
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２：グローバル地域文化学部 
  先行登録科目 登録要領 
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グローバル地域文化教養セミナー（追加募集） 
 
グローバル地域文化学部 

 ２０２２～２０１８年度生＝２年次生以上＝ 

開講校地：今出川  登録手続：窓口受付 

単位数： 各２単位 

 
１．登録手続と注意点 

(1)グローバル地域文化学部事務室にて希望クラス受付を行う。 
(2)決定者発表は学修支援システムＤＵＥＴにて行う。 
(3)すでに決定しているクラスからの変更は認めない。 
(4)クラス決定後の変更や削除は一切認めない。なお、春に登録した秋学期開講科目については、秋学

期講義開始前の登録変更期間に削除・変更を認める。 
 
２．登録日程 

 受付期間 決定者発表 登録手続 

追加募集 

３月２４日（金）～３月３１日（金） 

9：00～11：30 12：30～17：00 
＊１次募集の結果、定員に余裕のあるクラスのみ 

未履修者優先で受け付ける。 

４月５日（水） 

0：00 
DUETにて発表 

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ地域文化学部 

事務室【学生証持参】 

 
３．クラス・担当者 

次表のとおりである。各クラスの授業内容については、シラバスを参照すること。時間割は全て木曜

日４講時である。 
 

グローバル地域文化教養セミナー1～13 クラス別残り定員 

（○印は春学期開講、△印は秋学期開講） 
クラス 学期 担当者 テーマ 追加募集 

2 △ 小川原 歴史学 2 

4 ○ 伊藤 文学 1 

6 △ 神崎 演劇学 8 

7 ○ 小野 思想・宗教研究 2 
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地域文化理解のためのアラビア語１・２（文法） 
 
グローバル地域文化学部 

 ２０２３～２０１３年度生＝１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 

 
１．登録手続と注意点 

 (1)希望クラス受付・決定者発表とも、学修支援システム DUET にて行う。 
(2)クラス決定後の変更や、履修中止手続期間以外での履修中止は一切認めない。なお、春に登録した

秋学期開講科目については、秋学期講義開始前の登録変更期間に変更を認める。 
 
２．登録日程 

  受付期間 決定者発表 登録手続 

１次募集 
４月２日（日）10：00～４月３日（月）17：00 
＊希望者が定員を超えた場合は抽選。 

４月４日（火）

0：00 

登録申請・決定者発表と

も学修支援システム 

ＤＵＥＴ 

最終募集 

４月５日（水）、６日（木）9：00～11：30 12：
30～17：00 
＊１次募集の結果、定員に余裕のあるクラスのみ 
先着順で受け付ける。 

窓口にて即決 
ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ地域文化学部 

事務室【学生証持参】 

 
３．クラス・担当者（各クラス定員：15 名） 
次表のとおりである。各クラスの授業内容については、シラバスを参照すること。 
※グローバル地域文化学部生の定員として 15 名分が設けられているが、他学部生の定員が別途 35 名程

設けられているため、実際の履修者数は 50 名程となる場合がある。 
 

地域文化理解のためのアラビア語１・２ クラス・担当者表 
（○印は春学期開講、△印は秋学期開講） 

クラス 学期 科目 曜講 担当者 

- ○ 地域文化理解のためのアラビア語１（文法） 水３ 森山 央朗 

- △ 地域文化理解のためのアラビア語２（文法） 水３ 森山 央朗 
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地域文化理解のためのアラビア語３～５ 
 
グローバル地域文化学部 

 ２０２２～２０１３年度生＝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 

 
１．登録手続と注意点 

 (1)希望クラス受付・決定者発表とも、学修支援システム DUET にて行う。 
 (2)クラス決定後の変更や、履修中止手続期間以外での履修中止は一切認めない。なお、春に登録した

