
※新規受付：水色セル 最終更新 2016/1/8 10:20

担当教員 成績評価 実施日・締切日 教室・提出先 備考

名和　克郎 レポート 平成28年1月12日（火）16:50 後期課程係窓口

村瀬　鋼 レポート 平成28年1月7日（木）16：50 後期課程係窓口

植村　恒一郎 レポート 平成28年1月8日（金）正午 後期課程係窓口

田村　隆 レポート 平成28年1月15日（金）16:50 後期課程係窓口

石原　あえか レポート 平成２８年１月８日（金）16：50 後期課程係窓口

重信　幸彦 レポート 平成28年1月12日（火）16:50 後期課程係窓口

小野　秀樹 レポート 平成28年1月7日（木）16：00 後期課程係窓口

野村　剛史 レポート 平成２８年１月１２日（火）16：50 後期課程係窓口

松岡　心平 レポート 平成28年1月15日（金）16:50 後期課程係窓口
能に関する自由なレポート（4000字以上）

と能鑑賞レポート

瀬地山　角 レポート 平成28年1月7日（木）16:50 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～

2015年度Aセメスター　試験・レポート

科目名

専門英語（33）
特殊研究演習Ⅲ（アジア・日本研究コース）

井坂　理穂 レポート

地域民族誌Ⅰ
南アジア地域研究演習

日本言語文化論

現代思想特殊研究Ⅱ

専門ドイツ語（１０）
テクスト分析演習Ⅳ（５）

日本文化研究Ⅰ

言語科学への招待Ⅰ

特殊研究演習Ⅳ
特殊研究演習「ジェンダー論演習」

現代思想特殊研究Ⅰ

　試験時間（試験期間中）　

平成28年1月12日（火）16:50 後期課程係窓口

日本語学／日本語学Ⅰ

伝統芸能論Ⅰ



※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 2015.12.14

科目名 担当教員 成績評価 実施日・締切日 教室・提出先

科学技術社会論Ⅱ 各教員 レポート 12月25日(金)17:00 15号館107教務事務室内レポートボックス

地球環境科学概論 嶋田 正和、他 試験 12月22日(火)3限 15号館104教室

エネルギー科学概論 瀬川 浩司・松本 真由美 レポート 1月8日(金)17:00 15号館107教務事務室内レポートボックス

科学哲学概論 信原 幸弘 試験 12月9日(水)4限 12号館1211

科学哲学特論II 田中　泉吏 試験 12月11日(金)4限 1号館102

※持ち込みすべて可

都市地域デザイン 加藤 道夫 レポート 12月22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Ⅴ 中村 政隆 試験 12月17日(木)4限 15号館106教室

情報工学Ⅰ 越塚 登 試験 12月17日(木)10:30〜12:00（90分）15号館104教室

※試験の詳細については15号館学際科学科掲示板に掲示する

総合情報学特論Ⅱ 麻生 英樹 レポート 12月25日(金)17:00 15号館107教務事務室内レポートボックス

統計学/統計学Ⅰ 嶋田 正和 試験 12月21日(月)2限 情報教育棟E42

宇宙地球科学Ⅰ 磯崎 行雄・小宮 剛 試験 12月10日(木)3限 15号館104教室

環境生態学Ⅰ 吉田 丈人、他 試験 12月24日(木)2限 15号館104教室

地球環境科学Ⅱ 麻生 英樹 レポート 12月25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Ⅰ 瀬川 浩司 レポート 1月8日(金)17:00 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

2015年度Aセメスター 試験・レポート



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2015/12/2修正

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 2 時弘　哲治 繰り上げ試験（授業中別途指示) １２月１４日（月）２限 16号館119室

