードは、自身の
入学年度に該当する履修要項を参照のこ
と。
【2015年度以前生】
科目名：日本の伝統と芸術

学年によって科目コードが異なるので注意
すること。科目コードは、自身の入学年度
に該当する履修要項を参照のこと。

4月4日（火）0：00

抽選結果を確認し、履修が認められた場
合、花材費（16,400円）を納める必要があ
る。
【納入期間】
　51クラス：4月4日（火）～4月12日
（水）17時
　52クラス：秋学期の登録要領を参照する
こと。
【花材費納入場所】
　良心館１階証明書発行機
期間内に納入されなかった場合、登録を削
除するので注意すること。なお、一旦納入
された花材費は、履修中止を含め、いかな
る理由であっても返還できない。

納入後、証明書発行機より発行される「納
入済書（窓口提出用）」の提出が必要とな
る。提出方法は、当選者に学修支援システ
ムDUETを通じて連絡する。

学年によって科目コードが異なるので注意
すること。科目コードは、自身の入学年度
に該当する履修要項を参照のこと。

4月4日（火）0：00
3月24日（金）10：00
           ～
4月3日（月）17：00

学年によって科目コードが異なるので注意
すること。科目コードは、自身の入学年度
に該当する全学共通教養教育科目履修要項
を参照のこと。

※両校地に提供している科目であり、記載
されている定員数は両校地の総数である。
今出川校地の定員数については、各校地の
応募人数の比率を元に算出する。

4月4日（火）0：00
3月24日（金）10：00
           ～
4月3日（月）15：00

日本の伝統と文化

 2023年度全教科目先行登録一覧表（WEB先行登録）

【今出川校地】
科目名 ｸﾗｽ 期間 定員 受付日時 結果発表 備考

051 春 15
052 秋 15
051 春 15
052 秋 15

クリエイティブ・ジャパン科目※
-創造都市の政策と戦略-

051 秋 240

クリエイティブ・ジャパン科目※
-クリエイティブ産業の展開と政策-

052 春 240

051 春 300
053 春 600
055 春 600
051 秋 300
053 秋 600
055 秋 600
051 春 75
052 春 75
051 秋 75
052 秋 75
051 春 75
052 春 75
051 秋 75
052 秋 75
051 春 350
052 春 600
054 春 350
055 春 600
053 秋 600
054 秋 350
052 春 200
057 春 600
052 秋 350
054 秋 200
057 秋 600
058 秋 600

西洋史（１） 051 春 600
052 秋 600
053 秋 200

考古学（１） 052 春 600
考古学（２） 053 秋 200
日本語（１） 051 春 250
日本語（２） 051 秋 250

051 春 45
054 春 45
051 秋 45
054 秋 45

データサイエンス１ 051 春 46
051 秋 46
053 秋 46
051 春 300
052 春 300
051 秋 300
052 秋 300
052 春 300
053 春 300
059 春 300
060 春 300
056 秋 300
059 秋 300
051 春 300
052 春 300
053 春 300
055 春 300
054 秋 300
055 秋 300
056 秋 300
051 春 300
052 秋 300
051 春 250
052 春 250
053 春 250
054 春 250
055 春 250
056 春 250
051 秋 250
052 秋 250
053 秋 250
054 秋 250
055 秋 250
056 秋 250

複合領域科目２
-良心学－良心を実践する-

087 秋 120

複合領域科目２※
-ウェルビーイングとコーチング入門: 意味ある人生とコミュニケーションのため
に-

094 春 400

【インターネット】
科目名 ｸﾗｽ 期間 定員 受付日時 結果発表 備考

505 秋 1000

506 秋 1000

宗教学（１）

生命の科学１

地球と宇宙の科学２

地球と宇宙の科学１

数学２

数学１

Japan Today 2

Japan Today 1

論理的思考の応用（２）

論理的思考の応用（１）

論理的思考の基礎（２）

論理的思考の基礎（１）

宗教学（２）

日本史（１）

94クラスは2022年度以前生のみ登録可。
※両校地に提供している科目であり、記載
されている定員数は両校地の総数である。
今出川校地の定員数については、各校地の
応募人数の比率を元に算出する。

3月24日（金）10：00
           ～
4月3日（月）15：00

4月4日（火）0：00

学年によって科目コードが異なるので注意
すること。科目コードは、自身の入学年度
に該当する履修要項を参照のこと。

3月24日（金）10：00
           ～
4月3日（月）15：00

科学史・科学論２

科学史・科学論１

生命の科学２

心理学１

2022年度以前生のみ登録可。
学年によって科目コードが異なるので注意
すること。科目コードは、自身の入学年度
に該当する全学共通教養教育科目履修要項
を参照のこと。

※両校地に提供している科目であり、記載
されている定員数は両校地の総数である。
今出川校地の定員数については、各校地の
応募人数の比率を元に算出する。

4月4日（火）0：00
3月24日（金）10：00
           ～
4月3日（月）17：00

4月4日（火）0：00
3月24日（金）10：00
           ～
4月3日（月）15：00

4月4日（火）0：00
3月24日（金）10：00
           ～
4月3日（月）15：00

西洋史（２）

日本史（２）

建学の精神とキリスト教 4月4日（火）0：00
3月27日（月）10：00
           ～
4月3日（月）15：00

学年によって科目コードが異なるので注意
すること。科目コードは、自身の入学年度
に該当する全学共通教養教育科目履修要項
を参照のこと。

4月4日（火）0：00
3月24日（金）10：00
           ～
4月3日（月）17：00

環境の科学

芸術学（１）

芸術学（２）

データサイエンス２

心理学２

4月4日（火）0：00

‒ 143 ‒



 2023年度全教科目先行登録一覧表（WEB先行登録）

科目名 ｸﾗｽ 期間 定員 受付日時 選考結果発表 備考

京都科目
-クリエイティブ伝統産業と文化イノベーション-

057 春 20

2022年度以前生のみ登録可。
学外でフィールドワークを行う。移動時
間を要するため、本科目の前後には授業
を入れないこと。
詳細はシラバスを参照。
受講申請書は、3月24日付全学共通教養
教育センター事務室からのDUETメッ
セージ（「【京都科目-57】受講申請書
の送付について」）に回答する形で提出
すること。なお、受講申請書は上記
DUETメッセージ添付のものを使用する
こと。
学年によって科目コードが異なるので注
意すること。科目コードは、自身の入学
年度に該当する全学共通教養教育科目履
修要項を参照のこと。

複合領域科目2
-「メディア・プロフェッショナル」実践講座-

090
春

集中
30

2022年度以前生のみ登録可。
受講申請書は、3月24日付全学共通教養
教育センター事務室からのDUETメッ
セージ（「【複合領域科目2-90】受講
申請書の送付について」）に回答する形
で提出すること。なお、受講申請書は上
記DUETメッセージ添付のものを使用す
ること。
詳細はシラバスを参照。

複合領域科目2
-ダイバーシティ社会における障がい学生支援を考える－アクセシビリティ
支援の理論と実践－

099 秋 50
3月24日（金)
　　　　　　～
4月1日（土）まで

4月4日（火）0：00

WEBアンケートにて受け付ける。WEB
アンケートは、「複合領域科目2-099」
のシラバス備考欄に掲載されているURL
から回答する形で提出すること。
詳細はシラバスを参照。

複合領域科目2
-自然と人間の共生を考える──ミツバチから学ぶSDGs－

106 秋 20

3月24日（金)
事務室からのDUET
メッセージ送付後
　　　　　　～
4月2日（日）まで

4月4日（火）0：00

養蜂着や革製手袋など，養蜂実習の安全
を確保するために必要な用具は各自で用
意する必要あり。
詳細はシラバスを参照。
受講申請書は、3月24日付全学共通教養
教育センター事務室からのDUETメッ
セージ（「【複合領域科目2-106】受講
申請書の送付について」）に回答する形
で提出すること。なお、受講申請書は上
記DUETメッセージ添付のものを使用す
ること。
詳細はシラバスを参照。

【今出川校地】

3月24日（金)
事務室からのDUET
メッセージ送付後
　　　　　　～
3月30日（木）まで

4月4日（火）0：00

 

全学共通教養教育科目 

（保健体育科目 スポーツ・パフォーマンス 1） 

 

ここには全学共通教養教育科目の保健体育科目のうち、先行登録科目について記載している。 

その他の保健体育科目については履修要項を参照すること。 

 

