
 

2018年度　理学部第2学年持ち出し専門科目　試験日程一覧

時間割所属
時間割

コード
開講科目名称

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5日（火）10：00～12:00 721教室
持込不可

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 1月31日（木）9：00～12:00 532教室

持込不可

ウェブページを立ち上げる予定．そのURL は講

義・演習で通知する．

数学科 0505005 複素解析学I 有 2月1日（金）10：00～12:00 722教室 持込不可

数学科 0505007 代数と幾何演習 有 2月5日（火）10：00～12:00 721教室

持込不可

試験範囲は講義で扱った範囲全て

≪演習の評価方法≫

  講義の試験および平常点で 評価する.

数学科 0505008 集合と位相演習 有
1月31日（木）9：00～12:00

532教室

持込不可

ウェブページを立ち上げる予定．そのURL は講

義・演習で通知する．

≪演習の評価方法≫

講義の試験の得点と演習における得点を合算して

評価を行う．

数学科 0505009 複素解析学I演習 有 2月1日（金）10：00～12:00 722教室

持込不可

≪演習の評価方法≫

平常点（黒板での解答など）に定期試験の結果も

加味する.

情報科学科 0510001 情報数学 有 2月1日（金）3限 國廣　昇 1108教室 特になし

情報科学科 0510002 形式言語理論 有 2月1日（金）4限 蓮尾　一郎 511教室 特になし

情報科学科 0510003 計算機システム 有 1月29日（火）14:55-16:40 吉本　芳英 1213教室 特になし

情報科学科 0510006 ハードウェア構成法 有 2月4日（月）4限 小林　芳直 511教室 特になし

情報科学科 0510007 アルゴリズムとデータ構造 有 1月8日（火）3限 五十嵐　健夫 K011 特になし

情報科学科 0510008 情報科学基礎実験 無

物理学科 0515003 物理実験学 有 1月22日（火）２限 酒井広文、藤森淳 1331教室 持込：関数電卓（取扱説明書は不可）

物理学科 0515004 物理学演習I 有 1月31日（木）４、５限　
赤城　裕、中山

和則

157教室

162教室
持込: 不可

物理学科 0515008 物理学演習II 有 1月8日（火）３、４限
樫山　和己、西岡

辰磨

157教室

166教室
持込: 不可

物理学科 0515009 電磁気学I 有 2月4日（月）2限 櫻井　博儀 1323教室 持込: 不可

物理学科 0515076 物理数学II 有 1月31日（木）２限 吉田　直紀 1323教室 持込：自筆のメモ A4 1枚のみ持ち込み可

物理学科 0515086 量子力学I 有 1月7日（月）３、４限 福嶋　健二 1106教室 持込: 不可

物理学科 0515093 物理学のための科学英語基礎 無

　12月19日自己紹介(Professional Self

Introduction)（30秒）をしてもらい、その原

稿をレポートとして教員へ直接提出。（課題

内容の説明は12月12日の講義で行う）

補講日：1/15（火）２限　1222教室

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31日(木) 4限、5限 桂華邦裕 K113 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 1月22日（火）13：00～16：40 田中祐希 K113 特になし

地球惑星物理学科 0526005 地球惑星物理学概論 無

地球惑星環境学科 0528001 地球環境学 有 １月17日（木）１限 茅根　創 151教室

地球惑星環境学科 0528002 地球システム進化学 有 12月26日(水)13:00-14:45 田近英一 150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 １月３１日（木）講義時間と同じ２限 三河内 514教室

地球惑星環境学科 0528005 地球惑星環境学基礎演習I 有 12月26日(水)14:55-16:40 田近英一 150教室 持ち込み不可

地球惑星環境学科 0528006 地域論 有 1月11日 10:25～12:10 荒井良雄 149教室

地球惑星環境学科 0528072 固体地球惑星科学概論 有 １月22日（火）１限 飯塚　毅 156教室

地球惑星環境学科 0528073 層序地質学 有 １月21日（月）１限 サイモン ウォリス 112教室

地球惑星環境学科 0528074 自然地理学 有 1月25日（金）8:40～10:10 須貝俊彦 104教室 持ち込み不可

化学科 0530002 化学熱力学I 有 2月1日（金）5限 中林耕二 525教室 持ち込み不可

化学科 0530003 量子化学I 有 12月26日（水）5限
廣井助教、ロートス

テット助教
1101教室 持ち込み不可

化学科 0530004 無機化学I 有 2月1日（金）４限 西原先生 512教室 電卓のみ持ち込み可

化学科 0530005 分析化学I（総論） 有 1月31日（木）５限 吉村英哲 523教室 電卓を持参

化学科 0530006 有機化学I 有 2月1日（金）１限 原野幸治 512教室 持ち込み不可

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10日（木）10:25～12:10 深田　吉孝 1108教室

生物化学科 0535002 生物化学概論II 有 2月1日（金）13:00～14:45 西田　知訓 159教室

生物学科 0540001 細胞生理学 有 2月5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26日(水) 14:55~16:40 角谷 徹仁 159教室 持ち込み不可

生物学科 0540005 進化生物学 有 1月８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4日（月）13:00～14:45 川北 篤 156教室 持ち込み不可

生物学科 0540017 生態学概論 無

生物学科 0540018 骨格人類学実習 無

生物学科 0540055 霊長類学 有 1月24日(木)   15:00~16:00 石田 貴文 105教室 特になし

生物学科 0540058 生化学・分子生物学 有 1月24日(木)  10:25～12:10 阿部 光知 741教室 持ち込み不可

生物学科 0542030 植物細胞生理学 有 1月30日(水)  10:25～12:10 杉山 宗隆 1212教室 ノート持ち込み不可

生物情報科学科 0560501 生物情報学基礎論I 有 2月4日（月）10：25～12：10 福永　津嵩 109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。

提出期間および提出方法：担当教員の指

示により、授業中またはアドミニスト

レーション棟1階ロビーに設置するレポー

トボックスに1/7（月）～2/1(金）の間

に提出すること。