量子力学Ⅰ 月 3 深津　　晋 期末試験 １２月２４日（木）３限 16号館109室

分子設計学 月 4 尾中　　篤 期末試験 １２月２４日（木）２限 16号館109室

物理数学Ⅰ 水 2 國場　敦夫 期末試験 １２月１８日（金）４限 16号館109室

物性物理学Ⅱ 水 2 小野瀬佳文 期末試験 １２月１７日（木）３限 16号館109室

有機化学 水 4 豊田　太郎 期末試験 １２月２４日（木）５限 16号館109室

構造幾何学 木 1 逆井　卓也 期末試験 １２月１７日（木）２限 16号館109室

電磁気学 木 2 鳥井　寿夫 期末試験 １２月２５日（金）１限 16号館109室

分子分光学 木 2 長谷川宗良 期末試験 １２月２４日（木）４限 16号館109室

物理化学 木 3 真船　文隆 繰り上げ試験（授業中別途指示) １２月１０日（木）３限 16号館109室

常微分方程式論 木 4 中村　　周 期末試験 １２月２５日（金）４限 16号館109室

実解析学Ⅱ 木 4 下村　明洋
期末試験 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※
自筆のA4用紙(両面記入可能）１枚のみ持込可能

１２月１７日（木）４限 16号館109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。

※物性物理学Ⅱを新たに追加したので注意すること。

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。

平成２７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）

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、11月24日～30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

錯体化学 金 1 錦織　紳一 期末試験 １２月２５日（金）２限 16号館109室

統計力学Ⅰ 金 2 沙川　貴大 期末試験 １２月１８日（金）２限 16号館109室

複素解析学・同演習 金 3・4 石村　直之 期末試験 １２月１８日（金）３限 16号館109室

数理代数学 金 3 加藤　晃史 レポート １月８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



黄色のセルは新規追加

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

生命科学概論 月 1 各教員 レポート３つ １２月１８日　１６時
15号館教務事務室内
レポートボックス

統合自然科学セミナー（生命） 月 2 各教員 レポート３つ １２月１８日　１６時
15号館教務事務室内
レポートボックス

認知脳科学概論 月 4 村上郁也 繰上試験 １２月１４日（月） 1225室

脳神経科学 月 4 石浦・酒井 レポート
石浦先生11月30日（月）17:00
酒井先生12月25日（金）17:00

15号館教務事務室内
レポートボックス

認知発生論 月 5 金沢　創 レポート 1２月２４日（木）
２号館心理事務室前
レポートボックス

認知行動科学行動特論Ⅰ 水 2 森　一将 レポート １２月２２日（火）
15号館教務事務室内
レポートボックス

社会心理学 水 5 伊藤　忠弘 期末試験 １２月２４日（木）１限 １３２１室

生命科学研究法 木 1 各教員 レポート３つ １２月１８日　１６時
15号館教務事務室内
レポートボックス

細胞生物学 木 2 坪井・大杉 繰上試験 １２月１０日（木） ３−１１３室

心理統計学 金 2 星野崇宏 繰上試験 １２月１１日（金）

１３３１室
（通常授業と違う教室
になるので注意するよ
うに）

※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　A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



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

構成システム生物学 金 2 澤井哲 レポート １月８日（金）１６時
15号館教務事務室内
レポートボックス

2



レポート 

 

「器官・発生再生生物学」（月３限） 

 

松田良一先生からのレポート課題

は下記の通りです。 

 

「成長因子とがんの関係について述

べよ」 

 

締切日 １２月２５日（金）１６時 

提出先：１５号館統合自然科学科 

教務事務室内レポートボックス 

      
  統合自然科学科 教務事務室 

   



課題	 

「認知行動科学と現代」火 3.4 限	 

	 

佐倉統先生から 12 月 22 日の最終

回講義を欠席した学生への連絡で

す。	 

	 

２号館 108 室(認知行動科学研究

室)にて課題文を受取り、感想（A4

２〜３枚）を佐倉先生宛にメールで

提出すること。	 

 

締切日	 １月１５日（金）１７時	 

2-108 室が閉室の際は、隣の 2-110 室へ。	 

	 	 	 	 	 
	 	 統合自然科学科	 教務事務室	 

   


