
2021.7.16更新

掲載日 曜日 時限 科目名 教員
試験日または

提出期限等
実施方法 試験内容等

1 6/24 月 2 憲法 岡田 順太
7月19日～

8月16日
レポート・課題

Googleクラスルームの「期末課題」（7月19日授業終了後に

掲示）の指示に従って、課題を提出すること。

詳しくは、授業中に説明する。

2 7/5 月 4 生徒指導・キャリア教育の理論と方法 佐藤　清親
7月26日（月）

※授業最終回
試験

オンラインにて実施。

試験内容：授業予定表で（第１回　４／１２）に知らせたように、時間

内提出課題を実施します。これまで配布した授業資料から出題しますの

で、資料をファイリングしておくと良いでしょう。

注意事項：当日は通信状況や電源に支障がでない環境で臨んでくださ

い。考査時間は６０分程度ですが、提出確認後に残余で解説を行なう予

定です。

3 6/24 月 5 生物学Ⅰ 伊藤 正則 8月2日 17時 レポート・課題
課題の解答をファイル添付にて教員宛にメール送信。

※詳細はClassroom内掲示を確認すること。

4 6/29 月 3 教育心理学 横地 早和子 
7月26日～

8月2日
レポート・課題

グループワークでの検討内容を踏まえつつ、独自に調べた内容も付け加

え、レポ ートを作成し、締切日までに Classroom の所定の場所に提出

してください。

詳細は、Classroomのアナウンスと「履修ガイド」を参照してくださ

い。

5 6/29 月 3 仏語初級Ｂ-Ⅰ 檜垣 嗣子
7月19日～

7月21日
レポート・課題

Classroomにて告知。

※注意事項：木曜３限の授業についてはヴィエル先生の指示にしたがっ

て下さい。「仏語初級 B-I」としての評価は月・木の成績をあわせたも

のになります。

6 7/9 月 3 英語初級C-1 小林 亜起子
※Classroomに

て確認すること
レポート・課題

※授業内及びClassroomを通じてお知らせしたように、前期の成績は

「出席と学期末に課す課題の提出」によって評価します。課題の詳細に

ついては、7月12日（月）の授業終了後にClassroomにて周知します。

必ず確認してください。

7 6/29 月 4 独語初級Ａ-Ⅰ 満留 伸一郎 8月20日 レポート・課題

8 7/9 月 4 西洋美術史特講 吉田 紀子
7月19日（月）～

7月26日（月）
レポート・課題

オンラインにて提出。

※詳細はClassroomを確認すること。

9 7/9 月 4 伊語中級Ａ-Ⅰ 吉澤 早苗 7月26日（月） ※授業中に指示 オンライン試験の実施方法、試験内容の詳細については授業中に指示。

10 7/9 月 5 仏語初級C-1 瀧本 みわ
7月26日（月）

5時限
試験 オンラインにて実施。

11 7/9 月 5 独語初級B-I 大野 松彦
7月19日（月）～

7月24日（土）
レポート・課題 ※詳細はClassroomを確認すること。

12 7/9 月 5 伊語初級A-I 深田 麻里亜

7月19日（月）

16：20～17：

30

試験

第2講義室にて実施。

試験内容・範囲については、授業中およびClassroomにて告知。

教科書、辞書、参考書等の持ち込みは不可。

13 7/9 火 3 西洋美術史概説II 越川 倫明
※Classroomに

て確認すること
レポート・課題

すでに指示した中間課題のほかに、期末のレポート課題をだします。

テーマ、期限など詳細は、クラスルームで指示します。

14 7/6 火 4 写真映像論 鈴木　理策
7月26日

16時
レポート・課題

試験内容：

前期の写真映像論の授業から一つを選び、そこで語られていた問題を基

に機械映像の特性について考察し述べよ。

条件 1200文字以上

（注）映像という言葉は、光の屈折・反射によって作られた像（鏡や水

面に写ったもの）や、心の中に描き出される心象・イメージの意味も含

みますが、それらとは区別して、機械的に得られる映像（写真、映画、

テレビの画面に映し出された像）の特性を考察して下さい。映像機器自

体の特性については、取り上げようとする問題を考え得る上で必要な範

囲で触れて下さい（映像機器の技術的な詳細を説明することは主題では

ありません）。

その他：

レポート課題の出題、提出はクラスルームを通して行います。

提出期限の7月26日(月）16:00以降は一切受け付けません。

2021年度前期 美術学部学科試験
○教員や研究室から報告があったものを掲載しています。 詳しくは各科目の授業、クラスルームで確認してください。

　　※音楽学部、言語・音声トレーニングセンター、演奏芸術センター開設の科目については、音楽学部の授業情報で確認して下さい。

1 / 3 ページ



掲載日 曜日 時限 科目名 教員
試験日または

提出期限等
実施方法 試験内容等

15 7/6 火 5 写真史 鈴木　理策
7月26日

16時
レポート・課題

試験内容：

前期の写真史の授業の中から、興味を持った時代、テーマ、写真家など

について考察し述べよ。

条件 1200文字以上

その他：レポート課題の出題、提出はクラスルームを通して行います。

提出期限の7月26日(月）16:00以降は一切受け付けません。

16 7/9 火 5 西洋美術史特講(佐藤）'21 佐藤 直樹 7月20日（火） 試験
オンラインにて実施。

授業中に指示します。

17 6/29 水 2 哲学Ⅰ 平岡 紘 7月25日 23：59 レポート・課題
メールもしくはClassroomを通じて提出。

※詳細はClassroom内掲示を確認すること。

18 6/24 水 3
美術解剖学

－人とかたち－
宮永 美知代

7月20日～

8月29日
レポート・課題

Classroomに前期レポートを掲示しているので確認するこ

と。

