
2013年度前期末筆記試験掲示

学科 コード 新・旧 科目名 担当者 教室 持込 内容（持込の場合）

290174 （旧） 特殊演習ⅣB 高山 美枝 7月23日 （火） 5講時 授業教室 不可

290180 （旧） 英語ⅡSS(2) Y．Masui 7月22日 （月） 6講時 授業教室 不可

380098 （新） 英語ⅠA Eric Luong 7月23日 （火） 2講時 授業教室 可 特に指定なし

Kate Maher 2講時 可 特に指定なし

笹部　朗 3講時 不可

Omar Yusef Baker 2講時 可 辞書、電子辞書

Y．Masui 3講時 不可

Derrick Tran 2講時 可 特に指定なし

橋本 美湖 3講時 不可

Leah Gershten 2講時 可 特に指定なし

勝山 久里 3講時 不可

Bridget Helen Scott 2講時 可 特に指定なし

登丸 はるな 3講時 不可

登丸 はるな 2講時 不可

Bridget Helen Scott 3講時 可 特に指定なし

勝山 久里 2講時 不可

Leah Gershten 3講時 可 特に指定なし

橋本 美湖 2講時 不可

Derrick Tran 3講時 可 特に指定なし

Y．Masui 2講時 不可

Omar Yusef Baker 3講時 可 辞書、電子辞書

笹部　朗 2講時 不可

Kate Maher 3講時 可 特に指定なし

380109 （新） 英語ⅠL Eric Luong 7月23日 （火） 3講時 授業教室 可 特に指定なし

380122 （新） 英語ⅡA Y．Masui 7月23日 （火） 4講時 授業教室 不可

380125 （新） 5・6講時

290023 （旧） 5講時

380128 （新）

290026 （旧）

380129 （新）

290027 （旧）

380130 （新）

290028 （旧）

380134 （新）

290032 （旧）

380135 （新）

290033 （旧）

380136 （新）

290034 （旧）

380138 （新）

290036 （旧）

380139 （新） 中国語B（初級） 呉 英玉 7月23日 （火） 5講時 授業教室 不可

380143 （新）

290041 （旧）

380144 （新）

290042 （旧）

380147 （新）

290045 （旧）

380148 （新）

290046 （旧）

380149 （新）

290047 （旧）

380152 （新）

290050 （旧）

380153 （新）

290051 （旧）

380154 （新）

290052 （旧）

380157 （新）

290055 （旧）

芸術教養

筆記試験実施日

Y．Masui 7月22日 （月） 授業教室

授業教室

7月23日

英語ⅢB（中級） Bridget Helen Scott 7月23日

7月23日

英語ⅠC （火）

英語ⅠD

（火）

英語ⅠSS(2)

