
科目名の後に「＿新」と表記しているものは、2011年度入学課程生の科目です。

学科 コード 科目名 担当者 筆記試験実施日 教室 持込 内容（持込の場合）

芸術教養 228001 英語ⅠＡ_新 Y.Masui 7月19日(火)2講時 授業教室 可

芸術教養 228001 英語ⅠＡ_新 笹部　朗 7月12日(火)3講時 授業教室 不可

芸術教養 228002 英語ⅠＢ_新 笹部　朗 7月12日(火)2講時 授業教室 不可

芸術教養 228002 英語ⅠＢ_新 Y.Masui 7月19日(火)3講時 授業教室 可

芸術教養 228003 英語ⅠＣ_新 佐々木　郁子 7月19日(火)2講時 授業教室 不可

芸術教養 228003 英語ⅠＣ_新 Leah　Gershten 7月19日(火)3講時 授業教室 可

芸術教養 228004 英語ⅠＤ_新 Leah　Gershten 7月19日(火)2講時 授業教室 可

芸術教養 228004 英語ⅠＤ_新 佐々木　郁子 7月19日(火)3講時 授業教室 不可

芸術教養 228005 英語ⅠＥ_新 橋本　美湖 7月19日(火)2講時 授業教室 不可

芸術教養 228005 英語ⅠＥ_新 ERIC LUONG 7月19日(火)3講時 授業教室 可

芸術教養 228006 英語ⅠＦ_新 ERIC LUONG 7月19日(火)2講時 授業教室 可

芸術教養 228006 英語ⅠＦ_新 橋本　美湖 7月19日(火)3講時 授業教室 不可

芸術教養 228007 英語ⅠＧ_新 Omar Yusef Baker 7月5日(火)3講時 授業教室 可 作品、作文と発表のための草稿

芸術教養 228007 英語ⅠＧ_新 中川　朗子 7月19日(火)2講時 授業教室 不可

芸術教養 228008 英語ⅠＨ_新 Robert　lolini 7月12日(火)2講時 授業教室 可

芸術教養 228008 英語ⅠＨ_新 勝山　久里 7月19日(火)3講時 授業教室 不可

芸術教養 228009 英語ⅠＩ_新 登丸　はるな 7月19日(火)2講時 授業教室 不可

芸術教養 228009 英語ⅠＩ_新 Bridget Helen Scott 7月19日(火)3講時 授業教室 可

芸術教養 228010 英語ⅠＪ_新 Bridget Helen Scott 7月19日(火)2講時 授業教室 可

芸術教養 228010 英語ⅠＪ_新 登丸　はるな 7月19日(火)3講時 授業教室 不可

芸術教養 228011 英語ⅠＫ_新 中川　朗子 7月19日(火)3講時 授業教室 不可

芸術教養 228011 英語ⅠＫ_新 Omar Yusef Baker 7月5日(火)2講時 授業教室 可 作品、作文と発表のための草稿

芸術教養 228012 英語ⅠＬ_新 勝山　久里 7月19日(火)2講時 授業教室 不可

芸術教養 228012 英語ⅠＬ_新 Robert　lolini 7月12日(火)3講時 授業教室 可

芸術教養 159001 英語ⅠＳＳ① Omar Yusef Baker 7月4日(月)5講時 授業教室 可 作品、作文と発表のための草稿

芸術教養 169002 英語ⅡＳＳ①

全学科目 169501 英語ⅡＳＳ①

芸術教養 258014 英語ⅡＡ_新

芸術教養 259098 英語ⅡＡ
Omar Yusef Baker 7月5日(火)5講時 授業教室 可

Omar Yusef Baker 7月4日(月)6講時 授業教室 可 作品、作文と発表のための草稿

作品、作文と発表のための草稿
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学科 コード 科目名 担当者 筆記試験実施日 教室 持込 内容（持込の場合）

