
 1月9日発表 試験・レポート

提出開始日 提出締切日 提出先 試験日 試験時間 教室

京都大学 G137 統合科学：自然災害の科学 2019/1/17(木) 〇

京都大学 G138 統合科学：自然災害の科学 2019/1/21(月) 〇

京都大学 G139 統合科学：自然災害の科学 2019/1/16(水) 〇

京都大学 H152 イスラーム経済論 2019/1/16(水) 2019/1/23(水) 10:30-11:30
吉田南構内・吉田南4号
館2階・4共21講義室

（１）自筆ノート（他人のノートのコピーは不可、ワープロ打ちし
たプリントも不可）
（２）講義ウェブサイトで公開されたもの（第1回講義レジュメ、
毎回の資料・参考文献リスト）

※追試が実施される場合は、すべて持ち込み不可とする
※注意事項1を確認すること。

京都大学 E132 精神分析Ⅱ 2019/1/22(火) 2019/1/25(金) 13:00-13:50
吉田南国際高等教育院棟

３階講義室31
教科書のみ持込可
※注意事項２を確認すること

京都大学 E131 精神病理学Ⅱ（精神疾患とその治療） 2019/1/16(水) 2019/1/23(水) 13:00-13:50 吉田南４号館２階４共２１
教科書のみ持込可
※注意事項２を確認すること

京都大学 F119
生活習慣と生体機能障害

（人体の構造と機能及び疾病）B
　(学部科目名：生活習慣と生体機能障害)

2019/1/22(火)
1月11日の授業で

公表
1月11日の授業で

公表
1月11日の授業で公表

1月11日の授業で公表
※注意事項２を確認すること

京都大学 C135 サンスクリット文献史Ｂ 2019/1/21(月) 2019/1/28(月) 13:00-14:30 文学部・第５講義室
持ち込みは認めない。
※注意事項３を確認すること

京都大学 C134 インド哲学史Ｂ 2019/1/16(水) 2019/1/16(水) 2019/1/16(水) 授業中に担当教員へ提出 ※注意事項３を確認すること

京都大学 D101 サンスクリット文法 2019/1/16(水) 2019/1/23(水) 13:00-14:30 文学部・第３講義室
Gonda教科書、自作の活用表のみ持ち込みを認める。
※注意事項を確認すること

京都大学 D115 サンスクリット初級演習（ヴェーダ語） 2019/1/21(月) 2019/1/21(月) 14:45-16:15 文学部・第４演習室
持ち込みは認めない。
※注意事項３を確認すること

京都大学 D118 ロシア語（初級） 2019/1/16(水) 2019/1/23(水) 10:30-12:00 教育学部・第二講義室
持ち込みを認めるものの詳細は、授業中に指示する。
※注意事項３を確認すること

京都大学 H003 京都で学ぶ人文学 2019/1/17(木) ○ ※注意事項３を確認すること

京都大学 G131 雑草学Ⅱ 2019/1/11（金） 2019/1/18（金） 10：30-12：00 農学部総合館W106講義室 持込を認めない

京都大学 H153 農業経営の未来戦略 2019/1/15（火） 2019/1/21（月） 13：10-14：30 農学部総合館W306講義室 持込を認めない

京都大学 H193 農業会計学基礎実習 2019/2/8（金） 2019/2/8（金） 2019/2/14（木）
京都大学大学院農学研究科
生物資源経済学専攻経営上
会計学分野　小田滋晃宛

レポートの課題と用紙は、講義中に提示及び配布します。

京都大学 G134 森林動物学 2019/1/17（木） 2019/1/24（木） 8：45-10：15 農学部総合館W322講義室 持込を認めない

京都大学 G130 国土・地域計画 2019/1/21（月） 2019/1/28（月） 10：30-12：00 農学部総合館W302講義室 持込を認めない

京都外国語大学 D119 Integrated Skills Workshop 2019/1/8(火) ○ 平常試験（小テスト・オーラルテスト・レポート等）
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京都外国語大学 D120 Integrated Skills－地球の異文化理解２【高大連携】 2019/1/12(土) ○ 平常試験（小テスト・オーラルテスト・レポート等）

