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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

前田　章 試験 平成28年7月20日（水）4限 8-110

長澤　裕子 試験 平成28年7月26日（火）3限 8－416

  杉浦　哲郎 試験 平成28年7月22日（金）3限 513

齋藤　知也 レポート 平成28年7月29日(金）16：50 教務課後期課程係

名和　克郎 レポート 平成28年8月16日(火）16：50 教務課後期課程係

信原　幸弘 レポート 平成28年7月29日（金） 
14号館7階703号室

（哲学事務室）
ドア横ポスト

授業テキストで自分の担当した章について、そのレジメを作成する
か、あるいはその章の内容に関して自由に論じる。あるいは、自
分が担当したのではない章を取り上げてもよいが、その場合は、
レジメではなく、必ずその章の内容について自由に論じる。また、
どの章も担当しなかった人は、第13章か第14章のレジメを作成す
るか、あるいは第2章から第14章の中から一つの章を取り上げて、
レジメではなく、その内容について自由に論じる。

A4用紙で4000字程度

田村　隆 レポート 平成28年7月29日（金）16:50 教務課後期課程係

竹村　文彦 試験 平成28年7月20日（水）2限 8-322

濱田 聖子 レポート
平成28年7月13日（水）～

平成28年7月22日（金）17時30分まで
アドミニストレーション棟1階

レポートボックス
【アラビア語初級（第三外国語）】のボックスに提出のこと

  中西　徹 試験 平成28年7月22日（金）5限 1311教室

現代哲学特殊演習III（１）
応用倫理学演習II

[科学技術論コース]
[グローバル・エシックス]

日本文化研究法Ⅱ

総合社会科学高度教養（国際協力政策論）
国際協力政策論

[相関社会科学コース]
[国際関係論コース]

[グローバル・エシックス]

　試験時間（試験期間中）　

専門スペイン語(１１)
ラテンアメリカ文学・思想演習

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～

共通アラビア語（１）

経済政策分析

韓国朝鮮書原典演習I
専門韓国朝鮮語（４）

  米州地域文化論

国語科教育法Ⅰ
日本文化資料研究Ⅰ

文化人類学理論Ⅰ

2016年度Sセメスター　試験・レポート

科目名



※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 2016.7.11

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 藤垣 裕子 レポート 8月16日(火)15:00 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1日(月)17:00 15号館107教務事務室内レポートボックス

地理情報分析基礎II 梶田 真 その他 課題の提出状況とその内容に基づいて評価します

空間行動論 荒井 良雄 試験 7月12日(火)3限 1221教室　1231教室

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

金井 崇 レポート 7月19日(火)17:00 15号館107教務事務室内レポートボックス

情報人文社会科学Ⅲ 植田 一博 試験 7月26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1階学際科学科掲示板に掲示

人間情報学VI 各教員 レポート 8月1日(月)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 開室時間]　10:30～12:30，13:30～17:00

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※8月12日(金)～15日(月)は一斉休業期間のため事務室を閉室します

2016年度Sセメスター 試験・レポート



人間情報学Ⅵレポートについて 

（2016年度Ｓセメスター） 

 

課題：教員を 2人選んで課題が出ている場合にはそれについて、ない場合は感

想を各々A4－3枚程度にまとめて提出せよ。 

 

5/11 國吉 康夫 「身体性情報構造と知能の創発・発達」 

5/18 三輪 敬之 「身体性と共創表現」 

5/25 郡司 幸夫 「生命～表現：モノとコトの共立」 

6/15 吉田 正俊 「意識の神経科学：「盲視」と「統合失調症」を手が

かかりに」 

6/22 多賀厳太郎 「発達脳科学」  

6/29  茂木健一郎 「システム認知脳科学－意識の問題を中心として－」 

 

 郡司幸夫先生のレポート課題は以下のとおりです。 

「物心二元論は、いかにして乗り越えることが可能か、思うところを述べよ」 

 

形式：１）教員ごとに分けてレポートを作成し、それぞれをホッチキスで綴じ

ること。 

２）１ページ冒頭に、選んだ教員名、学生証番号、氏名、所属（学科、

分科、コース）を明記すること。 

 

 

提出締切：2016年 8月 1日（月）17:00  

 

 

提出場所：教務事務室（15号館 107）内 レポート提出ＢＯＸ 

        （事務室開室時間：平日 10:30-12:30、13:30-17:00） 

 

 

なお、全講義（6回）に出席していることが「人間情報学Ⅵ」履修の要件と

なります。 

 

 

2016年 6月 29日 

世話役教員：池上高志 



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２５日（月）１限 3号館113室

物理数学 Ⅱ 月 3 国場　敦夫 期末試験 ７月２２日（金）４限 16号館109室

光生物学 月 3 池内　・　和田 期末試験 ７月２１日（木）２限 16号館126・127室

物質基礎科学特論Ⅱ 火 1 上野　和紀 期末試験 ７月２１日（木）１限 16号館109室

量子化学 火 2 染田　清彦 期末試験 ７月２０日（水）３限 16号館109室

分子生物学 火 2 太田　・　渡邉 期末試験 ７月２８日（木）５限 16号館126・127室

無機化学Ⅰ 水 2 平岡　秀一 期末試験 ７月２８日（木）２限 16号館109室

統計力学Ⅱ 木 1 堀田　知佐 期末試験 ７月２１日（木）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２１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２９日（金）２限 16号館109室

確率統計Ⅰ 木 4 佐々田　槙子 期末試験 ７月２２日（金）２限 16号館109室

実解析学Ⅰ 金 1 新井　仁之 期末試験 ７月２０日（水）４限 16号館109室

有機化学Ⅱ 金 1 村田　滋 期末試験 ７月２８日（木）４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１５日（金）２限 数理科学研究棟117

    〃 〃 〃 〃 レポート ７月２９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

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）

※「統計力学Ⅱ」を追加しました。

2016.7.1

※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２８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



 

 

「確率統計Ⅱ」（担当教員：吉田朋宏先生）

の試験を下記のとおり行います。 

 

記 

日時：７月２１日（木）１４：５５～ 

場所：数理科学研究科棟１１７講義室 

 

 

          

        統合自然科学科 教務事務室 

 