秋学期開講科目については、秋学期講義開始前の登録変更期間に変更を認める。 
 
２．登録日程 

  受付期間 決定者発表 登録手続 

１次募集 
３月２４日（金）10：00～３月２７日（月）17：00 
＊希望者が定員を超えた場合は抽選。 

３月２８日

（火）0：00 登録申請・決定者発表と

も学修支援システム 

ＤＵＥＴ 
２次募集 

３月２８日（火）10：00～３月３０日（木）17：00 
＊１次募集の結果、定員に余裕のあるクラスのみ受

け付ける。希望者が定員を超えた場合は抽選。 

３月３１日

（金）0：00 

最終募集 

４月５日（水）、６日（木）9：00～11：30 12：
30～17：00 
＊２次募集の結果、定員に余裕のあるクラスのみ 
先着順で受け付ける。 

窓口にて即決 
ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ地域文化学部 

事務室【学生証持参】 

 
３．クラス・担当者（各クラス定員：15 名） 
次表のとおりである。各クラスの授業内容については、シラバスを参照すること。 
※グローバル地域文化学部生の定員として 15 名分が設けられているが、他学部生の定員が別途 35 名程

設けられているため、実際の履修者数は 50 名程となる場合がある。 
 

地域文化理解のためのアラビア語３～５ クラス・担当者表 
（○印は春学期開講、△印は秋学期開講） 

クラス 学期 科目 曜講 担当者 

- ○ 
地域文化理解のためのアラビア語３ 

（コミュニケーション） 
木３ 

MOHSEN SHAKER 

BAYOUMY 

- ○ 地域文化理解のためのアラビア語４（講読） 木２ 中道 静香 

- △ 地域文化理解のためのアラビア語５（講読） 木２ 中道 静香 
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イタリア語初級Ⅰ・Ⅱ 
 
グローバル地域文化学部 

 ２０２３～２０１３年度生＝１年次生以上＝ 

開講校地：京田辺・今出川 

登録手続：ＷＥＢ先行登録 単位数： 各１単位 

 
１．登録手続と注意点 

(1)「イタリア語初級Ⅰ」（春学期）・「イタリア語初級Ⅱ」（秋学期）セットで登録される。 

(2)希望クラス受付・決定者発表とも、学修支援システムＤＵＥＴにて行う。 
 (3)クラス決定後の変更は一切認めない。なお、春に登録した秋学期開講科目は、秋学期講義開始前に変

更を認める。手続きは秋学期登録要領を確認すること 
 
２．登録日程 

  受付期間 決定者発表 登録手続 

１次募集 
３月２４日（金）10：00～４月３日（月）17：00 
＊希望者が定員を超えた場合は抽選。 

４月４日（火）

0：00 登録申請・決定者発表と

も学修支援システム 

ＤＵＥＴ 
最終募集 

４月５日（水）10：00～15：00 
＊1 次募集の結果、定員に余裕のあるクラスのみ 
受け付ける。希望者が定員を超えた場合は抽選。 

４月６日（木） 

0：00 

 
３．クラス・担当者（各クラス定員：45 名） 
各募集期間中に学修支援システムＤＵＥＴで確認すること。各クラスの授業内容は、シラバスを参照す

ること。 
 
 

 ～秋学期開講前の「イタリア語初級Ⅱ」登録手続について～ 
 

春学期「イタリア語初級Ⅰ」の合否によって、秋学期開講前の登録手続が異なる。 

 

(1)合格の場合 

登録手続は不要。春に先行登録した秋学期「イタリア語初級Ⅱ」を受講できる。 

 

(2)不合格の場合 

秋学期には「イタリア語初級Ⅰ」の再履修クラスは開講しない。なお、春に登録した秋学期「イタリア語初級

Ⅱ」は、大学が一括して登録を削除する。 
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イタリア語中級Ⅰ・Ⅱ 
 
グローバル地域文化学部 

２０２２～２０１３年度生＝２年次生以上＝ 

開講校地：京田辺・今出川 

登録手続：ＷＥＢ先行登録 単位数： 各１単位 

 

１．履修上の注意 
(1)「イタリア語初級Ⅱ」を履修済みであること。 

 
２．登録手続と注意点 

(1)「イタリア語中級Ⅰ」（春学期）・「イタリア語中級Ⅱ」（秋学期）セットで登録される。 
(2)１次～最終募集は、希望クラス受付・決定者発表とも、学修支援システムＤＵＥＴにて行う。 
(3) クラス決定後の変更は一切認めない。なお、春に登録した秋学期開講科目は、秋学期講義開始前に

