
2020 年度秋学期末試験形態（日吉）の公開について 

 

 2020 年度秋学期日吉キャンパス開講科目の試験形態は，一覧表のとおりです。履修科目の試験形態について各自確認してください。 

試験形態が「定期試験期間内試験」の科目は，1 月 12 日（火）～1 月 22 日（金）の間に対面試験が行われます。試験日時の発表は 12 月 23 日（水）の予定です。海外に在住していて日本への入国が困難等のや

むを得ない理由で対面試験が受けられない場合，keio.jp News「日吉キャンパスの秋学期末定期試験について（第 3 報）」を参照し、所定の手続きを行ってください。 

定期試験レポートの詳細は，塾生サイト「定期試験レポート科目一覧」を確認してください。情報は随時更新されます。 

以下の科目は，一部を除き定期試験期間内に試験が実施されません。一覧表に掲載がない場合，授業支援等で授業担当教員からの連絡事項を確認してください。対面による授業内試験を受験できない場合は，

授業担当教員に直接相談してください。 

 
 全学部共通 外国語科目   諸研究所等  
 文 学 部  基礎情報処理 

 経 済 学 部  自由研究セミナー，情報処理Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ  教職課程センター，外国語教育研究センター， 
 法 学 部  演習科目（法学演習，演習Ⅰ･Ⅱ，法律外国語演習など） 国際センター，体育研究所，日本語・日本文化教育センター， 
 商 学 部  総合教育セミナー  メディア・コミュニケーション研究所，教養研究センター， 

 医 学 部  実験科目  福澤研究センター,GIC センターの各設置科目 
 理 工 学 部  総合教育セミナーⅠ･Ⅱ，実験科目 
 薬 学 部  演習科目 

 

 

Release of AY 2020 Fall Semester-end examination formats (Hiyoshi) 

 

The examination formats for courses held at Hiyoshi Campus in the Fall Semester of the 2020 academic year are as listed in the table. Please individually confirm the exam formats for the 

courses you are taking. 

Courses for which the exam format is an exam held during the semester-end examination period will conduct face-to-face exams over the period from Tuesday, January 12 to Friday, January 22. 

The dates and times of examinations are due to be announced on Wednesday, December 23. If you are unable to take face-to-face exams for unavoidable reasons such as residing overseas and 

finding it difficult to enter Japan, please refer to the News post “Fall Semester-end Examinations at Hiyoshi Campus (Part 3)” on keio.jp and carry out the prescribed procedures. 

For details on semester-end examination reports (assignments), please check the “List of courses setting semester-end examination reports (assignments)” on the Keio University Student Website. 

The information up on the website will be updated as and when necessary. 

Apart from some exceptions, the following courses will not be conducting exams during the semester-end examination period. If any of your courses are not included in the table, please check the 

messages from the faculty members overseeing these classes on Class Support, etc. If you are unable to take in-class exams that are held in person, please consult directly with the faculty 

members overseeing the classes. 

 
Common courses (all faculties) Foreign language courses Research Centers and Institutes, etc. 

Faculty of Letter Basic Information Processing  Teacher Training Center, Research Center for Foreign Language Education, International 
Center, Institute of Physical Education, Center for Japanese Studies, Institute for Media and 
Communications Research, Research Center for Liberal Arts, Fukuzawa Memorial Institute 
for Modern Japanese Studies, GIC Center Courses 

Faculty of Economics General Education Seminar, Information Processing 1/2/3 

Faculty of Law Seminar courses (Seminar: Law, Seminar 1/2/, 

Seminar: Legal Foreign Language, etc.) 

Faculty of Business and Commerce General Education Seminar  

School of Medicine Experiment courses 

Faculty of Science and Technology Liberal Arts and Sciences Seminar 1/2, Experiment courses 

Faculty of Pharmacy 
Seminar courses 



【日吉】２０２０年度秋学期末試験形態一覧（科目名順）

設置学部 科目 曜日時限 担当教員 試験形態 授業コード

理 アルゴリズム第１ 火１ 藤代 一成 定期試験期間内試験 5960
理 アルゴリズム同演習 月５ 青木 義満 平常点／最終課題（プログラム成果物とレポート）
理 アルゴリズムと情報処理 月４ 榊原 康文 定期試験期間内試験 23115
理 アルゴリズム論 金２ 山口 高平 レポート
理 位相空間論 金５ 山本 修司 レポート

経
異文化コミュニケーション／
INTERCULTURAL COMMUNICATION 月２/水２ 佐々木 由美／SASAKI, YUMI レポート／平常点（Report／Class participation marks）

文／経／法／商／薬 医療・福祉の行政 月５ 木倉 敬之 レポート
経 インバウンド観光ビジネス創造論 金４ 藤田 康範 レポート
文／経／商／医／理／薬 映像・音響文化論 水３ 荒木 夏実 レポート／平常点
理 エレクトロニクス・デバイス 金２ 野田 啓 レポート
理 応用解析第２ 月１ 池原 雅章 授業内試験
理 応用化学計算基礎 木２ 寺坂 宏一 レポート
理 応用化学計算基礎 木２ 三浦 洋平 レポート
理 応用確率論 木１ 山本 直樹 定期試験期間内試験 6003
理 応用数学 水１ 岡田 英史 定期試験期間内試験 5991
理 応用電磁気学同演習 月４ 早瀬 潤子 定期試験期間内試験 5932
商 応用簿記Ⅱ 火１ 小渕 究 平常点
商 応用簿記Ⅱ 木３ 澤井 康毅 授業内試験
商 応用簿記Ⅱ 土２ 鷹野 宏行 平常点
理 オペレーションズ・リサーチ第１ 月４ 田中 健一 授業内容に関する毎回の演習問題
文／経／法／商／医／理／薬 音楽Ⅱ 火４ 石井 明 平常点
文／経／法／商／医／理／薬 音楽Ⅱ 水５ 石井 明 平常点
文／経／法／商／医／理／薬 音楽Ⅱ 金４ 岡田 安樹浩 レポート／平常点
文／経／法／商／医／理／薬 音楽Ⅱ 月１ 尾高 暁子 平常点／授業内試験
文／経／法／商／医／理／薬 音楽Ⅱ 月２ 木内 麻理子 レポート
文／経／法／商／医／理／薬 音楽Ⅱ 水３ 木内 麻理子 レポート
文／経／法／商／医／理／薬 音楽Ⅱ 水４ 木内 麻理子 レポート
文／経／法／商／医／理／薬 音楽Ⅱ 水２ 福中 冬子 授業内試験
文／経／法／商／医／理／薬 音楽Ⅱ 水３ 福中 冬子 授業内試験
文／経／法／商／医／理／薬 音楽Ⅱ 金３ 丸山 瑶子 平常点

商
会計学（財務会計論Ⅱ）／財務会計論
Ⅱ 水１ 高瀬 央 定期試験期間内試験 39426

経 解析学入門Ⅱ 木１ 大槻 玲 レポート
経 解析学入門Ⅱ 木５ 大槻 玲 レポート
経 解析学入門Ⅱ 月３ 河備 浩司 平常点
経 解析学入門Ⅱ 火２ 土田 兼治 平常点
理 回路とシステム第２ 木１ 満倉 靖恵 レポート／平常点／授業内試験
医 化学Ⅱ 木２ 井上 浩義／大石 毅 授業内試験
医 化学Ⅱ 木３ 井上 浩義／大石 毅 授業内試験
文／経／法／商 化学Ⅱ（実験を含む） 火１/火２ 井奥 洪二 平常点／複数回の授業内レポート
文／経／法／商 化学Ⅱ（実験を含む） 木１/木２ 井奥 洪二 平常点／複数回の授業内レポート
文／経／法／商 化学Ⅱ（実験を含む） 木１/木２ 岡本 昌樹 レポート
文／経／法／商 化学Ⅱ（実験を含む） 木３/木４ 岡本 昌樹 レポート
文／経／法／商 化学Ⅱ（実験を含む） 金１/金２ 岡本 昌樹 レポート

1 / 22 *原則として科目名の 50 音順に掲載しています。



【日吉】２０２０年度秋学期末試験形態一覧（科目名順）

設置学部 科目 曜日時限 担当教員 試験形態 授業コード

文／経／法／商 化学Ⅱ（実験を含む） 火３/火４ 小瀬村 誠治 平常点
文／経／法／商 化学Ⅱ（実験を含む） 水３/水４ 小瀬村 誠治 平常点
文／経／法／商 化学Ⅱ（実験を含む） 火３/火４ 志村 正 平常点
文／経／法／商 化学Ⅱ（実験を含む） 水１/水２ 志村 正 平常点
文／経／法／商 化学Ⅱ（実験を含む） 水３/水４ 志村 正 平常点
理 化学Ｂ 木２ 磯部 徹彦／末永 聖武 授業内試験
理 化学Ｂ 水２ 栄長 泰明／藤本 ゆかり 授業内試験
理 化学Ｂ 金２ 緒明 佑哉／犀川 陽子 授業内試験
理 化学Ｂ 火２ 高尾 賢一／古川 良明 授業内試験
理 化学Ｃ 月５ 今井 宏明 平常点／授業内試験
理 化学Ｄ 金５ 垣内 史敏 定期試験期間内試験 5593
経／法／商／医／理／薬 科学史Ⅱ 水４ 俵 章浩 平常点
経／法／商／医／理／薬 科学史Ⅱ 火３ 見上 公一 レポート／平常点

経
科学と環境Ⅱ／SCIENCE AND THE
ENVIRONMENT2 木４ 川下 将一／KAWASHITA, MASAKAZU class attendance (checked by quiz) and mini-report(s)

文／経／法／商／理

科学と環境Ⅱ／SCIENCE AND THE
ENVIRONMENT2 水３

フラキ， アントニノ／FLACHI,
ANTONINO レポート（Report）

商 確率論／確率論基礎 月５ 丸山 芳人 平常点
商 確率論／確率論基礎 木３ 安田 公美 平常点
経 確率論入門Ⅱ 火２ 河備 浩司 平常点
経 確率論入門Ⅱ 火３ 土田 兼治 平常点
経 確率論入門Ⅱ 水３ 服部 哲弥 定期試験期間内試験 39729
経 確率論入門Ⅱ 水４ 服部 哲弥 定期試験期間内試験 39730
理 環境化学概論 月２ 奥田 知明 平常点

薬 韓国語２ 月３ 李 泰文 平常点／授業内試験／課題やオンライン授業でのミニテストを実施
文／経／法／商／医／薬 漢文Ⅱ 金４ 酒井 規史 平常点

理 管理工学概論 月５
稲田 周平／今井 潤一／篠沢 佳久／
田中 健一／中西 美和／松浦 峻 平常点／授業内レポート

理 管理工学基礎演習Ⅱ 木４/木５
栗田 治／鈴木 秀男／田中 健一／増
田 靖／松浦 峻 授業内試験

理 機械工学創造演習 月４/月５

荒井 規允／安藤 景太／志澤 一之／
杉浦 壽彦／ペング， リニュウ／松尾 亜
紀子／閻 紀旺 平常点

理 機械工学創造演習 金３/金４

安藤 景太／尾上 弘晃／澤田 達男／
高橋 英俊／竹村 研治郎／堀田 篤／
横森 剛 平常点

理 幾何学序論 水２ 井関 裕靖 レポート

経

企業の社会的責任（ＣＳＲ）論Ⅰ／
CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY AND ETHICS 1 水２ ボンジー， アラーナ Ｒ／BONZI, ALANA Class Assignments

