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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

倉田　博史 試験 平成29年1月17日（火）5限 1231教室

石原　あえか 試験 平成29年1月19日（木）3限
 10号館206教室
10号館203教室

杉浦　哲郎 試験 平成29年1月27日（金）3限 521教室

宮崎　成人 試験 平成29年1月28日（土）2限 8-210教室

田村　隆 レポート 平成29年1月27日（金）16：50 教務課後期課程係

小野　秀樹 レポート 平成29年1月23日（月）16:00 教務課後期課程係

齋藤　知也 レポート 平成29年1月18日（水）16：50 教務課後期課程係

井坂　里穂 レポート 平成29年1月25日（水）16：50 教務課後期課程係

  山口　裕之 試験
 平成29年1月16日（月）5限
平成29年1月24日（火）2限

 156教室
154教室

長澤　裕子 試験 平成27年1月18日(水）3限 166教室

重信　幸彦 レポート 平成29年1月19日（木）16：50 教務課後期課程係

信岡　朝子 レポート 平成29年1月19日（木）16：50 教務課後期課程係

武田　将明 レポート
平成29年1月5日(木）から1月20日

(金）
16：50

教務課後期課程係

石原　孝二 試験 平成29年1月26日（木）3限 1212教室

田髙　寛貴 試験 平成29年1月19日(木）2限 521教室

中西　徹 試験 平成29年1月27日(金）4限 522教室
持込・電卓・書籍・ノート・コピー　可

通信機能付の電子機器は不可

岡田　謙介 試験 平成29年1月18日（水）2限 1323教室

濱田　聖子 レポート
平成29年1月11日（水）～
1月24日（火）17時まで

前期レポートボックス

小坂　優 レポート 平成29年1月26日(木）16：50 教務課後期課程係

古城　佳子 試験 平成29年1月23日(月)2限 K113

瀬地山　角 レポート 平成29年1月30日（月）16：50 教務課後期課程係特殊研究演習「ジェンダー論演習」

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～

特殊講義「国際金融」

超域文化科学高度教養
（アジアの民族誌を読む）

地域民族誌
アジアの民族

共通ドイツ語（２）（文法）

経済発展

専門英語（６０）
言語文化横断論演習

イギリス社会文化論演習

法学研究

現代哲学特殊研究Ⅰ

日本文化研究Ⅱ

心理統計学

物質循環科学Ⅰ

国際政治

名和　克郎 レポート 平成29年1月25日（水）16：50 教務課後期課程係

言語科学への招待

学際日本文化論演習Ⅱ

  ドイツ語（初級）（第三外国語）（１）～（４）

日本文化資料研究Ⅱ
国語科教育法Ⅱ

専門英語（６５）・特殊講義Ⅰ
地域文化研究高度教養（アジア）

韓国朝鮮書原典演習Ⅱ
専門韓国朝鮮語（６）

テクスト精読法Ⅳ

共通アラビア語（２）

　試験時間（試験期間中）　

2016年度Aセメスター　試験・レポート

科目名

アメリカ経済論

特殊研究演習「国際関係データ分析」
特殊研究演習「社会統計分析」



学期末レポート課題とその提出先等の情報について 

 

開講科目名：「超域文化科学高度教養（表象文化論）」、「表象文化論実習 II」（木曜 4 限） 

 

【レポート課題】 

以下の 5 つの課題の中から 1 つを選び、2000 字前後でレポートを作成すること。課題は各

授業の担当教員から出されたものである。ジョン・オデイ先生の課題を選択した人は英語で

1000~1200 words のレポートを提出すること。また、どの担当教員の課題を選んだのかわ

かるように冒頭に必ず教員名を書くこと。また、氏名と学生番号を忘れず記入すること。 

（＊）一度休講となった内野儀先生の授業ですが、教員の健康上の問題により補講はいたし

ません。したがって、内野先生のレポート課題はありません。 

 

① 「授業で説明した 90 年代初頭クィア理論の諸議論を参照しながら、越境的アイデンテ

ィフィケーションについて具体的な事象またはテクストを用いて論じなさい」（清水晶

子先生：10/20, 10/27 担当） 

 

② 「授業を踏まえたうえで、テクストを読む際にどのようなことに気をつけなければなら

ないか、具体的なテクストを例示しながら論じなさい。テクストはシェイクスピア以外

でかまわない。」（河合祥一郎先生：11/8, 11/10 担当） 

 

③ 「Evaluate the statement, "We know whether something is conscious just from its 

behavior".」（ジョン・オデイ先生：11/28, 12/8 担当） 

 

④ 「実際に美術館または画廊で見たことがある、1945 年以降に制作された美術作品を取

り上げて、アーカイブという視点から、その作品の意味を論じなさい。レポートには画

像を付けること。」（加治屋健司先生：12/8, 12/15 担当） 

 