変更を認める。手続きは秋学期登録要領を確認すること。 
 
３．登録日程 

 
４．クラス・担当者（各クラス定員：45 名） 
各募集期間中に学修支援システムＤＵＥＴで確認すること。各クラスの授業内容は、シラバスを参照す

ること。 
 

 
～秋学期開講前の「イタリア語中級Ⅱ」登録手続について～ 

 

春学期「イタリア語中級Ⅰ」の合否によって、秋学期開講前の登録手続が異なる。 

 

(1)合格の場合  

登録手続は不要。春に先行登録した秋学期「イタリア語中級Ⅱ」を受講できる。 

 

(2)不合格の場合 

秋学期には「イタリア語中級Ⅰ」の再履修クラスは開講しない。なお、春に登録した秋学期「イタリア語中級

Ⅱ」は、大学が一括して登録を削除する。 
 

  受付期間 決定者発表 登録手続 

１次募集 
３月２４日（金）10：00～３月２８日（火）15：00 
＊希望者が定員を超えた場合は抽選。 

３月２９日（水）

0：00 

登録申請・決定者発表

とも学修支援システム

ＤＵＥＴ 

２次募集 

３月２９日（水）10：00～３月３０日（木）15：00 
＊１次募集の結果、定員に余裕のあるクラスのみ 

 受け付ける。希望者が定員を超えた場合は抽選。 

３月３１日（金） 

0：00 

３次募集 

３月３１日（金）10：00～15：00 
＊２次募集の結果、定員に余裕のあるクラスのみ 

 受け付ける。希望者が定員を超えた場合は抽選。 

４月１日（土） 

0：00 

最終募集 

４月５日（水）10：00～15：00 
＊３次募集の結果、定員に余裕のあるクラスのみ 

 受け付ける。希望者が定員を超えた場合は抽選。 

４月６日（木） 

0：00 
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情報機器の操作 
 
グローバル地域文化学部 

 ２０２３～２０１３年度生＝１年次生以上＝ 

開講校地：今出川  登録手続：ＷＥＢ先行登録 

単位数： ２単位 

 
１．履修上の注意 

(1)自由科目なので履修しても卒業必要単位数には算入されない。 

 
２．登録手続と注意点 

(1)希望クラス受付・決定者発表とも、学修支援システムＤＵＥＴにて行う。 
 (2)クラス決定後の変更や、履修中止手続期間以外での履修中止は一切認めない。なお、春に登録した

秋学期開講科目については、秋学期講義開始前の登録変更期間に変更を認める。 
 
３． 登録日程 

  受付期間 決定者発表 登録手続 

１次募集 
４月２日（日）10：00～４月３日（月）17：00 
＊希望者が定員を超えた場合は抽選 

４月４日（火）

0：00 

登録申請・決定者発表と

も学修支援システム 

ＤＵＥＴ 

最終募集 

４月５日（水）、６日（木）9：00～11：30 12：
30～17：00 
＊１次募集の結果、定員に余裕のあるクラスのみ 

先着順で受け付ける 

窓口にて即決 
ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ地域文化学部 

事務室【学生証持参】 

 
４．クラス・担当者（クラス定員：35 名） 
次表のとおりである。各クラスの授業内容については、シラバスを参照すること。 

 
情報機器の操作 クラス・担当者表 

（○印は春学期開講、△印は秋学期開講） 
クラス 学期 科目 曜講 担当者 

- △ 情報機器の操作 水２ 西納 春雄 

 
 

27

２ 

Ｇ
Ｒ
科
目



 

