
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 169001 英語ⅠＳＳ② セオ・ステックラー 1月24日（月）　4講時 授業教室 不可

芸術教養 159002 英語ⅡＳＳ② セオ・ステックラー 1月24日（月）　5講時 授業教室 不可

芸術教養 229012 英語ⅠＬ 橋本　美湖 1月25日（火）　2講時 授業教室 不可

芸術教養 229013 英語ⅠＭ 登丸　はるな 1月25日（火）　2講時 授業教室 不可

芸術教養 229014 英語ⅠＮ ERIC LUONG 1月25日（火）　2講時 授業教室 可 課題に関するもの。ノート、関連書籍

芸術教養 229015 英語ⅠＯ 佐々木　郁子 1月25日（火）　2講時 授業教室 不可

芸術教養 229016 英語ⅠＰ Robert　lolini 1月25日（火）　2講時 授業教室 可 課題に関するもの。ノート、関連書籍

芸術教養 229017 英語ⅠＱ 中川　朗子 1月25日（火）　2講時 授業教室 不可

芸術教養 229018 英語ⅠＲ Leah　Gershten 1月25日（火）　2講時 授業教室 可 課題に関するもの。ノート、関連書籍

芸術教養 229019 英語ⅠＳ 勝山　久里 1月25日（火）　2講時 授業教室 不可

芸術教養 229020 英語ⅠＴ Omar Yusef Baker
1月11日（火）　2講時
1月18日（火）　2講時

授業教室 可 課題に関するもの。ノート、関連書籍

芸術教養 229021 英語ⅠU Y.Masui 1月25日（火）　2講時 授業教室 不可

芸術教養 229022 英語ⅠＶ Bridget Helen Scott1月25日（火）　2講時 授業教室 可 授業プリント

芸術教養 239012 英語ⅡＬ 八橋　聖美 1月25日（火）　3講時 授業教室 可 課題に関するもの。ノート、関連書籍

芸術教養 239013 英語ⅡＭ ERIC LUONG 1月25日（火）　3講時 授業教室 可 課題に関するもの。ノート、関連書籍

芸術教養 239014 英語ⅡＮ 登丸　はるな 1月25日（火）　3講時 授業教室 不可

芸術教養 239015 英語ⅡＯ Robert　lolini 1月25日（火）　3講時 授業教室 可 課題に関するもの。ノート、関連書籍

芸術教養 239016 英語ⅡＰ 佐々木　郁子 1月25日（火）　3講時 授業教室 不可

芸術教養 239017 英語ⅡＱ Leah　Gershten 1月25日（火）　3講時 授業教室 可 課題に関するもの。ノート、関連書籍

芸術教養 239018 英語ⅡＲ 中川　朗子 1月25日（火）　3講時 授業教室 不可

芸術教養 239019 英語ⅡＳ Omar Yusef Baker
1月11日（火）　3講時
1月18日（火）　3講時

授業教室 可 課題に関するもの。ノート、関連書籍

芸術教養 239020 英語ⅡＴ 橋本　美湖 1月25日（火）　3講時 授業教室 不可

芸術教養 239021 英語ⅡU Bridget Helen Scott1月25日（火）　3講時 授業教室 可 授業プリント

芸術教養 239022 英語ⅡＶ Y.Masui 1月25日（火）　3講時 授業教室 不可

芸術教養 129001 英語ⅢＣ 勝山　久里 1月24日（月）　2講時 授業教室 可 授業中に配布したプリント

芸術教養 249002 英語ⅢＤ 佐々木　郁子 1月25日（火）　4講時 授業教室 不可

芸術教養 249006 イタリア語Ｃ Pedoja Edoardo 1月25日（火）　4講時 授業教室 不可

芸術教養 259004 イタリア語Ｄ Pedoja Edoardo 1月25日（火）　5講時 授業教室 不可

芸術教養 249004 フランス語Ｃ 吉川　佳英子 1月25日（火）　4講時 授業教室 不可

芸術教養 149053 フランス語D

芸術教養 149503 フランス語Ⅰ_旧

芸術教養 129003 中国語Ｂ 呉　英玉 1月31日（月）　2講時 NA408 不可

芸術教養 159007
