
 

 

２０１ 7年度 
 

学年末定期試験時間割 
 

 

 

学生証がないと、受験できません。 

 

時間割に変更が生じた場合は、 

ポータルサイトや創価大学ＨＰ 

（「定期試験の実施」）、掲示板 

（ＧＳ棟１階ロビー）に掲載します。 

 

携帯電話･その他 音が鳴る電子機器

等の使用を禁止します。 

※電源を切り、机上に出さないこと。 

※見つかった場合は不正行為とみなされる場合があります。 



－ 学 年 末 定 期 試 験 実 施 要 領 － 
 

《 学年末定期試験期間 》 

2 0 1 8 年 1 月 1 8 日（木）  ～  1 月 2 5 日（木）  

※大雪等で実施できなかった場合の予備日は 1月 26日（金）・27日（土）です。 

《 試験時間帯 》 

時限 時間帯 

第 1時限 9：00～10：00 

第 2時限 10：45～11：45 

第 3時限 13：00～14：00 

第 4時限 14：45～15：45 

第 5時限 16：30～17：30 

第 6時限 18：15～19：15 

《 受験上の注意事項 》 

① 試験教室には、試験開始 15 分前に集合してください。 バス利用者は、渋滞を見越して大学に 30 分前には到着

できるよう十分に余裕をもってください。 

② 学生証がないと受験できません。試験時間中は机の上（通路側）に写真の部分を上にして置いてください。更新

していない学生証で受験することはできません。 紛失等の場合は、早急に再発行の手続きをしてください。学生

証を忘れた時、定期試験期間中、何度でも「定期試験受験許可証」の発行を受けることができます。証明書自動

発行機（パピルスメイト：中央教育棟・理工学部棟・教育学部棟・本部棟・看護学部棟ﾛﾋﾞｰに設置）で「定期試験

受験許可証」の発行を申請し、印字された申請用紙を教務課（理工学部事務室、教育学部事務室、法学部事務

室、看護学部事務室でも可）に持参し、許可印を押してもらってください。許可印のないものは無効です。なお、

「定期試験受験許可証」の発行には 300 円の手数料が必要です。 

③ 持ち込みを許可されたもの以外の所持品は、座席の下に置いてください。 机の中に入れておくと、不正行為とみ

なされる場合があります。 

④ 辞書付電卓、電卓付時計、辞書付時計、電子辞書等の電子機器については、特に指定のない限り持ち込み厳

禁とします。また、携帯電話を時計代わりに使用することはできませんので、電源を切ってください。なお、中央

教育棟など時計が設置されていない教室がありますので、必要な方は、時計を各自持参してください。 

⑤ 試験教室では、1席おきに座ってください。 

⑥ 試験開始以降の途中退出はできません。 

 

《 大雪等に伴う定期試験の延期など 》  

◆創価大学 HPまたはテレフォンサービス（042－691－9500）をご確認ください。◆ 

① 午前 6時の時点で、JR東日本（八王子駅を中心とした首都圏）及び西東京バスのうち１社でも全面的な運休が 

あった場合、並びに、多摩北部・多摩西部・多摩南部地方のいずれかに気象庁から「暴風警報」、「大雪警報」、

「暴風雪警報」又は気象等に関する「特別警報」が発令されている場合は、「交通機関の運休、台風・積雪等に伴

う休講措置」に準じ、定期試験を延期し、予備日に定期試験を行います。 ただし、前述の警報が発令された場合

であっても、試験の実施に影響がないと判断される場合は、定期試験を通常通り行います。午前10時までに運行

が再開された時は、午前中のみ延期とし、午後の試験は予定通り行います。 

②  交通機関の不通・遅延により受験できなかった学生は、追試験を受けることができます。ただし、公的交通機関の

遅延証明書を提示しなければなりません。 



《 不正行為についての注意 》 
試験においては、絶対に不正行為をしないこと。カンニングペーパー等は、

持ち込んだだけで、不正行為とみなされます。 

 

１．次の行為をした者を不正行為者とします。 
（『 定期試験における不正行為者の取扱いに関する内規 』）  

①  あらかじめ机等に書き込んだり、カンニングペーパー等を持ち込んだ者 

②  あらかじめ書き込みをされた六法全書・辞書等を持ち込んだ者 

③  参照不許可の教科書、参考書、ノート等を参照した者 

④  許可なく携帯電話・電子機器等を使用、または参照した者 

⑤  解答用紙のすり替えをした者 

⑥  言語、動作等をもって受験者相互に連絡した者 

⑦  他の学生の答案を見て、答案を作成した者 

⑧  許可なくみだりに席を離れた者、その他監督者の指示に反する行為をした者 

⑨  身替わり受験を依頼した者、又は身替わり受験をした者 

⑩  他人の答案を作成した者、不正に作成された答案を提出した者、及びそれらの行為をさ

せた者 

⑪  その他不正な手段を用いて受験した者 

 

