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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

嶋田　正和 試験 平成31年1月28日（月）2限 情報教育棟E41教室

村瀬 鋼 レポート 平成31年1月21日(月）16：50 教務課後期課程係

＜テーマ＞
レヴィナス『全体性と無限』第二部の内容に関するものを自分で設定
＜分　量＞
2400字以内（本文のみ。注と文献一覧は無制限）
＜体　裁＞
A4横書き。表紙をつけて、氏名・学籍番号・科目名・担当者名に加え
て、テーマに合わせて自分でつけたタイトルを明記する。

杉浦 哲郎 試験 平成31年1月25日（金）3限 5号館514教室

永田 淳嗣 試験 平成31年1月8日（火）3限 13号館1311教室

小川 浩之 試験 平成31年1月21日（月）4限 8号館 209教室

受田　宏之 試験 平成31年1月9日（水）4限 8号館207教室

丹野義彦 試験 平成31年1月9日（水）3限 講堂900教室

丹野義彦 試験 平成31年1月11日（金）3限 13号館1331教室

四本 裕子 試験 平成31年1月11日（金）4限 13号館1313教室

小池　寿子 レポート 平成31年1月25日（金）16:50 教務課後期課程係

松井 千尋 レポート 平成31年1月11日（金）16:50 教務課後期課程係

古城　佳子 試験 平成31年1月22日（火）4限 12号館1213教室

田髙 寛貴 試験 平成31年1月17日(木）２限 12号館1214教室

吉川　雅之 レポート 平成31年1月21日（月）16時 教務課後期課程係

中西　徹 試験 平成31年1月25日(金）4限 8号館210教室

石橋　純 レポート 平成31年1月15日(火）16:50 教務課後期課程係
 提出しないと単位取得の権利を失います。

なにか問題があるかたは早めに石橋と連絡を取ってください

石原　あえか レポート 平成31年1月28日（月）もしくは1月29日(火）16:50 教務課後期課程係

倉田　博史 レポート 平成31年1月21日（月）16:50 教務課後期課程係

吉永  明弘 試験 平成31年1月21日（月）5限 21KOMCEE West K302 紙資料持ち込み可

池内　恵 試験 平成31年1月17日（木）4限 8号館320教室

下山　静香 レポート

１）1月17日（木）12:10～12:25の間に、8号館207
号室まで直接持参。
２）1月31日までに、下山 shizu-s@f8.dion.ne.jp
宛にメールで提出。
＊単位認定が不要の場合は、提出義務はありま
せん。

体裁自由。（テーマについては、授業で扱ったトピックから自由選
択）

東谷　護 レポート 平成31年1月28日（月）正午 教務課後期課程係

今水　寛 試験 平成31年1月22日(火) ３限 5号館524室

瀬地山　角 レポート 平成31年1月28日（月）16:00 教務課後期課程係

2018年度 A1ターム・ Aセメスター　試験・レポート

科目名

特殊研究演習「ジェンダー論演習」

経済発展／特殊講義「開発経済学」

地域文化研究高度教養（アメリカ） /地域民族誌III/
 ラテンアメリカ社会・民族II

専門ドイツ語（１７）

応用倫理学特論I[グローバル・エシックス] [科学技術論コース]

特殊研究演習IX／専門英語（１１３）

比較芸術論I 

認知脳科学概論／認知神経科学 

統計学／統計学Ⅰ

イギリス政治文化論

言語科学への招待

性格心理学

認知行動科学研究法

比較文学比較文化特殊研究Ⅱ

数理情報学

法学研究[相関社会科学コース] [国際関係論コース]

国際政治

認知行動科学特論Ⅰ

社会統計分析／国際関係データ分析／統計学Ⅲ

現代哲学特殊演習III（２）

アメリカ経済論

文化人類学特殊講義（民族地理論）
　　　　アジアの地理

　　　　アジアの自然と社会

ラテンアメリカ経済演習
国際経済政策演習

スペイン研究Ⅰ



2019.1.10

※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17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。

※追加：水色セル

科目名 担当教員 成績評価 実施日・締切日 教室・提出先

学際科学概論 各教員 レポート 12月14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24日(木)16:00 15号館107教務事務室内レポートボックス

応用倫理学概論 廣野 喜幸 レポート 1月30日(水) 15号館107教務事務室内レポートボックス

科学技術社会論演習Ⅳ 岡本 拓司 その他

アジアの自然と社会 永田 淳嗣 試験 1月8日(火)3限 1311教室

情報数理科学VII 松島 慎 試験 1月23日(水)3限 15号館104教室

情報工学Ⅰ 越塚 登 試験 1月17日(木)2限 1号館114教室

統計学/統計学Ⅰ 嶋田 正和 試験 1月28日(月)2限 情報教育棟E41

宇宙地球科学I/
情報工学Ⅱ（１）

磯崎 行雄、小宮 剛 試験 12月19日(水)4限 15号館104教室

生態・進化学Ⅰ/
人間情報学Ⅰ（１）

増田 建 他 試験 1月22日(火)3限 15号館104教室

エネルギー科学
情報工学Ⅱ（４）

瀬川 浩司 レポート 1月28日(月) 15号館107教務事務室内レポートボックス

[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

2018年度Aセメスター 試験・レポート（学際科学科）

レポートまたは展示制作による。レポートは教員に直接提出す
る。時期や提出方法は講義時間中に伝える。



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 平成30年12月10日

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

連続体力学 月 2 池田　昌司 期末試験 １月２９日（火） ３限 16号館109室

反応動力学 月 3 真船　文隆 期末試験 １月２１日（月） ３限 16号館109室

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２２日（火） ３限 5号館524室

電磁気学 月 4 鳥井　寿夫 期末試験 １月１６日（水） ３限 16号館109室

有機化学Ⅲ 月 4 寺尾　　潤 期末試験 １月２２日（火） ４限 16号館109室

物理化学 火 3 長谷川宗良 期末試験 １月２１日（月） ２限 16号館109室

統計力学Ⅰ 水 2 池田　昌司 期末試験 １月２３日（水） ３限 16号館109室

物性物理学Ⅱ 水 2 前田　京剛 期末試験 １月２９日（火） ２限 16号館109室

スポーツ栄養学 水 2 寺田　　新 期末試験 １月　９日（水） ２限 13号館1341室

構造幾何学 木 1 植田　一石 期末試験 １月２５日（金） ３限 16号館109室

有機化学Ⅰ 木 2 豊田　太郎 期末試験 １月２４日（木） ４限 16号館109室

細胞生物学Ⅱ 木 2 大杉　美穂 期末試験 １月２１日（月） ５限 16号館119室

行動適応論 木 2 石垣琢麿、石川亮太郎 期末試験  1月１０日(木) ２限 1号館192室

無機化学Ⅱ 金 1 平岡　秀一 期末試験 １月２５日（金） ４限 16号館109室

物理数学Ⅰ 金 2 國場　敦夫 期末試験 １月２４日（木） ３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（木） ３限 13号館1331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１７日（木） ４限 16号館109室

量子力学Ⅰ 金 4 深津　　晋 期末試験 １月２３日（水） ４限 16号館109室

分子分光学 金 4 増田　　茂 期末試験 １月２３日（水） ２限 16号館109室

平成３０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3日～10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。

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。

※　試験科目に「連続体力学」を追加しました。

※　試験科目に「統計力学Ⅰ」を追加しました。


