
学科 コード 新・旧 科目名 担当者 教室 持込 内容（持込の場合） 特記事項

159001 （旧） 英語IＳＳ①Ｂ Omar Yusef Baker 7月16・23日 （月） 5講時 授業教室 可 プレゼンに必要な物

169001 （旧） 英語IIＳＳ①Ｂ Omar Yusef Baker 7月16・23日 （月） 6講時 授業教室 可 プレゼンに必要な物

128004 （新）

129003 （旧）

128007 （新）

129006 （旧）

139006 （旧） イタリア語II（中級） 河上　眞理 7月23日 （月） 3講時 授業教室 不可

138007 （新）

139004 （旧）

158010 （新）

159011 （旧）

158003 （新） 英語IIIＡ（中級） 勝山　久里 7月23日 （月） 5講時 授業教室 不可

158001 （新） 英語IＳＳ① Y.Masui 7月23日 （月） 5・6講時 授業教室 不可 プレゼンテーション

219503 (旧旧） フランス語ⅠB

218004 （新）

219004 （旧）

229015 （旧）

228040 （新）

229501 (旧旧） 京都学ＩＩＩ

笹部　朗 2講時 不可 プレゼンテーション

佐々木　郁子 3講時 不可

Omar Yusef Baker 2講時 可

登丸　はるな 3講時 不可

Bridget Helen Scott 2講時 不可 プレゼンテーション

Y.Masui 3講時 不可

Leah　Gershten 7月17日 2講時 可 プレゼンテーション

橋本　美湖 7月24日 3講時 不可

ERIC LUONG 2講時 不可 プレゼンテーション

石井　朝子 3講時 不可

佐々木　郁子 2講時 不可

笹部　朗 3講時 不可 プレゼンテーション

KATE MAHER 7月17日 2講時 不可 プレゼンテーション

勝山　久里 7月24日 3講時 不可

登丸　はるな 2講時 不可

Omar Yusef Baker 3講時 可 辞書、電子辞書

Y.Masui 2講時 不可

Bridget Helen Scott 3講時 不可 プレゼンテーション

勝山　久里 7月24日 2講時 不可

KATH MAHER 7月17日 3講時 不可 プレゼンテーション

橋本　美湖 7月24日 2講時 不可

Leah　Gershten 7月17日 3講時 可 プレゼンテーション

石井　朝子 2講時 可
ｸﾞﾙｰﾌﾟﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ
（京都のB級名所）