ことばと表現Ⅰ
（Ｅｎｇｌｉｓｈ）②

Omar Yusef Baker
1月17日（月）　5講時
1月24日（月）　5講時

授業教室 可 課題に関するもの。ノート、関連書籍

芸術教養 119025 百科学ⅠＡ 河上　眞理 1月24日（月）　1,2講時 授業教室 可 配布プリント及びノート

芸術教養 139001 百科学ⅠＢ 勝山　久里 1月24日（月）　3、4講時 授業教室 可 配布プリント及びノート

芸術教養 129010 デザイン論 羽生　清 1月24日（月）　2講時 授業教室 可 テキスト、ノート

芸術教養 139008 アジア学 藤原　敬介 1月24日（月）　3講時 授業教室 可 印刷物のみ可

【学部】　2010年度後期　筆記試験

吉川　佳英子 1月24日（月）　4講時 授業教室 不可



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 159010 美術論Ｂ

芸術教養 159504 美術論Ｂ_旧

芸術教養 159014 認知心理学 野村　光江 1月17日（月）　5講時
KE23
KE24

不可 ※1/11修正

芸術教養 219012 社会学Ⅰ

芸術教養 219503 人権とジェンダー_旧

芸術教養 229041 地域学Ｃ 新井　佑造 2月1日（火）　2講時 NA301 可 自筆ノートのみ（コピー類の貼布は不可）

芸術教養 249011 芸術史ⅠＢ

芸術教養 249505 芸術と歴史ⅠＢ_旧

教職 139102 道徳教育の研究Ｂ 相澤　伸幸 1月31日（月）　3講時 NA412 可 学習指導要領解説、プリント、自筆ノート

教職 149102 教育方法Ｂ 相澤　伸幸 1月31日（月）　4講時 NA412 可 テキストおよび自筆ノート

教職 229105 社会科・地歴科教育法稲垣　秀樹 2月1日（火）　2講時 NA408 可 制限なし

341002 美術史Ⅱ

349252 美術史Ⅱ（学芸員）

ＡＳＰ 340002 美術史Ⅱ_旧

331002 美術史Ⅳ

339254 美術史Ⅳ（学芸員）

ＡＳＰ 330002 美術史Ⅳ_旧

ＡＳＰ 431001 芸術論研究Ⅴ

ＡＳＰ 430004 芸術論研究Ⅴ_旧

531002 美術史Ⅵ

539256 美術史Ⅵ（学芸員）

ＡＳＰ 530002 美術史Ⅵ_旧

121101 文化遺産特講Ⅳ

129301 文化遺産特講Ⅳ（他学

241101 考古学Ｂ

249262 考古学Ｂ(学芸員）

歴史遺産 321102 自然地理学 石井　孝行 2月2日（水）　2講時 NA408 可 配布資料、ノート

歴史遺産 331101 歴史遺産基礎Ⅲ 増澤　文武 2月2日（水）　3講時 NA412 可 授業に際して配布したレジュメ、辞書、電子辞書

歴史遺産 431104 古文書演習ⅡＡ 宮本　晋平 2月1日（火）　3講時 NA408 可 『くずし字用例辞典』のみ

歴史遺産 431105 古文書演習ⅠＢ 末松　剛 2月1日（火）　3講時 NA409 可
くずし字用例辞典、
漢和辞典（電子辞書は不可）

歴史遺産 441101 京都地誌 天野　太郎 2月4日(金）　4講時 NA401 不可 ※1/13修正

歴史遺産 511101 歴史遺産学概論 中村　利則 1月14日（金）　1講時 授業教室 不可

歴史遺産 511103 歴史遺産基礎演習ⅠＡ
小原　嘉記
清水　真澄

1月21日（金）　2講時 授業教室 不可

歴史遺産 511104 歴史遺産基礎演習ⅠＢ
小原　嘉記
清水　真澄

1月21日（金）　2講時 授業教室 不可

歴史遺産 521102 日本史特講Ⅱ 末松　剛 2月4日（金）　2講時 NA402 不可

歴史遺産 531101 保存科学基礎Ⅰ 岡田　文男 1月14日（金）　3講時 授業教室 可 レジュメ、自筆ノート

歴史遺産 411101 保存科学基礎Ⅱ 植田　直見 2月4日（金）　1講時 NA401 可 許可範囲なし

歴史遺産 531104 古文書演習ⅣＡ 岸本　香織 2月4日（金）　3講時 NA402 可
配布プリント、自筆ノート、
辞書類（但、電子辞書は不可）