●先行登録について 

＜登録手続の注意点＞ 

・他の先行登録科目との時間割重複等やむを得ない場合を除き、クラス決定後の変更および削除は認め

ない。ただし、春学期に登録した秋学期開講科目については、秋学期講義開始前に行われる登録変更期

間での変更を認める。なお、履修中止期間での履修中止は認める。登録にあたっては、授業内容をシラ

バスで確認すること。 

・登録期間中は手続の確認等で問合せを行うことがあるので、必ず連絡が取れるようにしておくこと。 

・学修支援システムＤＵＥＴ（以下ＤＵＥＴ）による各種申請手続（ＷＥＢによる履修登録、先行登

録、履修中止等）は、万全の体制を整えて準備しているが、予測不能なネットワーク障害やシステム

のハード障害等が発生し、ＷＥＢによる手続が行えなくなる可能性もある。申請手続期間中に大学側

のシステムに重大なトラブルが発生し、手続が正常に行えなかった場合には、受付時間の延長や教室

での受付に変更（ネットワークやシステムの復旧に時間を要する場合）することもあるので、予め注

意しておくこと。なお、これらの臨時の対応については、ＤＵＥＴの「大学からのお知らせ」にて案

内するが、ＤＵＥＴが障害により稼動していない場合については、大学ホームページの「在学生のペ

ージ」の「重要なお知らせ」にて周知する。 

 

＜保健体育科目の登録に関する事務取り扱い＞ 

京田辺校地 ： 京田辺キャンパス教務センター 全学共通教養教育科目窓口（成心館１階） 

今出川校地 ： 今出川キャンパス教務センター 保健体育科目窓口（良心館１階） 

 

  

全年度生 登録手続：下記参照 
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 2023年度全教科目先行登録一覧表（WEB先行登録）

科目名 ｸﾗｽ 期間 定員 受付日時 選考結果発表 備考

京都科目
-クリエイティブ伝統産業と文化イノベーション-

057 春 20

2022年度以前生のみ登録可。
学外でフィールドワークを行う。移動時
間を要するため、本科目の前後には授業
を入れないこと。
詳細はシラバスを参照。
受講申請書は、3月24日付全学共通教養
教育センター事務室からのDUETメッ
セージ（「【京都科目-57】受講申請書
の送付について」）に回答する形で提出
すること。なお、受講申請書は上記
DUETメッセージ添付のものを使用する
こと。
学年によって科目コードが異なるので注
意すること。科目コードは、自身の入学
年度に該当する全学共通教養教育科目履
修要項を参照のこと。

複合領域科目2
-「メディア・プロフェッショナル」実践講座-

090
春

集中
30

2022年度以前生のみ登録可。
受講申請書は、3月24日付全学共通教養
教育センター事務室からのDUETメッ
セージ（「【複合領域科目2-90】受講
申請書の送付について」）に回答する形
で提出すること。なお、受講申請書は上
記DUETメッセージ添付のものを使用す
ること。
詳細はシラバスを参照。

複合領域科目2
-ダイバーシティ社会における障がい学生支援を考える－アクセシビリティ
支援の理論と実践－

099 秋 50
3月24日（金)
　　　　　　～
4月1日（土）まで

4月4日（火）0：00

WEBアンケートにて受け付ける。WEB
アンケートは、「複合領域科目2-099」
のシラバス備考欄に掲載されているURL
から回答する形で提出すること。
詳細はシラバスを参照。

複合領域科目2
-自然と人間の共生を考える──ミツバチから学ぶSDGs－

106 秋 20

3月24日（金)
事務室からのDUET
メッセージ送付後
　　　　　　～
4月2日（日）まで

4月4日（火）0：00

養蜂着や革製手袋など，養蜂実習の安全
を確保するために必要な用具は各自で用
意する必要あり。
詳細はシラバスを参照。
受講申請書は、3月24日付全学共通教養
教育センター事務室からのDUETメッ
セージ（「【複合領域科目2-106】受講
申請書の送付について」）に回答する形
で提出すること。なお、受講申請書は上
記DUETメッセージ添付のものを使用す
ること。
詳細はシラバスを参照。

【今出川校地】

3月24日（金)
事務室からのDUET
メッセージ送付後
　　　　　　～
3月30日（木）まで

4月4日（火）0：00

 

全学共通教養教育科目 

（保健体育科目 スポーツ・パフォーマンス 1） 

 

ここには全学共通教養教育科目の保健体育科目のうち、先行登録科目について記載している。 

その他の保健体育科目については履修要項を参照すること。 

 

●先行登録について 

＜登録手続の注意点＞ 

・他の先行登録科目との時間割重複等やむを得ない場合を除き、クラス決定後の変更および削除は認め

ない。ただし、春学期に登録した秋学期開講科目については、秋学期講義開始前に行われる登録変更期

間での変更を認める。なお、履修中止期間での履修中止は認める。登録にあたっては、授業内容をシラ

バスで確認すること。 

・登録期間中は手続の確認等で問合せを行うことがあるので、必ず連絡が取れるようにしておくこと。 

・学修支援システムＤＵＥＴ（以下ＤＵＥＴ）による各種申請手続（ＷＥＢによる履修登録、先行登

録、履修中止等）は、万全の体制を整えて準備しているが、予測不能なネットワーク障害やシステム

のハード障害等が発生し、ＷＥＢによる手続が行えなくなる可能性もある。申請手続期間中に大学側

のシステムに重大なトラブルが発生し、手続が正常に行えなかった場合には、受付時間の延長や教室

での受付に変更（ネットワークやシステムの復旧に時間を要する場合）することもあるので、予め注

意しておくこと。なお、これらの臨時の対応については、ＤＵＥＴの「大学からのお知らせ」にて案

内するが、ＤＵＥＴが障害により稼動していない場合については、大学ホームページの「在学生のペ

ージ」の「重要なお知らせ」にて周知する。 

 

＜保健体育科目の登録に関する事務取り扱い＞ 

京田辺校地 ： 京田辺キャンパス教務センター 全学共通教養教育科目窓口（成心館１階） 

今出川校地 ： 今出川キャンパス教務センター 保健体育科目窓口（良心館１階） 

 

  

全年度生 登録手続：下記参照 
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【スポーツ・健康の科学Ａ】 

●スポーツ・健康の科学Ａ－1 の登録について 

【登録方法と注意点】 

・募集はＤＵＥＴにて申請を受け付ける。希望するクラスを選択すること。 

希望者数が定員を超えたクラスは抽選により登録者を決定する。 

・抽選結果発表についてもＤＵＥＴにて行う。抽選漏れの場合は、登録できない。 

・追加登録は認めない。また、クラス決定後の変更は認めない。 

・必修科目等との重複により、やむを得ず登録変更が必要な場合についてのみ、削除・変更を認める。 

 

〔登録日程〕 

・募集ＷＥＢ受付（ＤＵＥＴ） 定員：各クラス２５０名 

３月３１日（金）１０：００～４月３日（月）１５：００ 

 

・決定クラス発表 

４月４日（火） ０：００ 

 

【スポーツ・健康の科学Ｂ】 

●スポーツ・健康の科学Ｂ－51、52、53、74、75、76 の登録について 

【登録方法と注意点】 

・募集はＤＵＥＴにて申請を受け付ける。希望するクラスを選択すること。 

春学期・秋学期を通じて第５希望まで選択できる。希望者数が定員を超えたクラスは抽選により登録

者を決定する。 

・抽選結果発表についてもＤＵＥＴにて行う。抽選漏れの場合は、登録できない。 

・追加登録は認めない。また、クラス決定後の変更は認めない。 

・必修科目等との重複により、やむを得ず登録変更が必要な場合についてのみ、削除・変更を認める。 

 

〔登録日程〕 

・募集ＷＥＢ受付（ＤＵＥＴ） 定員：各クラス 3００名 

３月３１日（金）１０：００～４月３日（月）１５：００ 

 

・決定クラス発表 

４月４日（火） ０：００ 

  

 

【スポーツ・パフォーマンス 1】 

●スポーツ・パフォーマンス１の履修について 

１．授業について 

【準備物について】 

トレーニングウェア、シューズ 

京田辺校地デイヴィス記念館、今出川校地継志寮での授業には、体育館専用シューズが必要。 

 