発信スキル実践 
 
グローバル地域文化学部 

 ２０２２～２０１３年度生＝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： １単位 

 
１．登録手続と注意点 

(1)希望クラス受付・決定者発表とも、学修支援システムＤＵＥＴにて行う。  

(2)クラス決定後の変更や、履修中止手続期間以外での履修中止は一切認めない。 
 
２．登録日程 

  受付期間 決定者発表 登録手続 

１次募集 
３月２４日（金）10：00～３月２７日（月）17：00 
＊希望者が定員を超えた場合は抽選。 

３月２８日

（火）0：00 登録申請・決定者発表と

も学修支援システム 

ＤＵＥＴ 
２次募集 

３月２８日（火）10：00～３月３０日（木）17：00 
＊１次募集の結果、定員に余裕のあるクラスのみ受

け付ける。希望者が定員を超えた場合は抽選。 

３月３１日

（金）0：00 

最終募集 

４月５日（水）、６日（木）9：00～11：30 12：
30～17：00 
＊２次募集の結果、定員に余裕のあるクラスのみ 
先着順で受け付ける。 

窓口にて即決 
ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ地域文化学部 

事務室【学生証持参】 

 
 
３．クラス・担当者（クラス定員：35 名） 

次表のとおりである。各クラスの授業内容については、シラバスを参照すること。 
 

発信スキル実践 クラス・担当者表 
（○印は春学期開講、△印は秋学期開講） 

クラス 学期 科目 曜講 担当者 

- ○ 発信スキル実践 水２ 西納 春雄 
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英語で読む地域文化研究１～５ 
 
グローバル地域文化学部 

 ２０２２～２０１３年度生＝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 

 
１．登録手続と注意点 

(1)希望クラス受付・決定者発表とも、学修支援システムＤＵＥＴにて行う。 
(2)クラス決定後の変更や、履修中止手続期間以外での履修中止は一切認めない。なお、春に登録した

秋学期開講科目については、秋学期講義開始前の登録変更期間に変更を認める。 
 
２．登録日程 

  受付期間 決定者発表 登録手続 

１次募集 
３月２４日（金）10：00～３月２７日（月）17：00 
＊希望者が定員を超えた場合は抽選。 

３月２８日

（火）0：00 登録申請・決定者発表と

も学修支援システム 

ＤＵＥＴ 
２次募集 

３月２８日（火）10：00～３月３０日（木）17：00 
＊１次募集の結果、定員に余裕のあるクラスのみ受

け付ける。希望者が定員を超えた場合は抽選。 

３月３１日

（金）0：00 

最終募集 

４月５日（水）、６日（木）9：00～11：30 12：
30～17：00 
＊２次募集の結果、定員に余裕のあるクラスのみ 
先着順で受け付ける。 

窓口にて即決 
ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ地域文化学部 

事務室【学生証持参】 

 
３．クラス・担当者（クラス定員：25 名） 

次表のとおりである。各クラスの授業内容については、シラバスを参照すること。 
 

英語で読む地域文化研究１～５ クラス・担当者表 
（○印は春学期開講、△印は秋学期開講） 

クラス 学期 科目 曜講 担当者 

- △ 英語で読む地域文化研究１ 火４ 坂本 南美 

- ○ 英語で読む地域文化研究２ 木１ 神崎 舞 

- ○ 英語で読む地域文化研究３ 火３ 尾崎 茂 

- △ 英語で読む地域文化研究４ 金１ 倉科 一希 

- △ 英語で読む地域文化研究５ 木２ 肥後本 芳男 
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Global and Regional Cultural Studies Seminar 1～4  
 
グローバル地域文化学部 

 ２０２２～２０１３年度生＝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 

 
１．登録手続と注意点 

(1)希望クラス受付・決定者発表とも、学修支援システムＤＵＥＴにて行う。 
(2)クラス決定後の変更や、履修中止手続期間以外での履修中止は一切認めない。なお、春に登録した