（火）

不可

英語ⅢA（中級） 勝山 久里 7月22日 （月） 2講時 授業教室

不可不可

授業教室 不可

不可

7月23日 授業教室

不可

不可

不可授業教室

不可

イタリア語A（初級）

英語ⅣB（キャリア） 7月23日 （火） 授業教室

英語ⅢC（中級） 7月16日・23日 （火） 授業教室

英語ⅣA（キャリア）

呉 英玉

河上 眞理

3講時

3講時

1講時

Academic English A （月）

フランス語A（初級） 7月22日 （月）

7月22日 授業教室

不可不可

中国語A（初級） 7月23日 （火）

3講時

4講時 授業教室

（火）

吉川 佳英子

1講時

フランス語Ⅱ（中級） 7月23日 （火）

吉川 佳英子

吉川 佳英子

7月23日フランス語B（初級）

笹部　朗 1講時

橋本 美湖

勝山 久里

（火） 授業教室1講時

（火）

（新）

7月23日

380099 （新） 英語ⅠB

（火）

7月23日

（火）

（火）

380100 （新）

380103 （新） 英語ⅠF

英語ⅠE380102 （新）

380101

英語ⅠJ （火）

380104 （新） 英語ⅠG （火）7月23日

380105 （新） 英語ⅠH

380108 （新） 英語ⅠK （火）

授業教室

授業教室

授業教室

授業教室

授業教室

（火）

7月23日

7月23日

7月23日

7月23日

7月23日

380107 （新）

380106 （新） 英語ⅠI

可 特に指定なし

授業教室

授業教室

授業教室

授業教室

不可

授業教室

コリア語A（初級）

1講時 授業教室 可 特に指定なし

Kate Maher 5講時

コリア語B（初級）コリア語B（初級） 李 相淑 7月23日 （火） 5講時

7月22日 （月） 授業教室

不可

イタリア語Ⅱ（中級） 河上 眞理 7月23日 （火） 2講時 授業教室

イタリア語B（初級） 河上 眞理 7月22日 （月） 4講時 授業教室

李 相淑 7月23日 （火） 4講時 授業教室 不可

コリア語Ⅱ（中級） 李 相淑 7月23日 （火） 6講時 授業教室 不可

不可

不可



380174 （新）

290072 （旧）

380181 （新）

290079 （旧）

380192 （新）

290090 （旧）

380198 （新）

290096 （旧）

380201 （新）

290099 （旧）

380205 （新）

290103 （旧）

380225 （新）

290123 （旧）

380240 （新）

290138 （旧）

380283 （新）

290201 （旧）

380284 （新） 特殊演習ⅠB 高山 美枝 7月22日 （月） 3講時 授業教室 可 授業で配布したプリント

380285 （新） 特殊演習ⅠC 高山 美枝 7月23日 （火） 2講時 授業教室 可 授業で配布したプリント

380286 （新） 特殊演習ⅠD 高山 美枝 7月23日 （火） 3講時 授業教室 可 授業で配布したプリント

381013 （新） [教職]道徳教育の理論と実践A 相澤 伸幸 7月31日 （水） 4講時 NA301 可 テキスト、自筆ノート、プリント

381017 （新）

291017 （旧）

学芸員 382001 （新） [学芸]博物館概論A 荻野 裕子 7月31日 （水） 3講時 NA102 可 自筆ノートと博物館法のプリント

325009 （新） 空間造形史

218010 （旧） ファッション史

325008 （新）

383014
（新）
（他学科）

218008 （旧）

293008
（旧）
（他学科）

326008 （新）

219008 （旧）

326009 （新）

219009 （旧）

215013 （旧） 精神保健 浦田 雅夫 7月19日 （金） 2講時 授業教室 可 レジュメ、配布物（書籍類のコピーは不可）

331002 （新） 保育の心理学Ⅰ 岸本 栄嗣 7月25日 （木） 2講時 S24 可 レジュメ等の配布物、自筆ノート

331006 （新） 保育原理 大橋 喜美子 7月12日 （金） 2講時 授業教室 不可

331008 （新） 社会的養護 千葉 晃央 7月18日 （木） 1講時 授業教室 不可

331014 （新）

215016 （旧）

331026 （新）

215023 （旧）

331028 （新） こどもの食と栄養

215025 （旧） 小児栄養