【実施場所および実施場所の臨時変更について】 

・第 1 回目の授業から、それぞれの種目の実施場所に集合すること。 

（授業実施場所は『スポーツ・パフォーマンス１ 時間割表』を参照） 

・京田辺校地開講の屋外種目：雨天またはグラウンド状態不良時の授業実施場所の臨時変更は、授業 

開始時間前に、磐上館北側掲示板に掲示する。 

 

【手荷物の管理について】 

・衣服、手荷物、貴重品等は各自の責任で厳重に管理すること。 

・各更衣室内のロッカーを利用する場合は、必ず施錠すること。 

京田辺校地のロッカーは 100 円硬貨要、返却式。 

 

【病気、けがについて】 

・学期の途中に、病気、けが等の理由で激しい運動ができない事情が生じた時は、担当者の指示に従う

こと（病気やけがを理由に履修途中で他のクラスへ移動することはできない）。 

 

【保健体育科目の掲示板について】 

・休講情報、教室変更情報等は、ＤＵＥＴを確認すること。京田辺校地開講のスポーツ・パフォーマ

ンス１に関する連絡事項は磐上館北側掲示板を確認すること。 

 

２．健康診断について 

原則、大学が実施する学生定期健康診断を受診しなければならない。健康診断を受診していない学生

は、スポーツ・パフォーマンス１を受講できない。初回授業時に受診済であるか確認を行うので、健

康診断受診時に渡される「定期健康診断受診カード」を持参すること。 

 

３．体力測定について 

京田辺校地において、学生自らが現在の健康体力水準を把握し、将来の健康に役立てることを目的に

体力測定を行うクラスがある。実施については、担当者の指示に従うこと。 
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【スポーツ・健康の科学Ａ】 

●スポーツ・健康の科学Ａ－1 の登録について 

【登録方法と注意点】 

・募集はＤＵＥＴにて申請を受け付ける。希望するクラスを選択すること。 

希望者数が定員を超えたクラスは抽選により登録者を決定する。 

・抽選結果発表についてもＤＵＥＴにて行う。抽選漏れの場合は、登録できない。 

・追加登録は認めない。また、クラス決定後の変更は認めない。 

・必修科目等との重複により、やむを得ず登録変更が必要な場合についてのみ、削除・変更を認める。 

 

〔登録日程〕 

・募集ＷＥＢ受付（ＤＵＥＴ） 定員：各クラス２５０名 

３月３１日（金）１０：００～４月３日（月）１５：００ 

 

・決定クラス発表 

４月４日（火） ０：００ 

 

【スポーツ・健康の科学Ｂ】 

●スポーツ・健康の科学Ｂ－51、52、53、74、75、76 の登録について 

【登録方法と注意点】 

・募集はＤＵＥＴにて申請を受け付ける。希望するクラスを選択すること。 

春学期・秋学期を通じて第５希望まで選択できる。希望者数が定員を超えたクラスは抽選により登録

者を決定する。 

・抽選結果発表についてもＤＵＥＴにて行う。抽選漏れの場合は、登録できない。 

・追加登録は認めない。また、クラス決定後の変更は認めない。 

・必修科目等との重複により、やむを得ず登録変更が必要な場合についてのみ、削除・変更を認める。 

 

〔登録日程〕 

・募集ＷＥＢ受付（ＤＵＥＴ） 定員：各クラス 3００名 

３月３１日（金）１０：００～４月３日（月）１５：００ 

 

・決定クラス発表 

４月４日（火） ０：００ 

  

 

【スポーツ・パフォーマンス 1】 

●スポーツ・パフォーマンス１の履修について 

１．授業について 

【準備物について】 

トレーニングウェア、シューズ 

京田辺校地デイヴィス記念館、今出川校地継志寮での授業には、体育館専用シューズが必要。 

 

【実施場所および実施場所の臨時変更について】 

・第 1 回目の授業から、それぞれの種目の実施場所に集合すること。 

（授業実施場所は『スポーツ・パフォーマンス１ 時間割表』を参照） 

・京田辺校地開講の屋外種目：雨天またはグラウンド状態不良時の授業実施場所の臨時変更は、授業 

開始時間前に、磐上館北側掲示板に掲示する。 

 

【手荷物の管理について】 

・衣服、手荷物、貴重品等は各自の責任で厳重に管理すること。 

・各更衣室内のロッカーを利用する場合は、必ず施錠すること。 

京田辺校地のロッカーは 100 円硬貨要、返却式。 

 

【病気、けがについて】 

・学期の途中に、病気、けが等の理由で激しい運動ができない事情が生じた時は、担当者の指示に従う

こと（病気やけがを理由に履修途中で他のクラスへ移動することはできない）。 

 

【保健体育科目の掲示板について】 

・休講情報、教室変更情報等は、ＤＵＥＴを確認すること。京田辺校地開講のスポーツ・パフォーマ

ンス１に関する連絡事項は磐上館北側掲示板を確認すること。 

 

２．健康診断について 

原則、大学が実施する学生定期健康診断を受診しなければならない。健康診断を受診していない学生

は、スポーツ・パフォーマンス１を受講できない。初回授業時に受診済であるか確認を行うので、健

康診断受診時に渡される「定期健康診断受診カード」を持参すること。 

 

３．体力測定について 

京田辺校地において、学生自らが現在の健康体力水準を把握し、将来の健康に役立てることを目的に

体力測定を行うクラスがある。実施については、担当者の指示に従うこと。 
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スポーツ・パフォーマンス 1 先行登録受付 

 

【単位数・授業回数】 

１単位  週１回授業 

ノルディックウォーキング・クラスとスキー・クラスは集中講義。 

ただし、スキー・クラスについては、現地にて合宿形式で授業を行う。 

 

１．京田辺校地開講（１～３講時）クラス 

 

【対象】 

    全学部・全年次生 

4 年次生（2020 年度以前生）はスキー・クラスを登録できない。 

 

【登録日程】 

 対象者 受付期間 決定者発表 登録手続 

２次募集＊注１ 

（ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ･ｸﾗｽ

を除く） 

全学部・ 

全年次生 

３月３１日（金）10:00～ 

４月３日（月）15:00 

４月４日（火） 

0:00 
ＤＵＥＴ 

３次募集 

（ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ･ｸﾗｽ

を除く） 

全学部・ 

全年次生 

４月４日（火） 

10:00～15:00 

４月５日（水） 

0:00 
ＤＵＥＴ 

最終募集 

（ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ･ｸﾗｽ

含む）＊注 2 

全学部・ 

全年次生 

４月５日（水）【先着順】 

14:00～15:30 

電話受付にて 

即決 

京田辺キャンパス教務セ

ンターに電話すること 

（全学教養教育科目窓口：

0774-65-7053） 

＊注１：京田辺校地開講クラスは１次募集を行わない。２次募集が京田辺校地開講クラスの初回の募集

となる。 

＊注２：リハビリテーション・クラスは、最終募集で受け付ける。詳細は後掲の＜リハビリテーション・

クラスについて＞を参照すること。 

  

 

 

【登録方法と注意点】 

＜２～３次募集（京田辺校地開講クラスは２次募集が初回の募集となる）＞ 

・ＤＵＥＴにて申請を受け付ける。希望するクラスを選択すること。学期毎に第５希望まで選択できる。

希望者が定員を超えたクラスは抽選により登録者を決定する。 

・抽選結果発表についてもＤＵＥＴにて行う。 

・リハビリテーション・クラスは受付方法が異なるので注意すること。詳細は後掲の＜リハビリテーショ

ン・クラスについて＞を参照すること。 

・インラインホッケー・クラスは、インラインスケート靴のサイズ・個数に限りがある。不足する場合

には、同サイズの靴を他の受講生と共有し使用することがある。なお、自分で靴を準備できる場合

は、授業の際に申し出ること。 

 

＜リハビリテーション・クラスについて＞ 

・このクラスは、病気、けが等の理由で激しい運動のできない者が履修するために設置されている。 

・授業では、内科疾患・身体障害などに応じて健康の指導と軽スポーツ等を行う。受講希望者は、事前に

本学保健センターにて診断を受け、同センター発行の証明書を提出する必要がある。 

・最終募集の受付日時に京田辺キャンパス教務センターへ電話すること。その後、京田辺校地教務課が送

るＤＵＥＴメッセージに返答する形で、上記の証明書を提出すること。 

 