歴史遺産 531106 古文書演習ⅣＢ 高井　多佳子 2月4日（金）　3講時 NA403 可
くずし字用例辞典、配布プリント、
自筆ノート（電子辞書は不可）

可

可

授業中に配布する「持込可用紙（A4)」1枚のみ。
但し、別紙添付や改ざんは認めない。

河上　眞理 1月31日（月）　5講時 NA301

可

授業中に配布したＡ4サイズの「持込可用紙｣1
枚のみ。
そこへ別紙貼り付けは不可。

中川　ユリ子 1月25日（火）　1講時 授業教室 可 自筆ノート、講義中配布プリント

河上　眞理 1月25日（火）　4講時 授業教室

授業ノート、配布プリント

ＡＳＰ
江村　公 2月2日（水）　4講時 NA412 可

指定のテキスト『カラー版西洋美術史』（美術出
版社）、
授業配布レジュメ

ＡＳＰ
坂口　さとこ 2月2日（水）　3講時

NA401

NA102

金澤　弘 2月1日（火）　4講時 NA408

歴史遺産

ＡＳＰ
岡本　源太 2月4日（金）　3講時

歴史遺産 小川　後楽 1月24日（月）　2講時 授業教室

不可

可

自筆ノート

授業で配布したプリント、自筆ノート

可 全て可

巽　善信 1月25日（火）　4講時 授業教室 可



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）

歴史遺産 701105 文化財保存修復特講Ⅳ成瀬　正和 1月8日（土）　5講時 授業教室 不可

美術工芸 311401 素材・材料学Ⅱ 青木　正明 2月2日（水）　1講時 NA102 可 何でも可。携帯電話も持ち込み可能

美術工芸 411402 美術概論

美術工芸 410402 美術概論_旧

美術工芸 421404 色彩学 古川　雄嗣 2月2日（水）　2講時 NA102 可
講義中配布資料、文献・論文等、自筆ノート
（インターネットからプリントアウトしたもの等は
認めない）

こども芸術 311503 身体表現基礎Ⅰ 岩下　徹 1月12日（水）　2講時 授業教室 可 辞書

こども芸術 411501 社会福祉論 坂田　温志 2月4日（金）　2講時 NA401 不可

こども芸術 421503 障害児保育 岸本　栄嗣 1月27日（木）　2講時 授業教室 可 自作ノート、授業時の配布資料

こども芸術 451501 小児保健（実習） 早川　京子 1月27日（木）　1講時 授業教室 不可

こども芸術 511503 こども芸術研究Ⅱ 中川　保子 2月4日（金）　1講時 NA402 可 バスティン、セオリーレッスン

こども芸術 521501 保育原理 平野　知見 1月28日（金）　2講時 授業教室 不可

空間演出デ321806 ファッション造形論Ⅱ 蘆田　裕史 1月26日（水）　2講時 授業教室 可 語学辞書のみ

321802 ファッション概論

329304 ファッション概論（他学科

環境デザイ 311902 建築法規

環境デザイ 310902 建築法規_旧

環境デザイ 341902 構造力学

環境デザイ 340902 構造力学_旧

環境デザイ 421901 建築積算・施工 市居　博 1月20日（木）　2講時 授業教室 不可

【大学院】　2010年度後期　筆記試験
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）

大学院 800101 芸術文化論特論 佐藤　博一 1月17日（月）　3・4講時 授業教室 可 ノート。　留学生は辞書可。

大学院 800301 比較芸術文化論特論 仲　隆裕 1月17日（月）　3・4講時 ＮＡ313 可 制限なし

※科目名についている『（科目名）＿旧』は２００６年度以前入学生科目です。

不可

S22

鈴木　慈子 2月1日（火）　1講時
NA301
NA302

可
指定テキスト、授業時の配布物（レジュメ、課
題）、
ノート

空間演出デ 成實　弘至 2月2日（水）　2講時 NA301 可 テキスト「身体モード論」、配布プリント

池井　健 2月2日（水）　1講時

授業で配布した資料すべて門藤　芳樹 1月26日（水）　4講時 授業教室 可


