
※新規受付：水色セル 最終更新 2015/7/23 11:58

担当教員 成績評価 実施日・締切日 教室・提出先 備考

俣野　博 試験 平成27年7月23日（木）3限 16－109

杉浦　哲郎 試験 平成27年7月24日（金）3限 513

齋藤　知也 レポート 平成27年7月31日（金）16：50厳守 後期課程係窓口

関谷　雄一 試験 平成27年7月27日（月）2限 ８－２０５

名和　克郎 レポート 平成27年8月20日（木）16：50厳守 後期課程係窓口

竹村　文彦 試験 平成27年7月23日（木）2限 8-321

谷口　洋 レポート 平成27年8月19日（水）16：50厳守 後期課程係窓口

佐藤　光 レポート 平成27年8月12日（水）16：50厳守 後期課程係窓口

毛利　嘉孝 レポート 平成27年7月30日（木）16：50厳守 後期課程係窓口
2000字以内で授業の中で発表したこと

についてまとめて下さい

長澤　裕子 試験 平成27年7月23日（木）3限 1105

田髙　寛貴 試験 平成27年7月22日（水）2限 184

中西　徹 試験 平成２７年７月２４日（金）５限 8－210

詳細は下記を確認のこと

http://59.106.110.109/fas/kadai20150717.pdf

太田・渡邊・菱田・黒柳 試験 平成27年7月22日（水）3限 3－113

早稲田　みな子 レポート 平成２７年７月３１日（金）16:50厳守 後期課程係窓口

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～

比較芸術論Ⅰ

教養学科入門Ⅵ 各教員 レポート 平成27年7月29日（水）16：00厳守 2号館503号室

応用人類学Ⅱ

文化人類学理論Ⅰ

テクスト精読法Ⅰ

専門韓国朝鮮語（２）

音響芸術論

分子生物学

　試験時間（試験期間中）　

国際協力政策論

2015年度Sセメスター　試験・レポート

科目名

偏微分方程式論

ラテンアメリカ文学演習Ⅱ

東アジア文化論

法学Ⅱ

アメリカ経済論
米州地域文化論

アメリカ地域文化研究講義

国語科教育法Ⅰ
日本文化資料研究Ⅰ

http://59.106.110.109/fas/kadai20150717.pdf


※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。

学際科学科 2015.7.31

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 橋本 毅彦 試験 7月23日(木)2限 12号館1224教室

科学技術社会論Ⅰ 藤垣 裕子 レポート 8月5日(水)16:00 15号館107教務事務室内レポートボックス

地理・空間基礎論Ⅱ 横山 ゆりか レポート 8月3日(月) 15号館107教務事務室内レポートボックス

国土デザイン 荒井 良雄 試験 7月13日(月)3限 11号館1105教室

情報数理科学Ⅱ 田中 哲朗 その他

情報工学Ⅱ 中尾 彰宏 試験 7月31日(金)2限，8月3日(月)2限 ※本郷・ダイワユビキタス学術研究館 1F 講義室

※試験日の詳細は15号館107教務事務室(開室時間10:30-12:30,13:30-17:00)に確認すること

情報工学Ⅳ 山口 泰 その他 毎週提出の課題（ITC-LMSを利用）にて評価する

情報人文社会科学Ⅲ 植田 一博 試験 7月28日(火)1限 12号館1212教室

※期末試験情報（試験形式、予告問題等）は15号館学際科学科掲示板に掲示する。

総合情報学特論Ⅲ 各教員 レポート 8月3日(月)17:00 15号館107教務事務室内レポートボックス

共生進化学 深津 武馬 レポート 7月24日(金) 15号館107教務事務室内レポートボックス

平常点．講義中で6回ほど課題を出して，学習管理システムITC-LMSの「課題」システムを使って
レポートを提出してもらう．締切は課題毎に設定するが締め切り後も7月末までに提出されたレポー
トは6割を上限に採点する．