芸術教養 159003 英語ⅢＡ（中級） 勝山　久里 8月1日（月）5講時 S24 不可

芸術教養 159004 英語ⅢＢ（中級） ERIC LUONG 7月18日(月)5講時 授業教室 可

芸術教養 529001 英語ⅣC（上級） Bridget Helen Scott 7月15日(金)2講時 授業教室 可

芸術教養 129001 Academic EnglishＡ 勝山　久里 8月1日（月）2講時 S24 不可

芸術教養 129005 イタリア語Ａ（初級） 河上　眞理 7月18日(月)2講時 授業教室 不可

芸術教養 139006 イタリア語Ⅱ（中級） 河上　眞理 7月18日(月)3講時 授業教室 不可

芸術教養 219004 イタリア語Ｂ（初級） 河上　眞理 7月19日(火)1講時 授業教室 不可

芸術教養 139004 フランス語Ａ（初級） 吉川　佳英子 7月18日(月)3講時 授業教室 不可

芸術教養 219003 フランス語Ｂ（初級）

全学教養 219599 フランス語Ⅰ

芸術教養 239005 フランス語Ⅱ（中級） 吉川　佳英子 7月19日(火)3講時 授業教室 不可

芸術教養 249005 コリア語Ⅱ（中級） 李　相淑 7月19日(火)4講時 授業教室 不可

芸術教養 259004 コリア語Ａ（初級） 李　相淑 7月19日(火)5講時 授業教室 不可

芸術教養 269001 コリア語B（初級） 李　相淑 7月19日(火)6講時 授業教室 不可

芸術教養 259003 中国語Ａ（初級）

全学教養 259503 中国語Ⅰ

芸術教養 249004 中国語Ⅱ（中級） 呉　英玉 8月2日（火）4講時 NA405 不可

芸術教養 149012 美術論Ａ

全学教養 149502 美術論

芸術教養 228027 芸術史ⅠＡ_新

芸術教養 229004 芸術史ⅠＡ

芸術教養 238003 芸術史ⅢＡ_新

芸術教養 239007 芸術史ⅢＡ

全学教養 239501 芸術と歴史Ⅲ

芸術教養 248019 宗教学Ａ_新

芸術教養 249011 宗教学Ａ

芸術教養 159014 キャリアデザインⅠＡ 高山　美枝 7月18日(月)5講時 授業教室 不可

芸術教養 168001 キャリアデザインⅠＢ_新 香林　浩道

芸術教養 169003 キャリアデザインⅠＢ 香林　浩道
NA102

新井　佑造 8月2日（火）4講時 J41 可

呉　英玉 8月2日（火）5講時 NA405 不可

鈴木　雅子 8月2日（火）3講時 J41 可

吉川　佳英子 7月19日(火)1講時 授業教室 不可

不可

授業中に配布するA4サイズの「持込可用紙」1枚のみ。そこへの別紙貼り付けは不可。7月19日(火)2講時 可

7月18日(月)4講時

可 電子辞書以外8月1日（月）1講時

河上　眞理

河上　眞理

授業教室

授業教室

自筆ノートのみ可(配布資料は不可)

ＰＣ以外
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学科 コード 科目名 担当者 筆記試験実施日 教室 持込 内容（持込の場合）

芸術教養 259008 キャリアデザインⅢＡ

芸術教養 269002 キャリアデザインⅢＢ

教職 139101 道徳教育の研究Ａ 相澤　伸幸 8月1日（月）3講時 NA102 可 テキスト、自筆ノート、プリント

教職 149101 教育方法Ａ 相澤　伸幸 8月1日（月）4講時 NA102 可 テキスト、自筆ノート、プリント

学芸員 239201 博物館学ⅠＡ（博物館系） 荻野　裕子 8月2日（火）3講時 NA403 可 自筆ノート

ＡＳＰ 311002 専門英語Ⅲ 武田　宙也 7月20日(水)1講時 授業教室 不可

ＡＳＰ 321002 専門英語 武田　宙也

ＡＳＰ 323001 実践英語Ⅰ_新 武田　宙也

ＡＳＰ 531001 美術史Ⅲ 米倉　迪夫

ＡＳＰ 533001 美術史Ⅲ_新 米倉　迪夫

ＡＳＰ 539253 美術史Ⅲ（学芸員） 米倉　迪夫

ＡＳＰ 541001 美術史Ⅳ 米倉　迪夫

ＡＳＰ 543001 美術史Ⅳ_新 米倉　迪夫

ＡＳＰ 549254 美術史Ⅳ（学芸員） 米倉　迪夫

ＡＳＰ 521003 美術史Ⅴ 岡本　源太

ＡＳＰ 529255 美術史Ⅴ（学芸員） 岡本　源太

歴史遺産 511101 歴史遺産学概論 中村　利則 7月15日(金)1講時 授業教室 可 レジュメ、自筆ノート

歴史遺産 513201 歴史遺産学概論_新 仲　隆裕 7月15日(金)1講時 授業教室 可 レジュメ、自筆ノート

歴史遺産 531103 古文書演習Ⅲ 岸本　香織 7月29日（金）3講時 NA409 可 辞典類（電子辞書は不可）、自筆ノート、配布プリント

歴史遺産 431107 古文書演習ⅡＢ 宮本　晋平 8月3日（水）3講時 NA405 可 くずし字用例辞典

歴史遺産 141101 考古学Ｂ 巽　善信

歴史遺産 149262 考古学Ｂ(学芸員) 巽　善信

歴史遺産 413201 歴史文化論Ⅰ_新 末松　剛 8月3日（水）2講時 NA409 不可

歴史遺産 431104 古文書演習ⅠＡ 末松　剛 8月3日（水）3講時 NA409 可 くずし字用例辞典、漢和辞典、（電子辞書不可）

美術工芸 310401 美術工芸史Ⅱ

美術工芸 311403 美術工芸史Ⅱ

美術工芸 312001 美術工芸史Ⅱ_新

美術工芸 319258 美術工芸史Ⅱ(学芸員)