商 企業法Ⅱ 火２ 杉田 貴洋 レポート
法 基礎数学Ⅱ 金１ 金澤 知世 平常点
法 基礎統計学Ⅱ 水３ 森井 真広 レポート／平常点
薬 機能生理学１ 木１ 鈴木 岳之 定期試験期間内試験 39279
文／経／医／理／薬 教育学Ⅱ 金１ 眞榮城 和美 レポート／授業内試験
法 行政学Ⅱ 月４ 大山 耕輔 定期試験期間内試験 4983

2 / 22 *原則として科目名の 50 音順に掲載しています。



【日吉】２０２０年度秋学期末試験形態一覧（科目名順）

設置学部 科目 曜日時限 担当教員 試験形態 授業コード

法 行政法 月１/月２ 磯部 哲 定期試験期間内試験 4751
理 近現代建築史 金３ 和田 菜穂子 平常点／授業内課題提出（書評、プレゼンテーション）
文／経／法／商／医／理／薬 近代思想史Ⅱ 火３ 勝又 章夫 レポート
文／経／法／商／医／理／薬 近代思想史Ⅱ 月２ 川添 美央子 レポート
文／経／法／商／医／理／薬 近代思想史Ⅱ 月３ 川添 美央子 レポート
文／経／法／商／医／理／薬 近代思想史Ⅱ 水１ 川添 美央子 レポート
文／経／法／商／医／理／薬 近代思想史Ⅱ 火３ 中野 安章 レポート
文／経／法／商／医／理／薬 近代思想史Ⅱ 火５ 速水 淑子 レポート／平常点

理 空間設計製図Ｉ 水１/水２

アルマザン　カバジェーロ， ホルヘ／円
酒 昂／小川 愛実／岸本 達也／佐野
哲史／周防 貴之／三田 彰 平常点／授業内の作図課題、設計課題

経

グローバリゼーションと経済社会／
ECONOMIES AND SOCIETIES IN
GLOBALIZATION 火５ 笹原 彰／SASAHARA, AKIRA 平常点（Class participation marks）

商
経営学（企業をめぐる諸問題）／応用
経営学（企業をめぐる諸課題） 金４ 榊原 研互 授業内レポート

商
経営学（企業をめぐる諸問題）／応用
経営学（企業をめぐる諸課題） 金５ 榊原 研互 授業内レポート

商
経営学（組織と戦略）／経営学（組織と
管理） 木２ 井口 知栄 平常点

商
経営学（組織と戦略）／経営学（組織と
管理） 月２ 榊原 研互 レポート

商 経営学基礎／経営学（環境と戦略） 水２ 王 英燕 平常点
文／法／医／理／薬 経済学Ⅱ 土２ 武藤 功 レポート
文／法／医／理／薬 経済学Ⅱ 火３ 吉岡 忠昭 定期試験期間内試験 3917
商 経済学Ⅱ／経済学（マクロ経済学） 水１ 大津 敬介 レポート
商 経済学基礎Ⅱ 水２ 大津 敬介 レポート
商 経済学基礎Ⅱ 月１ 寺西 勇生 レポート
商 経済学基礎Ⅱ 水１ 中島 隆信 レポート
商 経済学基礎Ⅱ 月２ 柳瀬 典由 平常点
法 経済原論Ⅰ 火１/火２ 麻生 良文 定期試験期間内試験 4048
法 経済原論Ⅰ 火１/火２ 鞠 重鎬 授業内試験
商 経済史Ⅱ 金３ 牛島 利明 平常点
商 経済史Ⅱ 木３ 齋藤 邦明 定期試験期間内試験 37208

経
経済史概論Ⅰ／ELEMENTARY
ECONOMIC HISTORY 1 木２ 柳生 智子／YAGYU, TOMOKO 平常点（Class participation marks）

経 経済史概論Ⅱ 水４ 神田 さやこ／出口 雄大 定期試験期間内試験 17474
経 経済史概論Ⅱ 月３ 高橋 周 レポート

経

経済思想の歴史Ⅰ／INTRODUCTION
TO THE HISTORY OF ECONOMIC
THOUGHT 1 金２ 池田 幸弘／IKEDA, YUKIHIRO レポート（Report）

経 経済思想の歴史Ⅱ 月１ 川俣 雅弘 定期試験期間内試験 36224

経 経済思想の歴史Ⅱ 月５ 原谷 直樹 平常点
経 経済史入門Ⅱ 金２ 青木 健 定期試験期間内試験 38239
経 経済史入門Ⅱ 月５ 太田 淳 定期試験期間内試験 38238
経 経済史入門Ⅱ 水２ 橋口 勝利 定期試験期間内試験 13756

3 / 22 *原則として科目名の 50 音順に掲載しています。



【日吉】２０２０年度秋学期末試験形態一覧（科目名順）

設置学部 科目 曜日時限 担当教員 試験形態 授業コード

文／経／法／商／薬 経済人類学Ⅱ 金５ 島内 明文 レポート
経 経済数学Ⅱ 火３ 池田 薫 平常点
経 経済数学Ⅱ 火４ 池田 薫 平常点

経 経済数学Ⅱ 水２ 桂田 昌紀
レポート／平常点／各回の講義時間後に出題された問題へのレポート
回答結果

経 経済数学Ⅱ 水３ 桂田 昌紀
レポート／平常点／各回の講義時間後に出題された問題へのレポート
回答結果

経 経済数学Ⅱ 火５ 戸瀬 信之 定期試験期間内試験 19360
経 経済数学Ⅱ 火３ 服部 哲弥 定期試験期間内試験 32075
経 経済数学Ⅱ 火４ 服部 哲弥 定期試験期間内試験 34283
経 経済数学Ⅲ 金３ 井上 朋紀 レポート
経 経済数学入門Ⅱ 月３ 戸瀬 信之 定期試験期間内試験 20346
経 経済数学入門Ⅱ 月４ 戸瀬 信之 定期試験期間内試験 43111
理 経済性工学 木２ 稲田 周平 定期試験期間内試験 44375
経 経済と環境 木１ 有川 智己／大沼 あゆみ 定期試験期間内試験 11607
経 経済と環境 月２ 井奥 洪二／河端 瑞貴 平常点／複数回の授業内レポート
理 計算機科学同実習 金１/金２ 垣村 尚徳／田村 明久 定期試験期間内試験 5938
理 計算機構成同演習 火４/火５ 天野 英晴 リモートにより設計演習を行う
理 計算論理学 月５ 岡田 光弘 平常点

経／法／商／医
芸術文化論Ⅱ／THEORY OF ARTS
AND CULTURE 2 月３

津田 眞弓／ビュールク， トーヴェ／
TSUDA, MAYUMI／BJOERK, TOVE レポート／平常点（Report／Class participation marks）

理 形状情報の表現 月４/月５
大宮 正毅／黒川 成貴／竹村 研治郎
／富所 拓哉／松岡 由幸／宮田 昌悟 授業内試験

理 形状情報の表現 金３/金４
荒井 規允／加藤 健郎／宮田 昌悟／
村松 眞由 授業内試験

理 計測工学 火１ 松本 佳宣 授業内試験
法 刑法（各論）Ⅱ 水２ 小池 信太郎 定期試験期間内試験／平常点 32110
法 刑法（各論）Ⅱ 金１ 佐藤 拓磨 定期試験期間内試験 34445
法 刑法（総論）Ⅱ 月５ 亀井 源太郎 レポート
法 刑法（総論）Ⅱ 金１ 和田 俊憲 定期試験期間内試験 34761
経 計量経済学概論 水２ 中嶋 亮 定期試験期間内試験 6812

経
計量経済学概論／INTRODUCTION
TO ECONOMETRICS 火４

マッケンジー， コリン Ｒ／MCKENZIE,
COLIN レポート（Report）

商 ゲーム理論基礎 木４ 木戸 一夫 平常点
商 原価計算基礎／管理会計論Ⅱ 水４ 園田 智昭 定期試験期間内試験 36031
文 言語学Ⅱ 木２ 北原 久嗣 平常点
文／経／法／商／医／薬 言語学Ⅱ 水５ 平沢 慎也 平常点
文／経／法／商／医／薬 言語学Ⅱ 木２ 松岡 和美 レポート／平常点
文／経／法／商／医／薬 言語学Ⅳ 火５ 辻 幸夫 平常点
法 現代オーストラリア論Ⅰ 木１ 塩原 良和 授業で説明したとおりです。
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理 現代化学概論 月３

朝倉 浩一／片山 靖／酒井 隼人／末
永 聖武／高橋 大介／千田 憲孝／チッ
テリオ， ダニエル／福井 有香／藤本
ゆかり／古川 良明／山田 徹／山本 崇
史 レポート／平常点

文／経／商／医／理／薬 現代芸術論 月３ 高桑 和巳 レポート
法 現代社会理論Ⅰ 木３ 澤井 敦 レポート／平常点
文／経／商／医／理／薬 現代社会論 水５ 高山 真 レポート／平常点
法 現代中国論Ⅰ 火１ 小嶋 華津子 レポート
文／経／商／医／理／薬 現代メディア論 金３ 田中 里奈 授業内試験
法 憲法 木１/木２ 青柳 卓弥 定期試験期間内試験 4074
法 憲法 木１/木２ 上代 庸平 レポート
法 憲法（総論・人権）Ⅱ 火５ 駒村 圭吾 定期試験期間内試験 37453
法 憲法（総論・人権）Ⅱ 水１ 小山 剛 レポート
法 憲法（統治）Ⅱ 水１ 山本 龍彦 レポート
法 憲法（統治）Ⅱ 金２ 横大道 聡 レポート
理 光学基礎 木２ 木下 岳司 レポート
理 工学材料 金４ 青山 英樹／三田 彰／矢向 高弘 レポート
理 高分子化学基礎 火２ 藤本 啓二 レポート／平常点
文／経／法／商／医／薬 国語国文Ⅱ 火１ 小平 麻衣子 レポート
文／経／法／商／医／薬 国語国文Ⅱ 水３ 田口 暢之 レポート
文／経／法／商／医／薬 国語国文Ⅱ 水４ 津田 眞弓 レポート／平常点
法 国際政治基礎 木５ 宮岡 勲 授業内小テスト（10回）
法 国際法 木１/木２ 小山 佳枝 平常点
理 細胞生物学第１ 火２ 荒井 緑 定期試験期間内試験／平常点／各章についてのレポート 22958

薬 細胞の機能と構成分子 水２
有田 誠／高橋 大輔／長谷 耕二／横
田 惠理子 定期試験期間内試験 39273

商 産業経済論ｂ 金３ 風神 佐知子 レポート
商 産業経済論ｂ 金２ 辻 幸民 レポート
文／経／法／商／医／理／薬 ジェンダー論Ⅱ 月２ 鈴木 晃仁／長沖 暁子 授業中レポート

