
2016/7/26

2016年度前期末筆記試験掲示

学科 コード 科目名 担当者 教室 持込 内容（持込の場合） 特記事項

創造学習C 380043 ことばとコミュニケーション（英語）A Eric Luong 7月26日 火 1講時 授業教室 可 Presentation on art

380044 ことばとコミュニケーション（英語）B Taro Tsuru 7月26日 火 1講時 授業教室 可 Presentation on festivals

380045 ことばとコミュニケーション（英語）C 勝山 久里 7月26日 火 1講時 授業教室 可 Photo Presentation

380046 ことばとコミュニケーション（英語）D 勝山 久里 7月26日 火 2講時 授業教室 可 Photo Presentation

380048 ことばとコミュニケーション（英語）F Taro Tsuru 7月26日 火 2講時 授業教室 可 Presentation on festivals

380049 ことばとコミュニケーション（英語）G 洞ヶ瀬 かおり 7月26日 火 2講時 授業教室 可 "SHOP SPACE" GROUP PRESENTATION

380051 ことばとコミュニケーション（英語）I 勝山 久里 7月26日 火 3講時 授業教室 可 Photo Presentation

380052 ことばとコミュニケーション（英語）J 洞ヶ瀬 かおり 7月26日 火 3講時 授業教室 可 "SHOP SPACE" GROUP PRESENTATION

380053 ことばとコミュニケーション（英語）K William Hall 7月26日 火 4講時 授業教室 可 Presentation （group） 7/19 講時修正 5 → 4 講時

380054 ことばとコミュニケーション（英語）L J. S Mayrand 7月26日 火 4講時 授業教室 可 Presentation

380055 ことばとコミュニケーション（英語）M Eric Luong 7月26日 火 5講時 授業教室 可 Presentation on art

380056 ことばとコミュニケーション（英語）N William Hall 7月26日 火 5講時 授業教室 可 Presentation （group） 7/19 講時修正 4 → 5 講時

380077 ことばとコミュニケーション（英語）O Taro Tsuru 7月26日 火 3講時 授業教室 可 Presentation on festivals

380082 就職対策基礎Ⅰ 中辻 有里子 7月25日 月 5講時 授業教室 不可

380083 就職対策基礎ⅢA 高山 美枝 7月25日 月 2講時 授業教室 不可

380084 就職対策基礎ⅢB 中辻 有里子 7月25日 月 3講時 授業教室 不可

380104 英会話ⅠA（Travel communication） 勝山 久里 7月25日 月 2講時 授業教室 不可

380105 英会話ⅠB（Travel communication） 勝山 久里 7月26日 火 5講時 授業教室 不可 7/19 講時修正 3 → 5 講時

380111 英会話ⅡA（Art communication） Eric Luong 7月25日 月 4講時 授業教室 可 Presentation on art

380112 英会話ⅡB（Art communication） Eric Luong 7月26日 火 3講時 授業教室 可 Presentation on art

