
【専門科目】

日時 担当者 科目名 持込等
絵画Ⅰ 持込自由

卒業研究Ⅰ 持込自由

安齋 哲

栗田 融

加來 卯子

佐藤 慈

佐野 彰

星野 浩司

ブルベス ジェローム

伊藤 高志

黒岩 俊哉

北島 己佐吉

釜堀 文孝

井上 友子

井上 貢一

岩田 敦之

7/29（月） 南　聡 絵画Ⅲ 持込自由

7/29（月） 星野 浩司 番組制作論 ノート、配布資料

□材料学

材料学

7/29（月） 渡邊 雄二 地域文化論 持込自由

ブランドデザイン論 ノート、配布資料

デザインマネジメント論 ノート、配布資料

飯高 由希雄

後藤 宏

坂本 浩

藤田 公一

□美術概論

美術概論

7/30（火） 碇 好生 建築生産論 持込自由

7/30（火） 渡邊 雄二 日本美術史 持込自由

7/30（火） 田口 淳一 フォトジャーナリズム論 持込自由

三枝 孝司
・岡本 明久

西川 洋一郎

金 尾勁

田 スンヒョク

青木 幹太

佐藤 昭則
8/2（木） 卒業研究Ⅰ 持込自由

7/29（月）
卒業研究Ⅰ
＊卒業研究

持込自由

7/29（月）
卒業研究Ⅰ
＊卒業研究

プレゼンデータ、規定のA4概要2ページ
持込自由

7/29（月） 栗田 融 配布資料、自筆ノート

7/30（火） 北島 己佐吉

7/30（火） 卒業研究Ⅰ

令和元年度　芸術学部前学期定期試験持ち込み物件一覧表

7/27（土）

7/29（月）
卒業研究Ⅰ
＊卒業制作・研究１

持込自由

卒業研究Ⅰ プレゼンテーション資料

7/27（土） 古本 元治

持込自由

7/30（火） 井上 友子
ノート、配布資料、授業中に撮影したスライ
ド写真を整理したもの

7/31（水）
＊卒業研究
卒業研究

持込自由



担当者 科目名 持ち込み物件

あ 朝倉 拓郎 □現代の政治 配布資料

飯嶋 裕治 □倫理学 ノート、配布資料

井上 法久 □人権・同和問題 テキスト、配布資料

井料 洋美 ◇一般日本事情Ⅰ ノート、配布資料、辞書(スマートフォン不可)

※工業科教育法 ノート（コピー不可）、学習指導要領

※教科指導法研究Ⅰ(工業) ノート（コピー不可）、学習指導要領

□生涯学習の基礎 テキスト、ノート、配布資料

□生涯学習概論 テキスト、ノート、配布資料

か 梶原 忠裕 □地学の世界/□地球環境 ノート、配布資料

片桐 康宏 □世界の歴史 直筆のノートのみ

鎌田 厚志 □現代の政治 持込自由

鴈野 重之 □科学の世界/□物理の世界 ノート

川野 祐二 □科学・技術史 ノート、配布資料

木村 俊夫 □法学 テキスト、ノート、配布資料

久芳 崇 □世界の歴史/□アジアの歴史 テキスト、ノート、配布資料、辞書(電子辞書不可)、書籍可

後藤 啓倫 □現代の政治 配布資料

さ 佐喜本 愛 ※教育の方法・技術 指定のプリント

貞永 靖 □人権・同和問題 テキスト、ノート、配布資料、返却したレポート

佐藤 岳詩 □倫理学 持込自由

篠崎 元 □ドイツ語Ⅰ ノート　※ノートは自筆のものに限る。コピー等は不可。

関根 順一 □現代の経済 テキスト

た 田井 康雄 ※教育原理 持込自由

高野 誠司 □文化人類学 持込自由

髙橋 直樹 □科学の世界/□動物行動学 ノート、配布資料

田中 真理 □文学の世界/□日本の文学 ノート、配布資料

□中国語会話Ⅰ ノート

□中国語会話Ⅲ ノート

戸田 宏治 ◇日本の政治経済Ⅰ ノート

な 中軽米 明子 □世界の歴史/□ヨーロッパの歴史 ノート、配布資料

長野 俊樹 □音楽概論 ノート　※持込むノートは自筆に限る（コピーやプリントアウトは不可。ルーズリーフ可）

成末 繁郎 □文化人類学 ノート、配布資料

西谷 郁 □文学の世界 テキスト、ノート、配布資料

任 春江 □フランス語Ⅰ テキスト、ノート、配布資料、辞書(任意)　※自分の手書きノートは、可

野田 徹 □世界の歴史/□アジアの歴史 ノート、配布資料

□情報サービス演習Ⅰ 配布ファイルをプリントアウトしたもの

□図書館サービス概論 配布ファイルをプリントアウトしたもの

は 波多野 真理子 ◇日本の文化Ⅰ ノート、配布資料、辞書(電子辞書など)

原 巌 □健康学 ノート、配布資料

原野 綾子 □図書館情報資源概論
テキスト、ノート、配布資料、辞書(電子辞書可。但し通信機能が無いもののみ。)
※持込について：通信機器は不可（スマホ、タブレット、スマートウォッチ等）

樋口 和美 □美学・美術史 ノート、配布資料

※社会科教育法 テキスト、ノート、配布資料

※教科指導法研究Ⅰ(社会) テキスト、ノート、配布資料

洪 鍾煕 □韓国語Ⅲ 辞書(韓日・日韓辞書)

ま 松尾 登史子 □世界の歴史/□ヨーロッパの歴史 留学生のみ通信機能なしの辞書可。

松木 俊曉 ◇日本の歴史Ⅰ ノート、配布資料

□ドイツ語会話Ⅰ 持込自由

□ドイツ語会話Ⅲ 持込自由

□日本国憲法（木曜6限クラス以外）

テキスト、ノート、配布資料
※１．テキストは指定のもの。
　 ２．テキスト、ノート、配布資料はいずれも自分自身のもののみ持ち込み可とし、他人のもの、コピーをしたものの持ち込みは認めない。
   ３．配布資料は当該講義での配布資料のみ持ち込み可。

□日本国憲法（木曜6限クラスのみ）
ノート、配布資料
※１．ノート、配布資料はいずれも自分自身のもののみ持ち込み可とし、他人のもの、コピーをしたものの持ち込みは認めない。
　 ２．配布資料は当該講義での配布資料のみ持ち込み可。

宮崎 真佐也 □科学の世界/□化学の世界 テキスト、ノート

宮丸 由美子 □情報資源組織演習 持込自由

森 誠子 □文学の世界/□日本の文学 自筆で書き込んだプリント及びノート・授業時配布プリントのみ持ち込み可

森 佳江 □児童サービス論 テキスト、ノート、配布資料

森川 晴 □ジェンダーと社会 ノート、配布資料

森藤 義孝 ※教科指導法研究Ⅱ(理科) 持込自由

森實 麻子 □現代の政治 ノート

や 山崎 淳司 □法学 六法のみ持込可

吉原 弘道 □日本の歴史 配布資料

わ 脇 崇晴 □ドイツ語Ⅰ
テキスト、ノート、辞書(ドイツ語辞典)
※ノートは自筆のもの（練習問題のプリントと小テストも含む）のみ持込可。配布資料や他人のノートのコピーなどの印刷物は一切持込不可とする。

Jeronimo T Minino M

宮内 紀子 
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梅野 貴俊

太田 華奈

張 玲

野村 知子

藤瀬 泰司
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