理 システムデザイン工学基礎演習 火４
大森 浩充／高橋 正樹／田口 良広／
滑川 徹／村上 俊之 平常点／授業内試験

理 システムデザイン工学基礎演習 木５
大森 浩充／大家 哲朗／高橋 正樹／
田口 良広／滑川 徹／村上 俊之 平常点／授業内試験

経 自然科学Ⅰ／NATURAL SCIENCES 1 月３ 青木 健一郎／AOKI, KENICHIRO レポート（Report）／Regular assignments.
法 自然科学研究会Ⅱ 火５ 志村 正 平常点
法 自然科学研究会Ⅱ 月５ 下村 裕 平常点
法 自然科学研究会Ⅱ 木５ 坪川 達也 レポート／後期発表、PPT・レジメ提出
文 自然科学特論Ⅱ 金１ 梅田 聡 レポート
法 自然科学特論Ⅱ 月１ 坪川 達也 定期試験期間内試験 31690
法 自然科学特論Ⅱ 木４ 福山 勝也 定期試験期間内試験 3934
経／薬 自然地理学Ⅱ 火３ 松原 彰子 レポート
経／薬 自然地理学Ⅱ 火４ 松原 彰子 レポート
経／薬 自然地理学Ⅱ 金３ 松原 彰子 レポート
経／薬 自然地理学Ⅱ 金４ 松原 彰子 レポート
商 私法 火５ 松谷 秀祐 レポート
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文 社会科学特論Ⅱ 金２ 岡田 あおい 平常点
文 社会科学特論Ⅱ 木２ 谷口 祥一 平常点
文 社会科学特論Ⅱ 木５ 常松 淳 平常点
文 社会科学特論Ⅱ 月３ 山梨 あや レポート／平常点
経 社会学Ⅰ／SOCIOLOGY 1 金２ 林 玲美／LIM, YOUNGMI 平常点（Class participation marks）／Online review activities - quizzes
文／経／法／商／医／理／薬 社会学Ⅱ 月１ 烏谷 昌幸 レポート
文／経／法／商／医／理／薬 社会学Ⅱ 水４ 澤田 唯人 レポート
文／経／法／商／医／理／薬 社会学Ⅱ 火１ 土居 洋平 レポート
文／経／法／商／医／理／薬 社会学Ⅱ 火２ 土居 洋平 レポート
文／経／法／商／医／理／薬 社会学Ⅱ 木１ 濱 雄亮 レポート／平常点
文／経／法／商／医／理／薬 社会学Ⅱ 木１ 藤川 千歳 レポート
文／経／法／商／医／理／薬 社会学Ⅱ 木２ 藤川 千歳 レポート
文／経／法／商／医／理／薬 社会学Ⅱ 水２ 宮本 万里 レポート／平常点
文／経／法／商／医／理／薬 社会学Ⅱ 水３ 宮本 万里 レポート／平常点
文／経／法／商／医／理／薬 社会学Ⅱ 木２ 宮本 万里 レポート／平常点
文／経／法／商／医／薬／メコ 社会心理学Ⅱ 火２ 李 津娥 レポート／平常点
経 社会問題Ⅱ 水５ 松沢 裕作 レポート

理
周期表の化学第１／配位化学（無機分
析基礎第２） 金２ 近藤 寛 定期試験期間内試験 5950

文／経／法／商／医／理／薬 宗教学Ⅱ 金２ 志田 雅宏 レポート

商
商業学Ⅰ／商業学（マクロ・マーケティ
ング） 金１ 鄭 ユンチョル

「授業支援」システムの「レポート」機能を利用して課題を提出してもらい
ます。2020年12月18日（金）午前9時に「レポート」欄に課題を掲載し、
2020年12 月31 日（木）までが提出締め切りです。

商
商業学Ⅰ／商業学（マクロ・マーケティ
ング） 水１ 白井 美由里 定期試験期間内試験 37213

商
商業学基礎／マーケティング・マネジメ
ント論 木１ 小野 晃典 平常点

商
商業学基礎／マーケティング・マネジメ
ント論 木１ 高田 英亮 レポート

法 商法 火１ 杉田 貴洋 レポート
法 商法 月２ 柳 明昌 レポート
理 情報経済学 月２ 増田 靖 平常点
法 情報処理Ⅱ 金３ 恩田 憲一 レポート／平常点
法 情報処理Ⅱ 金１ 島田 由美子 平常点／プレゼンテーション（自撮り、オンタイムの2回）
法 情報処理Ⅱ 木１ 鼠屋 将志 平常点／課題・小課題
法 情報処理Ⅳ 金２ 島田 由美子 レポート／平常点／プレゼンテーション（オンタイム）
商 情報リテラシー基礎 金４/金５ 恩田 憲一 レポート／平常点
商 情報リテラシー基礎 水３/水４ 河内谷 幸子 平常点
商 情報リテラシー基礎 火１/火２ 久野 禎子 平常点
商 情報リテラシー基礎 金１/金２ 五月女 仁子 平常点／授業内試験／PowerPointの課題、Wordの課題
商 情報リテラシー基礎 木３/木４ 延澤 志保 平常点
理 情報理論 火２ 笹瀬 巌 定期試験期間内試験 12832
文／経／法／商／医／理／薬 女性学 金３ 西山 千恵子 定期試験期間内試験 5792
文 書物の世界Ⅱ 月４ 石川 透 平常点
法／医 人文科学特論Ⅱ 木２ 礒崎 敦仁 平常点
法／医 人文科学特論Ⅱ 水４ 磯部 靖 平常点
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文 人文科学特論Ⅱ 金５
芦野 文武／市川 崇／井上 櫻子／築
山 和也／ブランクール， ヴァンサン レポート

文 人文科学特論Ⅱ 金２

井出 新／大串 尚代／高橋 勇／巽 孝
之／原田 範行／堀田 隆一／松田 隆
美 レポート

法／医 人文科学特論Ⅱ 水４ 太田 昭子 レポート／平常点
法／医 人文科学特論Ⅱ 水４ 大隼 エヴァ レポート／平常点
法／医 人文科学特論Ⅱ 月４ 奥田 暁代 平常点
法／医 人文科学特論Ⅱ 木３ 笠井 裕之 平常点
文 人文科学特論Ⅱ 金５ 柏端 達也 平常点／授業内に出す複数の課題を評価の対象とする
法／医 人文科学特論Ⅱ 木３ 片山 杜秀 平常点／授業内試験
文 人文科学特論Ⅱ 木２ 勝沼 聡 平常点
法／医 人文科学特論Ⅱ 木５ 許 光俊 平常点
法／医 人文科学特論Ⅱ 水４ 熊代 敏行 レポート／平常点
文 人文科学特論Ⅱ 月４ 合山 林太郎 レポート／平常点／受講者による発表
法／医 人文科学特論Ⅱ 木３ 小屋 逸樹 平常点
法／医 人文科学特論Ⅱ 水２ 近藤 康裕 平常点
文 人文科学特論Ⅱ 火２ 斎藤 慶典 レポート
法／医 人文科学特論Ⅱ 木５ 鈴木 透 レポート
文 人文科学特論Ⅱ 金２ 十川 陽一 レポート／平常点
文 人文科学特論Ⅱ 金３ 高橋 智 平常点／授業内試験
文 人文科学特論Ⅱ 金１ 柘植 尚則 レポート
法／医 人文科学特論Ⅱ 火４ 辻 幸夫 平常点
文 人文科学特論Ⅱ 金３ 内藤 正人 講義にて指定のレポート（数回あり、全提出を義務）
法／医 人文科学特論Ⅱ 水２ 平沢 慎也 平常点
文 人文科学特論Ⅱ 金４ 平田 栄一朗 レポート／平常点
文 人文科学特論Ⅱ 火２ 村上 暁子 平常点

文 人文科学特論Ⅱ 月５
石川 透／小川 剛生／小平 麻衣子／
恋田 知子／合山 林太郎／屋名池 誠 レポート

文 人文科学特論Ⅱ 火２ 安藤 広道／山口 徹 平常点
文 人文科学特論Ⅱ 水２ 山道 佳子 平常点
法／医 人文科学特論Ⅱ 火４ 山本 薫 レポート／平常点
文 人文科学特論Ⅱ 月１ 吉武 憲司 レポート
法／医 人文科学特論Ⅱ 火４ レイサイド， ジェイムス Ｍ 平常点

経 心理学Ⅰ／PSYCHOLOGY 1 金４ 丸谷 和史／MARUYA, KAZUSHI
平常点（Class participation marks）／In-class final report/授業内最終
レポート

