
2019A　理学部専門科目試験日程等一覧

開講所属 時間割コード 開講科目名
期末試験

実施の有無
試験日時 試験監督者名 試験教室 学生への周知事項等

数学科 0505001 代数と幾何 有 2月4日（火）10：00～12:00 （後日決定） 523教室

≪教科書、ノート等の持ち込みについて≫

・不可

≪受験者へのアドバイス等≫

 試験範囲は講義で扱った範囲全て

数学科 0505003 集合と位相 有 2月6日（木）10：00～12：00 （後日決定） 532教室

≪教科書、ノート等の持ち込みについて≫

 ・不可

≪受験者へのアドバイス等≫

特になし

数学科 0505005 複素解析学I 有 2月7日（金）10：00～12:00 （後日決定） 523教室

≪教科書、ノート等の持ち込みについて≫

・不可

≪受験者へのアドバイス等≫

試験範囲は中間試験以降です．講義内容については

https://sites.google.com/site/mathhirachi/

に記録します．

数学科 0505007 代数と幾何演習 有 2月4日（火）10：00～12:00 （後日決定） 523教室

≪教科書、ノート等の持ち込みについて≫

・不可

≪演習の評価方法≫

・演習は講義と別の方法で評価する。

（その方法　講義の試験および平常点で評価する）

≪受験者へのアドバイス等≫

 試験範囲は講義で扱った範囲全て

数学科 0505008 集合と位相演習 有 2月6日（木）10：00～12：00 （後日決定） 532教室

≪教科書、ノート等の持ち込みについて≫

 ・不可

≪演習の評価方法≫

・演習は講義と別の方法で評価する。

 （その方法：平常点に講義の試験の成績を加味する。）

≪受験者へのアドバイス等≫

特になし

数学科 0505009 複素解析学I演習 有 2月7日（金）10：00～12:00 （後日決定） 523教室

≪教科書、ノート等の持ち込みについて≫

・不可

≪演習の評価方法≫

・演習も講義と共通の試験で評価する。

≪受験者へのアドバイス等≫

試験範囲は中間試験以降です．講義内容については

https://sites.google.com/site/mathhirachi/

に記録します．

情報科学科 0510001 情報数学 有 1月10日（金）３限 須田 礼仁 743教室

情報科学科 0510002 形式言語理論 有 1月10日（金）４限 宮尾 祐介 514教室

情報科学科 0510003 計算機システム 有 1月14日（火）４限 吉本 芳英 1212教室

情報科学科 0510006 ハードウェア構成法 有 2月3日（月）４限 小林 芳直 512教室 任意のウェポンの持込使用を許可

情報科学科 0510007 アルゴリズムとデータ構造 有 12月23日（月)３限 五十嵐 健夫 K011 持込禁止

情報科学科 0510008 情報科学基礎実験 無

情報科学科 0510009 統計と最適化 有 1月14日（火）３限 本多 淳也 1311教室 特になし

物理学科 0515003 物理実験学 有 1月28日（火）2限 （後日決定） 743教室
筆記用具、関数電卓（ただし、取扱説明書は持ち込み不可）

講義ノート及び講義資料の持ち込みは「不可」

物理学科 0515004 物理学演習I 有 2月6日(木)4・5限 （後日決定） 1102教室 持ち込み不可

物理学科 0515008 物理学演習II 有 1月14日(火）３・４限 （後日決定） 1102教室 持ち込み不可

物理学科 0515009 電磁気学I 有 2月3日（月）２限 （後日決定） 1106教室 持ち込み不可　1/21（火）補講
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2019A　理学部専門科目試験日程等一覧