ERIC LUONG 3講時 可 プレゼンテーション

238005 （新）

239005 （旧）

239004 （旧） フランス語II（中級） 吉川　佳英子 7月24日 （火） 3講時 授業教室 不可

248032 （新）

249017 （旧）

249006 （旧） コリア語II（中級） 李　相淑 7月24日 （火） 4講時 授業教室 不可

248017 （新） 英語IIA Y.Masui 7月24日 （火） 4講時 授業教室 不可

258016 （新）

259007 （旧）

258013 （新）

259004 （旧）

268001 （新）

269001 （旧）

218007 （新）

219007 （旧）

218011 （新）

219011 （旧）

238008 （新）

239008 （旧）

259013 （旧） キャリアデザインIIIＤ 高橋　晉戒 8月1日 （水） 5講時 J41 可 テキスト、講座内で配布したプリント

148009 （新）

149009 （旧）

228028 （新）

229003 （旧）

249005 （旧） 中国語II（中級） 呉　英玉 8月3日 （金） 2講時 NA409 不可

258015 （新）

259006 （旧）

249501 （旧旧） 中国語ⅠＡ

168003 （新）

169003 （旧）

2012年度前期末筆記試験掲示

芸術教養

芸術教養
6講時

鈴木　雅子芸術史ＩＩＩＡ 可

授業教室 不可

電子機器以外

Presentations=open
theme

中国語A（初級）
呉　英玉 8月3日 （金）

コリア語B（初級） 李　相淑 7月24日 （火）

（火） 5講時 授業教室

不可

不可

キャリアデザインIB 笹部　朗 7月24日

コリア語Ａ（初級）

4講時（火）

（火）李　相淑

1講時

授業教室 不可

授業教室 不可

1講時

7月24日 5講時 授業教室

4講時 J41

J41 可 自筆ノートのみ

不可J41

不可

イタリア語Ｂ（初級） 河上　眞理

英語IIIＢ（中級） KATE MAHER 7月17・24日

228011

228013 （新） 英語IＬ 7月24日

芸術史ＩＩＡ

美術論Ａ 河上　眞理

7月24日

（火）

228012 （新） 英語IＫ

授業教室

（火） 授業教室

（新） 英語IＪ （火）

（火） 授業教室

7月24日 （火） 授業教室

授業教室

228010 （新） 英語IＩ

228009 （新） 英語IＨ

授業教室

228008 （新） 英語IＧ （火） 授業教室

228007 （新） 英語IＦ

228003 （新） 英語IＢ

授業教室

228006 （新） 英語IＥ 7月24日 （火） 授業教室

（火）

高橋　晉戒 8月3日

7月24日

英語IＤ

228004 （新） 英語IＣ

228005 （新）

（金）河上　眞理

（水）

8月1日

（金）

8月2日

（水）

228002 （新） 英語IＡ

不可

授業教室

（火）

7月24日 （火）

7月24日 （火）

2講時 授業教室 可

（火） 授業教室

授業教室

（火）

宗教学Ａ 新井　佑造 8月1日

京都学Ⅱ
田口　章子

7月24日

7月24日

8月3日

J41 可 講座内で配布したプリント

NA302

フランス語Ｂ（初級）

河上　眞理 8月1日

キャリアデザインIＡ

授業教室 不可

3講時

5講時

キャリアデザインIIＡ 高山　美枝

芸術史ＩＡ

（火）

7月24日

1講時

（水）

J41 不可

NA409

授業教室

7月23日 （月） 5講時 テキスト『就職筆記試験問題集（数学分野α）』

配布プリント、自筆ノート

（木）

フランス語Ａ（初級） 吉川　佳英子 7月23日

1講時

（火） 3講時

4講時

吉川　佳英子 7月24日

不可（月） 3講時

可授業教室

河上　眞理

授業教室 不可

2講時 授業教室 不可7月23日 （月）

筆記試験実施日

Academic EnglishＡ 勝山　久里 7月23日 （月） 2講時

イタリア語Ａ（初級）



学科 コード 新・旧 科目名 担当者 教室 持込 内容（持込の場合） 特記事項筆記試験実施日

139101 （旧） [教職]道徳教育の研究Ａ

138101 （新） [教職]道徳教育の理論と実践Ａ

148101 （新）

149101 （旧）

238202 （新）

239202 （旧）

312503 （新） 空間造形史 常見　美紀子 7月18日 （水） 1講時 授業教室 可 自筆ノートと配布プリント

331812 （旧） ファッションデザインIIIＢ 藤本　和賀代 7月30日 （月） 3・4講時 授業教室 不可 合評と試験を兼ねる

322508 （新） 素材学IＢ

321807 （旧） 素材学IC

451801 （旧）

452501 （新）

458304 （新）
（他学科）

459305 （旧）
（他学科）

341902 （旧）

342602 （新）

331901 （旧）

332601 （新）

311502 （旧） 家族援助論 岸本　栄嗣 7月18日 （水） 1講時 授業教室 可
・自筆ノート・授業で配布したレジュメ、資料
※書籍の持込は不可