法 心理学Ⅱ 月３ 井垣 竹晴 レポート
法 心理学Ⅱ 月４ 井垣 竹晴 レポート
商 心理学Ⅱ 水３ 木島 伸彦 定期試験期間内試験 21989
商 心理学Ⅱ 水４ 木島 伸彦 定期試験期間内試験 21991
商 心理学Ⅱ 木１ 木島 伸彦 定期試験期間内試験 4166
商 心理学Ⅱ 木２ 木島 伸彦 定期試験期間内試験 16510
商 心理学Ⅱ 金３ 小松 英海 レポート／平常点
商 心理学Ⅱ 金４ 小松 英海 レポート／平常点
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法 心理学Ⅱ 木３ 鈴木 清重 レポート／平常点
商 心理学Ⅱ 木４ 鈴木 清重 レポート／平常点
理 心理学Ⅱ 火３ 高山 緑 平常点／期末課題（授業期間内提出レポート課題）
理 心理学Ⅱ 木３ 高山 緑 平常点／期末課題（授業期間内提出レポート課題）
法 心理学Ⅱ 月２ 田谷 修一郎 定期試験期間内試験 18532
法 心理学Ⅱ 月３ 田谷 修一郎 定期試験期間内試験 18533
法 心理学Ⅱ 木１ 田谷 修一郎 定期試験期間内試験 18534
法 心理学Ⅱ 木２ 田谷 修一郎 定期試験期間内試験 18535
文 心理学Ⅱ 水１ 寺澤 悠理 レポート／平常点
文 心理学Ⅱ 水２ 寺澤 悠理 レポート／平常点
法 心理学Ⅱ 金１ 中村 航洋 平常点
法 心理学Ⅱ 金２ 中村 航洋 平常点
経 心理学Ⅱ 金２ 増田 早哉子 レポート
経 心理学Ⅱ 金３ 増田 早哉子 レポート
文 心理学Ⅱ 火１ 皆川 泰代 定期試験期間内試験／平常点 7031
文 心理学Ⅱ 火２ 皆川 泰代 定期試験期間内試験／平常点 29849
経 心理学Ⅱ 水１ 望月 要 レポート
経 心理学Ⅱ 水２ 望月 要 レポート
経 心理学Ⅱ 火２ 森井 真広 レポート／平常点
経 心理学Ⅱ 火３ 森井 真広 レポート／平常点
文 心理学Ⅱ 火４ 山本 淳一 レポート
文／経／法／商 心理学Ⅳ 火２ 辻 幸樹／寺澤 悠理／白野 陽子 平常点
文／経／法／商 心理学Ⅳ 月１ 大島 研介／小原 健一郎／中野 泰志 授業内で指示したリアクションペーパーと実験レポート
文／経／法／商 心理学Ⅳ 月２ 大島 研介／小原 健一郎／中野 泰志 授業内で指示したリアクションペーパーと実験レポート
文／経／法／商 心理学Ⅳ 火３ 新井 哲也／中野 泰志／増田 早哉子 授業内で指示したリアクションペーパーと実験レポート
文／経／法／商 心理学Ⅳ 火４ 新井 哲也／中野 泰志／増田 早哉子 授業内で指示したリアクションペーパーと実験レポート
文 人類学Ⅱ 月３ 河野 礼子 平常点
文 人類学Ⅱ 水１ 河野 礼子 平常点
文／経 人類学Ⅱ 水２ 河野 礼子 平常点
経／商／薬 人類学Ⅱ 水１ 中山 一大 平常点／授業内レポート・小テスト
経／商／薬 人類学Ⅱ 水２ 中山 一大 平常点／授業内レポート・小テスト
薬 数学 月１ 井上 賀絵 定期試験期間内試験 28933
薬 数学 月２ 井上 賀絵 定期試験期間内試験 36350
理 数学１Ｂ 水１ 勝良 健史 定期試験期間内試験 4302
理 数学１Ｂ 月１ 亀谷 幸生 定期試験期間内試験 6127
理 数学１Ｂ 月１ 坂川 博宣 定期試験期間内試験 6116
理 数学１Ｂ 水１ 坂川 博宣 定期試験期間内試験 4290
理 数学１Ｂ 水１ 白石 博 定期試験期間内試験 6553
理 数学１Ｂ 木５ 曽我 幸平 定期試験期間内試験 4323
理 数学１Ｂ 月１ 種村 秀紀 定期試験期間内試験 6119
理 数学１Ｂ 金４ 服部 広大 定期試験期間内試験 6124
理 数学１Ｂ 金１ 早野 健太 定期試験期間内試験 6125
理 数学１Ｂ 木１ 坂内 健一 定期試験期間内試験 4316
理 数学１Ｂ 水１ 宮崎 琢也 定期試験期間内試験 5838
文 数学Ⅱ 金１ 丸山 文綱 定期試験期間内試験 28346
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文 数学Ⅱ 金２ 丸山 文綱 定期試験期間内試験 29844
法 数学Ⅱ 木２ 水澤 篤彦 レポート
理 数学２Ｂ 火２ 井関 裕靖 定期試験期間内試験 4328
理 数学２Ｂ 金４ 太田 克弘 定期試験期間内試験 4322
理 数学２Ｂ 金４ 小田 芳彰 定期試験期間内試験 6132
理 数学２Ｂ 火５ 栗原 将人 定期試験期間内試験 16178
理 数学２Ｂ 月４ 田村 明久 定期試験期間内試験 6130
医 数学Ⅲ 月１ 鈴木 由紀／南 就将 定期試験期間内試験 28657
医 数学Ⅲ 月２ 鈴木 由紀／南 就将 定期試験期間内試験 28658
理 数学３Ｂ 水１ 井口 達雄 定期試験期間内試験 4327
理 数学３Ｂ 月５ 勝良 健史 定期試験期間内試験 6133
法 数学Ⅳ 木１ 今井 悠人 レポート
理 数学４Ｂ 水２ 亀谷 幸生 定期試験期間内試験 4622
理 数学４Ｂ 月４ 田中 孝明 定期試験期間内試験 6137
理 数学解析第２ 月４ 生駒 典久 定期試験期間内試験 5990
理 数学解析第２ 木４ 曽我 幸平 レポート
経 数学概論Ⅱ 火３ 澁谷 幹夫 平常点
経 数学概論Ⅱ 木２ 竹内 司 定期試験期間内試験 6987
経 数学概論Ⅱ 火３ 宮崎 直哉 平常点／授業内試験／小課題
経 数学概論Ⅱ 金２ 宮崎 直哉 平常点／授業内試験／小課題
経 数学概論Ⅱ 金３ 宮崎 直哉 平常点／授業内試験／小課題
理 数理科学基礎第２ 火２ 太田 克弘／高山 正宏 定期試験期間内試験 16203
商 スペイン語Ⅰｂ 木１ 瀧本 佳容子 授業内試験
商 スペイン語Ⅰｂ 木２ 瀧本 佳容子 授業内試験
商 スペイン語Ⅰｂ 水４ 深澤 晴奈 授業内試験
商 スペイン語Ⅰｂ 水２ 深澤 晴奈 授業内試験
商 スペイン語Ⅰｂ 木４ 牧田 裕美 授業内試験
商 スペイン語Ⅰｂ 木３ 牧田 裕美 授業内試験
商 スペイン語Ⅰｂ 水３ 松田 健児 授業内試験
商 スペイン語Ⅰｂ 水４ 松田 健児 授業内試験
商 スペイン語Ⅰｂ 金３ 三浦 航太 授業内試験
商 スペイン語Ⅰｂ 金４ 三浦 航太 授業内試験
商 スペイン語Ⅰｂ 金１ 安井 伸 授業内試験
商 スペイン語Ⅰｂ 金２ 安井 伸 授業内試験
薬 スペイン語２ 水１ 豊丸 敦子 平常点
文／経／法／商／医／理／薬 政治学Ⅱ 木４ 赤木 完爾 レポート
文／経／法／商／医／理／薬 政治学Ⅱ 土３ 伊藤 隆太 平常点
文／経／法／商／医／理／薬 政治学Ⅱ 木４ 杉木 明子 定期試験期間内試験 39205
文／経／法／商／医／理／薬 政治学Ⅱ 月１ 築山 宏樹 レポート
文／経／法／商／医／理／薬 政治学Ⅱ 金２ 中野 勝郎 レポート
文／経／法／商／医／理／薬 政治学Ⅱ 水３ 松浦 淳介 平常点
文／経／法／商／医／理／薬 政治学Ⅱ 金２ 三船 毅 レポート／授業内試験
文／経／法／商／医／理／薬 政治学Ⅱ 金４ 諸橋 英一 レポート
法 政治思想基礎 月３ 田上 雅徳 定期試験期間内試験 39213
法 政治理論基礎 月２ 築山 宏樹 レポート
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理 生体計測 月５ 塚田 孝祐 毎授業の演習課題
理 生体計測論 月１ 水谷 賢史 レポート
理 生体反応論第１ 金２ 宮本 憲二 定期試験期間内試験 16212
理 生体物質化学基礎 月４ 高橋 大介 定期試験期間内試験 6029
理 生体分子化学 金１ 松原 輝彦 定期試験期間内試験 16208
文／経／法／商 生物学Ⅱ（実験を含む） 月１/月２ 有川 智己 レポート／平常点／実験毎に作成・提出するレポート
文／経／法／商 生物学Ⅱ（実験を含む） 月３/月４ 有川 智己 レポート／平常点／実験毎に作成・提出するレポート
文／経／法／商 生物学Ⅱ（実験を含む） 月３/月４ 池島 宏子 レポート／授業内課題
文／経／法／商 生物学Ⅱ（実験を含む） 金１/金２ 池島 宏子 レポート／授業内課題
文／経／法／商 生物学Ⅱ（実験を含む） 金３/金４ 池島 宏子 レポート／授業内課題
文／経／法／商 生物学Ⅱ（実験を含む） 火１/火２ 上野 健 平常点
文／経／法／商 生物学Ⅱ（実験を含む） 火３/火４ 上野 健 平常点
文／経／法／商 生物学Ⅱ（実験を含む） 水１/水２ 糟谷 大河 平常点
文／経／法／商 生物学Ⅱ（実験を含む） 水３/水４ 糟谷 大河 平常点
文／経／法／商 生物学Ⅱ（実験を含む） 水１/水２ 金子 洋之 平常点／最終日の講義時間の一部でレポート作成を課す
文／経／法／商 生物学Ⅱ（実験を含む） 木１/木２ 上村 佳孝 平常点
文／経／法／商 生物学Ⅱ（実験を含む） 木３/木４ 上村 佳孝 平常点
文／経／法／商 生物学Ⅱ（実験を含む） 月１/月２ 倉石 立 レポート／平常点／実験回のレポート
文／経／法／商 生物学Ⅱ（実験を含む） 月３/月４ 倉石 立 レポート／平常点／実験回のレポート
文／経／法／商 生物学Ⅱ（実験を含む） 水１/水２ 新屋 みのり 平常点
文／経／法／商 生物学Ⅱ（実験を含む） 金１/金２ 新屋 みのり 平常点
文／経／法／商 生物学Ⅱ（実験を含む） 金３/金４ 新屋 みのり 平常点
文／経／法／商 生物学Ⅱ（実験を含む） 木１/木２ 坪川 達也 定期試験期間内試験 12988
文／経／法／商 生物学Ⅱ（実験を含む） 木３/木４ 坪川 達也 定期試験期間内試験 12989
文／経／法／商 生物学Ⅱ（実験を含む） 水３/水４ 新津 修平 平常点
文／経／法／商 生物学Ⅱ（実験を含む） 火３/火４ 林 良信 講義レポート×７、演習レポート×５
文／経／法／商 生物学Ⅱ（実験を含む） 水１/水２ 林 良信 講義レポート×７、演習レポート×５
文／経／法／商 生物学Ⅱ（実験を含む） 水３/水４ 林 良信 講義レポート×７、演習レポート×５
文／経／法／商 生物学Ⅱ（実験を含む） 月３/月４ 福澤 利彦 平常点
文／経／法／商 生物学Ⅱ（実験を含む） 金１/金２ 福澤 利彦 平常点
文／経／法／商 生物学Ⅱ（実験を含む） 金３/金４ 福澤 利彦 平常点
文／経／法／商 生物学Ⅱ（実験を含む） 火１/火２ 古川 亮平 平常点
文／経／法／商 生物学Ⅱ（実験を含む） 火３/火４ 古川 亮平 平常点
理 生物学序論 木４ 倉石 立／土居 信英／松本 緑 定期試験期間内試験／平常点 16182
理 生物学序論 金２ 倉石 立／土居 信英／松本 緑 定期試験期間内試験／平常点 16184
理 生物学序論 火１ 倉石 立／土居 信英／松本 緑 定期試験期間内試験 16183
医 生物学特論 火３/火４ 梶村 眞弓 レポート
理 生命系の数学 月２ 佐藤 健吾 定期試験期間内試験 16200
理 生命系の物理化学第２ 木１ 岡 浩太郎 定期試験期間内試験 24591

経 線形代数／LINEAR ALGEBRA 火４
イコノミデス， キャサリン／
OIKONOMIDES, CATHERINE 授業内試験（In-class exam）

商 線形代数 火１ 中本 敦浩 平常点
商 線形代数 火２ 中本 敦浩 平常点
商 線形代数 月３ 安田 公美 平常点
商 線形代数 月４ 安田 公美 平常点
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経 線形代数続論 月４ イコノミデス， キャサリン 定期試験期間内試験 18076
経 線形代数続論 火１ 石川 昌治 定期試験期間内試験 18078
経 線形代数続論 火３ 石川 昌治 定期試験期間内試験 23014
経 線形代数続論 火５ 石川 昌治 定期試験期間内試験 18077