＜最終募集＞ 

・定員に満たないクラスを対象に、クラス未決定者・追加登録希望者（１つの学期に２クラス以上登録を

希望する者）に対し、先着順で登録を受け付ける。 

・電話で希望するクラスを申し出ること。 

・リハビリテーション・クラスについても同時間帯で受け付ける。 

・必修科目等との重複により、やむを得ず登録変更が必要な場合についてのみ、削除・変更を認める。

クラスの変更に関しては定員に空きのあるクラスを対象に先着順で受け付ける。 

 

  

‒ 148 ‒



 

 

 

スポーツ・パフォーマンス 1 先行登録受付 

 

【単位数・授業回数】 

１単位  週１回授業 

ノルディックウォーキング・クラスとスキー・クラスは集中講義。 

ただし、スキー・クラスについては、現地にて合宿形式で授業を行う。 

 

１．京田辺校地開講（１～３講時）クラス 

 

【対象】 

    全学部・全年次生 

4 年次生（2020 年度以前生）はスキー・クラスを登録できない。 

 

【登録日程】 

 対象者 受付期間 決定者発表 登録手続 

２次募集＊注１ 

（ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ･ｸﾗｽ

を除く） 

全学部・ 

全年次生 

３月３１日（金）10:00～ 

４月３日（月）15:00 

４月４日（火） 

0:00 
ＤＵＥＴ 

３次募集 

（ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ･ｸﾗｽ

を除く） 

全学部・ 

全年次生 

４月４日（火） 

10:00～15:00 

４月５日（水） 

0:00 
ＤＵＥＴ 

最終募集 

（ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ･ｸﾗｽ

含む）＊注 2 

全学部・ 

全年次生 

４月５日（水）【先着順】 

14:00～15:30 

電話受付にて 

即決 

京田辺キャンパス教務セ

ンターに電話すること 

（全学教養教育科目窓口：

0774-65-7053） 

＊注１：京田辺校地開講クラスは１次募集を行わない。２次募集が京田辺校地開講クラスの初回の募集

となる。 

＊注２：リハビリテーション・クラスは、最終募集で受け付ける。詳細は後掲の＜リハビリテーション・

クラスについて＞を参照すること。 

  

 

 

【登録方法と注意点】 

＜２～３次募集（京田辺校地開講クラスは２次募集が初回の募集となる）＞ 

・ＤＵＥＴにて申請を受け付ける。希望するクラスを選択すること。学期毎に第５希望まで選択できる。

希望者が定員を超えたクラスは抽選により登録者を決定する。 

・抽選結果発表についてもＤＵＥＴにて行う。 

・リハビリテーション・クラスは受付方法が異なるので注意すること。詳細は後掲の＜リハビリテーショ

ン・クラスについて＞を参照すること。 

・インラインホッケー・クラスは、インラインスケート靴のサイズ・個数に限りがある。不足する場合

には、同サイズの靴を他の受講生と共有し使用することがある。なお、自分で靴を準備できる場合

は、授業の際に申し出ること。 

 

＜リハビリテーション・クラスについて＞ 

・このクラスは、病気、けが等の理由で激しい運動のできない者が履修するために設置されている。 

・授業では、内科疾患・身体障害などに応じて健康の指導と軽スポーツ等を行う。受講希望者は、事前に

本学保健センターにて診断を受け、同センター発行の証明書を提出する必要がある。 

・最終募集の受付日時に京田辺キャンパス教務センターへ電話すること。その後、京田辺校地教務課が送

るＤＵＥＴメッセージに返答する形で、上記の証明書を提出すること。 

 

＜最終募集＞ 

・定員に満たないクラスを対象に、クラス未決定者・追加登録希望者（１つの学期に２クラス以上登録を

希望する者）に対し、先着順で登録を受け付ける。 

・電話で希望するクラスを申し出ること。 

・リハビリテーション・クラスについても同時間帯で受け付ける。 

・必修科目等との重複により、やむを得ず登録変更が必要な場合についてのみ、削除・変更を認める。

クラスの変更に関しては定員に空きのあるクラスを対象に先着順で受け付ける。 
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２．今出川校地開講（１・２講時）クラス 

【対象】 

・文学部国文学科全年次生 

・教職課程登録をしている神・文・社会・法・経済・商・政策・グローバル地域文化学部（以下、「今

出川学部」と表記）３年次生以上 

・今出川学部および国際教育インスティテュート国際教養コース４年次生以上 

 

【登録日程】＜各募集の対象は下表参照＞ 

 登録申請対象 受付期間 決定者発表 登録手続 

１次募集 

（ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ・ｸﾗｽ

を除く） 

文学部・国文学科の２年次生以

上、教職課程登録をしている今

出川学部３年次生以上 

＊注 1、注 2 

３月２4 日（金）

10:00～ 

３月２7 日（月）

15:00 

３月２8 日（火） 

0:00 
ＤＵＥＴ 

２次募集 

（ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ・ｸﾗｽ

を除く） 

文学部国文学科全年次生、教職

課程登録をしている今出川学

部３年次生以上、今出川学部の

４年次生以上 

＊注 1、注 2 

３月３１日（金）

10:00～ 

４月３日（月）

15:00 

４月４日（火） 

0:00 
ＤＵＥＴ 

３次募集 

（ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ・ｸﾗｽ

を除く） 

２次募集対象者 
４月４日（火）

10:00～15:00 

４月５日（水） 

0:00 
ＤＵＥＴ 

最終募集 

（ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ･ｸﾗｽ含

む）＊注 3 

２次募集対象者 

＊注 4 

４月５日（水） 

【先着順】 

14:00～15:30 

電話受付にて 

即決 

京田辺キャンパス教務セン

ターに電話すること 

（全学教養教育科目窓口：

0774-65-7053） 

＊注１：上記対象でない者は登録申請できない。上記の各募集時における対象者をよく確認し登録申請

すること。 

＊注２：「教職課程登録をしている」とは、両校地いずれかの免許資格課程センター事務室での教職課程

登録手続きが完了していることを指す（ＤＵＥＴの免許資格課程仮登録ではないので注意する

こと）。 

＊注３：リハビリテーション・クラスについては、最終募集で受け付ける。詳細は後掲の＜リハビリテー

ション・クラスについて＞を参照すること。 

＊注４：リハビリテーション・クラスの募集対象は、今出川学部全年次生である。 

  

 

【登録方法と注意点】 

＜１～３次募集＞ 

・１～３次募集はＤＵＥＴにて申請を受け付ける。希望するクラスを選択すること。学期毎に第５希望ま

で選択できる。希望者数が定員を超えたクラスは抽選により登録者を決定する。 

・抽選結果発表についてもＤＵＥＴにて行う。 

・リハビリテーション・クラスは受付方法が異なるので注意すること。詳細は後掲の＜リハビリテーショ

ン・クラスについて＞を参照すること。 

 

＜リハビリテーション・クラスについて＞ 

・このクラスは、病気、けが等の理由で激しい運動のできない者が履修するために設置されている。 

・授業では、内科疾患・身体障害などに応じて健康の指導と軽スポーツ等を行う。受講希望者は、事前に

本学保健センターにて診断を受け、同センター発行の証明書を提出する必要がある。 

・最終募集の受付日時に京田辺キャンパス教務センターへ電話すること。その後、京田辺校地教務課が送

るＤＵＥＴメッセージに返答する形で、上記の証明書を提出すること。 

 

＜最終募集＞ 

・定員に満たないクラスを対象に、２次募集対象者でクラス未決定者に対し、先着順で登録を受け付

ける。 

・電話で希望するクラスを申し出ること。 

・リハビリテーション・クラスについても同時間帯で受け付ける。 

・必修科目等との重複により、やむを得ず登録変更が必要な場合についてのみ、削除・変更を認める。

クラスの変更に関しては定員に空きのあるクラスを対象に先着順で受け付ける。 
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２．今出川校地開講（１・２講時）クラス 

【対象】 

・文学部国文学科全年次生 

・教職課程登録をしている神・文・社会・法・経済・商・政策・グローバル地域文化学部（以下、「今

出川学部」と表記）３年次生以上 

・今出川学部および国際教育インスティテュート国際教養コース４年次生以上 

 