2015年度Sセメスター 試験・レポート



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２４日（金）２限 16号館109室

確率統計Ⅱ 月 4 吉田　朋宏 繰り上げ試験（授業中別途指示） ７月１３日（月）４限 数理科学研究棟117

物質基礎科学特論Ⅱ 火 1 小野瀬　佳文 期末試験 ７月３０日（木）４限 16号館109室

量子化学 火 2 染田　清彦 期末試験 ７月２２日（水）２限 16号館109室

現象数理学 火 2 時弘　哲治 レポート ７月２４日（金）17:00締切
数理科学研究科教務係窓口前

レポートボックスNo.18

統計力学Ⅱ 木 1 福島　孝治 期末試験 ７月２１日（火）４限 16号館109室

偏微分方程式論 木 3 俣野　博 期末試験 ７月２３日（木）３限 16号館109室

物性物理学Ⅰ 木 4 前田　京剛 期末試験 ７月３０日（木）３限 16号館109室

有機反応論 木 4 小川桂一郎、村田滋 期末試験 ７月２３日（木）４限 16号館109室

実解析学Ⅰ 金 1 新井　仁之 期末試験 ７月２３日（木）５限 16号館109室

計算数理 金 2 齊藤　宣一 繰り上げ試験（授業中別途指示） ７月１０日（金）２限 数理科学研究棟117

    〃 〃 〃 〃 レポート ７月２４日（金）17:00締切
15号館107室教務事務室内

レポートボックス
計算数理演習 金 3 齊藤　宣一 レポート 授業中別途指示

平成27年7月1日

※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。

平成２７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）

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）

1



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

生化学 月 1 若杉　桂輔 期末試験 ７月２7日（月）1限 3号館113室

光生物学 月 3 池内昌彦・和田元 期末試験 ７月23日（木）２限 3号館113室

行動神経科学 月 3 岡ノ谷　一夫
繰り上げ試験（授業中別途指
示）

７月13日（月）3限 3号館113室

生体高分子科学 月 4 陶山明・吉本敬太郎
繰り上げ試験（授業中別途指
示）

７月13日（月）4限 16号館119室

分子生物学 火 2 太田邦史・渡邊雄一郎 期末試験 ７月２2日（水）3限 3号館113室

心理物理学 火 3 本吉　勇 レポート（詳細は第４回授業にて説明） ８月４日（火）締切

超分子生体システム論 金 3 豊島陽子・佐藤健 期末試験 ７月２4日（金）３限 3号館113室

進化行動論 金 3 伊澤　栄一
繰り上げ試験（授業中別途指
示）

７月10日（金）３限 8号館205室

バイオインフォマティクス 金 4 佐藤直樹・伊藤元己
繰り上げ試験（授業中別途指
示）

７月10日（金）4限 15号館104室

平成27年7月1日

※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。

平成２７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（２）

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）

1



統合自然科学科 

学期末試験日程変更のお知らせ 

 

科目名： 光生物学 

教員名； 池内昌彦・和田元 

日程：  ７月２２日（水）4 限から、７月２３日（木）2 限に変更 

 

 

 



H27年度 東京大学総合文化研究科・教養学部 

物質基礎科学特殊講義 II、相関基礎科学特殊講義Ⅸ 

  

「現代光物性概論」担当教員 島野 亮 

レポート課題 

 

提出締切（期限厳守）： 7月 31日(金)  17:00（時間厳守） 

提出先：駒場キャンパスの学生→統合自然科学科教務室。 

但し、本郷キャンパスの学生は島野まで郵送、あるいは直接提出も可とする。 郵送の場合

の宛先は 〒113-0032 東京都文京区弥生 2-11-16 東京大学低温センター 

 

 

レポート課題 

 

[1]Geはダイヤモンド構造をとり、格子定数は 5.65Åである。また、バンド間遷移のエネル

ギーの平均値は 4eVである*)。 

a) このことから下地誘電率（比誘電率）ε(0)を求めよ。但し、下地誘電率には価電子のみ

の寄与を考えればよいものとする。（ヒント：f総和則） 

b) 電子と正孔の換算質量を 0.47m0（m0は自由電子質量）として、励起子束縛エネルギーを

予想せよ。単位はmeVで記すこと。 

*)本問を解く上では必要ないが Ge は間接遷移型半導体であり間接遷移のエネルギーギャッ

プは 0.7eVである。 

 

[2] 講義で紹介したトピックスの中から、光学測定を用いた論文、あるいは光学現象に関す

る論文を一つ選び、A4 用紙 2～3 ページ程度でレビューせよ。その研究の展望についても

述べること。 

 

[3] 参考のために講義の感想をお願いします。 成績評価とは関係ありません。 



試験 持ち込みについて 

 

 

「物性物理学Ⅰ」 前田京剛教員の 

試験において電卓のみ持込み可と

する。 

 

試験日程： ７月３０日（木） 3限 

試験会場： １６号館１０９室 

 

統合自然科学科 

                                教務事務室 

 7 月 27日 

 

 