331035 （新） 家庭支援論

215014 （旧） 家族援助論

331043 （新） ソーシャルワーク演習

215028 （旧） 社会福祉援助技術

331044 （新） 保育内容Ⅰ 小川 徳子 8月1日 （木） 3講時 NA302 可 自筆ノート、配布資料、返却レポート

332001 （新）

211001 （旧）

332002 （新）

211002 （旧）

332009 （新）

211008 （旧）

332016 （新）

211015 （旧）

332026 （新）

211025 （旧）

332027 （新） 古文書演習ⅠB 坂口 太郎 8月1日 （木） 2講時 NA301 可 『くずし字用例辞典』、自筆ノート

332028 （新） 古文書演習ⅡA 岸本 香織 8月1日 （木） 3講時 NA102 可
配布プリント、自筆ノート、辞書類（電子辞
書は不可）

332029 （新） 古文書演習ⅡB 坂口 太郎 8月1日 （木） 3講時 NA301 可 『くずし字用例辞典』、自筆ノート

芸術教養 可 授業中に指示する認知心理学A 野村 光江 7月23日 （火） 5講時 授業教室

可 授業で使用したプリント歴史学 冨永 望 8月1日 （木） 1講時 NA302

教職

乳児保育 大橋 喜美子 7月12日 （金） 1講時

浦田 雅夫 7月11日 （木） 1講時 授業教室 不可

2講時 授業教室 可

不可授業教室

レジュメ等の配布物、自筆ノート

佐藤 純子 8月1日 （木） 4講時 NA302 不可

岸本 栄嗣 7月17日

可
授業で配布したプリント
自筆ノート（コピー不可）

テキスト、自筆ノート

2講時 NA302 可

[教職]教育方法A 相澤 伸幸 7月31日 （水） 5講時 NA301

（水） 1講時 NA302

2講時 NA102 可
配布プリント、自筆ノート、辞書類（電子辞
書は不可）

可

4講時

空間造形論 成實 弘至 8月1日 （木） すべて

常見 美紀子 7月31日

可 すべて

建築法規 池井 健 8月2日 （金） 3講時 NA102

構造力学

可 テキスト、レジュメ、自筆ノート

障害児保育 岸本 栄嗣 7月17日 （水） 1講時 授業教室 可 レジュメ等の配布物、自筆ノート

歴史遺産学概論 仲 隆裕 7月19日 （金） 1講時 授業教室 可 レジュメ、自筆ノート

文化財保存修復論Ⅰ 山田 卓司 7月19日 （金） 2講時 授業教室 可 すべて

1講時 NA102 不可

外国史 庄子 大亮 7月23日 （火） 1講時 可 ノート、配布資料授業教室

授業教室門藤 芳樹 7月17日

授業教室 授業で配布したプリント

（水） 2講時 NA102

特殊演習ⅠA 高山 美枝 7月22日 （月） 2講時

可 授業時に配布したプリント

可 電子機器以外

京都学Ⅱ 田口 章子 7月23日 （火） 2講時 授業教室

不可

情報メディア論A 秋山 豊寛 7月23日 （火） 1講時 授業教室 不可

（水） 4講時 NA302

7月22日 （月） 3講時 授業教室

（木）

歴史遺産
歴史文化論Ⅰ 末松 剛 8月2日

環境D

古文書演習ⅠA

（金）

（水）

こども芸術

可

（水） 1講時 NA102

芸術史ⅢA 鈴木 雅子 7月31日

人権教育A 毛利 悠

可 自筆ノートのみ

岸本 香織 8月1日

（水）

可 授業中に配布したプリントのみ可

美術論A 河上 眞理

空間演出

7月31日

宗教学A 新井 佑造 7月31日



328009 （新）

213009 （旧）

320003 （新）

214003 （旧）

320007 （新）

214006 （旧）

330032 （新） 実践英語Ⅰ

210036 （旧） 専門英語

330034 （新） 実践英語Ⅲ

210038 （旧） 専門英語Ⅲ

330043 （新） 芸術論研究Ⅱ 吉澤 弥生 7月17日 （水） 1講時 授業教室 可 すべて

ASP

可 テキスト及び手書きのノート舞台芸術特講Ⅰ 桑山 智成 7月19日 （金）

（金）

（木）

高木 香奈子

樋上 千寿

舞台芸術

NA102

授業教室

3講時 授業教室

美術概論Ⅰ

美術工芸史Ⅲ

美術工芸

8月2日

7月18日

不可

神野 規人 7月17日 （水） 1講時

2講時

1講時

授業教室 不可

神野 規人 7月17日 （水） 2講時 授業教室

可

可

配布資料、自筆ノート、自学習した紙媒体の資料

自筆ノート、自分の「講義メモ」のみ