【登録日程】＜各募集の対象は下表参照＞ 

 登録申請対象 受付期間 決定者発表 登録手続 

１次募集 

（ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ・ｸﾗｽ

を除く） 

文学部・国文学科の２年次生以

上、教職課程登録をしている今

出川学部３年次生以上 

＊注 1、注 2 

３月２4 日（金）

10:00～ 

３月２7 日（月）

15:00 

３月２8 日（火） 

0:00 
ＤＵＥＴ 

２次募集 

（ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ・ｸﾗｽ

を除く） 

文学部国文学科全年次生、教職

課程登録をしている今出川学

部３年次生以上、今出川学部の

４年次生以上 

＊注 1、注 2 

３月３１日（金）

10:00～ 

４月３日（月）

15:00 

４月４日（火） 

0:00 
ＤＵＥＴ 

３次募集 

（ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ・ｸﾗｽ

を除く） 

２次募集対象者 
４月４日（火）

10:00～15:00 

４月５日（水） 

0:00 
ＤＵＥＴ 

最終募集 

（ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ･ｸﾗｽ含

む）＊注 3 

２次募集対象者 

＊注 4 

４月５日（水） 

【先着順】 

14:00～15:30 

電話受付にて 

即決 

京田辺キャンパス教務セン

ターに電話すること 

（全学教養教育科目窓口：

0774-65-7053） 

＊注１：上記対象でない者は登録申請できない。上記の各募集時における対象者をよく確認し登録申請

すること。 

＊注２：「教職課程登録をしている」とは、両校地いずれかの免許資格課程センター事務室での教職課程

登録手続きが完了していることを指す（ＤＵＥＴの免許資格課程仮登録ではないので注意する

こと）。 

＊注３：リハビリテーション・クラスについては、最終募集で受け付ける。詳細は後掲の＜リハビリテー

ション・クラスについて＞を参照すること。 

＊注４：リハビリテーション・クラスの募集対象は、今出川学部全年次生である。 

  

 

【登録方法と注意点】 

＜１～３次募集＞ 

・１～３次募集はＤＵＥＴにて申請を受け付ける。希望するクラスを選択すること。学期毎に第５希望ま

で選択できる。希望者数が定員を超えたクラスは抽選により登録者を決定する。 

・抽選結果発表についてもＤＵＥＴにて行う。 

・リハビリテーション・クラスは受付方法が異なるので注意すること。詳細は後掲の＜リハビリテーショ

ン・クラスについて＞を参照すること。 

 

＜リハビリテーション・クラスについて＞ 

・このクラスは、病気、けが等の理由で激しい運動のできない者が履修するために設置されている。 

・授業では、内科疾患・身体障害などに応じて健康の指導と軽スポーツ等を行う。受講希望者は、事前に

本学保健センターにて診断を受け、同センター発行の証明書を提出する必要がある。 

・最終募集の受付日時に京田辺キャンパス教務センターへ電話すること。その後、京田辺校地教務課が送

るＤＵＥＴメッセージに返答する形で、上記の証明書を提出すること。 

 

＜最終募集＞ 

・定員に満たないクラスを対象に、２次募集対象者でクラス未決定者に対し、先着順で登録を受け付

ける。 

・電話で希望するクラスを申し出ること。 

・リハビリテーション・クラスについても同時間帯で受け付ける。 

・必修科目等との重複により、やむを得ず登録変更が必要な場合についてのみ、削除・変更を認める。

クラスの変更に関しては定員に空きのあるクラスを対象に先着順で受け付ける。 
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【時間割表（京田辺校地開講・春学期）】 

スポーツ・パフォーマンス１（科目コード：16601018）＜ベーシック・クラス＞

曜日 

講時 
クラス 種目 担当者 実施場所 定員 男・女 

月 1 

111 ゴルフ 菅生 貴之 ゴルフ練習場 36 混合 

112 ハンドボール 越智 雅之 デイヴィス記念館メインアリーナＡ・Ｂ 24 混合 

113 フィットネス 遠藤 華英 磐上館多目的実習室 20 混合 

114 フィットネス 塩津 陽子 デイヴィス記念館フェンシング場 20 混合 

月 2 

121 バレーボール 簗瀬 康 デイヴィス記念館メインアリーナＡ・Ｂ 32 混合 

122 フィットネス 遠藤 華英 磐上館多目的実習室 20 混合 

123 フィットネス 塩津 陽子 デイヴィス記念館フェンシング場 20 混合 

124 サッカー 望月 慎之 サッカー場 28 男子 

月 3 132 サッカー 望月 慎之 サッカー場 28 男子 

火 1 211 卓球 福岡 義之 デイヴィス記念館卓球場 30 混合 

火 2 

221 ニュースポーツ 二宮 浩彰 アメリカンフットボール場 25 混合 

222 ライトエクササイズ 河西 正博 デイヴィス記念館メインアリーナＡ・Ｂ 25 混合 

223 サッカー 西田 裕之 サッカー場 35 男子 

水 1 

311 バドミントン 林 郁子 デイヴィス記念館メインアリーナＣ・Ｄ 36 混合 

312 卓球 小野 誠治 デイヴィス記念館卓球場 30 混合 

314 サッカー 望月 慎之 サッカー場 28 男子 

水 2 

321 バスケットボール 張 玉琰 デイヴィス記念館メインアリーナＡ・Ｂ 30 混合 

322 バドミントン 林 郁子 デイヴィス記念館メインアリーナＣ・Ｄ 36 混合 

323 剣道 今江 貞彦 デイヴィス記念館剣道場 25 混合 

324 アスレチックス 田附 俊一 陸上競技場 20 混合 

水 3 331 剣道 今江 貞彦 デイヴィス記念館剣道場 25 混合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

曜日 

講時 
クラス 種目 担当者 実施場所 定員 男・女 

木 2 

421 ソフトボール 井澤 鉄也 硬式野球場 36 混合 

422 バドミントン 林 ひとみ デイヴィス記念館メインアリーナＣ・Ｄ 30 混合 

423 テニス 松本 賢次 テニスコート １０～１５ 30 混合 

424 サッカー 望月 慎之 サッカー場 28 男子 

木 3 

431 バレーボール 渡辺 英児 デイヴィス記念館メインアリーナＡ・Ｂ 40 混合 

432 バドミントン 林 ひとみ デイヴィス記念館メインアリーナＣ・Ｄ 30 混合 

433 柔道 横山 勝彦 デイヴィス記念館柔道場 20 混合 

434 サッカー 庄子 博人 サッカー場 36 男子 

金 1 

511 ソフトボール 髙倉 久志 硬式野球場 40 混合 

512 インラインホッケー 石倉 忠夫 インラインスケート場 15 混合 

513 ライトエクササイズ 松倉 啓太 デイヴィス記念館メインアリーナＡ・Ｂ 25 混合 

金 2 

521 バスケットボール 上林 清孝 デイヴィス記念館メインアリーナＡ・Ｂ 30 混合 

522 バドミントン 林 ひとみ デイヴィス記念館メインアリーナＣ・Ｄ 30 混合 

523 卓球 久保 陽 デイヴィス記念館卓球場 30 混合 

金 3 
531 バドミントン 林 ひとみ デイヴィス記念館メインアリーナＣ・Ｄ 30 混合 

532 卓球 久保 陽 デイヴィス記念館卓球場 30 混合 

土 1 
611 バレーボール 越智 雅之 デイヴィス記念館メインアリーナＡ・Ｂ 24 混合 

612 卓球 久保 陽 デイヴィス記念館卓球場 30 混合 

土 2 
621 ハンドボール 越智 雅之 デイヴィス記念館メインアリーナＡ・Ｂ 24 混合 

622 卓球 久保 陽 デイヴィス記念館卓球場 30 混合 

 

 

＜リハビリテーション・クラス＞  
曜日 

講時 
クラス 種目 担当者 実施場所 定員 男・女 

水１ 313 リハビリテーション 北條 達也 
デイヴィス記念館トレーニング室

（B1F） 
なし 混合 
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【時間割表（京田辺校地開講・春学期）】 