京都外国語短期大学 H154 コミュニケーションと仕事（PBL) 2019/1/16(水) ○ 平常試験（小テスト・オーラルテスト・レポート等）

京都学園大学 B124 妖怪文化論B 2019/1/15(火) 2019/1/8(火) 2019/1/15(火) 講義中に提出

京都学園大学 B123 民俗学Ｂ 2019/1/17(木) 2018/12/20（木） 2019/1/17(木) 講義中に提出

京都教育大学 E136 性倫理と性教育 2019/1/31(木) 2019/1/31(木) 2019/1/31(木) 教員へ直接提出 すでに連絡済。

京都教育大学 G140 学校園における農園芸実習Ⅱ 2019/1/31(木) 2018/12/14(金) 2019/1/31(木) 教員へ直接提出

京都光華女子大学 D121 TOEICⅡ 2019/1/15(火) 授業期間中

京都光華女子大学 F124 司法福祉 2019/1/15(火) 授業期間中

京都光華女子大学 F125 就労支援サービス 2018/10/30(火) 授業期間中

京都光華女子大学 H155 ソーシャルビジネス 2019/1/17(木) 〇

京都光華女子大学 H156 ブライダル実務 2019/1/24(木) 2019/1/31(木) 12:50-14:20 1号館301教室 持込不可

京都光華女子大学 H157 情報技術の理解 2019/1/16(水) 2019/1/30(水) 16:10-17:40 清風館361教室 指定された用紙のみ持込可

京都光華女子大学 H601 eビジネス論 2019/2/28(木) 〇

京都光華女子大学 H605 リビングオンライン 2019/2/28(木) 〇

京都産業大学 H158 グローカル人材ＰＢＬ 2019/1/17(木) ○ 平常点（授業発表等）で評価

京都産業大学 H159 被害者政策 2019/1/21(月) 2019/2/1(金) 14:30-15:30 大教室棟514教室 なし

京都産業大学 G141 宇宙論 2019/1/16(水) ○ 臨時（授業内）筆記試験

京都産業大学 G142 人間情報処理入門 2019/1/19(土) 2019/2/4(月) 9:30-10:30 ５号館54013教室
自筆ノートおよび授業中に配布した資料のみ可（コピーは不可）。

Moodle上でのみ提供した資料は持込不可。

京都産業大学 E140 キャリア・Ｒｅ－デザイン 2018/12/5(水) 2019/1/23(水) 13:00-14:00 ５号館5303教室 なし

京都産業大学 I113 ＫＳＵ特別講義（Japan's Foreign Policy） 2019/1/17(木) 2019/1/24(木) 14:30-15:30 大教室棟518教室 なし

京都市立芸術大学 B125 西洋美術史2 2019/1/16(水) 2019/1/16(水) 2019/1/16(水) 授業中に提出

京都市立芸術大学 B126 東洋美術史概説2（中国絵画通史2） 2019/1/21(月) 2019/1/28(月)
教務学生課執務室
レポートBOX

締切日の15時までに提出すること

京都市立芸術大学 B127 陶磁器工芸史2 2019/1/18(金) 2019/1/18(金) 2019/1/18(金) 授業中に提出

京都市立芸術大学 B129 日本美術史（彫刻）2 2019/1/17(木) 2019/1/24(木) 9：30～10：30 中央棟3階共同講義室7 自筆ノート，配布資料持ち込み可

京都市立芸術大学 C139 デザイン論 2019/1/24(木) 2019/1/24(木) 2019/1/24(木)
授業中にオンラインで提
出又は教務学生課執務
室レポートBOX

レポートBOX利用の場合は，
締切日の15時までに提出すること
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京都造形芸術大学 B130 装こう文化財論 2019/1/23(水) 2019/1/9(水) 2019/1/25(金)
教学事務室教務窓口
（人間館１階）

●原稿用紙やレポート用紙と所定のレポート提出表をホッチ
キスで２ヶ所綴じること。(レポート提出表は本学在学生サイト
よりダウンロード、もしくは学科研究室/教学事務室　教務窓
口にて配布）
●レポート提出時は所属大学の学生証を持参すること
●レポート提出受付時間　9：00～17：00

京都造形芸術大学 C146 芸術総合演習Ⅴ 2019/1/15(火) ○

京都造形芸術大学 C147 工芸各論 2019/1/25(金) ○

京都造形芸術大学 C148 日本芸能史II 2019/1/21(月) 2019/1/21(月) 16:30～17:50 授業内で指示
●持込：不可
●試験時は所属大学の学生証を持参すること