19 7/1 水 2 日本美術史概説Ⅰ 松田 誠一郎 7月27日 レポート・課題

【 課 題 】

　次の①②③ の課題のうち、いずれかを選択しなさい。題目は自由（授業で取り上げ

なかった作品・作家に関するレポートでもよい）。どの課題を選んでも、成績評価に

は影響しない。

　　① 飛鳥時代・奈良時代の美術に関する１課題

　　② 仏教美術に関する１課題

　　③ 日本美術史に関する１課題

【 文 字 数 】2,000-2,500字

【提出期限】2021年7月27日（火）

【 提 出 先 】日本美術史概説Ⅰ（松田）　Classroom

【提出方法】Classroomに掲示する「前期レポートの提出方法」をご参照ください。

【注意事項】

1．書式　　用紙はA4・タテ。横書きとする。

2．表紙　　必ず表紙をつけ、授業名、教員名、学生番号、所属・学年、氏名を記入す

ること。記載モレがある場合は、マイナス評価の対象とするので、注意すること。

3．字数　　字数の制限（2000-2500字）を考慮し、簡潔明瞭にまとめること。

4．図版　　図版を加えて、読みやすいレポートを作成すること。図版の掲載は、プラ

ス評価の対象とする。

5．参考文献　　レポート末尾に、参考文献をもれなく記載すること。参考文献の記載

は、プラス評価の対象とする。

6．質問相談　　レポートに関する質問や相談がある場合は、授業名、教員名、相談者

の氏名、所属・学年、学生番号を明記し、日本･東洋美術史研究室まで問い合わせるこ

と。

20 7/9 水 3 西洋美術史演習C（'21） 佐藤 直樹 7月28日 レポート・課題

授業で発表した原稿に図版をつけてオンラインでclassroomのドライブ

に提出すること。パワポではなくワードの形式で提出ください。図版は

番号をつけて、文中で指示し、１ページに何枚かまとめてください（パ

ワポで図版を出さないでください）。

21 7/9 水 4 西洋美術史特講・演習 田邊 幹之助 ※授業中に指示 レポート・課題 授業中に指示します。

22 6/29 水 5 絵画創作概論 油画教員
7月16日～

8月16日17時
レポート・課題

各教員の講義を受講した上で、芸術家にとっての創作行為と表現方法について考察

し、自分自身の考えをレポートしなさい。

※1200字程度

※各講義の中から任意のテーマを取り上げて書く場合は、レポート中に該当教員の名

と講義内容を記してください。

4月21日(水)齋藤 芽生　私的：博物学と歌謡論

4月28日(水)西村 雄輔　地と対話すること─場と行為のシナプス

5月12日(水)三井田 盛一郎　版画

5月19日(水)篠田 太郎　ぼくのしごと

5月26日(水)中村 政人　社会を拓く アートプロジェクト

6月2日(水)薄久保香　イントロダクション

6月9日(水)杉戸 洋　あんみつのクリーム

6月16日(水)Michael Schneider　Under Pressure

6月23日(水)工藤 晴也　壁画と環境

6月30日(水)秋本 貴透　客色

7月7日(水)小林 正人　この星の絵の具

7月14日(水)小山 穂太郎　フィクショナルな土地

パソコンなどから以下のURLにアクセスし、フォームの指示に従って提出すること。

＊フォームへの入力前に、予め文章を作成しておくこと。

https://forms.gle/B1LXC7w2dViPbkMA9

23 7/9 水 5 西洋美術史演習B-I 越川 倫明
※Classroomに

て確認すること
レポート・課題

 期末のレポート課題をだします。テーマ、期限など詳細は、クラスルー

ムで指示します。

24 7/9 水 5 イタリア語上級C-I 越川 倫明 期末試験やレポートはありません。平常点で成績評価をします。

25 6/24 木 2 韓国語初級Ⅰ 池 鳳花
Zoom授業への取り組みやZoom授業内で行われた小テストと

課題で総合評価を行う。

26 7/1 木 3 化学塗装学Ⅰ 鈴木 伸吾 7月30日 レポート・課題
クラスルームで提出すること。

興味のある作品または作家について論じなさい（文字数自由）
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掲載日 曜日 時限 科目名 教員
試験日または

提出期限等
実施方法 試験内容等

27 7/5 木 3 図学 I-I 齋藤　綾 7月27日（火） 試験

・オンラインによる確認テストを実施します

・事前（実施１週間前を目途）に解答用紙をクラスルームから配布する

ので、実施日までに印刷しておくこと

・問題用紙（パスワード付き）は当日朝に配布する

・当日は、事前に印刷した解答用紙と三角定規（目盛りが無い場合、別

に目盛り付きの定規）・コンパス・筆記用具を準備すること

・ノート、プリント、参考資料等の参照可

・解答提出は、写真またはスキャンによるものとする

・指定時間内での実力を見るものなので、遅れての提出は認めない

28 7/16 木 3 ドイツ語初級 A-I 川嶋 均
7月25日

17時
レポート・課題

メールにて送信すること。

内容について7/15の授業で説明していますので、欠席した人は授業録画

ファイルの最後の部分を確認してください。

29 7/5 木 4 陶磁原料学 滝 次陽
7月2日～

8月20日
レポート・課題 示性分析による中国、欧州、日本の磁器素地の比較。

30 7/9 木 4 英語初級A 船岡 美穂子 8月1日（日） レポート・課題

英文でBiographyとResume、キャプション付きのImage of workを作

成すること。作成要領、形式等の詳細は、必ずClassroomと授業の両方

を参照して作成し、期限までにClassroomで提出してください。

※授業ならびに期末課題に関する質問は、Classroomまたはメールで受

け付けます。
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