スポーツ・パフォーマンス１（科目コード：16601018）＜ベーシック・クラス＞

曜日 

講時 
クラス 種目 担当者 実施場所 定員 男・女 

月 1 

111 ゴルフ 菅生 貴之 ゴルフ練習場 36 混合 

112 ハンドボール 越智 雅之 デイヴィス記念館メインアリーナＡ・Ｂ 24 混合 

113 フィットネス 遠藤 華英 磐上館多目的実習室 20 混合 

114 フィットネス 塩津 陽子 デイヴィス記念館フェンシング場 20 混合 

月 2 

121 バレーボール 簗瀬 康 デイヴィス記念館メインアリーナＡ・Ｂ 32 混合 

122 フィットネス 遠藤 華英 磐上館多目的実習室 20 混合 

123 フィットネス 塩津 陽子 デイヴィス記念館フェンシング場 20 混合 

124 サッカー 望月 慎之 サッカー場 28 男子 

月 3 132 サッカー 望月 慎之 サッカー場 28 男子 

火 1 211 卓球 福岡 義之 デイヴィス記念館卓球場 30 混合 

火 2 

221 ニュースポーツ 二宮 浩彰 アメリカンフットボール場 25 混合 

222 ライトエクササイズ 河西 正博 デイヴィス記念館メインアリーナＡ・Ｂ 25 混合 

223 サッカー 西田 裕之 サッカー場 35 男子 

水 1 

311 バドミントン 林 郁子 デイヴィス記念館メインアリーナＣ・Ｄ 36 混合 

312 卓球 小野 誠治 デイヴィス記念館卓球場 30 混合 

314 サッカー 望月 慎之 サッカー場 28 男子 

水 2 

321 バスケットボール 張 玉琰 デイヴィス記念館メインアリーナＡ・Ｂ 30 混合 

322 バドミントン 林 郁子 デイヴィス記念館メインアリーナＣ・Ｄ 36 混合 

323 剣道 今江 貞彦 デイヴィス記念館剣道場 25 混合 

324 アスレチックス 田附 俊一 陸上競技場 20 混合 

水 3 331 剣道 今江 貞彦 デイヴィス記念館剣道場 25 混合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

曜日 

講時 
クラス 種目 担当者 実施場所 定員 男・女 

木 2 

421 ソフトボール 井澤 鉄也 硬式野球場 36 混合 

422 バドミントン 林 ひとみ デイヴィス記念館メインアリーナＣ・Ｄ 30 混合 

423 テニス 松本 賢次 テニスコート １０～１５ 30 混合 

424 サッカー 望月 慎之 サッカー場 28 男子 

木 3 

431 バレーボール 渡辺 英児 デイヴィス記念館メインアリーナＡ・Ｂ 40 混合 

432 バドミントン 林 ひとみ デイヴィス記念館メインアリーナＣ・Ｄ 30 混合 

433 柔道 横山 勝彦 デイヴィス記念館柔道場 20 混合 

434 サッカー 庄子 博人 サッカー場 36 男子 

金 1 

511 ソフトボール 髙倉 久志 硬式野球場 40 混合 

512 インラインホッケー 石倉 忠夫 インラインスケート場 15 混合 

513 ライトエクササイズ 松倉 啓太 デイヴィス記念館メインアリーナＡ・Ｂ 25 混合 

金 2 

521 バスケットボール 上林 清孝 デイヴィス記念館メインアリーナＡ・Ｂ 30 混合 

522 バドミントン 林 ひとみ デイヴィス記念館メインアリーナＣ・Ｄ 30 混合 

523 卓球 久保 陽 デイヴィス記念館卓球場 30 混合 

金 3 
531 バドミントン 林 ひとみ デイヴィス記念館メインアリーナＣ・Ｄ 30 混合 

532 卓球 久保 陽 デイヴィス記念館卓球場 30 混合 

土 1 
611 バレーボール 越智 雅之 デイヴィス記念館メインアリーナＡ・Ｂ 24 混合 

612 卓球 久保 陽 デイヴィス記念館卓球場 30 混合 

土 2 
621 ハンドボール 越智 雅之 デイヴィス記念館メインアリーナＡ・Ｂ 24 混合 

622 卓球 久保 陽 デイヴィス記念館卓球場 30 混合 

 

 

＜リハビリテーション・クラス＞  
曜日 

講時 
クラス 種目 担当者 実施場所 定員 男・女 

水１ 313 リハビリテーション 北條 達也 
デイヴィス記念館トレーニング室

（B1F） 
なし 混合 
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【時間割表（京田辺校地開講・秋学期）】

スポーツ・パフォーマンス１（科目コード：16601018）＜ベーシック・クラス＞

曜日 

講時 
クラス 種目 担当者 実施場所 定員 男・女 

月 1 

161 ゴルフ 菅生 貴之 ゴルフ練習場 36 混合 

162 ハンドボール 越智 雅之 デイヴィス記念館メインアリーナＡ・Ｂ 24 混合 

163 フィットネス 塩津 陽子 デイヴィス記念館フェンシング場 20 混合 

月 2 

171 バドミントン 海老根 直之 デイヴィス記念館メインアリーナＣ・Ｄ 32 混合 

172 フィットネス 塩津 陽子 デイヴィス記念館フェンシング場 20 混合 

173 サッカー 望月 慎之 サッカー場 28 男子 

174 ハンドボール 越智 雅之 デイヴィス記念館メインアリーナＡ・Ｂ 24 混合 

月 3 

181 バスケットボール 若原 卓 デイヴィス記念館メインアリーナＡ・Ｂ 30 混合 

182 ニュースポーツ 石井 好二郎 デイヴィス記念館メインアリーナＣ・Ｄ 36 混合 

183 サッカー 望月 慎之 サッカー場 28 男子 

火 1 261 卓球 福岡 義之 デイヴィス記念館卓球場 30 混合 

火 2 271 サッカー 西田 裕之 サッカー場 35 男子 

火 3 281 女子サッカー 西田 裕之 サッカー場 35 女子 

水 1 

361 バドミントン 林 郁子 デイヴィス記念館メインアリーナＣ・Ｄ 36 混合 

362 卓球 小野 誠治 デイヴィス記念館卓球場 30 混合 

363 サッカー 望月 慎之 サッカー場 28 男子 

水 2 

371 ソフトボール 井澤 鉄也 硬式野球場 36 混合 

372 バドミントン 林 郁子 デイヴィス記念館メインアリーナＣ・Ｄ 36 混合 

373 剣道 今江 貞彦 デイヴィス記念館剣道場 25 混合 

374 フィットネス 田附 俊一 陸上競技場 20 混合 

水 3 381 剣道 今江 貞彦 デイヴィス記念館剣道場 25 混合 

木 2 

471 バドミントン 林 ひとみ デイヴィス記念館メインアリーナＣ・Ｄ 30 混合 

472 テニス 松本 賢次 テニスコート １０～１５ 30 混合 

473 サッカー 望月 慎之 サッカー場 28 男子 

木 3 
481 バレーボール 渡辺 英児 デイヴィス記念館メインアリーナＡ・Ｂ 40 混合 

482 バドミントン 林 ひとみ デイヴィス記念館メインアリーナＣ・Ｄ 30 混合 

金 1 

561 バドミントン 栗山 晶代 デイヴィス記念館メインアリーナＣ・Ｄ 30 混合 

562 フィットネス 遠藤 華英 デイヴィス記念館フェンシング場 20 混合 

563 ライトエクササイズ 松倉 啓太 デイヴィス記念館メインアリーナＡ・Ｂ 25 混合 
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【時間割表（京田辺校地開講・秋学期）】

