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担当教員 成績評価 実施日・締切日 教室・提出先 備考

齋藤 知也 レポート 平成30年 1月18日（木）16:50 教務課後期課程係

斎藤　兆史 レポート 平成30年 1月15日（月）16:50 教務課後期課程係

岡田　謙介 試験 平成30年 1月17日（水）4限 11号館1106教室
※他の科目の試験との重複により、筆記試験日に出
席できない学生は、事前に担当教員に申し出ること

緑川 明憲 レポート 平成30年 1月11日（木）16:50 教務課後期課程係

杉浦 哲郎 試験 平成30年 1月19日（金）3限 5号館 521教室

中西　徹 試験 平成30年 1月26日（金）4限 5号館511教室 紙媒体持込可

井坂　理穂 レポート 平成30年 1月25日（木）16:50 教務課後期課程係

佐藤　温 レポート 平成30年 1月15日（月）4限 1/15当日の授業中に回収

岡　隆 試験 平成30年 1月19日（金）4限 12号館1225教室

村瀬　鋼 レポート
平成30年1月15日（月）～19日（金）

１６：５０
教務課後期課程係

１．レポートの内容
授業で扱った『見えるものと見えないもの』のテクストの内容
に関わるテーマを自分で設定し、それについての自分の考
察を書く。考察は自分の関心に沿った自由なもので良い
が、最低限、当該のテクスト内容についての自分自身の理
解を明示するようにすること。
2．レポートの体裁
・分量は、2,000字以内（本文のみ。氏名、タイトル等および
注は別とする）
・表紙を付け、そこに、科目名、氏名、学籍番号に加えて、
自分の立てたテーマに合ったタイトルを記入する。
３．期間以前に提出したい場合には、授業時に教員へ直
接提出する。

前田　章 試験 平成30年1月19日（金）3限 1号館103教室

石原あえか レポート
平成30年1月23日(火）16:50

（1月22日(月）・23日(火）の両日に提出のこと）
教務課後期課程係

中村 優希 試験 平成30年1月18日（木）2限 8号館317教室

瀬地山　角 レポート 平成30年1月25日（木）16:00 教務課後期課程係

永田　淳嗣 試験 平成30年1月15日（月）3限 12号館1222教室 持込不可

重信 幸彦 レポート 平成30年1月18日（木）16：50 教務課後期課程係

田村 隆 レポート 平成30年2月9日（金）16：50 教務課後期課程係

古城　佳子 試験 平成30年1月23日（火）4限 12号館1214教室

吉川雅之 レポート 平成30年 1月22日（月）午後4時【厳守】 教務課後期課程係

日本文化資料研究II
国語科教育法II

認知行動科学研究法

心理統計学

専門英語（６２）
国際日本研究演習

東アジア文化資料研究II

南アジア地域文化研究
 専門英語（３７）

アジアの自然と社会
文化人類学特殊講義（民族地理論）

専門ドイツ語（６）
テクスト分析演習IV（７）

物質化学Ⅱ

日本文化研究法I

2017年度 Aセメスター　試験・レポート

科目名

　試験時間（通常授業と同様）　

１時限：８時３０分～、２時限：１０時２５分～、3時限：１３時００分～、４時限：１４時５５分～、５時限１６時５０分～、６時限１８時４５分～

現代哲学特殊演習Ⅱ

アメリカ経済論

経済発展
特殊講義「開発経済学」

メディア文化論

最適化・意思決定論

ジェンダー論演習

日本文化研究I

言語科学への招待
 超域文化科学高度教養（言語科学への招待）

国際政治



2018.1.11

※試験の日程等について変更も有り得るので、今後の掲示に気をつけること。
※学際科学科内定者で前期課程科目等を履修していて他の科目の試験と重なるため受験不可能な場合は、
　　12月19日までの授業中に担当教員に申し出た後、学際科学科教務(15号館107室)に至急申し出ること。
※下記に記載のない科目については、授業中に教員より別途指示があるので、各自確認すること。

