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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

佐藤　健 試験 5月31日(金) ３限 16号館126/127室 繰上試験を実施する

新井 宗仁 試験 6月3日（月）４限 16号館 119室 

宮崎　成人 試験 7月22日（月）５限 21KOMCEE East K214

板津　木綿子 試験 7月18日（木）３限 8号館210教室

齋藤 知也 レポート 7月30日（火）16:00 教務課後期課程係

丹野　義彦 試験 7月8日(月) ５限 1311教室 繰上試験を実施する

丹野　義彦 試験 7月12日(金) ２限 1101教室 繰上試験を実施する

井坂 理穂 レポート 8月5日(月）16:50 後期課程係窓口

内田　さやか
中 村　優  希

試験 7月25日（木）2限 21KOMCEE East K214

中尾　まさみ 試験 7月15日（月）4限 8号館210教室

田高 寛貴 試験 7月25日(木)2限 1103教室 自筆ノート・レジュメ・六法　持込可

田村 隆 レポート 8月15日(木）16:50 後期課程係窓口

松浦 高志 試験 7月12日（金）4限 1号館 114教室

中西　徹 試験 7月19日（金）4限 1212教室

石原　あえか レポート 7月29日（月）16:50 後期課程係窓口

小川 浩之 試験 7月12日（金）4限 8号館207教室

2019年度 Sセメスター　試験・レポート

科目名

物質化学I

特殊講義「国際金融」

メディア文化論[言語態・テクスト文化論コース]

日本文化資料研究I
 国語科教育法（実践）C（１）

異常心理学

認知行動科学特論V

専門英語（３１）/  南アジア地域文化研究

生物物理学I[物質基礎科学コース]
生物物理学I[統合生命科学コース]

超分子生体システム論Ⅰ

　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～

イギリス言語芸術論II/専門英語（１８）

特殊講義「法学展開研究」

日本文化資料読解II

イタリア地中海都市文化論

国際協力政策論/総合社会科学高度教養

専門英語（１６） /イギリス歴史・政治論演習I

テクスト文化論演習



※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。

2019.6.25

科目名 担当教員 成績評価 実施日・締切日 教室・提出先

科学技術史概論 岡本 拓司 レポート
7月11日(木)から7月31日(水)
（教務事務室の開室時間内）

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 藤垣 裕子 レポート 7月28日(日)24:00 担当教員あてにメールで提出

情報工学Ⅳ 山口 泰 その他 授業期間中に提出した課題で成績評価する

人間情報学VI 各教員 レポート 7月29日(月)16:30
15号館107教務事務室内
レポートボックス

基礎数理Ⅰ
情報数理科学Ⅲ（１）

鈴木 建・船渡 陽子 試験 7月19日(金)3限 15号館104教室

地球環境科学
人間情報学Ⅰ（４）

松尾 基之・小坂 優 レポート 7月30日(火)
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 開室時間]　10:30～12:30，13:30～17:00

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※8月13日(火)～14日(水)は一斉休業期間のため事務室を閉室します

※提出期間は充分長くとってあるので、この期間以外に提出されても受け取らない。
また電子メール等によって提出しても受け取らない。

2019年度S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

物理数学 Ⅱ 月 3 国場　敦夫 期末試験 ７月２６日（金）3限 16号館109室

光生物学 月 3 和田・阿部 期末試験 ７月２６日（金）5限 16号館126・127室

物性物理学Ⅰ 月 4 深津　　晋 期末試験 ７月２９日（月）2限 16号館109室

分子生物学 火 2 渡邊　雄一郎 期末試験 ７月３０日（火）3限 16号館119室

無機化学Ⅰ 水 2 平岡　秀一 期末試験 ７月２６日（金）4限 16号館109室

統計力学Ⅱ 木 2 堀田　知佐 期末試験 ７月２３日（火）1限 16号館109室

量子エレクトロニクス 木 2 久我　隆弘 レポート ８月７日（水）
15号館107A室内
レポートボックス

偏微分方程式論 木 3 下村　明洋

期末試験
・期末試験の受験資格があるの
は、履修登録者のみである。
・自筆のA４用紙（両面記入可能)
1枚のみ持込可能
・学生証を持参すること

７月１１日（木）3限
（繰り上げ試験）

16号館109室

物質基礎科学特論Ⅱ 木 3 上野　和紀 期末試験 ７月３０日（火）4限 16号館109室

確率統計Ⅰ 木 4 会田　茂樹 期末試験 ７月３０日（火）2限 16号館109室

実解析学Ⅰ 金 1 宮本　安人 期末試験 ７月１９日（金）1限 16号館109室

有機化学Ⅱ 金 1 村田　滋 期末試験 ７月２９日（月）3限 16号館109室

計算数理 金 2 齊藤　宣一 期末試験 ７月２６日（金）２限 数理科学研究棟117室

超分子生体システム論Ⅱ 金 3 豊島　陽子 期末試験 ７月２９日（月）4限 3号館113室

※　上記の日程が他学部または他学科の試験と重なる場合は、７月８日（月）までに担当教員及び教務事務（15－107A) に申し出ること。

２０１９．６．２５

２０１９年度　統合自然科学科　Ｓ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

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。

※ 「光生物学」の試験日が、7/23 → 7/26 に変更になりました。