経 線形代数続論 水１ 桂田 昌紀
レポート／平常点／各回の講義時間後に出題された問題へのレポート
回答結果

経 線形代数続論 火１ 金澤 知世 平常点
経 線形代数続論 火３ 金澤 知世 平常点
経 線形代数続論 金３ 金澤 知世 平常点
経 線形代数続論 木３ 竹内 司 定期試験期間内試験 18072
経 線形代数続論 木２ 部家 直樹 レポート
経 線形代数続論 木３ 部家 直樹 レポート
経 線形代数続論 月２ 松雪 敬寛 定期試験期間内試験 13025
経 線形代数続論 水４ 間庭 正明 定期試験期間内試験 18079
経 線形代数続論 水５ 間庭 正明 定期試験期間内試験 23018
経 線形代数続論 木３ 水澤 篤彦 定期試験期間内試験 45589
経／商／医／理／薬 造形・デザイン論 水３ 荒木 文果 レポート／平常点
経／商／医／理／薬 造形・デザイン論 水３ 宮崎 匠 レポート
文 総合教育セミナーⅡ 月２ 河野 礼子 平常点
文 総合教育セミナーⅡ 火３ 高橋 宣也 レポート
文 総合教育セミナーⅡ 火５ 古川 亮平 平常点
理 ソフトウェア工学 水５ 飯島 正 レポート／平常点
理 代数学基礎同演習 木１/木２ 宮崎 琢也 定期試験期間内試験 6145
理 ダイナミカルシステム 土２ 江上 正 定期試験期間内試験 10999
理 ダイナミカルシステム 木４ 高橋 正樹／滑川 徹 平常点／授業内試験
法 地域研究・比較政治基礎 木５ 粕谷 祐子 レポート
文／経／商／医／薬 地域研究－スペイン事情Ⅱ 金３ 八嶋 由香利 平常点
文／経／商／医／薬 地域研究－中国事情Ⅱ 火２ 根岸 宗一郎 レポート

文／経／商／薬 地域研究－中国事情Ⅳ 水２ 吉川 龍生
授業期間内に提出のレポートを課します。詳細は授業でお知らせしま
す。

文／経／商／医／薬 地域研究－北米事情Ⅱ 水４ 水野 里香 平常点／授業内で課す最終レポート
文／経／商／医／薬 地域研究－ヨーロッパ事情Ⅱ 水４ 後藤 秀和 平常点
文／経／法／商／医／理／薬 地域文化論 金３ 粂田 文 レポート
文／経／法／商／医／薬 地域文化論Ⅳ 火４ 岩下 綾 平常点
文／経／法／商／医／薬 地域文化論Ⅳ 火２ 岡本 和子 レポート
文／経／法／商／医／薬 地域文化論Ⅳ 金４ 岡本 年正 レポート／平常点
文／経／法／商／医／薬 地域文化論Ⅳ 金１ 小針 進 レポート
文／経／法／商／医／薬 地域文化論Ⅳ 水５ 佐藤 元状 平常点
文／経／法／商／医／薬 地域文化論Ⅳ 木４ 鈴木 透 定期試験期間内試験 19698
文／経／法／商／医／薬 地域文化論Ⅳ 金２ 那須 まどり レポート／平常点
文／経／法／商／医／薬 地域文化論Ⅳ 月５ 望月 敏弘 レポート
文／経／法／商／医／薬 地域文化論Ⅳ 月４ 吉田 睦 レポート／平常点
文／経／法／商／医／薬 地域文化論Ⅱ 水４ 綾部 麻美 授業期間内の課題
文／経／法／商／医／薬 地域文化論Ⅱ 木４ 有光 道生 レポート／平常点
文／経／法／商／医／薬 地域文化論Ⅱ 木３ 礒崎 敦仁 平常点／授業内試験
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文／経／法／商／医／薬 地域文化論Ⅱ 水４ 熊野谷 葉子 平常点
文／経／法／商／医／薬 地域文化論Ⅱ 木２ 三瓶 愼一 定期試験期間内試験 3731
文／経／法／商／医／薬 地域文化論Ⅱ 金３ 杉山 佳子 定期試験期間内試験 16578
文／経／法／商／医／薬 地域文化論Ⅱ 金１ 藤掛 洋子 レポート

文／経／商／医／薬 地域文化論Ⅱ 木５
新井 和広／桐越 仁美／佐川 徹／伏
見 岳志／村尾 るみこ レポート／平常点

文／経／法／商／医／薬 地域文化論Ⅱ 水３ 武藤 浩史 平常点
文／経／法／商／医／薬 地域文化論Ⅱ 火５ 林 秀光 レポート
文／経／法／商／薬 地学Ⅱ 火３ 杵島 正洋 平常点／最終課題（google form）
文／経／法／商／薬 地学Ⅱ 金２ 里 嘉千茂 平常点
文／経／法／商／薬 地学Ⅱ 金３ 中村 修子 平常点
文／経／法／商／薬 地学Ⅱ 金１ 松本 直記 授業内試験
文／商／理／薬 地球科学概論Ⅱ 月３ 玄田 英典 毎回、授業中に課した小レポートで評価
商 中級微積分 木５ 白旗 優 定期試験期間内試験／平常点 23214
商 中国語Ⅰｂ 水４ 石野 一晴 平常点
商 中国語Ⅰｂ 水４ 酒井 規史 平常点
商 中国語Ⅰｂ 水３ 高橋 幸吉 平常点
商 中国語Ⅰｂ 水１ 長野 容 平常点
商 中国語Ⅰｂ 水１ 原 信太郎 平常点
商 中国語Ⅰｂ 水２ 原 信太郎 平常点
商 中国語Ⅰｂ 水３ 松川 育代 平常点
商 中国語Ⅰｂ 水４ 松川 育代 平常点
商 中国語Ⅰｂ 水５ 山下 紘嗣 平常点
商 中国語Ⅰｂ 水４ 山下 紘嗣 平常点
文 中国語Ⅱ 火２ 浅野 雅樹 定期試験期間内試験
文 中国語Ⅱ 火３ 浅野 雅樹 定期試験期間内試験
文 中国語Ⅱ 月２ 植松 公彦 定期試験期間内試験
文 中国語Ⅱ 月１ 植松 公彦 定期試験期間内試験
文 中国語Ⅱ 月３ 植松 公彦 定期試験期間内試験
文 中国語Ⅱ 水４ 鵜浦 恵 定期試験期間内試験
文 中国語Ⅱ 木２ 鵜浦 恵 定期試験期間内試験
薬 中国語２ 水１ 大野 広之 レポート
文 中国語Ⅱ 金２ 柴 森 定期試験期間内試験
文 中国語Ⅱ 金１ 柴 森 定期試験期間内試験
文 中国語Ⅱ 木１ 福田 文彬 定期試験期間内試験
文 中国語Ⅱ 木４ 松川 育代 定期試験期間内試験
文 中国語Ⅱ 木３ 松川 育代 定期試験期間内試験
文 中国語Ⅱ 火３ 松倉 梨恵 定期試験期間内試験
文 中国語Ⅱ 火２ 松倉 梨恵 定期試験期間内試験
文 中国語Ⅱ 水３ 容 文育 定期試験期間内試験
文 中国語Ⅱ 水２ 容 文育 定期試験期間内試験
文 中国語Ⅱ 火３ 吉永 壮介 定期試験期間内試験
文 中国語Ⅱ 火４ 吉永 壮介 定期試験期間内試験
文 中国語Ⅱ 金２ 李 晶 定期試験期間内試験
文 中国語Ⅱ 金１ 李 晶 定期試験期間内試験
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文 中国語Ⅱ 金５ 劉 渇氷 定期試験期間内試験
商 中国語Ⅱｂ 金３ 赤平 恵里 平常点
商 中国語Ⅱｂ 金２ 赤平 恵里 平常点
商 中国語Ⅱｂ 金１ 池田 麻希子 平常点
商 中国語Ⅱｂ 金２ 池田 麻希子 平常点
商 中国語Ⅱｂ 金２ 酒井 規史 平常点
商 中国語Ⅱｂ 金３ 櫻庭 ゆみ子 平常点
商 中国語Ⅱｂ 金４ 櫻庭 ゆみ子 平常点
商 中国語Ⅱｂ 金２ 周 媛 平常点
商 中国語Ⅱｂ 金５ 高橋 幸吉 平常点
商 中国語Ⅱｂ 金１ 高橋 幸吉 平常点
商 中国語Ⅲｂ 木２ 飯田 敦子 平常点
商 中国語Ⅲｂ 木３ 飯田 敦子 平常点
商 中国語Ⅲｂ 水５ 石野 一晴 平常点
商 中国語Ⅲｂ 木４ 植松 公彦 平常点
商 中国語Ⅲｂ 木５ 植松 公彦 平常点
商 中国語Ⅲｂ 火２ 櫻庭 ゆみ子 平常点
商 中国語Ⅲｂ 月２ 種村 和史 平常点
商 中国語Ⅲｂ 木３ 種村 和史 平常点
商 中国語Ⅲｂ 木５ 土屋 肇枝 平常点
商 中国語Ⅲｂ 木４ 土屋 肇枝 平常点
理 中国語４ 木４ 鵜浦 恵 平常点／授業内試験
理 中国語４ 木５ 鵜浦 恵 平常点／授業内試験
理 中国語４ 木４ 呉 秀月 平常点／授業内試験
理 中国語４ 木４ 橋本 貴子 平常点／授業内試験
理 中国語４ 木２ 福田 文彬 平常点／授業内試験
理 中国語４ 木４ 福田 文彬 平常点／授業内試験
理 中国語４ 木２ 山下 一夫 平常点／授業内試験
理 中国語４ 水３ 山下 一夫 平常点／授業内試験
理 中国語４ 金２ 山下 一夫 平常点／授業内試験
理 中国語４ 山下 一夫 平常点／授業内試験
理 中国語４ 木２ 余 志紅 平常点／授業内試験
理 中国語４ 木４ 余 志紅 平常点／授業内試験
理 中国語４ 木２ 鷲巣 益美 平常点／授業内試験
理 中国語４ 木１ 鷲巣 益美 平常点／授業内試験
文／経／商／医／薬 中国事情 火１ 櫻庭 ゆみ子 レポート／平常点
理 朝鮮語４ 金３ 崔 鶴山 定期試験期間内試験 5586
理 朝鮮語４ 崔 鶴山 定期試験期間内試験 36955
文 朝鮮文化・文学の歴史Ⅱ 金３ 林 史樹 レポート／平常点
文／経／法／商／医／理／薬 地理学Ⅱ 木４ 大島 英幹 平常点
文／経／法／商／医／理／薬 地理学Ⅱ 木５ 大島 英幹 平常点
文／経／法／商／医／理／薬 地理学Ⅱ 水３ 長田 進 平常点
文／経／法／商／医／理／薬 地理学Ⅱ 水４ 長田 進 平常点
文／経／法／商／医／理／薬 地理学Ⅱ 金１ 長田 進 平常点
文／経／法／商／医／理／薬 地理学Ⅱ 金２ 長田 進 平常点

