
時間割ｺｰﾄﾞ 科目名 担当教員名 試験種別 試験実施日 時限 試験実施講義室 ﾚﾎﾟｰﾄ提出締切日時 ﾚﾎﾟｰﾄ提出場所 備考

1111 微分積分学基礎 小櫃　邦夫 筆記試験 2月7日(月) 1 ２２０講義室

1112 情報数学Ⅲ 青山　究 教員より別途案内（期末試験期間中に試験は行わない）

1113 微分積分学基礎 石田　裕昭 筆記試験 2月7日(月) 1 １０４講義室

1114 微分積分学基礎 田中　恵理子 筆記試験 2月7日(月) 1 １０１講義室

1211 情報数学 A 古澤　仁 レポート（教員より別途案内）

1212 物性物理学入門 廣井　政彦 レポート（教員より別途案内）

1213 植物生態学 渡部　俊太郎 レポート（教員より別途案内） 2月11日(金) manaba

1214 情報理論 新森　修一 レポート（教員より別途案内）

1215 量子力学Ⅲ 藤井　伸平 筆記試験 2月7日(月) 2 ２１４講義室

1216 環境化学 冨安　卓滋 教員より別途案内（期末試験期間中に試験は行わない）

1311 理学とキャリアを考える 愛甲　正 レポート（教員より別途案内） 教員の指示による 教員の指示による

1312 無機化学 Ⅰ 神﨑　亮 筆記試験（期末試験期間中に試験は行わない）

1314 非平衡系の科学 秦　重史 筆記試験（教員より別途案内） 2月7日(月) 3 共通教育棟３号館３２２講義室 変更の可能性あり。最新情報はmanabaにて確認すること。