京都造形芸術大学 C150 舞台芸術概論II 2019/1/23(水) 2019/1/9(水) 2019/1/25(金)
教学事務室教務窓口
（人間館１階）

●原稿用紙やレポート用紙と所定のレポート提出表をホッチ
キスで２ヶ所綴じること。(レポート提出表は本学在学生サイト
よりダウンロード、もしくは学科研究室/教学事務室　教務窓
口にて配布）
●レポート提出時は所属大学の学生証を持参すること
●レポート提出受付時間　9：00～17：00

京都橘大学 B131 近現代史特講ｄ（世界） 2019/1/16(水) 2019/1/16(水) 10：45-12：15 清和館122教室 持ち込み一切不可

2018/11/27(火) 2018/12/18(火) 授業時に担当教員へ提出
レポートその１
11/27の授業時に公開済み

2018/12/18(火) 2019/1/15(火) 授業時に担当教員へ提出
レポートその２
12/18の授業時に公開

京都橘大学 C151 アーツマネジメント論 2019/1/16(水) 2018/12/12(水) 2019/1/9(水) 授業時に担当教員へ提出
まとめレポート
授業時に既に公開済み

京都ノートルダム女子大学 C153 映画論：女性映画 2019/1/22(火) ○

京都ノートルダム女子大学 H001 若者と自殺―いのちのリレー講座― 2019/1/24(木) ○

京都ノートルダム女子大学 H004 子供のネット安全教育の理論と実践 2019/1/24(木) ○

京都ノートルダム女子大学 D122 アラビア語 2019/1/24(木) ○

京都府立大学 E141 障害児（者）教育論 2019/1/29(火) 2019/2/5(火) 14:30-15:50
稲盛１０５予定

府立大学のＨＰを必ず確認
自作ノートのみ持込可

京都府立大学 H005 インターネットと人権 2019/1/15(火) 2019/1/23(水) 2019/1/29(火)

下記のAまたはBのいず
れかで提出すること。
A．moodleシステムを用い
てオンラインにて提出。
B．教員へメールに添付し
て提出。メールアドレスは
最終講義日（平成31年1
月15日）に提示する。

京都薬科大学 F003 病気と薬 2019/1/12(土) 2019/1/23(水) 2019/1/25(金) 京都中央郵便局留

大学コンソーシアム京都所定の表紙をつけること。
※京都中央郵便局留での提出方法は
http://www.consortium.or.jp/special/tani_gokan/information.html
を参照すること。

京都橘大学 B132 建築遺産研究Ⅱ 2019/1/22(火)
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種智院大学 C006 マンダラと梵字Ｂ 2019/1/15(火) ○ ただし、講義期間中に作品を提出

種智院大学 C155 仏教美術Ｂ～装飾写経の種々相 2019/1/18(金) ○

種智院大学 C156 密教画ⅠＢ～紺紙金泥描 2019/1/18(金) ○

種智院大学 C157 梵字悉曇ⅠＢ 2019/1/17(木) 2019/1/24(木) 10:30～12：10 304教室

種智院大学 E005 真言密教入門Ｂ―密教瞑想の思想と実践― 2019/1/12(土) 2019/1/23(水) 2019/1/26(土) キャンパスプラザ京都 詳細はレポート論題シート参照

種智院大学 E143 仏教学研究1Ｂ～天台宗と『法華経』 2019/1/8(火) 2019/1/23(水) 2019/1/26(土) 大学教務課 詳細はレポート論題シート参照

種智院大学 E144 密教瞑想Ｂ 2019/1/8(火) 2019/1/23(水) 2019/1/26(土) 大学教務課 詳細はレポート論題シート参照

成安造形大学 B135 琵琶湖の民俗史 2019/2/7(木) 2019/2/7(木) 2019/2/7(木) 授業内回収予定 授業内で指示

成安造形大学 C007   芸術鑑賞B 2018/12/2(日)
授業内で指示（毎回の見学時にレポート有）
※既に授業は終了しています。

同志社大学 A006
世界遺産ＰＢＬ講座

～価値主導型に基づく文化遺産マーケティング
2018/12/9(日) ○

同志社大学 B136 中国政治史 2019/1/24(木) 2019/1/17(木) 9:00-10:30 良心館RY205番教室
試験時間：70分
持込参照：一切不可
筆記用具：自由

