
【専門科目】

日時 担当者 科目名 持込等
坂本浩

飯高由希雄

藤田公一

後藤宏

古本元治 版画基礎 持込自由

卒業研究Ⅱ 作品

絵画Ⅱ 作品

古本元治 卒業研究Ⅱ 持込自由

伊藤高志

黒岩俊哉

三枝孝司・岡本明久

金 尾勁

田スンヒョク

西川洋一郎

＊近代デザイン史

デザイン史

＊西洋美術史Ⅰ

□西洋美術史

西洋美術史

文芝瑛 空間造形実習 必要な道具

アートマネジメント論 持込自由

□東洋美術史Ⅰ

東洋美術史

栗田融

安齋哲

加來卯子

絵画表現実習Ⅱ 制作した作品

絵画表現実習Ⅳ 制作した作品

佐藤昭則

青木幹太

佐藤佳代 工芸デザイン演習Ⅳ パワーポイントデータ作成、資料作成のこと

佐野彰 マルチメディア概論 事前に渡すA4サイズの紙に自筆でメモした用紙

佐野彰

佐藤慈

星野浩司

ゼミナールⅡ 持込自由

1月27日（月）

渡抜亮

1月25日（土）

サスティナブルデザイン論 ノート、配布資料

令和元年度　芸術学部後学期定期試験持ち込み物件一覧表

卒業研究Ⅱ 持込自由

＊卒業研究
卒業研究Ⅱ

持込自由

1月21日（火）

渡抜亮

＊卒業研究
卒業研究Ⅱ

持込自由

持込自由

ノート、配布資料、授業中に撮影した画像をまと
めたもの

ノート、配布資料、授業中に撮影した画像をまと
めたもの

卒業研究Ⅱ

1月22日（水）

1月24日（金）

井上友子

渡邊雄二

プレゼン資料



担当者 科目名 持ち込み物件

あ 赤木 祐美子 □ドイツ語Ⅳ 紙の辞書

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、ノート、配布資料

井料 洋美 ◇一般日本事情Ⅱ ノート、配布資料、辞書(電子辞書可)、スマートフォン不可

梅野 貴俊 ※工業科教育法 ノート（コピーの貼り付け不可）

太田 華奈 □生涯学習の基礎 テキスト、ノート、配布資料

か 梶原 忠裕 □地学の世界 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

菊地原 洋平 □科学・技術史 ノート、配布資料

木村 俊夫 □日本国憲法 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

黒川 哲也 ※保健体育科教育法 テキスト、ノート、配布資料

さ 酒井 順一郎 □課題解決演習Ｂ 持込自由

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

篠崎 元 □ドイツ語Ⅰ/□ドイツ語Ⅱ ノート　※ノートは自筆のものに限る。コピー、プリント類は不可。

関根 順一 □現代の経済 テキスト

た 田井 康雄 ※教職論/※道徳教育論 持込自由

高野 誠司 □文化人類学 持込自由

竹中 伸夫 ※社会科教育法 授業に関係のあるものなら可

髙橋 直樹 □科学の世界 ノート、配布資料

田中 真理 □文学の世界 ノート、配布資料

田中 義人 □数学の世界 紙媒体資料

張 玲 □中国語会話Ⅱ/□中国語会話Ⅳ ノート

戸田 宏治 ◇日本の政治経済Ⅱ 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

※持込みノートは自筆に限る（ルーズリーフなど可。コピーやプリントアウトは不可）

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Ⅱ テキスト、ノート、配布資料、辞書（自由）

能木 敬次 □ドイツ語Ⅱ 持込自由　※独和辞典必携

野田 徹 □世界の歴史 ノート、配布資料

野村 知子
□情報サービス論/□図書館サービス特論

/□図書館総合演習
配布ファイルをプリントアウトしたもの　※試験中に配布ファイルを開くことは不可

は 長谷川 伸子 □ジェンダーと社会 配布する用紙に直筆でメモしたもの。

波多野 真理子 ◇日本の文化Ⅱ ノート、配布資料、辞書（各国語辞書）

原 巌 □健康学 ノート、配布資料

原野 綾子 □情報資源組織論 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

樋口 和美 □美学・美術史 ノート、配布資料

平林 かつえ 情報処理演習B テキスト、配布資料

洪 鍾煕 □韓国語Ⅳ 辞書（韓日、日韓）

ま 松尾 登史子 □世界の歴史 留学生のみ、通信機能なしの辞書持ち込み可。

松木 俊曉 ◇日本の歴史Ⅱ ノート、配布資料

松原 岳行 ※道徳教育論 テキスト、ノート

Jeronimo T Minino M □ドイツ語会話Ⅱ/□ドイツ語会話Ⅳ 持込自由

□法学

ノート、配布資料

注意事項

（１）ノートは自筆のもの　（２）コピーの持ち込みは一切不可

□日本国憲法

テキスト、ノート、配布資料

注意事項

（１）テキストは授業指定（倉持孝司・小松浩編著『憲法のいま―日本・イギリス―』（敬文堂））のもの

（２）ノートは自筆のもの　（３）コピーの持ち込みは一切不可

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 自筆で書いたノート、プリント及び授業時配布プリントのみ持ち込み可

森實 麻子 □現代の政治 ノート

や 山崎 淳司 □法学 六法のみ持ち込み可

吉原 弘道 □日本の歴史 配布資料

ら 瑠璃垣 孝一 情報処理演習B 持込自由

わ 脇 崇晴 □ドイツ語Ⅱ

テキスト、ノート、辞書（ドイツ語辞典）※紙の辞書でも電子辞書でもよい。ただしオンライン辞書は不可。

※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。

令和元年度 全学共通科目（基礎教育・外国語・留学生・教職・司書・学芸員・社会教育主事） 後学期定期試験持ち込み物件一覧表
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