スポーツ・パフォーマンス１（科目コード：16601018）＜ベーシック・クラス＞

曜日 

講時 
クラス 種目 担当者 実施場所 定員 男・女 

月 1 

161 ゴルフ 菅生 貴之 ゴルフ練習場 36 混合 

162 ハンドボール 越智 雅之 デイヴィス記念館メインアリーナＡ・Ｂ 24 混合 

163 フィットネス 塩津 陽子 デイヴィス記念館フェンシング場 20 混合 

月 2 

171 バドミントン 海老根 直之 デイヴィス記念館メインアリーナＣ・Ｄ 32 混合 

172 フィットネス 塩津 陽子 デイヴィス記念館フェンシング場 20 混合 

173 サッカー 望月 慎之 サッカー場 28 男子 

174 ハンドボール 越智 雅之 デイヴィス記念館メインアリーナＡ・Ｂ 24 混合 

月 3 

181 バスケットボール 若原 卓 デイヴィス記念館メインアリーナＡ・Ｂ 30 混合 

182 ニュースポーツ 石井 好二郎 デイヴィス記念館メインアリーナＣ・Ｄ 36 混合 

183 サッカー 望月 慎之 サッカー場 28 男子 

火 1 261 卓球 福岡 義之 デイヴィス記念館卓球場 30 混合 

火 2 271 サッカー 西田 裕之 サッカー場 35 男子 

火 3 281 女子サッカー 西田 裕之 サッカー場 35 女子 

水 1 

361 バドミントン 林 郁子 デイヴィス記念館メインアリーナＣ・Ｄ 36 混合 

362 卓球 小野 誠治 デイヴィス記念館卓球場 30 混合 

363 サッカー 望月 慎之 サッカー場 28 男子 

水 2 

371 ソフトボール 井澤 鉄也 硬式野球場 36 混合 

372 バドミントン 林 郁子 デイヴィス記念館メインアリーナＣ・Ｄ 36 混合 

373 剣道 今江 貞彦 デイヴィス記念館剣道場 25 混合 

374 フィットネス 田附 俊一 陸上競技場 20 混合 

水 3 381 剣道 今江 貞彦 デイヴィス記念館剣道場 25 混合 

木 2 

471 バドミントン 林 ひとみ デイヴィス記念館メインアリーナＣ・Ｄ 30 混合 

472 テニス 松本 賢次 テニスコート １０～１５ 30 混合 

473 サッカー 望月 慎之 サッカー場 28 男子 

木 3 
481 バレーボール 渡辺 英児 デイヴィス記念館メインアリーナＡ・Ｂ 40 混合 

482 バドミントン 林 ひとみ デイヴィス記念館メインアリーナＣ・Ｄ 30 混合 

金 1 

561 バドミントン 栗山 晶代 デイヴィス記念館メインアリーナＣ・Ｄ 30 混合 

562 フィットネス 遠藤 華英 デイヴィス記念館フェンシング場 20 混合 

563 ライトエクササイズ 松倉 啓太 デイヴィス記念館メインアリーナＡ・Ｂ 25 混合 

 

 

 

 

 

 

曜日 

講時 
クラス 種目 担当者 実施場所 定員 男・女 

金 2 

571 バドミントン 林 ひとみ デイヴィス記念館メインアリーナＣ・Ｄ 30 混合 

572 卓球 久保 陽 デイヴィス記念館卓球場 30 混合 

573 柔道 黒澤 寛己 デイヴィス記念館柔道場 25 混合 

574 フィットネス 遠藤 華英 デイヴィス記念館フェンシング場 20 混合 

金 3 
581 バドミントン 林 ひとみ デイヴィス記念館メインアリーナＣ・Ｄ 30 混合 

582 卓球 久保 陽 デイヴィス記念館卓球場 30 混合 

土 1 
661 バレーボール 越智 雅之 デイヴィス記念館メインアリーナＡ・Ｂ 24 混合 

662 卓球 久保 陽 デイヴィス記念館卓球場 30 混合 

土 2 
671 バレーボール 越智 雅之 デイヴィス記念館メインアリーナＡ・Ｂ 24 混合 

672 卓球 久保 陽 デイヴィス記念館卓球場 30 混合 
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【時間割表（京田辺校地開講・春学期集中）】

スポーツ・パフォーマンス１（科目コード：16601018）＜集中＞  
曜日 

講時 
クラス 種目 担当者 実施場所 定員 男・女 

集中 701 ノルディックウォーキング 
竹田 正樹 

簗瀬 康 
京田辺校地～嵐山 ３５km 20 混合 

 
※今年度春学期卒業予定者(9 月卒業予定者)はノルディックウォーキング・クラスを登録できない。

○集中講義

（予定）  
事前説明会 ： 4 月 14 日(金) 昼休み 12:30～13:00 オンラインで実施  
※ 説明会日程等詳細は、登録者へＤＵＥＴで後日連絡する。  
日   程 ： 9 月 6 日（水）、12(火)、13 日(水)、14 日(木)   

【時間割表（京田辺校地開講・秋学期集中）】

スポーツ・パフォーマンス１（科目コード：16601018）＜集中＞  
曜日 

講時 
クラス 種目 担当者 実施場所 定員 男・女 

集中 751 スキー 田附 俊一 野沢温泉スキー場 60 混合 

 
※4 年次生以上（2020 年度以前生）はスキー・クラスを登録できない。  

○集中講義

（予定）  
事前説明会 ： 10 月・12 月 計２回  
※ 説明会日程等詳細は、登録者へＤＵＥＴで後日連絡する。  
授   業 ： 合宿形式  
日   程 ： 2024 年 2 月 19 日（月）～23 日（金）の間で 4 泊 5 日  
野沢温泉スキー場（長野県野沢温泉村）[現地集合・現地解散]  
宿 泊 先 ： 野沢温泉ホテル  
合宿参加費 ： 57,620 円 （2022 年度実績） 

（4 泊 5 日 13 食、リフト券代、雑費、保険料等）  
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【時間割表（京田辺校地開講・春学期集中）】

スポーツ・パフォーマンス１（科目コード：16601018）＜集中＞  
曜日 

講時 
クラス 種目 担当者 実施場所 定員 男・女 

集中 701 ノルディックウォーキング 
竹田 正樹 

簗瀬 康 
京田辺校地～嵐山 ３５km 20 混合 

 
※今年度春学期卒業予定者(9 月卒業予定者)はノルディックウォーキング・クラスを登録できない。

○集中講義

（予定）  
事前説明会 ： 4 月 14 日(金) 昼休み 12:30～13:00 オンラインで実施  
※ 説明会日程等詳細は、登録者へＤＵＥＴで後日連絡する。  
日   程 ： 9 月 6 日（水）、12(火)、13 日(水)、14 日(木)   

【時間割表（京田辺校地開講・秋学期集中）】

スポーツ・パフォーマンス１（科目コード：16601018）＜集中＞  
曜日 

講時 
クラス 種目 担当者 実施場所 定員 男・女 

集中 751 スキー 田附 俊一 野沢温泉スキー場 60 混合 

 
※4 年次生以上（2020 年度以前生）はスキー・クラスを登録できない。  

○集中講義

（予定）  
事前説明会 ： 10 月・12 月 計２回  
※ 説明会日程等詳細は、登録者へＤＵＥＴで後日連絡する。  
授   業 ： 合宿形式  
日   程 ： 2024 年 2 月 19 日（月）～23 日（金）の間で 4 泊 5 日  
野沢温泉スキー場（長野県野沢温泉村）[現地集合・現地解散]  
宿 泊 先 ： 野沢温泉ホテル  
合宿参加費 ： 57,620 円 （2022 年度実績） 

（4 泊 5 日 13 食、リフト券代、雑費、保険料等）  
 

 

 

 

 

 

【時間割表（今出川校地開講・春学期）】

スポーツ・パフォーマンス１（科目コード：16601018）＜ベーシック・クラス＞ 

曜日 

講時 
クラス 種目 担当者 実施場所 定員 男・女 

月 1 801 今・インドアスポーツ 新井 彩 継志寮多目的ルーム 20 混合 

月 2 802 今・インドアスポーツ 新井 彩 継志寮多目的ルーム 20 混合 

火 1 803 今・ライトエクササイズ 井口 順太 継志寮多目的ルーム 30 混合 

火 2 804 今・ライトエクササイズ 井口 順太 継志寮多目的ルーム 30 混合 

水 1 805 今・卓球 久保 陽 継志寮多目的ルーム 30 混合 

水 2 806 今・卓球 久保 陽 継志寮多目的ルーム 30 混合 

木 1 807 今・インドアスポーツ 遠藤 華英 継志寮多目的ルーム 20 混合 

木 2 808 今・インドアスポーツ 遠藤 華英 継志寮多目的ルーム 20 混合 

金 1 809 今・インドアスポーツ 奥野 直 継志寮多目的ルーム 40 混合 

金 2 810 今・インドアスポーツ 奥野 直 継志寮多目的ルーム 40 混合 

土 1 811 今・インドアスポーツ 奥野 直 継志寮多目的ルーム 40 混合 

土 2 812 今・インドアスポーツ 奥野 直 継志寮多目的ルーム 40 混合 

 