380117 キャリア英語ⅠA（TOEIC/SPI） 勝山 久里 7月25日 月 1講時 授業教室 不可

380122 Academic English A Eric Luong 7月26日 火 2講時 授業教室 可 Presentation

380124 Academic English ⅡA 勝山 久里 7月25日 月 3講時 授業教室 可 授業時に配布したプリント教材

380125 Academic English ⅡB Eric Luong 7月25日 月 5講時 授業教室 可 Presentation

380127 中国語A（初級） 張 莉 8月1日 月 4講時 NA412 不可

380130 フランス語A（初級） 吉川 佳英子 7月25日 月 3講時 授業教室 不可

380131 フランス語B（初級） 吉川 佳英子 7月25日 月 4講時 授業教室 不可

380132 フランス語C（初級） 吉川 佳英子 7月26日 火 3講時 授業教室 不可

380136 イタリア語A（初級） 河上 眞理 7月25日 月 1講時 授業教室 不可 会話試験

380137 イタリア語B（初級） 河上 眞理 7月26日 火 2講時 授業教室 不可 会話試験

380139 イタリア語Ⅱ（中級） Pedoja Edoardo 7月25日 月 5講時 授業教室 不可 会話試験

380140 コリア語A（初級） 朴 忠奎 7月26日 火 1講時 授業教室 可 プリントのみ

380143 ドイツ語A Jonas Marczy 7月26日 火 5講時 授業教室 可 Self - created Conversation

380146 日本語基礎ⅠA 糠野 永未子 7月26日 火 3講時 授業教室 不可

380149 国語力基礎A 君野 隆久 7月25日 月 5講時 授業教室 不可

380150 国語力基礎B 君野 隆久 7月26日 火 4講時 授業教室 不可

380221 日本国憲法A 奥野 恒久 7月26日 火 1講時 J41 不可 7/19 教室変更 授業教室 → J41

380223 人権教育A 毛利 悠 7月26日 火 2講時 授業教室 可 配布プリント

380226 認知心理学A 野村 光江 8月2日 火 5講時
NA401
NA412

可
所定の持込用紙（A4用紙1枚）に手書きしたもののみ可
留学生は辞書持込可

筆記試験実施日
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290120

380240

380260 京都学Ⅱ 田口 章子 7月26日 火 3講時 授業教室 不可

290139

380261

380286 英語ⅠSS Derrick Tran 7月26日 火 4・5講時 授業教室 可 presentation

380287 特殊演習Ⅰ 中辻 有里子 7月25日 月 5講時 授業教室 不可

290002

380288

380289 キャリアデザインⅠB 中辻 有里子 7月25日 月 3講時 授業教室 不可

380305 英語ⅡA（Travel communication） 勝山 久里 7月25日 月 2講時 授業教室 不可

380306 英語ⅡB（Travel communication） 勝山 久里 7月26日 火 5講時 授業教室 不可 7/19 講時修正 3 → 5 講時

380312 英語ⅢA（Art communication） Eric Luong 7月26日 月 4講時 授業教室 可 Presentation on Art

380313 英語ⅢB（Art communication） Eric Luong 7月26日 火 4講時 授業教室 可 Presentation on Art

380319 ことばと表現ⅢA 君野 隆久 7月25日 月 5講時 授業教室 不可

380320 ことばと表現ⅢB 君野 隆久 7月26日 火 4講時 授業教室 不可

380339 日本語中級Ⅰ 糠野 永未子 7月26日 火 4講時 授業教室 不可

380345 日本語基礎ⅠB 糠野 永未子 7月26日 火 5講時 授業教室 可
原稿のみ
口頭試験実施

教職課程 381007 [教職] 教育心理学A 楠奥 繁則 8月1日 月 3講時 NA401 可
自由。ただし、電子辞書、携帯電話、パソコンの持ち込
みは認めない

381011 [教職] 教育課程論A 大貫 守 8月1日 月 5講時 NA402 可
授業中に作成した年表（1枚・手書き）のみ（コピーは不
可）

7/26 持込訂正 不可 → 可

381017 [教職] 教育方法A 安藤 福光 7月23日 土 4講時 授業教室 可 講義で配布した資料および返却したレポート課題 7/19 講時修正 3 → 4 講時

学芸員課程 382001 [学芸員]博物館概論A（博物館系） 幡鎌 真理 8月2日 火 1講時 NA412 可 授業で配布したプリントのみ

美術工芸 320003

383003

320005 美術概論Ⅰ 菊川 亜騎 7月28日 木 1講時 授業教室 可 配布資料、自筆ノートの持ち込み可とする

空間演出
 デザイン

325068

383042

325005

383017

環境デザイン 326001 建築史Ⅰ 松田 剛佐 8月3日 水 5講時 S22 可 教科書、ノート（コピー可）、授業中に配布したプリント

326006 庭園史 河合 健 7月28日 木 3講時 授業教室 可

・授業レジュメ
・授業ノート
・添削済ミニ レポート
・庭園写真ファイル

326020 建築一般構造Ⅱ 村本 真 7月29日 金 1講時 S22 不可 7/8 ： 日程変更

326041 建築設備学 長野 和雄 8月3日 水 4講時 S22 可 中間課題で実施した「まとめ用紙」のみ

映画 327008 専門英語 神野 規人 7月27日 水 5講時 授業教室 不可

舞台芸術 328005

383022

328007 舞台作品研究応用Ⅰ 鈴木 雅恵 7月28日 木 3講時 授業教室 可 授業中に配布した資料 ＋ テキストとして指定した本

328011 舞台芸術史Ⅲ 須川 渡 7月22日 金 5講時 授業教室 可 授業プリント、自筆ノート

アートプロ
デュース

330003 美術史Ⅲ 金子 典正 7月27日 水 3講時 授業教室 可 ノート、プリント、参考図書など、すべて可とする。

330047 実践英語Ⅰ 神野 規人 7月27日 水 2講時 授業教室 不可

330049 実践英語Ⅲ 神野 規人 7月27日 水 1講時 授業教室 不可

可 自筆ノート のみ

舞台芸術論Ⅰ 田尻 陽一 7月28日 木 5講時 授業教室 不可

デザイン造形史 百々 徹 7月27日 水 1講時 授業教室

口述試験：追試の場合要相談

美術工芸史Ⅲ 福本 有寿子 7月28日 木 2講時

空間造形史 百々 徹 7月27日 水 1講時 授業教室 可 自筆ノート のみ

授業教室 可

授業内で配布したレジュメのみ持ち込み可能
授業のメモを別紙にとっている場合は、テスト当日、テ
スト開始までに担当教員へ申し出た者のみメモの持ち
込みが可能

キャリアデザインⅠA 高山 美枝 7月25日 月 2講時 授業教室 不可

日本芸能史Ⅰ 田口 章子 7月25日 月 5講時 J41 可 授業時配布プリント、自筆ノート

情報メディア論 秋山　豊寛 8月2日 火 1講時 NA401 不可
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こども芸術 331022 教育制度論（幼稚園） 四方 利明 8月1日 月 2講時 S21 不可

331026 こどもの保健Ⅱ 高橋 亮 8月2日 火 4講時 S21 不可

331028 社会的擁護 千葉 晃央 8月2日 火 1講時 S21 不可

331030 国語 村田 治彦 8月2日 火 2講時 S21 不可

331039 こどもの食と栄養 佐藤 純子 8月2日 火 5講時 S21 不可

歴史遺産 332001 歴史遺産学概論Ⅰ

332046 歴史遺産学概論

332013 考古学ⅠB

382030 [学芸員]考古学B

382032 [学芸員]考古学ⅠB

382023 歴史文化論Ⅱ 仲 隆裕 7月20日 水 2講時 授業教室 可 制限なし

332029 古文書演習ⅠA 坪井 剛 8月3日 水 2講時 NA403 可
くずし字辞典、国語辞典、その他古文書解読の助けと
なる辞書類、授業で配布したレジュメ類

332030 古文書演習ⅡA 坪井 剛 8月3日 水 2講時 NA403 可
くずし字辞典、国語辞典、その他古文書解読の助けと
なる辞書類、授業で配布したレジュメ類

332039 日本史特論Ⅰ

332053 日本史特講Ⅰ

石神 裕之 8月2日 火 3講時 NA302 可 通信可能な電子機器を除く

梶川 敏夫 8月3日 水 5講時 NA403 不可

仲 隆裕 8月3日 水 3講時 NA403 可
当該授業にて配布した資料、自筆ノート
辞書（電子辞書 可）