⑤ 「写真や映画による歴史表象について、講義で取り上げた作品やテクストなど（他の対

象を随意に加えてもよい）にもとづき、自由に論じなさい。ただし、講義内容のたんな

る要約ではなく、画像や映像固有の歴史表象の可能性や限界、あるいは歴史的事象の表

象不可能性などに関して、多少なりともオリジナルな着眼点が含まれていることが望ま

しい。」（田中純先生：12/22, 1/5 担当） 

 

【提出先】 

駒場キャンパス 18 号館 3F にあるレポート提出ボックス（女子トイレの隣）の「表象文化

論実習 II（オムニバス）」と貼られたボックス 

 

【提出期限】 

1 月 27 日（金）15:00 ＊時間厳守 





※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 2017.1.16

科目名 担当教員 成績評価 実施日・締切日 教室・提出先

広域システム概論Ⅱ 小宮 剛、他 試験 1月17日(火)3限 15号館104教室

学際科学概論 各教員 レポート 1月18日(水)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20日(金)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 石原 孝二 試験 1月26日(木)3限 1212教室

応用倫理学概論 廣野 喜幸 レポート 詳細は講義中に指示する

科学哲学演習Ⅵ 信原 幸弘 レポート 詳細は講義中に指示する

科学技術社会論演習V 岡本 拓司 その他 時間内に作成した作品と平常点により評価を行う 

情報工学Ⅰ 越塚 登 試験 1月26日(木)1限 8号館207

統計学/統計学Ⅰ 嶋田 正和 試験 1月23日(月)2限 E42

人間情報学Ⅰ 山口 泰、舘 知宏、福田 玄明、植田 一博 レポート 12月22日(木)【山口泰 担当分】 15号館107教務事務室内レポートボックス

統計学Ⅲ 倉田 博史 レポート レポート課題を講義最終日に出題

宇宙地球科学I/情報工学Ⅱ（１） 磯崎 行雄、小宮 剛 試験 1月19日(木)3限 15号館101教室

生態・進化学Ⅰ/人間情報学Ⅰ（１） 吉田 丈人、他 試験 1月26日(木)2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31日(火)16:00 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

2016年度Aセメスター 試験・レポート

※持ち込み可　※これまでの授業内容を復習しておくように。

ふだん使っている電卓を持参すること。ただし、スマホを電卓代わりに使のは厳
禁。



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 平成28年12月16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

連続対力学 月 1 池田　昌司 期末試験 １月１９日（木）４限 16号館109室

量子力学Ⅰ 月 3 深津　　晋 期末試験 １月２３日（月）３限 16号館109室

認知心理学 月 3 今水　　寛 期末試験 １月２４日（火）４限 511室

有機化学Ⅲ 月 4 尾中　　篤 期末試験 １月１８日（水）４限 16号館109室

統計力学Ⅰ 水 2 池田　昌司 期末試験 １月２５日（水）２限 16号館109室

構造幾何学 木 1 逆井　卓也 期末試験 １月１７日（火）３限 16号館109室

電磁気学 木 2 小野瀬佳文 期末試験 １月１８日（水）３限 16号館109室

細胞生物学Ⅱ 木 2 大杉　美穂 期末試験 １月２６日（木）４限 16号館126/127室

分子分光学 木 2 長谷川宗良 期末試験 １月２３日（月）４限 16号館109室

物理化学 木 3 長谷川宗良 期末試験 １月２４日（火）３限 16号館109室

常微分方程式論 木 4 中村　　周 期末試験 １月２３日（月）２限 16号館109室

実解析学Ⅱ 木 4 下村　明洋
繰り上げ試験(予定）
※ 自筆のA4用紙(両面記入可能）１枚のみ持込可能

１月５日（木）４限 16号館119室

実解析学演習Ⅱ 木 5 下村　明洋

「実解析学演習Ⅱ」の独自の試験は行わない。「実解析学
演習Ⅱ」の成績評価は、概ね『実解析学Ⅱ』の講義の期末
試験と「演習での平常点」の総合評価による。従って、「実
解析学演習Ⅱ」の単位認定には、「実解析学Ⅱ」の講義の
期末試験を受験している事が必要条件となる。

※認知心理学（１月２４日）を追加しました。

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。

※常微分方程式論を1/24→1/23に変更しました。

平成２８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の試験と重なって受験不可能な場合は、12月5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。



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/提出先開講時限

有機化学Ⅰ 金 1 豊田　太郎 期末試験 １月１９日（木）3限 16号館109室

物理数学Ⅰ 金 2 國場　敦夫 期末試験 １月１９日（木）２限 16号館109室

心理統計学 金 2 岡田　謙介 期末試験 １月１８日（水）２限 1323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２０日（金）3限 16号館109室

数理代数学・
数理代数学演習

金 2・3 加藤　晃史
期末試験は行わず、数理代数学の成績はレポートで、数
理代数学演習の成績は演習における参加度とレポートで
評価する。

１月２０日（金）17:00締切
(締切日は予定）

15号館107室教務事務室内
レポートボックス