同志社大学 B137 複合領域科目２-92（北朝鮮の歴史と文化） 2019/1/23(水) 2019/1/23(水) 9:00-10:30 至誠館S32番教室
試験時間：60分
持込参照：一切不可
筆記用具：自由

同志社大学 E145 アジア教育文化論（2） 2019/1/24(木) 2018/12/17(月) 2019/1/31(木) 新町総合窓口

同志社大学 E146 複合領域科目２-78　現代社会と倫理（２） 2019/1/24(木) 2018/12/17(月) 2019/1/24(木)
掲示物「レポート試験提出
場所について（お知ら
せ）」参照

同志社大学 H169 企業分析２ 2019/1/11(金) 2018/12/17(月) 2019/1/31(木)
掲示物「レポート試験提出
場所について（お知ら
せ）」参照

同志社大学 H170 憲法訴訟 2019/1/25(金) 2018/12/17(月) 2019/1/31(木)
掲示物「レポート試験提出
場所について（お知ら
せ）」参照

同志社大学 H172 消費者問題 2019/1/21(月) 2018/12/17(月) 2019/1/21(月) 担当者（授業時）

同志社大学 H173 証券ビジネス 2019/1/23(水) 2019/1/23(水) 13:10-14:40 至誠館S22番教室
試験時間：70分
持込参照：電卓のみ可（通信機能を有さないものに限る）
筆記用具：自由

同志社大学 H175 政策過程論 2019/1/22(火) 2019/1/22(火) 14:55-16:25
掲示物「2018年度秋学期
授業内評価教室分割一
覧」参照

試験時間：70分
持込参照：一切不可
筆記用具：自由
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同志社大学 H176 政策法務 2019/1/24(木) 2018/12/17(月) 2019/1/28(月) 新町総合窓口 2019/1/24(木) 13:10-14:40
掲示物「2018年度秋学期
授業内評価教室分割一
覧」参照

試験時間：70分
持込参照：一切不可
筆記用具：鉛筆

同志社大学 H178 政府体系論 2019/1/21(月) 2019/1/21(月) 14:55-16:25
掲示物「2018年度秋学期
授業内評価教室分割一
覧」参照

試験時間：70分
持込参照：すべて可
筆記用具：自由

同志社大学 H179 知的財産法A 2019/1/24(木) 2019/1/24(木) 9:00-10:30 良心館RY102番教室
試験時間：70分
持込参照：六法のみ可（判例・解説付、書込みともに不可）
筆記用具：自由

同志社大学 H180 犯罪タイポロジー 2019/1/25(金) 2019/1/25(金) 16:40-18:10
掲示物「2018年度秋学期
授業内評価教室分割一
覧」参照

試験時間：70分
持込参照：一切不可
筆記用具：自由

同志社大学 I115 国際ビジネス 2019/1/23(水) 2019/1/16(水) 13:10-14:40
掲示物「2018年度秋学期
授業内評価教室分割一
覧」参照

試験時間：70分
持込参照：一切不可
筆記用具：自由

同志社大学 I116 東アジア国際関係論 2019/1/22(火) 2019/1/15(火) 18:25-19:55 良心館RY103番教室
試験時間：70分
持込参照：一切不可
筆記用具：自由

同志社女子大学 C158 アメリカ文学史 2019/1/18(金) 2018/11/28(水) 2018/12/5(水)
授業終了後に出席カード
といっしょに担当教員へ