開講所属 時間割コード 開講科目名
期末試験

実施の有無
試験日時 試験監督者名 試験教室 学生への周知事項等

物理学科 0515076 物理数学II 有 1月16日(木)  ２限 （後日決定） 1106教室 自筆ノート１枚(A4サイズ両面使用）の持ち込み可

物理学科 0515086 量子力学I 有 1月6日（月）4限（14時55分～16時40分） （後日決定） 1323教室 ノート（直筆のみを指す）

物理学科 0515093 物理学のための科学英語基礎 無

天文学科 0520002 天体物理学演習I 無
通常講義期間中のテストで成績判定を行うので試験期間中は

何も行いません。

天文学科 0520003 天文地学概論 無 試験は行いません。

地球惑星物理学科 0526002 地球惑星物理学基礎演習I 有 1月9日(木) 14:55-18:30 桂華邦裕 K402 特になし

地球惑星物理学科 0526003 地球惑星物理学基礎演習II 有 2月4日（火）13:00–16:20 田中祐希 K113

地球惑星物理学科 0526005 地球惑星物理学概論 無 レポート

地球惑星環境学科 0528001 地球環境学 有 1月9日（木）１限 茅根　創 106教室 持ち込み不可

地球惑星環境学科 0528002 地球システム進化学 有 12月23日(月)３限 田近英一 103教室 持ち込み不可

地球惑星環境学科 0528003 地球惑星物質科学 有 2月6日２限 三河内　岳 514教室 特になし

地球惑星環境学科 0528005 地球惑星環境学基礎演習I 有 12月23日(月)４限 田近英一 103教室 持ち込み不可

地球惑星環境学科 0528006 地域論 有 1月10日（金）2限 永田 淳嗣 102教室

地球惑星環境学科 0528072 固体地球惑星科学概論 有 2月4日（火）１限 飯塚　毅 158教室

地球惑星環境学科 0528073 層序地質学 有 2月3日（月）１限 小宮　剛 101教室

地球惑星環境学科 0528074 自然地理学 有 1月10日通常回の最終回に実施する 須貝俊彦 108教室

化学科 0530002 化学熱力学I 有 2月7日  5限 中林耕二 525教室

化学科 0530003 量子化学I 有 12月23日　第5限
ローツステット・エリッ

ク、山田佳奈
1101教室 無し

化学科 0530004 無機化学I 有 2月7日（金） ４限 西原　寛 511教室 電卓使用可

化学科 0530005 分析化学I（総論） 有 2月6日（木）５限 小澤教授 513教室 電卓を持参すること

化学科 0530006 有機化学I 有 2月7日（金）１限 原野准教授 511教室 試験は金曜1限目のみ

化学科 0530084 初級化学英語演習 無

生物化学科 0535001 生物化学概論I 有 1月9日（木） 10:25～12:10 濡木　理 1108教室

生物化学科 0535002 生物化学概論II 有 2月7日（金） 13:00～14:45
飯野　雄一

富岡　征大
157教室

生物学科 0540001 細胞生理学 有 1月7日(火)　10:25～12:10 岡 良隆 532教室 持ち込み不可

生物学科 0540004 遺伝学 有 12月23日(月)14:55～16:40 角谷 徹仁 157教室 持ち込み不可

生物学科 0540005 進化生物学 有 1月7日(火)　14:55～16:40 大橋　順 533教室 持ち込み不可

生物学科 0540015 動物系統分類学 無 レポートの成績で評価

生物学科 0540016 植物形態学 有 2月3日(月)　 13:00～14:45 川北　篤 150教室 持ち込み不可

生物学科 0540017 生態学概論 有 1月28日（火）　13:00-14:45 寺島 一郎 515教室 自筆ノート持ち込み可

生物学科 0540018 骨格人類学実習 無 出席、レポート、提出物で評価

生物学科 0540055 霊長類学 有 1月16日(木)  16:50～18:35 石田 貴文 1212教室

生物学科 0540058 生化学・分子生物学 有 2月5日（水）10:25-11:55（90分） 國枝武和 524教室

講義で配布したプリントおよび教科書（Molecular Biology of

the Cell）のみ持ち込み可。試験中のPCや携帯などIT機器の使

用は不可

生物情報科学科 0560501 生物情報学基礎論I 有 2月3日（月）10：25～12：10 福永　津嵩 113教室

生物情報科学科 0560502 生物情報学基礎論II 無 試験：実施せず、平常点とレポートによる評価。
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