秋学期開講科目については、秋学期講義開始前の登録変更期間に変更を認める。 
 
２．登録日程 

  受付期間 決定者発表 登録手続 

１次募集 
３月２４日（金）10：00～３月２７日（月）17：00 
＊希望者が定員を超えた場合は抽選。 

３月２８日

（火）0：00 登録申請・決定者発表と

も学修支援システム 

ＤＵＥＴ 
２次募集 

３月２８日（火）10：00～３月３０日（木）17：00 
＊１次募集の結果、定員に余裕のあるクラスのみ受

け付ける。希望者が定員を超えた場合は抽選。 

３月３１日

（金）0：00 

最終募集 

４月５日（水）、６日（木）9：00～11：30 12：
30～17：00 
＊２次募集の結果、定員に余裕のあるクラスのみ 
先着順で受け付ける。 

窓口にて即決 
ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ地域文化学部 

事務室【学生証持参】 

 
３．クラス・担当者（クラス定員：25 名） 

次表のとおりである。各クラスの授業内容については、シラバスを参照すること。 
 

Global and Regional Cultural Studies Seminar 1~4 クラス・担当者表 
（○印は春学期開講、△印は秋学期開講） 

クラス 学期 科目 曜講 担当者 

- ○ 
Global and Regional Cultural 

Studies Seminar 1 
火２ Matthew LARKING 

- ○ 
Global and Regional Cultural 

Studies Seminar 2 
水３ Blake TURNBULL 

- △ 
Global and Regional Cultural 

Studies Seminar 3 
月２ 﨑田 智子 

- △ 
Global and Regional Cultural 

Studies Seminar 4 
水２ Aysun UYAR 
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ドイツ語・フランス語・中国語・スペイン語・ロシア語・コリア語・アジア諸言語で読む 
地域文化研究１、２ 

 
１．登録手続と注意点 

(1)希望クラス受付・決定者発表とも、学修支援システムＤＵＥＴにて行う。 
 (2)クラス決定後の変更や、履修中止手続期間以外での履修中止は一切認めない。なお、春に登録した秋

学期開講科目については、秋学期講義開始前の登録変更期間に変更を認める。 

２．登録日程 
  受付期間 決定者発表 登録手続 

１次募集 
３月２４日（金）10：00～３月２７日（月）17：00 
＊希望者が定員を超えた場合は抽選。 

３月２８日

（火）0：00 登録申請・決定者発表と

も学修支援システム 

ＤＵＥＴ 
２次募集 

３月２８日（火）10：00～３月３０日（木）17：00 
＊１次募集の結果、定員に余裕のあるクラスのみ受

け付ける。希望者が定員を超えた場合は抽選。 

３月３１日

（金）0：00 

最終募集 

４月５日（水）、６日（木）9：00～11：30 12：
30～17：00 
＊２次募集の結果、定員に余裕のあるクラスのみ 
先着順で受け付ける。 

窓口にて即決 
ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ地域文化学部 

事務室【学生証持参】 

 
３．クラス・担当者（クラス定員：25 名） 

次表のとおりである。各クラスの授業内容については、シラバスを参照すること。 

ドイツ語・フランス語・中国語・スペイン語・ロシア語・コリア語・アジア諸言語で読む 

地域文化研究１、２ クラス・担当者表（○印は春学期開講、△印は秋学期開講） 
 

 

 
 
 
 

グローバル地域文化学部 

 ２０２２～２０１３年度生＝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 

クラス 学期 科目 曜講 担当者 

- ○ ドイツ語で読む地域文化研究 1 金３ 小野 文生 

- △ ドイツ語で読む地域文化研究 2 金２ 大木 清香 

- ○ フランス語で読む地域文化研究 1 火３ 亀谷 百合佳 

- △ フランス語で読む地域文化研究 2 火３ 見原 礼子 

- ○ 中国語で読む地域文化研究 1 水４ 周 俊 

- △ 中国語で読む地域文化研究 2 木３ 副島 一郎 

- ○ スペイン語で読む地域文化研究 1 木２ PEREZ RIOBO Andres 

- △ スペイン語で読む地域文化研究 2 金２ 柴田 修子 

- ○ ロシア語で読む地域文化研究 1 金３ 中野 幸男 

- △ ロシア語で読む地域文化研究 2 金２ 立石 洋子 

- ○ コリア語で読む地域文化研究 1 金３ コ ヨンジン 

- △ コリア語で読む地域文化研究 2 金３ 若生 正和 
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