可髙橋　晉戒 8月3日（水）5講時 J41

授業内配布プリント、自筆ノート
＊日本語を母国語としない者に限り、紙の日本語辞典

レジュメ、ノート

不可

不可

不可

7月29日（金）3講時

テキスト『Career Design Note』、授業中配布プリント

不可

可

可8月1日（月）4講時 S22

NA407

NA404

7月29日（金）4講時

7月20日(水)1講時 授業教室

7月20日(水)2講時

NA404

7月29日（金）2講時

授業教室

河上　眞理
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学科 コード 科目名 担当者 筆記試験実施日 教室 持込 内容（持込の場合）

美術工芸 421402 美術工芸史Ⅲ

美術工芸 429259 美術工芸史Ⅲ(学芸員)

美術工芸 429304 美術工芸史Ⅲ(他学科)

美術工芸 322008 実践英語Ⅰ_新 武田　宙也 7月20日(水)2講時 授業教室 不可

こども芸術 511503 こども芸術研究Ⅱ

こども芸術 513101 こども芸術研究Ⅱ_新

こども芸術 311502 家族援助論 岸本　栄嗣 7月20日(水)1講時 授業教室 可 自筆ノート、授業配布プリント　（テキストは不可）

こども芸術 321502 教育心理学 岸本　栄嗣 7月20日(水)2講時 授業教室 可 自筆ノート、授業配布プリント　（テキストは不可）

こども芸術 323101 こども芸術学概論_新 河上　眞理 7月20日(水)2講時 授業教室 不可

こども芸術 411502 養護原理

こども芸術 413102 社会的養護_新

こども芸術 411504 社会福祉援助技術 浦田　雅夫 7月21日(木)1講時 授業教室 不可

こども芸術 421501 発達心理学

こども芸術 423101 保育の心理学Ⅰ_新

こども芸術 511501 初等教育原理 岸　優子 7月29日（金）1講時 NA404 可 テキスト、自筆ノート、授業配布プリント

こども芸術 421502 小児栄養 佐藤　純子 8月3日（水）4講時 NA409 可 電卓(携帯電話は不可)

こども芸術 331511 こども芸術指導研究Ⅰ（木） 小川　徳子 8月3日（水）2講時 NA404 可 自筆ノート

こども芸術 511502 乳児保育 平野　知見 7月29日（金）1講時 NA408 不可

こども芸術 523101 保育原理_新 平野　知見 7月29日（金）2講時 NA405 不可

空間演出Ｄ 321805 空間造形論

空間演出Ｄ 329306 空間造形論(他学科)

空間演出Ｄ 331801 ファッション造形論Ⅰ

空間演出Ｄ 339303 ファッション造形論Ⅰ(他学科）

空間演出Ｄ 341801 素材学ⅠＣ 長谷川　浩 8月3日（水）4講時 NA408 可 テキスタイルハンドブック、授業内配布資料、自筆ノート、電卓

空間Ｄ 311803 ファッション史 蘆田　裕史 7月20日(水)1講時 授業教室 可 語学辞書のみ

環境Ｄ 330901 建築法規

環境Ｄ 331901 建築法規

環境Ｄ 341902 構造力学 門藤　芳樹 7月20日(水)4講時 授業教室 可 制限なし

池井　健 8月3日（水）3講時 可 テキスト、自筆ノート、レジュメNA402

成實　弘至 8月3日（水）3講時 可 テキスト「20世紀ファッション文化史」S22

自筆ノート、授業配布プリント　（テキストは不可）

成實　弘至 8月3日（水）2講時 可 授業配布プリント、手書きノート
S22(空間・ﾌｧｯｼｮﾝ),
S23（ＰＤ，他学科生）

岸本　栄嗣 7月21日(木)2講時 授業教室 可

千葉　晃央 7月28日(木)1講時 S11 不可

可 楽譜（実技）

8月2日（火）2講時 配布資料、自筆ノート、自学習した資料(電子辞書不可)

7月15日(金)1講時

NA402 可高木　香奈子

木澤　香俚 S41
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