13 / 22 *原則として科目名の 50 音順に掲載しています。



【日吉】２０２０年度秋学期末試験形態一覧（科目名順）

設置学部 科目 曜日時限 担当教員 試験形態 授業コード

文／経／法／商／医／理／薬 地理学Ⅱ／GEOGRAPHY 2 金４ 白 迎玖／BAI, YINGJIU 平常点（Class participation marks）
文／経／法／商／医／理／薬 地理学Ⅱ 木２ 湯澤 規子 レポート
文／経／法／商／医／理／薬 地理学Ⅱ 木３ 湯澤 規子 レポート
理 通信ネットワーク工学基礎 金５ 山中 直明 定期試験期間内試験 5977
商 データとの対話Ｄｂ 土１ 田村 高幸 平常点
商 データとの対話Ｄｂ 土２ 田村 高幸 平常点
経 データ解析Ⅱ 月１ 久保田 貴文 レポート／平常点
経 データ解析入門Ⅱ 木１ 中山 厚穂 レポート
文／経／法／商／医／理／薬 哲学Ⅱ 水２ 上枝 美典 授業内試験
文／経／法／商／医／理／薬 哲学Ⅱ 月４ 岡嶋 隆佑 レポート
文／経／法／商／医／理／薬 哲学Ⅱ 金５ 尾形 まり花 平常点
文／経／法／商／医／理／薬 哲学Ⅱ 火４ 金子 善彦 レポート／平常点
文／経／法／商／医／理／薬 哲学Ⅱ 木２ 源河 亨 レポート
文／経／法／商／医／理／薬 哲学Ⅱ 月３ 佐藤 直樹 レポート／平常点
文／経／法／商／医／理／薬 哲学Ⅱ 月３ 佐藤 真人 レポート
文／経／法／商／医／理／薬 哲学Ⅱ 水２ 高橋 厚 レポート
文／経／法／商／医／理／薬 哲学Ⅱ 木４ 田中 あや レポート
文／経／法／商／医／理／薬 哲学Ⅱ 火４ 田村 未希 平常点
文／経／法／商／医／理／薬 哲学Ⅱ 水２ 戸澤 幸作 レポート
文／経／法／商／医／理／薬 哲学Ⅱ 水３ 松井 久 レポート
理 電気回路理論 火２ 池原 雅章 授業内試験
理 電気情報工学セミナーⅡ 金１ 青木 義満 平常点
理 電気電子材料 水２ 斎木 敏治／野田 啓 レポート／平常点
理 電磁エネルギー変換工学 月５ 桂 誠一郎 定期試験期間内試験 12859

理
電子回路基礎／デジタル・アナログ回
路 月２ 石黒 仁揮 定期試験期間内試験 5979

理 電子回路同演習 火２ 田中 敏幸 定期試験期間内試験 5933
理 電磁気学第１ 金１ 能崎 幸雄 レポート
理 天文学 水４ 竹川 俊也 平常点
文／経／法／商／薬 天文学Ⅱ 木４ 下条 圭美 レポート／平常点
文／経／法／商／薬 天文学Ⅱ 木５ 下条 圭美 レポート／平常点
商 ドイツ語Ⅰｂ 火２ 足立 典子 平常点／授業内試験
商 ドイツ語Ⅰｂ 月３ 川口 眞理 平常点／授業内試験
商 ドイツ語Ⅰｂ 火２ 北川 千香子 平常点／授業内試験
商 ドイツ語Ⅰｂ 火１ 北川 千香子 平常点／授業内試験
商 ドイツ語Ⅰｂ 火３ 山田 史子 平常点／授業内試験
薬 ドイツ語２ 水１ 川口 眞理 平常点
薬 ドイツ語２ 水３ 川口 眞理 平常点
商 ドイツ語Ⅱｂ 木４ 足立 典子 平常点／授業内試験
商 ドイツ語Ⅱｂ 水２ 川口 眞理 平常点／授業内試験
商 ドイツ語Ⅱｂ 木４ 北川 千香子 平常点／授業内試験
商 ドイツ語Ⅱｂ 木５ 北川 千香子 平常点／授業内試験
商 ドイツ語Ⅱｂ 木３ 山田 史子 平常点／授業内試験
理 ドイツ語４ 木５ 會田 素子 定期試験期間内試験
理 ドイツ語４ 水２ 岩波 敦子 定期試験期間内試験
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理 ドイツ語４ 木５ 海老坂 高 定期試験期間内試験
理 ドイツ語４ 木４ 海老坂 高 定期試験期間内試験
理 ドイツ語４ 木５ 亀ヶ谷 昌秀 定期試験期間内試験
理 ドイツ語４ 木５ 粂田 文 定期試験期間内試験
理 ドイツ語４ 水３ 粂田 文 定期試験期間内試験
理 ドイツ語４ 粂田 文 定期試験期間内試験
理 ドイツ語４ 木５ 杉山 有紀子 定期試験期間内試験
理 ドイツ語４ 木４ 滝藤 早苗 定期試験期間内試験
理 ドイツ語４ 木５ 久野 直人 定期試験期間内試験
理 ドイツ語４ 木５ 北條 彰宏 定期試験期間内試験
理 ドイツ語４ 水２ 宮川 尚理 定期試験期間内試験
理 ドイツ語４ 木４ 宮川 尚理 定期試験期間内試験
理 ドイツ語４ 木５ 森本 康裕 定期試験期間内試験
理 ドイツ語４ 木４ 山田 史子 定期試験期間内試験
理 ドイツ語４ 木４ 横山 由広 定期試験期間内試験
理 ドイツ語４ 木５ 横山 由広 定期試験期間内試験
商 ドイツ語Ⅴｂ 木１ 足立 典子 平常点／授業内試験
商 ドイツ語インテンシブⅠｂ 火２ 西尾 宇広 平常点／授業内試験
商 ドイツ語インテンシブⅡｂ 木２ フォーグル， ヴァルター 平常点／授業内試験

商
ドイツ語インテンシブⅢｂ／ドイツ語イン
テンシブⅢ 金５ 西尾 宇広 平常点／授業内試験

経／商／医／薬 ドイツ事情Ⅱ 月５
北川 千香子／粂川 麻里生／西尾 宇
広／林 志津江／針貝 真理子 レポート

理 統計解析 火４ 松浦 峻
平常点／講義最終回に期末レポートを出題します。出題内容、提出期
限等はその際にアナウンスします。

理 統計解析 火１ 山田 秀 定期試験期間内試験 5994
理 統計科学概論 月２ 林 賢一 定期試験期間内試験 43172

経 統計学Ⅰ／STATISTICS 1 火３

デュ， ウェンティ／長倉 大輔／永田 修
一／DU, WENTI／NAGAKURA,
DAISUKE／NAGATA, SHUICHI レポート（Report）

商 統計学Ⅰ／統計学基礎 木２ 大野 由香子 平常点／平常点には宿題を含めます
商 統計学Ⅰ／統計学基礎 月４ 早見 均 レポート／平常点
商 統計学Ⅰ／統計学基礎 木３ 大野 由香子／藪 友良 平常点
経 統計学Ⅱ 火５ 赤林 由雄 定期試験期間内試験 37182
経 統計学Ⅱ 水３ 秋山 裕 定期試験期間内試験 37180
経 統計学Ⅱ 水４ 秋山 裕 定期試験期間内試験 17453
経 統計学Ⅱ 金４ 片山 翔太 レポート／平常点
経 統計学Ⅱ 水２ 河井 啓希 定期試験期間内試験 37181
法 統計学Ⅱ 水４ 森井 真広 レポート／平常点
法 統計学Ⅳ 水１ 大森 貴秀

経
日本経済概論／INTRODUCTION TO
THE JAPANESE ECONOMY 火１

白塚 重典／西川 正郎／SHIRATSUKA,
SHIGENORI／NISHIKAWA, MASAO

定期試験期間内オンライン試験（Online Exam held within regular exam
period)

法 日本政治基礎 月３ 小川原 正道 レポート／平常点
理 人間工学Ⅰ 火２ 岡田 有策／大門 樹／中西 美和 レポート
理 熱力学 金２ 齊藤 圭司 レポート／平常点
理 熱流体システム第２ 木２ 須藤 亮 定期試験期間内試験 5970
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理 バイオプログラミング第２ 水２ 榊原 康文／佐藤 健吾 授業内の毎週課題のレポート

理
反応有機化学（有機化学基礎第２）／
有機化学基礎第２ 木２ 山田 徹 平常点／毎回提出の小テストで評価します

理 比較文化論 火３ 山下 一夫 レポート／平常点

文／経／法／商／医／薬 比較文化論Ⅱ 水５
田代 真／ミヤン・マルティン， アルベル
ト レポート／平常点

文／経／法／商／医／薬 東アジア宗教文化概論Ⅱ 木３ 加藤 千恵 レポート
文／経／法／商／医／薬 東アジア宗教文化概論Ⅳ 金３ 岡本 一平 レポート
理 光デバイス工学 火１ 神成 文彦／津田 裕之 平常点
経 美術／FINE ARTS 月２/月３ 鎌田 由美子／KAMADA, YUMIKO レポート／平常点（Report／Class participation marks）
文／経／法／商／医／理／薬 美術Ⅱ 火１ 荒木 文果 レポート／平常点
文／経／法／商／医／理／薬 美術Ⅱ 火２ 荒木 文果 レポート／平常点
文／経／法／商／医／理／薬 美術Ⅱ 金４ 金山 弘昌 レポート／平常点
文／経／法／商／医／理／薬 美術Ⅱ 土３ 鎌田 由美子 レポート／平常点
文／経／法／商／医／理／薬 美術Ⅱ 火１ 塩澤 寛樹 レポート
文／経／法／商／医／理／薬 美術Ⅱ 木５ 白原 由起子 レポート／授業内試験
文／経／法／商／医／理／薬 美術Ⅱ 月３ 杉村 浩哉 レポート／平常点
文／経／法／商／医／理／薬 美術Ⅱ 月１ 日野原 健司 レポート／平常点
文／経／法／商／医／理／薬 美術Ⅱ 木２ 日比野 民蓉 レポート／平常点
文／経／法／商／医／理／薬 美術Ⅱ 土１ 細野 喜代 レポート
文／経／法／商／医／理／薬 美術Ⅱ 水２ 諸星 妙 授業内試験
商 微積分Ⅰ／微積分基礎 月４ 高橋 弘 レポート
商 微積分Ⅰ／微積分基礎 木４ 藤沢 潤 平常点
商 微積分Ⅰ／微積分基礎 木５ 藤沢 潤 平常点
商 微積分／微積分Ⅱ 金３ 白旗 優 定期試験期間内試験／平常点 21941
商 微積分／微積分Ⅱ 金４ 白旗 優 定期試験期間内試験／平常点 21942
商 微積分／微積分Ⅱ 水２ 高橋 弘 レポート
商 微積分／微積分Ⅱ 水３ 高橋 弘 レポート
商 微積分／微積分Ⅱ 水４ 藤沢 潤 平常点
商 微積分／微積分Ⅱ 水５ 藤沢 潤 平常点
商 微積分／微積分Ⅱ 月２ 丸山 芳人 平常点
商 微積分／微積分Ⅱ 月３ 丸山 芳人 平常点
商 微積分演習 木４ 白旗 優 平常点

文／経／法／商／医／理／薬 人の尊厳 木５
安藤 寿康／石田 京子／斎藤 太郎／
坂本 光／松浦 良充 レポート／平常点

経 微分積分 水１ 網谷 泰治 定期試験期間内試験 13272
経 微分積分 水３ 池田 薫 平常点
経 微分積分 水４ 池田 薫 平常点

経 微分積分／CALCULUS 月２
イコノミデス， キャサリン／
OIKONOMIDES, CATHERINE 授業内試験（In-class exam）

経 微分積分 月２ 石川 昌治 定期試験期間内試験 32030
経 微分積分 月４ 石川 昌治 定期試験期間内試験 43094
経 微分積分 水４ 落合 亮文 レポート
経 微分積分 月２ 河備 浩司 平常点
経 微分積分 水１ 鈴木 正明 定期試験期間内試験 13294
経 微分積分 水２ 鈴木 正明 定期試験期間内試験 6995
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経 微分積分 水４ 戸瀬 信之 定期試験期間内試験 36024
経 微分積分 水５ 戸瀬 信之 定期試験期間内試験 40697
経 微分積分 火２ 中村 友哉 レポート／平常点
経 微分積分 木４ 水澤 篤彦 定期試験期間内試験 5262
経 微分積分 月２ 宮崎 直哉 平常点／授業内試験／小課題
経 微分積分 月３ 宮崎 直哉 平常点／授業内試験／小課題
文／経／法／商／医／理／薬 表象文化論Ⅰ 水５ 新島 進 定期試験期間内試験／平常点 38247
文／経／法／商／医／理／薬 表象文化論Ⅱ 火５ 福田 桃子／藤田 博史 レポート／平常点
経 ファイナンス数学Ⅱ 水１ 二宮 真理子 レポート
経 ファイナンス数学Ⅱ 金１ 二宮 真理子 レポート