提出
2019/1/25(金) 11:00～ S013 定期試験：持込一切可

同志社女子大学 C159 映像表現論 2019/1/16(水) 2019/1/23(水) 13:15～ C183 定期試験：持込一切可

同志社女子大学 D124 外国語教育論Ⅱ 2019/1/7(月) 2019/1/21(月) 15:00～ S104 定期試験：持込一切不可

同志社女子大学 F127 薬の発明・発見史Ⅱ 2019/1/22(火) ○

同志社女子大学 I117 アメリカ地域研究B 2019/1/21(月) 授業時に指示 授業時に指示 授業時に指示

花園大学 E006 坐禅入門Ⅱ 2019/1/18(金) 2019/1/11(金) 2019/1/11(金) 講義時に教員に提出

花園大学 E149 仏教学の基礎知識Ⅱ 2019/1/24(木) 2019/1/31(木) 14:40-15-40 惺々館３０１ 持込許可物：一切不可

佛教大学 A108 京都学入門 2019/1/28(月) 2019/2/4(月) 10:30-11:30
当日、学内掲示板（1号館
北側）で確認してください

佛教大学 C160 古典名作選 2019/1/24(木) ○

佛教大学 C161 仏教美術２ 2019/1/24(木) 2019/2/7(木) 9:15-10:15
当日、学内掲示板（1号館
北側）で確認してください

佛教大学 C162 文学概論２ 2019/1/25(金) 2019/1/18(金) 2019/1/25(金) 担当者

佛教大学 D125 AdvancedEnglish(TOEIC700)２ 2019/1/24(木) ○

佛教大学 E007 自己表現 2019/1/15(火) 2019/1/22(火) 14:30-15:30

佛教大学 E008 法然の生涯と思想 2019/1/17(木) 2019/1/10(木) 2019/1/17(木) 授業内に担当者へ提出
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佛教大学 E151 犯罪司法心理学 2019/1/29(火) 2019/2/5(火) 13:45-14:45
当日、学内掲示板（1号館
北側）で確認してください

佛教大学 H181 現代宗教論 2019/1/29(火) 2019/2/5(火) 12:30-13:30
当日、学内掲示板（1号館
北側）で確認してください

佛教大学 I118 アジアの社会と福祉 2019/1/28(月) 2019/1/21(月) 2019/1/28(月) 担当者

平安女学院大学 B138 観光人類学 2019/1/17(木) 2019/1/10(木) 2019/1/17(木) 授業中

平安女学院大学 B139 旅行の歴史 2019/1/9(水) 2018/12/26(水) 2019/1/9(水) 授業中

平安女学院大学 C163 観光文化論 2019/1/7(月) 2018/12/24(月) 2019/1/7(月) 授業中

平安女学院大学 A014 京都観光振興研究 2019/1/12(土) 〇

ただし、最終講義時（2019/1/12）に班別における課題提出あり。
各班ごとに発表、共有。
論題（テーマ）：京都への大学生誘致のための方策を提案せよ。
形式：自由

立命館大学 H131 地方自治法 2019/1/7(月) 2019/1/28(月) 15：00-16：00 研心館KE402
持ち込み許可物件は1/11 13:00からCAMPUS WEBで発表し
ます

立命館大学 B140 西洋法史 2019/1/18(金) 2019/1/25(金) 13：30-14：30 存心館ZS201
持ち込み許可物件は1/11 13:00からCAMPUS WEBで発表し
ます

立命館大学 I108 民族文化誌 2019/1/17(木) 2019/1/24(木) 11：00-12：00 明学館MG101
持ち込み許可物件は1/11 13:00からCAMPUS WEBで発表し
ます

立命館大学 A110 京都学特殊講義Ⅴ「京都の美術」 2019/1/15(火) 2018/12/14(金) 2019/1/22(火)
manaba+R

最終日締切は17：00
詳細は必ずCAMPUS WEBおよびmanaba+Rで確認してください

立命館大学 B141 特殊講義（専門Ⅰ）「映像文化のアーカイブ」 2019/1/17(木) 2018/12/14(金) 2019/1/22(火)
manaba+R

最終日締切は17：00
詳細は必ずCAMPUS WEBおよびmanaba+Rで確認してください

立命館大学 C008
特殊講義（専門Ⅸ）

「ジャパン・コンテンツの悠久と先端」
2018/12/8(土) ○

立命館大学 A003
特殊講義Ⅰ「清水寺の△△の○○（良い点）を
磨け！、もしくは□□（困っている点）を救え!」

2019/1/18(金) ○

立命館大学 A007 政策科学特別実習1（京都の世界遺産　仁和寺） 2018/12/9(日) ○

龍谷大学 H191 特殊講義A2　医療と仏教の協働関係構築に向けて 2019/1/17(木) 2019/1/17(木) 2019/1/17(木) 郵送または講義時に提出 郵送の場合、提出締切日は2019/1/21(月)必着

