
日時 学科 指導教員名

第２学年 真宗学科 本明　義樹 K405

小川　直人 K405 → K402

（文学部） 藤原　正寿 K405 → K403

真宗学科 M.J.CONWAY K405 → K404

仏教学科 仏教学科 新田　智通 H204 → H202

哲学科 上野　牧生 H204 → H203

哲学科 西尾　浩二 K204

（国際学部） 脇坂　真弥 K204 → K206

（文学部） 藤枝　真 K204 → K210

国際文化学科 谷口　奈青理 K204 → K212

国際文化学科 廣川　智貴 K203 → K407

３月３０日(木) 藤田　義孝 K203 → K408

９：００～ M.Ama K203 → K409

　　　１０：３０ B.TURNBULL K203 → K410

浅若　裕彦／井上　摩紀 K203 → K411

渡部　洋 K203 → K412

国際文化演習Ⅱ－7（アジア文化） 喜多　恵美子 K203 → K413

鄭　祐宗 K203 → K414

第２学年 歴史学科 宮﨑　健司

東舘　紹見

（文学部） 川端　泰幸

歴史学科 平野　寿則

文学科 福島　栄寿

古川　哲史

井黒　忍

３月３０日(木) 松浦　典弘

１１：００～ 前田　充洋

　　　１２：３０ 國賀　由美子

大艸　　啓

文学科 佐藤　愛弓 K304 → K407

安藤　香苗 K304 → K408

乾　源俊 K304 → K409

中川　眞二 K304 → K410

文学科演習Ⅱ－１

文学科演習Ⅱ－３

Ｋ317～K321

↓

歴史学演習Ⅱ－3(日本史） K303（日本史）

K201（歴ミュ）

歴史学演習Ⅱ－6（世界史） K316（京都探）

K204（世界史）歴史学演習Ⅱ－4(日本史）

歴史学演習Ⅱ－5（日本史）

歴史学演習Ⅱ－2（日本史）

予備教室（10教室）

歴史学演習Ⅱ－10(歴史ミュージアム） K215～K219

歴史学演習Ⅱ－11（京都探究）

歴史学演習Ⅱ－9（世界史）

真宗学演習Ⅱ－1

真宗学演習Ⅱ－2

真宗学演習Ⅱ－3

仏教学演習Ⅱ－3

哲学科演習Ⅱ－1　（哲学・西洋思想）

真宗学演習Ⅱ－4

仏教学演習Ⅱ－1

国際文化演習Ⅱ－6（アジア文化）

哲学科演習Ⅱ－3　（宗教学・死生学）

哲学科演習Ⅱ－4　（心理学・人間関係学）

歴史学演習Ⅱ－7（世界史）

歴史学演習Ⅱ－8（世界史）

K303（全体説明会）

２０２３年度
コース決定及びクラス別懇談会　会場一覧

※教室：左側（歴史学科は上）の教室に集合し全体説明会を実施。

クラス･コース 会場(教室)

その後、右側（歴史学科は下）の教室に移動し、クラス別懇談会を実施。

国際文化演習Ⅱ－1（欧米文化）

国際文化演習Ⅱ－2（欧米文化）

国際文化演習Ⅱ－3（英語コミュニケーション）

国際文化演習Ⅱ－4（英語コミュニケーション）

国際文化演習Ⅱ－5（欧米文化）

国際文化演習Ⅱ－8（アジア文化）

哲学科演習Ⅱ－2　（倫理学・公共哲学）

歴史学演習Ⅱ－1（日本史）

文学科演習Ⅱ－２

文学科演習Ⅱ－４



日時 学科 指導教員名

第２学年 現代社会学科 橋口　昌治 K304 → K401

徳田　剛 K304 → K402

（社会学部） 脇中　洋 K304 → K403

現代社会学科 田中　正隆 K304 → K404

コミュニティ 阿部　利洋 K304 → K412

デザイン学科 柴田　みゆき K304 → K413

野村　明宏 K304 → K414

３月３０日(木) 永瀬　圭 K304 → K415

１３：００～ コミュニティデザイン学科 大原　ゆい K202 → K215

　　　１４：３０ 野村　実 K202 → K216

白取　耕一郎 K202 → K316

武田　和哉 K303 → K317

酒井　恵光 K303 → K318

松川　節 K303 → K319

鎌谷　勇宏 K406 → K320

志藤　修史 K406 → K321

第２学年 教育学科 関口　敏美 K405

（教育学部） 初等教育コース 田中　久美子 K405 → K406

教育学科 森田　裕之 K405 → K407

教育学科 木塚　勝豊 K206

３月３０日(木) 幼児教育コース 川北　典子 K206 → K210

１５：００～ 冨岡　量秀 K206 → K212

　　　１６：３０ 西村　美紀 K206 → K213

社会学演習Ⅱ－3

社会学演習Ⅱ－4

社会学演習Ⅱ－8

コミュニティデザイン演習Ⅱ－5（地域政策、情報メディア）

コミュニティデザイン演習Ⅱ－6（地域政策、情報メディア）

幼児教育演習Ⅱ－1

コミュニティデザイン演習Ⅱ－7（社会福祉）

幼児教育演習Ⅱ－4

幼児教育演習Ⅱ－3

コミュニティデザイン演習Ⅱ－4（地域政策、情報メディア）

社会学演習Ⅱ－5

社会学演習Ⅱ－6

社会学演習Ⅱ－7

コミュニティデザイン演習Ⅱ－1（地域政策）

コミュニティデザイン演習Ⅱ－2（地域政策）

コミュニティデザイン演習Ⅱ－3（地域政策）

幼児教育演習Ⅱ－2

小学校教育学演習Ⅱ－1

クラス･コース

社会学演習Ⅱ－2

２０２３年度
コース決定及びクラス別懇談会　会場一覧

※教室：左側の教室に集合し全体説明会を実施。その後、右側の教室に移動し、クラス別懇談会を実施。

会場(教室)

小学校教育学演習Ⅱ－3

社会学演習Ⅱ－1

小学校教育学演習Ⅱ－2

コミュニティデザイン演習Ⅱ－8（社会福祉）