理 物質工学 金４ 伊藤 公平
CanvasLMSで課題として提出するものを期末試験としてます。すべてこ
ちらで行います。

薬 物理化学１ 木２ 綾野 絵理／伊藤 佳子／長瀬 健一 定期試験期間内試験 29841
理 物理化学基礎２ 水１ 藤原 忍 レポート／平常点
理 物理化学基礎３ 木１ 片山 靖 授業内試験
医 物理学Ⅱ 火２ 古野 泰二 平常点
医 物理学Ⅱ 火１ 三井 隆久 平常点
文／経／法／商 物理学Ⅱ（実験を含む） 金１/金２ 青木 健一郎 レポート／講義課題,実験レポート
文／経／法／商 物理学Ⅱ（実験を含む） 金３/金４ 青木 健一郎 レポート／講義課題，実験レポート
文／経／法／商 物理学Ⅱ（実験を含む） 火３/火４ 猪谷 太輔 平常点
文／経／法／商 物理学Ⅱ（実験を含む） 金１/金２ 猪谷 太輔 平常点
文／経／法／商 物理学Ⅱ（実験を含む） 水１/水２ 小林 宏充 定期試験期間内試験 3408
文／経／法／商 物理学Ⅱ（実験を含む） 水３/水４ 小林 宏充 定期試験期間内試験 30354
文／経／法／商 物理学Ⅱ（実験を含む） 木３/木４ 小林 宏充 定期試験期間内試験 30356
文／経／法／商 物理学Ⅱ（実験を含む） 月１/月２ 下村 裕 平常点
文／経／法／商 物理学Ⅱ（実験を含む） 月３/月４ 下村 裕 平常点
文／経／法／商 物理学Ⅱ（実験を含む） 火１/火２ 杉本 憲彦 定期試験期間内試験 3471
文／経／法／商 物理学Ⅱ（実験を含む） 火３/火４ 杉本 憲彦 定期試験期間内試験 30360
文／経／法／商 物理学Ⅱ（実験を含む） 水３/水４ 筒井 泉 平常点
文／経／法／商 物理学Ⅱ（実験を含む） 金３/金４ 新田 宗土 平常点
文／経／法／商 物理学Ⅱ（実験を含む） 木１/木２ 松浦 壮 平常点
文／経／法／商 物理学Ⅱ（実験を含む） 木３/木４ 松浦 壮 平常点
理 物理学Ｄ 火５/木５ 大橋 洋士／杉本 高大 授業中に出される提出課題に対するレポート点により評価する
理 物理学Ｄ 水１/金１ 神成 文彦／野田 啓 演習時間時に課せられるレポート
理 物理学Ｄ 水１/金１ 木下 岳司／寺川 光洋 授業中に出される提出課題に対するレポート点により評価する
理 物理学Ｄ 火５/木５ 檜垣 徹太郎／山野井 一人 授業中に出される提出課題に対するレポート点により評価する
理 物理学演習第１ 火４ 古川 俊輔 レポート／平常点
理 物理学演習第２ 月５ 古池 達彦 平常点／授業での発表およびレポートにより評価する
理 物理情報数学Ｃ 木４ 足立 修一 授業内試験
理 物理数学 金５ 古川 俊輔 レポート
商 フランス語Ⅰｂ 火２ 赤羽 悠 定期試験期間内試験
商 フランス語Ⅰｂ 月２ 石井 珠江 定期試験期間内試験
商 フランス語Ⅰｂ 月１ 石川 学 定期試験期間内試験
商 フランス語Ⅰｂ 月２ 篠原 学 定期試験期間内試験
商 フランス語Ⅰｂ 水４ 原 大地 定期試験期間内試験
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商 フランス語Ⅰｂ 水２ 増田 都希 定期試験期間内試験
商 フランス語Ⅰｂ 木２ 御園 敬介 定期試験期間内試験
薬 フランス語２ 水１ 立花 史 平常点／授業内試験
商 フランス語Ⅱｂ 木２ 赤羽 悠 定期試験期間内試験
商 フランス語Ⅱｂ 木３ 石井 珠江 定期試験期間内試験
商 フランス語Ⅱｂ 木３ 石川 学 定期試験期間内試験
商 フランス語Ⅱｂ 木１ 篠原 学 定期試験期間内試験
商 フランス語Ⅱｂ 金４ 原 大地 定期試験期間内試験
商 フランス語Ⅱｂ 金４ 増田 都希 定期試験期間内試験
商 フランス語Ⅱｂ 金３ 御園 敬介 定期試験期間内試験
法 フランス語インテンシブ 月５ 綾部 麻美 平常点
法 フランス語インテンシブ 水２ 綾部 麻美 平常点
法 フランス語インテンシブ 木３ 綾部 麻美 平常点
法 フランス語インテンシブ 月３ 岩下 綾 平常点
法 フランス語インテンシブ 火３ 岩下 綾 平常点
法 フランス語インテンシブ 木２ 岩下 綾 平常点
法 フランス語インテンシブ 木１ ヴァリエンヌ， コリンヌ 平常点
法 フランス語インテンシブ 金５ ボダン， エマニュエル 平常点
商 フランス語インテンシブⅠｂ 月２ 石川 学 定期試験期間内試験
商 フランス語インテンシブⅠｂ 木３ 御園 敬介 定期試験期間内試験
商 フランス語インテンシブⅡｂ 木２ 石川 学 定期試験期間内試験
商 フランス語インテンシブⅡｂ 金２ 御園 敬介 定期試験期間内試験

商
フランス語インテンシブⅢｂ／フランス
語インテンシブⅢ 火３ ローベル， ロラン 定期試験期間内試験

商
フランス語インテンシブⅢｂ／フランス
語インテンシブⅢ 火４ ローベル， ロラン 定期試験期間内試験

法 フランス語第Ⅱ 木３ 家山 也寿生 平常点
法 フランス語第Ⅱ 月３ 家山 也寿生 平常点
法 フランス語第Ⅱ 金３ 設楽 聡子 平常点
法 フランス語第Ⅱ 月２ 設楽 聡子 平常点
法 フランス語第Ⅱ 火４ 西部 由里子 平常点
法 フランス語第Ⅱ 木５ 西部 由里子 平常点
法 フランス語第Ⅱ 水２ 治山 純子 平常点
法 フランス語第Ⅱ 木３ 治山 純子 平常点
法 フランス語第Ⅱ 金１ 真部 清孝 平常点
法 フランス語第Ⅱ 水１ 真部 清孝 平常点
法 フランス語第Ⅱ 木４ 村上 由美 平常点
法 フランス語第Ⅱ 火５ 村上 由美 平常点
理 プログラミング演習 金１/金２ 小川 愛実／高橋 正樹 定期試験期間内試験 5972
理 プログラミング演習 金１/金２ 中澤 和夫／矢向 高弘 定期試験期間内試験 5971
理 プログラミング基礎同演習 火４ 渡辺 宙志 平常点
理 プログラミング第１同演習 木１/木２ 河野 健二／杉浦 裕太 平常点
文／経／法／商／医／理／薬 文学Ⅱ 木４ 青木 言葉 レポート／平常点
文／経／法／商／医／理／薬 文学Ⅱ 木５ 大出 敦 平常点
文／経／法／商／医／理／薬 文学Ⅱ 月３ 加藤 有佳織 レポート
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文／経／法／商／医／理／薬 文学Ⅱ 木４ 清松 大 レポート／平常点
文／経／法／商／医／理／薬 文学Ⅱ 月４ 恋田 知子 レポート／平常点
文／経／法／商／医／理／薬 文学Ⅱ 木２ 小菅 隼人 レポート
文／経／法／商／医／理／薬 文学Ⅱ 金２ 櫻庭 ゆみ子 レポート／平常点
文／経／法／商／医／理／薬 文学Ⅱ 金２ 瀧本 佳容子 平常点
文／経／法／商／医／理／薬 文学Ⅱ 木３ 竹内 美佳子 レポート／平常点
文／経／法／商／医／理／薬 文学Ⅱ 月２ 津田 眞弓 レポート／平常点
文／経／法／商／医／理／薬 文学Ⅱ 水３ 津田 眞弓 レポート／平常点
文／経／法／商／医／理／薬 文学Ⅱ 木４ 中澤 朋子 レポート
文／経／法／商／医／理／薬 文学Ⅱ 月４ 西尾 宇広 レポート

文／経／法／商／医／理／薬 文学Ⅱ／LITERATURE 2 水５
フォーグル， ヴァルター／VOGL,
WALTER レポート（Report）

文／経／法／商／医／理／薬 文学Ⅱ 水２ 福田 桃子 レポート
文／経／法／商／医／理／薬 文学Ⅱ 金２ 不破 有理 レポート／平常点／リアクションペーパー
文／経／法／商／医／理／薬 文学Ⅱ 月５ レイサイド， ジェイムス Ｍ レポート
文／経／商／医／理／薬 文化人類学Ⅱ 水３ 井本 由紀 平常点
文／経／商／医／理／薬 文化人類学Ⅱ 火４ 梅村 絢美 レポート
法 文化人類学Ⅱ 金２ 小西 公大 レポート
理 分子生物学第１ 木２ 土居 信英 定期試験期間内試験／平常点 16211
理 分析化学１ 火４ チッテリオ， ダニエル／蛭田 勇樹 定期試験期間内試験 23137
理 分布系の数理 木２ 門内 靖明 授業内試験

理
分離化学／分離化学（無機分析基礎
第３） 水１ 栄長 泰明 定期試験期間内試験 32431

文／経／商／医／理／薬 法学Ⅱ（憲法を含む） 月４ 大山 徹 レポート
文／経／商／医／理／薬 法学Ⅱ（憲法を含む） 火２ 金尾 悠香 レポート／平常点
文／経／商／医／理／薬 法学Ⅱ（憲法を含む） 月２ 河村 好彦 レポート
文／経／商／医／理／薬 法学Ⅱ（憲法を含む） 木１ 神野 潔 レポート

文／経／商／医／理／薬 法学Ⅱ（憲法を含む） 火２ 野村 和彦
平常点／授業ごとに提出を求めている課題をふまえて成績を判断いた
します。

文／経／商／医／理／薬 法学Ⅱ（憲法を含む） 木２ 藤田 祥子 平常点
法 法学Ⅱ（憲法を含む） 火１ 薮本 将典 定期試験期間内試験 34709
法 法学Ⅱ（憲法を含む） 火２ 薮本 将典 定期試験期間内試験 34645
文／経／商／医／理／薬 法学Ⅱ（憲法を含む） 火１ 山口 由紀子 平常点
文／経／商／医／理／薬 法学Ⅱ（憲法を含む） 木１ 頼松 瑞生 レポート