龍谷大学 I120 国際協力論 2019/1/21(月) ○

龍谷大学 B142 経済学史 2019/1/18(金) 2019/1/18(金) 2019/1/18(金) 講義時

龍谷大学 H189 地方自治論 2019/1/18(金) 2019/1/18(金) 2019/1/18(金) 講義時

龍谷大学 I119 国際会計論 2019/1/17(木) ○ 授業最終日（1月17日）にまとめテストを実施

龍谷大学 H184 刑事政策 2019/1/18(金) 2019/1/25(金) 10:30-11:40
深草学舎

22号館B101教室
持込不可
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龍谷大学 G144 温暖化防止政策 2019/1/18(金) 2019/1/25(金) 15:00-16:00
深草学舎

22号館102教室

教科書　コピー可
ノート　自筆ﾉｰﾄのみ可(ｺﾋﾟｰ不可)
プリント　コピー可

龍谷大学 G146 環境経済学 2019/1/15(火) ○

龍谷大学 H006 地域公共人材特別講座（新PBL入門） 2018/10/13(土) ○

龍谷大学 H101 伏見CBL演習Ⅰ 2019/1/15(火) ○

龍谷大学 H102 伏見CBL演習Ⅱ 2019/1/15(火) ○

龍谷大学 H182
グローバル・シチズンシップ・エデュケーションA

（公共性・コミュニティ）
2019/1/18(金) 2019/1/25(金) 12:00-13:00

深草学舎
22号館101教室

ノート　自筆ﾉｰﾄのみ可(ｺﾋﾟｰ不可)

龍谷大学 H185 持続可能な発展概論 2019/1/18(金) 2019/1/25(金) 15:00-16:00
深草学舎

22号館B101教室
ノート　自筆ﾉｰﾄのみ可(ｺﾋﾟｰ不可)

龍谷大学 H188 地方財政論 2019/1/15(火) 2019/1/29(火) 15:00-16:00
深草学舎

22号館202教室
持込不可

龍谷大学 H190 地方自治論 2019/1/18(金) 2019/1/25(金) 12:00-13:00
深草学舎

3号館201教室
manabaで指定した条件をクリアした自筆の復習シートのみ持
ち込み可

龍谷大学 H187 政治思想概論 2019/1/15(火) ○

龍谷大学 G143 びわ湖・滋賀学 2019/1/16(水) ○

龍谷大学 G147 環境社会学 2019/1/21(月) 2019/1/28(月) 13:30-14:30
瀬田学舎

2号館101教室
持込不可

龍谷大学 H183 まちづくり論 2019/1/16(水) ○

龍谷大学 A004 コミュニティマネジメント特論 2019/1/17(木) ○

龍谷大学 E152 性と人権 2019/1/21(月) 2019/1/28(月) 11:10-12:10
瀬田学舎

3号館105教室
持込不可

龍谷大学 H186 社会企業論 2019/1/16(水) ○

龍谷大学 G145 環境と人間A 2019/1/21(月) ○

嵯峨美術大学 Ｈ192 ビジュアルデザイン論 2019/1/17(木) 2019/1/15(火) 2019/1/25(金)
本学C棟3階廊下のレポー

トBOX

1000字ぐらい（原稿用紙3枚程度）
1月15日（火）ー1月25日（金）16:00まで、C棟3階廊下のレポー
トBOXに提出※時間厳守
本学指定の表紙をつけること

本学指定の表紙は、本学事務局、教務・学生支援グループ
（教務窓口）にて配布しております。
ご不明な点は事務局、教務・学生支援グループ（教務窓口）ま
でお問い合わせ下さい。

嵯峨美術大学 E154
芸術学概論（J.クリシュナムルティの
思想に学ぶ創造性の教育）

2019/1/19(土) 2019/1/19(土) 2019/1/19(土)
最終授業日の終了時（第
３演習室）教室にて回収

1,400字以上。A4用紙に印字。
マージン、フォントなど様式は問わない。（手書きはダメ）
本学指定の表紙は不要。
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京都・大学ミュージアム連携 L001
「知の宝庫」としての大学ミュージアム～京都・

大学ミュージアム連携のお宝紹介
2018/11/16(金) 〇