313101 （新） 児童家庭福祉 浦田　雅夫 7月18日 （水） 2講時 授業教室 不可

321502 （旧）

323102 （新）

413102 （新） 社会的養護 千葉　晃央 7月19日 （木） 1講時 授業教室 不可

411504 （旧） 社会福祉援助技術 浦田　雅夫 7月19日 （木） 1講時 授業教室 不可 15講時目を試験日と
する

423101 （新） 保育の心理学I 岸本　栄嗣 7月19日 （木） 2講時 授業教室 可
・自筆ノート・授業で配布したレジュメ、資料
※書籍の持込は不可

331511 （旧） こども芸術指導研究I 小川　徳子 8月2日 （木） 2講時 S23 可 自筆ノート、配布資料

513101 （新） 乳児保育 平野　知見 8月3日 （金） 1講時 NA409 不可

423105 （新） こどもの食と栄養

421504 （旧） 小児栄養

523101 （新） 保育原理 平野　知見 8月3日 （金） 4講時 NA409 不可

541101 （旧）

543201 （新）

451101 （旧）

453201 （新）

511101 （旧）

513201 （新）

211101 （旧）

213201 （新）

411101 （旧）

413201 （新）

419301
（旧）
（他学科）

423201 （新） 古文書演習IＡ 岸本　香織 8月2日 （木） 2講時 S21 可
辞書類（但、電子辞書は不可）、配布プリント、
自筆ノート

423202 （新） 古文書演習IIＡ 岸本　香織 8月2日 （木） 3講時 S21 可
辞書類（但、電子辞書は不可）、配布プリント、
自筆ノート

421103 （旧）

423203 （新）

423204 （新） 古文書演習IIＢ 8月2日 （木） 3講時 S11 可

531102 （旧） 古文書演習III 岸本　香織 8月3日 （金） 3講時 NA402 可
辞書類(但、電子辞書は不可）、配布プリント、
自筆ノート

141101 （旧）

143201 （新）

311002 （旧） [ASP]専門英語III

313002 （新） 実践英語III

美術工芸 312005 （新） 実践英語III

321003 （旧） [ASP]専門英語

323003 （新） 実践英語I

美術工芸 322009 （新） 実践英語I

410401 （旧旧）

411401 （旧）

412001 （新） 美術概論I

420401 （旧旧） 美術工芸史Ⅴ

421402 （旧）

422002 （新）

429302
（旧）
（他学科）

521003 （旧） [ASP]美術史V

523003 （新） 美術芸術論V

531001 （旧） [ASP]美術史III

533001 （新） 美術史III

美術工芸
美術・工芸

教職

空間

環境

こども

ノート・レジュメ 実施済み

授業配布プリント、ノート

レジュメ、自筆ノート

可

可

歴史遺産

（金） 4講時 授業教室 可

授業教室

中野　志保 7月20日

可

岡本　源太

文化財保存修復特講I 山田　卓司 6月1日

可 本人が書いたノート、メモ、辞書類

ASP

（金） 3講時 授業教室

可

（金） 2講時 授業教室

1講時 J41

7月20日

7月20日 （金） 1講時 授業教室歴史遺産学概論 仲　隆裕

NA301

歴史文化論I （木）

可

3講時 NA301 授業配布プリント

梶川　敏夫

美術工芸史III

空間造形論

古文書演習IB

障害児保育

配布資料、自筆ノートのみ高木　香奈子 8月2日 （木） 2講時

成實　弘至 8月2日 （木）

7月19日 （木）

NA408 不可8月3日 （金） 2講時

5講時 不可

（火）

美術工芸学科掲示板
の美術概論試験注意
事項を事前に確認して
おくこと。

1講時 NA301 不可

不可

NA402

自筆ノート（自分の講義メモ含む）のみ可

坂口　太郎
8月2日

『くずし字用例辞典』
（木） 2講時 S11 可

（木）

・自筆ノート・授業で配布したレジュメ、資料
※書籍の持込は不可

岸本　栄嗣 7月18日 （水）

構造力学 門藤　芳樹 7月18日 （水） 授業教室 可

S21

可

8月2日

美術概論
樋上　千寿 7月19日

末松　剛

佐藤　純子

可

日本史特講I

テキスト、ノート、レジュメ

全て

配布プリント8月1日 （水） 2講時 S21

建築法規 池井　健 8月1日 （水） 3講時

4講時

2講時 授業教室 可

（水） 2講時 授業教室 不可

（水） 1講時 授業教室

ASP
武田　宙也 7月18日

ASP
武田　宙也 7月18日

NA301 可 自筆ノートと配布プリント学芸員 [学芸]博物館概論Ａ 荻野　裕子 8月2日 （木）

7月24日

古濱　伴子

1講時 授業教室 可 ノートのみ可

5講時

外国史

（金）

NA102 可 テキスト、自筆ノート、レジュメプリント

ノート、レジュメ考古学Ｂ 巽　善信 8月3日

[教職]教育方法Ａ 4講時

4講時 可

庄子　大亮

相澤　伸幸 8月6日 （月）

3講時 NA102 テキスト及び自筆ノート、およびレジュメプリント相澤　伸幸 8月6日 （月） 可
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