1315 生命化学演習A 池永　隆徳 期末試験期間中に試験は行わない

1316 生命化学演習B 池永　隆徳 期末試験期間中に試験は行わない

1317 科学論文講読法（地球環境） 宮町　宏樹 教員より別途案内（期末試験期間中に試験は行わない）

1411 分子・細胞生物学基礎 内海　俊樹 期末試験期間中に試験は行わない

1412 微分積分学Ⅱ 石田　裕昭 筆記試験 2月7日(月) 4 共通教育棟４号館４２１講義室

1413 力学Ⅱ 永山　貴宏 筆記試験 2月7日(月) 4 １０１講義室

1414 測地測量学 中尾　茂 筆記試験 2月7日(月) 4 共通教育棟３号館３３１講義室

1511 物理数学基礎 廣井　政彦 筆記試験 2月7日(月) 5 共通教育棟１号館１１１講義室

2111 線形代数学Ⅱ 近藤　剛史 筆記試験 2月8日(火) 1 ２２０講義室

2112 熱力学 小山　佳一 筆記試験 2月8日(火) 1 共通教育棟３号館３２１講義室

2113 有機化学Ⅱ 岡村　浩昭 筆記試験（期末試験期間中に試験は行わない） 共通教育棟４号館４３１講義室 小テスト4回の実施を予告済み

2114 鉱物化学 河野　元治 教員より別途案内

2115 科学論文講読法（地球環境） 佐藤　正典 筆記試験 12月21日(火) 1 １０４講義室

2211 動物系統分類学 上野　大輔 教員より別途案内（期末試験期間中に試験は行わない）

2212 計算機統計学 塚田　大史 レポート（教員より別途案内）

2213 理論宇宙物理学 和田　桂一 筆記試験 2月1日(火) 2 １０１講義室

2214 生命情報学 内海　俊樹 教員より別途案内（期末試験期間中に試験は行わない）

2311 多様性生物学基礎 宮本　旬子 教員より別途案内（期末試験期間中に試験は行わない）

2312 情報数理学基礎 A 青山　究 教員より別途案内（期末試験期間中に試験は行わない）

2313 電磁気学Ⅱ 新永　浩子 筆記試験 2月10日(木) 4 共通教育棟１号館１１１講義室

2314 応用数学 宮町　宏樹 教員より別途案内（期末試験期間中に試験は行わない）

2315 数学教材研究法 Ⅲ 内田　豊海 レポート（教員より別途案内） 2月22日(火) manabaを通して提出

2317 天体観測実習 半田　利弘 レポート（教員より別途案内）

2318 物性実験 廣井　政彦 教員より別途案内（期末試験期間中に試験は行わない）

2319 構造地質学 山本　啓司 レポート（期末試験期間中にレポート提出は行わない） 2月1日(火) 337教員室

2411 情報化社会及び情報倫理 末永 勝征 筆記試験（期末試験期間中に試験は行わない） 1月18日(火) 5 ２２０講義室

2412 植物系統学 宮本　旬子 レポート（教員より別途案内）

2413 地史学 北村　有迅 筆記試験 2月8日(火) 4 １０１講義室

2511 地形学 井村　隆介 レポート（教員より別途案内） 提出期限や提出先など詳細は別途指示します。

3111 数学教材研究法Ⅰ 山口武志 レポート（期末試験期間中にレポート提出は行わない）

3112 火山物理学Ⅱ 井口　正人 レポート（教員より別途案内） 12月22日(水) manaba（宮町対応）

3211 理科教育法 内ノ倉　真吾 筆記試験 2月2日(水) 2 １０４講義室

4111 有機化学基礎・生化学基礎 濵田　季之 筆記試験 2月3日(木) 1 共通教育棟１号館１１１講義室

4112 位相数学Ⅰ 村上　雅亮 筆記試験 2月3日(木) 1 ２２０講義室 持ち込みなし。

4113 神経生理学 池永　隆徳 筆記試験 2月3日(木) 1 共通教育棟３号館３２１号教室

4114 地質図学 山本　啓司 レポート（期末試験期間中にレポート提出は行わない） 1月27日(木) 337教員室

4115 代謝生化学 伊東　祐二 筆記試験（教員より別途案内） 2月3日(木) 1 １０３講義室

4211 物理化学 Ⅱ 神長　暁子 レポート（教員より別途案内） 2月3日(木) manaba

4212 応用プログラミング 西田　詩 筆記試験 2月3日(木) 2 １０１講義室 教科書１冊＋参考書１冊持込可

4213 遺伝子発現のしくみ 九町　健一 教員より別途案内（期末試験期間中に試験は行わない） 詳細については既に講義で伝えてあります。

4214 地層学・古生物学実験 山本　啓司 レポート（教員より別途案内） 教員より別途指定 教員より別途指定

4311 情報科学基礎 Ⅱ 新森　修一 筆記試験 2月3日(木) 3 １０１講義室

4312 物理のための数学Ⅱ 野澤　和生 筆記試験 2月3日(木) 3 ２２０講義室

4313 分析化学実験 児玉谷　仁 期末試験期間中に試験は行わない

4315 有機化学実験 鬼束　聡明 期末試験期間中に試験は行わない

4316 分子細胞生理学実験 Ⅰ 池永　隆徳 期末試験期間中に試験は行わない

4317 多様性生物学実験 宮本　旬子 レポート（教員より別途案内）

4411 力学基礎 三井　好古 レポート 2月3日(木) manaba

4412 相対論 和田　桂一 筆記試験 2月3日(木) 4 共通教育棟４号館４３１号講義室

5111 確率・統計Ⅰ 松本　詔 筆記試験 2月4日(金) 1 ２１１講義室

5112 複素解析 中西　裕之 教員より別途案内

5113 生化学 Ⅱ 伊東　祐二 筆記試験（教員より別途案内） 2月4日(金) 1 ２２０講義室

5114 微生物学 内海　俊樹 期末試験期間中に試験は行わない

5211 無機化学基礎・物理化学基礎 児玉谷　仁 教員より別途案内（期末試験期間中に試験は行わない）

5212 行動生態学 冨山　清升 レポート（期末試験期間中にレポート提出は行わない） 試験は行いません 毎時間の小レポートを集計します。

5213 岩石学 礼満　ハフィーズ レポート（教員より別途案内）

5214 情報数理学Ｂ 古澤　仁 レポート（教員より別途案内）

5215 固体物理Ⅱ 三井　好古 筆記試験 2月4日(金) 2 １０１講義室

5216 感覚情報学 笠井　聖仙 筆記試験 2月4日(金) 2 １０４講義室

5311 幾何学Ⅰ 田中　恵理子 レポート（教員より別途案内）

5312 天文学入門 和田　桂一 レポート（教員より別途案内）

5313 システム理論 古屋　保 レポート（教員より別途案内）
期末試験は行わず、授業中に数回程課しているレポートや小課題の評点の
総計を評価とする。

5314 地震テクトニクス 小林　励司 教員より別途案内（期末試験期間中に試験は行わない）

5315 鉱物学・岩石学実験 河野　元治 レポート（期末試験期間中にレポート提出は行わない） 1月28日(金) 337教員室 後半担当の山本による指定（前半のレポートは既に締切）。

5411 線形代数学基礎 近藤　剛史 筆記試験 2月4日(金) 4 １０４講義室

5411 線形代数学基礎 愛甲　正 筆記試験 2月4日(金) 4 共通教育棟３号館３１１講義室

5411 線形代数学基礎 青山　究 筆記試験 2月4日(金) 4 ２２０講義室 持ち込み不可。

9011 数理情報基礎ＡⅡ 青山　究 教員より別途案内（期末試験期間中に試験は行わない）

9012 統計学Ⅱ 吉田　拓真 教員より別途案内 概要は講義中、受講者に通達する。

9013 数学演習Ⅰ 愛甲　正 教員より別途案内 1月31日(月)

9014 数学演習Ⅲ 近藤　剛史 期末試験期間中に試験は行わない

9015 位相数学Ⅰ演習 村上　雅亮 期末試験期間中に試験は行わない 普段のレポートにより評価する。

9016 幾何学Ⅰ演習 田中　恵理子 教員より別途案内

9017 確率論Ⅰ演習 松本　詔 レポート（教員より別途案内）

9018 代数学Ⅰ 伊藤　稔 筆記試験 2月3日(木) 4 ２１２講義室 持ち込みなし。

9019 代数学Ⅰ演習 伊藤　稔 期末試験期間中に試験は行わない

9020 解析学Ⅰ 松本　詔 筆記試験（期末試験期間中に試験は行わない）

9021 解析学Ⅰ演習 松本　詔 レポート（教員より別途案内）

9022 複素解析学Ⅰ 石田　裕昭 筆記試験 2月4日(金) 4 １０３講義室

9027 フーリエ解析 高桑　繁久 その他 講義中のリアルタイムの演習により評価する。

9028 量子力学Ⅰ 野澤　和生 筆記試験 2月9日(水) 1 テキスト、ノート等の持込可。

9029 量子力学基礎演習 野澤　和生 レポート（教員より別途案内）

9030 波と振動の物理学 中西　裕之 教員より別途案内

9031 宇宙科学基礎演習 塚本　裕介 期末試験期間中に試験は行わない 毎回のレポートの点数によって成績評価する。

9040 微生物生化学実験 内海　俊樹 教員より別途案内（期末試験期間中に試験は行わない）

令和3年度後期期末試験

授業中に指示