【時間割表（今出川校地開講・秋学期）】

スポーツ・パフォーマンス１（科目コード：16601018）＜ベーシック・クラス＞ 

曜日 

講時 
クラス 種目 担当者 実施場所 定員 男・女 

月 2 852 今・インドアスポーツ 土屋 吉史 継志寮多目的ルーム 20 混合 

火 1 853 今・ライトエクササイズ 井口 順太 継志寮多目的ルーム 30 混合 

火 2 854 今・ライトエクササイズ 井口 順太 継志寮多目的ルーム 30 混合 

水 1 855 今・卓球 久保 陽 継志寮多目的ルーム 30 混合 

水 2 856 今・卓球 久保 陽 継志寮多目的ルーム 30 混合 

木 2 857 今・ライトエクササイズ 藤澤 義彦 継志寮多目的ルーム 20 混合 

金 1 858 今・インドアスポーツ 奥野 直 継志寮多目的ルーム 40 混合 

金 2 859 今・インドアスポーツ 奥野 直 継志寮多目的ルーム 40 混合 

土 1 860 今・インドアスポーツ 奥野 直 継志寮多目的ルーム 40 混合 

土 2 861 今・インドアスポーツ 奥野 直 継志寮多目的ルーム 40 混合 
 

＜リハビリテーション・クラス＞  
曜日講時 クラス 種目 担当者 実施場所 定員 男・女 

月 1 851 今・リハビリテーション 北條 達也 継志寮多目的ルーム なし 混合 
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男子更衣室

 

男子更衣室

男女更衣室

男女更衣室
(多目的実習室利用時のみ使用可)

POOL

多目的実習室

BJ335

屋内運動場

     

南門 北門

W.C

磐上館
掲示板

デイヴィス
記  念  館

[屋内種目]

テニスコート

TENIS2

プール

男子更衣室

ボ
ッ
ク
ス
棟

W.C OKUNAI

京田辺校地<屋外種目> 実施場所

アメリカン
フットボール場

AMERI

洋弓場

真誠館

西門

知真館
(TC-2)

知真館
(TC-1)

夢告館

頌真館

知真館
（TC-3）

多 目 的
ホ ー ル

日
糧
館

成心館

理
　
工
 

学
 

部
 

棟

光館

言館

ゴルフ場
GOLF

W.C

正門

恵道館

香柏館
図書館

嗣
業
館 交隣館

ロ ー ム
記 念 館

　  サッカー場
　　SOCCER

   馬場

W.C

陸上競技場

ラグビー場

保
健

セ
ン
タ
ー

女子更衣室

更衣室

 
硬式野球場

紫苑館

 軟式野球場

W.C

光
喜
館

男女更衣室

情報
メディア

館

＊：クラスによって実施場所が
　　異なるので各自確認すること。
　　更衣室は実施場所近隣の設備を
　　ご利用ください。
※ 実施場所の臨時変更（雨天または
　 グランド不良時など）は、磐上館
　 北側掲示板に掲示します。

医心館

弓道場 射撃場

倉
庫 インライン

スケート

場

KYAKYU

恵
喜
館

ハンドボール場

・陸上ホッケー場

ソフトボール場

※正課授業では

使用 しません

INLINE

※正課授業では

使用しません

訪
知
館

RIKUJO

HAND

体育

シャワー棟

は施設コード

TW

スポーツ・パフォーマンス１  実施場所略図 （室内種目）

デイヴィス記念館  1階
         １Ｆ ・ Ｂ１Ｆ  兼用

女子
W.C

男子
W.C

女子更衣室 講師控室 事務室男子更衣室
男子

シャワー室

階段

階段 階段

メインア リーナ

ステージ DV1F1 DV1F2

女子
シャワー室

玄 関

ロビー

階段 階段

男子
W.C

女子
W.C

女子更衣室 １F・B１F 兼用 用具庫

階段

男子
W.C
女子
W.C

デイヴィス記念館 地下 1階

階段

階段

測定室

注：更衣室は１Fを利用すること。

女子
W.C
男子
W.C

卓球場

DVBF4

剣道場

DVBF3

柔道場

DVBF2

フェンシング場

DVBF1

トレーニング室

DVBF6

A B

D

C

は施設コード
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男子更衣室

 

男子更衣室

男女更衣室

男女更衣室
(多目的実習室利用時のみ使用可)

POOL

多目的実習室

BJ335

屋内運動場

     

南門 北門

W.C

磐上館
掲示板

デイヴィス
記  念  館

[屋内種目]

テニスコート

TENIS2

プール

男子更衣室

ボ
ッ
ク
ス
棟

W.C OKUNAI

京田辺校地<屋外種目> 実施場所

アメリカン
フットボール場

AMERI

洋弓場

真誠館

西門

知真館
(TC-2)

知真館
(TC-1)

夢告館

頌真館

知真館
（TC-3）

多 目 的
ホ ー ル

日
糧
館

成心館

理
　
工
 

学
 

部
 

棟

光館

言館

ゴルフ場
GOLF

W.C

正門

恵道館

香柏館
図書館

嗣
業
館 交隣館

ロ ー ム
記 念 館

　  サッカー場
　　SOCCER

   馬場

W.C

陸上競技場

ラグビー場

保
健

セ
ン
タ
ー

女子更衣室

更衣室

 
硬式野球場

紫苑館

 軟式野球場

W.C

光
喜
館

男女更衣室

情報
メディア

館

＊：クラスによって実施場所が
　　異なるので各自確認すること。
　　更衣室は実施場所近隣の設備を
　　ご利用ください。
※ 実施場所の臨時変更（雨天または
　 グランド不良時など）は、磐上館
　 北側掲示板に掲示します。

医心館

弓道場 射撃場

倉
庫 インライン

スケート

場

KYAKYU

恵
喜
館

ハンドボール場

・陸上ホッケー場

ソフトボール場

※正課授業では

使用 しません

INLINE

※正課授業では

使用しません

訪
知
館

RIKUJO

HAND

体育

シャワー棟

は施設コード

TW

スポーツ・パフォーマンス１  実施場所略図 （室内種目）

デイヴィス記念館  1階
         １Ｆ ・ Ｂ１Ｆ  兼用

女子
W.C

男子
W.C

女子更衣室 講師控室 事務室男子更衣室
男子

シャワー室

階段

階段 階段

メインア リーナ

ステージ DV1F1 DV1F2

女子
シャワー室

玄 関

ロビー

階段 階段

男子
W.C

女子
W.C

女子更衣室 １F・B１F 兼用 用具庫

階段

男子
W.C
女子
W.C

デイヴィス記念館 地下 1階

階段

階段

測定室

注：更衣室は１Fを利用すること。

女子
W.C
男子
W.C

卓球場

DVBF4

剣道場

DVBF3

柔道場

DVBF2

フェンシング場

DVBF1

トレーニング室

DVBF6

A B

D

C

は施設コード
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新町キャンパス

※新創館は春学期中は改築工事を実施しています。秋学期から供用開始予定です。

スポーツ・パフォーマンス１  実施場所略図　＜今出川校地＞

Ｎ 至
国
際
会
館
駅

  上立売通 

新創館

　

同
志
社
大
学

　
　
 

今
出
川
キ
ャ
ン
パ
ス

尋真館

門衛所
烏
丸
通

烏
丸
今
出
川

臨光館

渓
水
館

新
町
通

室
町
通 地

下
鉄

上
京
区

総
合
庁
舎
前

今
出
川
駅

今出川通

御
 

苑

至
京
都
駅

寒梅館寒梅館

継志寮 多目的ルームで

実施

は施設コード

KSRB1

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注意事項 

１．すべての登録手続には学生証が必要となる。常に携帯すること。 

２．登録期間中は手続の確認等で問合せを行うことがあるので、必ず連絡が取れるように
しておくこと。 

３．ＤＵＥＴによる各種申請手続（先行登録、一般登録、履修中止など）は万全の体制を
整えて準備しているが、予測不能なネットワーク障害やシステムのハード障害等が発
生し、ＷＥＢによる手続きが行えなくなる可能性もある。申請手続期間中に大学側の
システムに重大なトラブルが発生し、手続が正常に行えなかった場合には、受付時間
の延長や教室での受付に変更（ネットワークやシステムの復旧に時間を要する場合）
することもあるので、予め注意しておくこと。なお、これらの臨時の対応については、
ＤＵＥＴの「大学からのお知らせ」にて案内するが、ＤＵＥＴが障害により稼動して
いない場合は、大学ホームページの「在学生の方」にある「重要なお知らせ」にて案
内する。 

 
４ 類 （ 免許・資格科目 ） 

 

‒ 160 ‒