科目名 担当教員 成績評価 実施日・締切日 教室・提出先

地理・空間基礎論Ⅰ 荒井 良雄 試験 通常授業期間内に試験を行う

広域システム概論Ⅱ 小宮 剛、他 試験 1月23日(火)3限 15号館104教室

学際科学概論 各教員 レポート 12月15日(金)17:00 15号館107教務事務室内レポートボックス

エネルギー科学概論 瀬川 浩司・松本 真由美 レポート 1月25日(木)16:00 15号館107教務事務室内レポートボックス

科学哲学概論
（現代哲学特殊研究Ⅰ）

信原 幸弘 試験 1月10日(水)3限 1224教室

都市地域デザイン 加藤 道夫 レポート 1月17日(水)16:00 15号館107教務事務室内レポートボックス

社会経済地理学Ⅱ 梶田 真 その他 担当回の報告内容，および毎回の議論への貢献状況を踏まえて評価する

アジアの自然と社会 永田 淳嗣 試験 1月15日(月)3限 1222教室

情報工学Ⅰ 越塚 登 試験 1月18日(木)1限 516教室

情報数理科学Ⅳ 森畑 明昌 その他 レポートのみによって成績評価を行う

統計学/統計学Ⅰ 嶋田 正和 試験 1月22日(月)2限 E42

宇宙地球科学I 磯崎 行雄、小宮 剛 試験 1月18日(木)3限 15号館104教室

生態・進化学Ⅰ/人間情報学Ⅰ（１） 吉田 丈人、他 試験 1月18日(木)2限 15号館104教室

[試験時間] 1限 08:30～，2限 10:25～，3限 13:00～,　4限 14:55～，5限 16:50～

[15号館107教務事務室(学際科学科) 開室時間]　10:30～12:30，13:30～17:00

2017年度Aセメスター 試験・レポート（学際科学科）

※持込不可　
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科目名 担当教員 評価方法 試験実施日/レポート締切日 試験会場/提出先

認知脳科学概論
（学融合）認知神経科学

月 3 今水　　寛 期末試験 １月２４日（水） ３限 5号館525室

電磁気学 月 4 小野瀬佳文 期末試験 １月２５日（木） ２限 16号館109室

有機化学Ⅲ 月 4 寺尾　　潤 期末試験 １月２３日（火） ２限 16号館129室

統計力学Ⅰ 水 2 池田　昌司 期末試験 １月２２日（月） ２限 16号館109室

物性物理学Ⅱ 水 2 前田　京剛 期末試験 １月２４日（水） ２限 16号館109室

構造幾何学 木 1 植田　一石 期末試験 １月１９日（金） ２限 16号館109室

量子力学Ⅰ 木 2 深津　　晋 期末試験 １月１８日（木） ２限 16号館109室

細胞生物学Ⅱ 木 2 大杉　美穂 期末試験 １月２３日（火） ３限 16号館126/127室

物理化学 木 3 長谷川宗良 期末試験 １月２６日（金） ３限 16号館109室

無機化学Ⅱ 金 1 錦織　紳一 期末試験 １月１７日（水） ３限 16号館109室

物理数学Ⅰ 金 2 國場　敦夫 期末試験 １月２３日（火） ２限 16号館109室

心理統計学 金 2 岡田　謙介 期末試験 １月１７日（水） ４限 11号館1106室

複素解析学・複素解析学演習 金 3・4 石村　直之 期末試験 １月２２日（月） ４限 16号館109室

分子分光学 金 4 増田　　茂 期末試験 １月１８日（木） ３限 16号館109室

有機化学Ⅰ 金 4 豊田　太郎 期末試験 １月２６日（金） ２限 16号館109室

認知行動科学研究法 金 4 岡　　　隆 期末試験 １月１９日（金） ４限 12号館1225室

開講時限

4時限　14時55分～16時40分  ：  5時限　16時50分～18時35分

※　試験の日程等について変更も有り得るので、今後の掲示に気をつけること。

（試験時間：通常の時間割と同じ）

※　下記に記載のない科目については、授業評価について授業中教員より別途指示があるので、各自確認すること。

※　複素解析学・複素解析学演習の実施日を1/25 → 1/22(月） 4 限に変更しました。

※　有機化学Ⅲを追加しました。

※　統計力学Ⅰの実施日を1/19 → 1/22（月）２限に変更しました。

※　認知行動科学研究法を追加しました。

平成２９年度　統合自然科学科　Aセメスター　科目別授業評価等一覧

1時限　8時30分～10時15分  ：  2時限　10時25分～12時10分  ：  3時限　13時00分～14時45分

※　統合自然科学科内定者で前期課程科目等を履修していて他の科目の試験と重なるため受験不可能な場合は、12月4日～8日の授業中に担当教員に

　　申し出た後、統合自然科学科　教務事務室(15号館107A室)に至急申し出ること。


