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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

岡田　謙介 試験 １月１０日（金）２限 7号館761教室 （文・教育学部と合併）

小川 浩之 試験 １月２２日（水）３限 8号館209教室

齋藤　知也 レポート １月２１日(火）１６：５０ 教務課後期課程チーム

石垣琢麿
西口雄基

試験 １月１０日（金）３限 １１号館１１０６室

石田　淳 試験 1月27日(月）2限 8号館210教室

石原あえか レポート １月２3日(木）１６：５０ 教務課後期課程チーム

WEBER Torsten 試験 １月２１日(火）５限 21KOMCEE East K211

村瀬　鋼 レポート 1月23日(木）１６：５０ 教務課後期課程チーム

１．課題
・メルロ＝ポンティ『知覚の現象学』の「他者と人間的世界」を講読し
て考えたこと。
・テーマは自分で設定し、独自にタイトルをつけること。
・話題を自由に持ち込んで自由に論述して構わないが、論述中で、
当該テクストの何らかの重要な内容についての自分の理解内容を
きちんと提示すること。
２．形式
・本文2，400字以内(科目名、タイトル、氏名、学籍番号、注、文献
表等を除く）。
・科目名、タイトル、氏名、学籍番号を冒頭または表紙に明記するこ
と。
・注は無制限
・A4に10～12ポイント横書きで一項30～40行程度、が望ましい。

岡田　泰平 レポート 1月24日(金)１６：５０ 教務課後期課程チーム

橋本貴充 試験 1月10日（金）４限 １１号館１１０８教室 文学部と合併

井坂　理穂 レポート １月２７日（月）１６：５０ 教務課後期課程チーム

近田　亮平 試験 １月２４日（金）６限 情報教育棟 E39教室

吉川　雅之 レポート １月２０日（月）１６：００ 教務課後期課程チーム

寺田　新 試験 1月8日(水) ２限 １号館１５９室

瀬地山　角 レポート ２月３日（月）１６：００ 教務課後期課程チーム

田村　隆 レポート 1月27日(月）１６：５０ 教務課後期課程チーム

森　政稔 レポート １月２９日(水) 指示通り

野田　真里 レポート 1月30日（木）正午 教務課後期課程チーム
大学院講義「人間の安全保障演習Ⅰ」「Theory of Normativity in Global SocietyⅠ」

総合文化大学院の修士・博士課程の学生も教務課後期課程チーム
（4番窓口）へ提出のこと

古城　佳子 試験 1月20日(月）4限 12号館1231教室

中西　徹 試験 1月24日（金）4限 8号館210教室

専門ドイツ語（４）
テクスト分析演習IV（１０）

専門英語（７０）
グローバル教養特別講義II

現代思想特殊研究Ⅱ

特殊研究演習IV[アジア・日本研究コース]
専門英語（３４）

歴史・地域研究特殊演習I
グローバル教養特別演習II（１３）

認知行動科学研究法

ブラジル研究II

アジア地域史II/アジア地域史Iia
/アジア地域史IIb

特殊研究演習「ジェンダー論演習」

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）

スポーツ栄養学

社会経済学 ／経済発展

学際日本文化論演習Ⅳ

相関社会科学基礎論I

2019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～

国際政治

心理統計学

イギリス政治文化論

日本文化資料研究II
国語科教育法（実践）C（２）

行動適応論

歴史・地域研究特殊演習II /専門英語（４２）
特殊研究演習VI[アジア・日本研究コース]

国際政治経済論



2020.1.7

※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、
　　1月9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。
※「生態・進化学Ⅰ/人間情報学Ⅰ（１）」の試験日程が変更になりました。

※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

プログラミング基礎 金井 崇、土井 靖生 レポート 1月10日(金)23:59
isp@ids.c.u-tokyo.ac.jp　宛にメー
ルで提出すること．

学際科学概論 各教員 レポート 1月24日(金)16:30 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21日(火)16:00 15号館107教務事務室内レポートボックス

情報数理科学Ⅵ 山口 泰 レポート ITC-LMSでの提出

宇宙地球科学I/
情報工学Ⅱ（１）

磯崎 行雄、小宮 剛 試験 1月8日(水)4限 15号館104教室

※持ち込みは紙媒体のノートのみ可

生態・進化学Ⅰ/
人間情報学Ⅰ（１）

増田 建 他 試験 1月23日(木)4限
1月23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

2019年度Aセメスター 試験・レポート（学際科学科）



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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 時弘　哲治 期末試験 １月２０日（月） 2限 16号館109室

電磁気学 月 4 鳥井　寿夫 期末試験 １月２９日（水） 3限 16号館109室

物理化学 火 3 長谷川宗良 期末試験 １月３０日（木） 2限 16号館109室

統計力学Ⅰ 水 2 池田　昌司 期末試験 １月２７日（月） 4限 16号館109室

物性物理学Ⅱ 水 2 前田　京剛 期末試験 １月３０日（木） 4限 16号館109室

構造幾何学 木 1 植田　一石 期末試験 １月２３日（木） 1限 16号館109室

有機化学Ⅰ 木 2 豊田　太郎 期末試験 １月２７日（月） 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２８日（火） 2限 16号館126/127室

物理数学Ⅰ 金 2 國場　敦夫 期末試験 １月２８日（火） 3限 16号館109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２４日（金） 3限 16号館109室

量子力学Ⅰ 金 4 深津　　晋 期末試験 １月２３日（木） 2限 16号館109室

分子分光学 金 4 増田　　茂 期末試験 １月２７日（月） 3限 16号館109室

　　　　　　　　　2020年1月8日　改訂

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。

※　「物理化学」の試験日を1/28（火）４限から1/30（木）２限に変更しました。

2019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2日～9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。

※　「細胞生物学Ⅱ」の試験会場を16号館109室から16号館126/127室に変更しました。