法 法学情報処理 金２

岩谷 十郎／太田 達也／大屋 雄裕／
岸田 和明／佐藤 拓磨／杉田 貴洋／
薮本 将典／尹 仁河 レポート

法 法制史概論Ⅱ 火３ 岩谷 十郎／薮本 将典 レポート

法 法の基礎 土１

磯部 哲／岩谷 十郎／大濱 しのぶ／亀
井 源太郎／君嶋 祐子／杉田 貴洋／
鈴木 一夫／田高 寛貴／田村 次朗／
内藤 恵／山本 爲三郎／尹 仁河／吉
村 典久 定期試験期間内試験 27950
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設置学部 科目 曜日時限 担当教員 試験形態 授業コード

法 法の基礎 土２

磯部 哲／岩谷 十郎／大濱 しのぶ／亀
井 源太郎／君嶋 祐子／杉田 貴洋／
鈴木 一夫／田高 寛貴／田村 次朗／
内藤 恵／山本 爲三郎／尹 仁河／吉
村 典久 定期試験期間内試験 36177

経 簿記ｂ 火１ 高田 京子 授業内試験
経 簿記ｂ 金２ 中村 文彦 レポート／平常点／授業支援の小テスト機能を利用
経 簿記ｂ 金３ 中村 文彦 レポート／平常点／授業支援の小テスト機能を利用

経
マクロ経済学初級Ⅰ／ELEMENTARY
MACROECONOMICS 1 火２ 藤原 一平／FUJIWARA, IPPEI

定期試験期間内オンライン試験（Online Exam held within regular exam
period)

経 マクロ経済学初級Ⅱ 火１ 大平 哲 定期試験期間内試験 13423
経 マクロ経済学初級Ⅱ 火２ 千賀 達朗 授業内試験
経 マクロ経済学初級Ⅱ 木１ 廣瀬 康生 定期試験期間内試験 13742
経 マクロ経済学初級Ⅱ 木２ 前多 康男 授業内試験
法／メコ マス・コミュニケーション論Ⅰ 金２ 山口 仁 定期試験期間内試験 5319
理 マテリアルデザイン概論２ 火５ 磯部 徹彦 授業内試験／宿題

経
マルクス経済学Ⅰ／MARXIAN
ECONOMICS 1 火５ 大西 広／OHNISHI, HIROSHI レポート（Report）

経 マルクス経済学Ⅱ 火２ 大西 広 定期試験期間内試験 17956
経 マルクス経済学Ⅱ 月２ 駒形 哲哉 平常点／授業内試験
経 マルクス経済学Ⅱ 木２ 山下 裕歩 平常点
経 ミクロ経済学初級Ⅱ 木１ 石橋 孝次 定期試験期間内試験 35299
経 ミクロ経済学初級Ⅱ 木２ 藤原グレーヴァ 香子 定期試験期間内試験 19100
経 ミクロ経済学初級Ⅱ 火２ 穂刈 享 定期試験期間内試験 19101

経
ミクロ経済学入門Ⅰ／INTRODUCTION
TO MICROECONOMICS 1 木１ 穂刈 享／HOKARI, TORU

定期試験期間内オンライン試験（Online Exam held within regular exam
period)

経 ミクロ経済学入門Ⅱ 火１ 津曲 正俊 定期試験期間内試験 19099
法 民法（債権各論）Ⅱ 水５ 鹿野 菜穂子 定期試験期間内試験 44384
法 民法（債権各論）Ⅱ 火５ 北居 功 定期試験期間内試験／授業内での課題の評価も加える 44382
法 民法（債権総論）Ⅱ 月１ 片山 直也 定期試験期間内試験 45294
法 民法（債権総論）Ⅱ 木２ 田高 寛貴 定期試験期間内試験 34566
法 民法（総論）Ⅱ 水１ 松尾 弘 レポート／平常点
法 民法（総論）Ⅱ 月１ 丸山 絵美子 定期試験期間内試験 34586
法 民法（物権法）Ⅱ 木１ 田高 寛貴 定期試験期間内試験 34521
法 民法（物権法）Ⅱ 火５ 武川 幸嗣 定期試験期間内試験 34551
法 民法Ⅰ 月３/月４ 岩川 隆嗣 定期試験期間内試験 4057

医 メディカル・プロフェッショナリズムⅠ 月３
石井 留美／伊吹 友秀／上杉 奈々／
奈良 雅俊／南 就将 平常点

薬
薬学研究のためのコミュニケーションス
キル２Ａ 金３ 植村 良太郎／森田 朋子 平常点

薬
薬学研究のためのコミュニケーションス
キル２Ａ 金４ 植村 良太郎／森田 朋子 平常点

薬
薬学研究のためのコミュニケーションス
キル２Ａ 水４

フォスター， パトリック Ｊ／レイン， ポー
ル 授業内試験

薬
薬学研究のためのコミュニケーションス
キル２Ａ 水５

フォスター， パトリック Ｊ／レイン， ポー
ル 授業内試験
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設置学部 科目 曜日時限 担当教員 試験形態 授業コード

薬
薬学研究のためのコミュニケーションス
キル２Ｂ 金３ 植村 良太郎／森田 朋子 平常点／プレゼンテーション

薬
薬学研究のためのコミュニケーションス
キル２Ｂ 金４ 植村 良太郎／森田 朋子 平常点／プレゼンテーション

薬
薬学研究のためのコミュニケーションス
キル２Ｂ 水４

フォスター， パトリック Ｊ／レイン， ポー
ル 授業内試験

薬
薬学研究のためのコミュニケーションス
キル２Ｂ 水５

フォスター， パトリック Ｊ／レイン， ポー
ル 授業内試験

薬 有機化学２ 金１ 須貝 威／花屋 賢悟
授業内におけるウェブレポート課題３回分で採点、日時や内容は授業支
援システムで通知済み

文／経／法／商／医／薬 ラテンアメリカ研究Ⅱ 火５ 小原 正 毎回の授業後に提出する小レポート
文／経／法／商／医／薬 ラテンアメリカ研究Ⅱ 水３ 安井 伸 レポート／平常点
理 力学的アナリシス 月４ 三田 彰 平常点
理 理工学概論 水３ 飯島 正／種村 秀紀／能崎 幸雄 平常点
理 流体力学の基礎 火２/金２ 澤田 達男 定期試験期間内試験 5917
理 流体力学の基礎 火２/金２ 河田 卓也／松尾 亜紀子 定期試験期間内試験 6849

理
量子化学基礎／量子化学基礎（物理
化学基礎第２）／生物量子化学 月５ 畑中 美穂 定期試験期間内試験 6013

理 量子力学基礎 月４ 斎木 敏治 レポート／平常点
理 量子力学第１ 月１ 江藤 幹雄 平常点
理 量子力学入門 月２/金２ 清水 智子 授業内レポート、期末レポート
理 量子力学入門 月２/金２ 牧 英之 授業内レポート、期末レポート

経／法／商／薬
料理と科学Ⅱ／SCIENCE AND
COOKING2 水２

フラキ， アントニノ／FLACHI,
ANTONINO レポート（Report）

文／経／法／商／医／理／薬 倫理学Ⅱ／ETHICS 2 金２
エアトル， ヴォルフガング／ERTL,
WOLFGANG 平常点（Class participation marks）

文／経／法／商／医／理／薬 倫理学Ⅱ 木１ 柘植 尚則 レポート
文／経／法／商／医／理／薬 倫理学Ⅱ 水５ 長門 裕介 レポート
文／経／法／商／医／理／薬 倫理学Ⅱ 水４ 水野 俊誠 平常点
文／経／法／商／医／理／薬 倫理学Ⅱ 火１ 村上 暁子 平常点／毎回の授業課題レポート
文／経／法／商／医／理／薬 倫理学Ⅱ 火３ 山本 剛史 平常点
文／経／法／商／医／理／薬 倫理学Ⅱ 火４ 吉田 量彦 レポート
文／経／法／商／医／理／薬 倫理学Ⅱ 火５ 吉田 量彦 レポート
文／経／法／商／医／理／薬 歴史Ⅱ 水２ 新井 和広 レポート
文／経／法／商／医／理／薬 歴史Ⅱ 水３ 新井 和広 レポート
文／経／法／商／医／理／薬 歴史Ⅱ 木２ 新井 和広 レポート
文／経／法／商／医／理／薬 歴史Ⅱ 火４ 石川 博樹 定期試験期間内試験 28537
文／経／法／商／医／理／薬 歴史Ⅱ 火５ 岩下 哲典 レポート
文／経／法／商／医／理／薬 歴史Ⅱ 木２ 岩波 敦子 レポート
文／経／法／商／医／理／薬 歴史Ⅱ 月２ 大島 朋剛 授業内における2回の小テスト
文／経／法／商／医／理／薬 歴史Ⅱ 金２ 小沢 詠美子 レポート
文／経／法／商／医／理／薬 歴史Ⅱ 水３ 片山 杜秀 レポート
文／経／法／商／医／理／薬 歴史Ⅱ 水４ 片山 杜秀 レポート
文／経／法／商／医／理／薬 歴史Ⅱ 木２ 片山 杜秀 レポート
文／経／法／商／医／理／薬 歴史Ⅱ 木４ 佐々木 健策 授業内試験
文／経／法／商／医／理／薬 歴史Ⅱ 火３ 東海林 亜矢子 平常点
文／経／法／商／医／理／薬 歴史Ⅱ／HISTORY 2 火１ 鈴木 晃仁／SUZUKI, AKIHITO Essays in class
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文／経／法／商／医／理／薬 歴史Ⅱ／HISTORY 2 火２ 鈴木 晃仁／SUZUKI, AKIHITO Essays in class
文／経／法／商／医／理／薬 歴史Ⅱ 月４ 伏見 岳志 レポート／平常点
文／経／法／商／医／理／薬 歴史Ⅱ 水１ 伏見 岳志 レポート／平常点
文／経／法／商／医／理／薬 歴史Ⅱ 水３ 伏見 岳志 レポート／平常点
文／経／法／商／医／理／薬 歴史Ⅱ 木４ 舟橋 倫子 授業内試験
文／経／法／商／医／理／薬 歴史Ⅱ 月５ 矢久保 典良 定期試験期間内試験 30052
文／経／法／商／医／理／薬 歴史Ⅱ 水５ 柳谷 あゆみ レポート
文／経／法／商／医／理／薬 歴史Ⅱ 月２ 吉武 憲司 レポート
文／経／法／商／医／理／薬 歴史Ⅱ 火３ 渡辺 丈彦 レポート

経
歴史社会学／HISTORICAL
SOCIOLOGY 月３/水３ ノッター， デビッド Ｍ／NOTTER, DAVID 平常点（Class participation marks）

経 歴史的経済分析の視点 水２ 飯田 恭 レポート
文／経／法／商／医／理／薬 論理学Ⅱ 月４ 秋吉 亮太 レポート
文／経／法／商／医／理／薬 論理学Ⅱ 月５ 秋吉 亮太 レポート
文／経／法／商／医／理／薬 論理学Ⅱ 金４ 秋吉 亮太 レポート
文／経／法／商／医／理／薬 論理学Ⅱ 水２ 佐々木 昭則 定期試験期間内試験 30388
文／経／法／商／医／理／薬 論理学Ⅱ 木３ 佐々木 昭則 定期試験期間内試験 24859
文／経／法／商／医／理／薬 論理学Ⅱ 水３ 弓削 隆一 定期試験期間内試験 37287
文／経／法／商／医／理／薬 論理学Ⅱ 金２ 弓削 隆一 定期試験期間内試験 30306
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