２．不正行為をした者については、学則第４６条及び定期試験における不正行

為者の取扱いに関する内規に従い厳正に対処します。処分の内容につい

ては次の通り。 
 

     〈 懲戒について 〉 

（ア）戒告処分 （上記①～⑧、⑪ ）  

（イ）停学処分（上記⑨、⑩） ※過去に戒告処分を受けた者で、再び不正行為をした者、及び 

その他重大な不正行為をした者を含む   

（ウ）退学処分 ※過去に停学処分を受けた者で、再び不正行為をした者 

〈 単位取り消しについて 〉 

（ア）           当該学期の全履修科目につき単位を認定しない。 

（イ）・（ウ）   当該年度の全履修科目につき単位を認定しない。 

     

＜レポートの作成上の注意＞ 
 

レポートは定期試験に代わる方法で学生の学業の成果を判断するものです。したがって、

本来定期試験と同じ厳格さが要求されます。 

他の人にレポートを貸したり、他の人のレポートを丸写しする、引用した文章等の著者名や

著書を明記しないで借用すること等は、厳に慎んでください。 

※なお、教員の指示によってグループで作成するレポートや、グループでの学習を教員が 

認めたレポートは、これに該当しません。      －平成12年6月教務委員会「警告」より－ 



－ 追 試 験 に つ い て － 

 

2017年度学年末定期試験を正当な理由により欠席した者に、次の要領で追試験を実施します。 

追試験受験手続きをされた方は、2月 13日(火) の受験許可者・時間割発表を確認して、各自が 

責任をもって受験するようにしてください。 

 

《 追試験対象科目 》 

     学年末定期試験期間中（1/18～1/25）に実施する科目のみ  ※授業内試験やレポート試験の科目は対象外です 

 

《 受験資格 》 

     定期試験を次の理由で欠席し、指定された期間内に追試験申込手続きを行い、許可された者 

理     由 証明書類 

国家試験・教員採用試験・地方公務員試験 受験票等証明するもの 

就職試験（セミナーは除く）※注 2 受験票等証明するもの 

スポーツ全国選手権大会出場 学生課による証明書 

本人の傷病 医師の診断書（※注 1） 

忌引（2親等以内の親族） 

相当期間 ： 両親（養父母）の場合は 7日間、兄弟・祖父母の場合は、 

                3日間とする （土日を含む） 

会葬礼状等 

電車・バス等の事故・積雪等による遅延 遅延証明書（駅等で発行） 

交通事故・災害（火災等） 事故証明書、罹災証明書 

本学の授業として開講している実習に参加した場合 実習への参加を示す証明書 

その他教務部長が正当な理由であると認めた場合  

○公欠の規定は、定期試験には適用されません。 

○指定された期間内に追試験の申込手続きをしなかった者は、正当な理由があっても追試験を受けること

はできません。 

※注 1）医師の診断書について 

     病院等の公共施設発行の診断書に限ります（本学の保健センターの診断書は認められません）。 

     該当の定期試験日における傷病の状況が明記されている診断書(療養期間を明記)に限ります。 

※注 2）就職試験（セミナーは除く）について 

採用や選考を伴う説明会、面接試験・筆記試験などの採用試験、内定式や就職に必要な研修会・ 

セミナー等に参加する場合は、キャリアセンターが受験資格を認めるかどうかの判断を行います。 

                

《 追試験実施日 》 

     2018年 2月 20日（火）、2月 21日（水） 

 



《 追試験受験手続き 》 

 受験許可願提出  

    教務課窓口（工学部生・理工学部生は理工学部事務室窓口でも可）で「受験許可願」を受け取り、必要事項を 

記入した上で受験資格を証明する書類を添えて提出してください。但し、就職試験による欠席の場合は、キャリア

センターで「受験許可願」を受け取り、許可印が押印された「受験許可願」を教務課窓口に提出してください。    

受験料：無料 

 

《 追試験受験許可願提出期間 》 

   2018年 1月 11日（木） ～ 1月 30日（火）12：00締切 （日曜日は除く） 

     

《 教務課窓口時間（1月 11日～1月 30日）》 

   月～金 9：30～17：00 

   土     9：30～12：00 

   ※1月 13日（土）はセンター入試のため、窓口は休業します 

※1月 26日（金）、1月 29日（月）、1月 30日（火） 9：30～12：00 

 

《 追試験受験許可者・時間割発表 》 

 2018年 2月 13日（火） 10：00 

     追試験受験許可者及び追試験の時間割・試験会場を、中央教育棟教務課掲示板（理工学部掲示板）及び 

創価大学ホームページ（「追試験の実施」）に掲示します。試験ではなくレポートが課される場合もあります。 

その場合も、課題内容等の詳細は 13日に発表となります。追試験日には、提出を締め切りますので、ご注意 

ください。 

 

※ 授業の出席状況が著しく悪い場合は、追試験の受験を許可されない場合があります。 

※ 追試験の掲示に関する内容について、電話では一切お答えできません。 

※ 追試験当日は、必ず学生証を持参してください。 

 

 

－Ｗ ｅ ｂ 上 で の 情 報 公 開 に つ い て－ 

   創価大学ホームページから定期試験情報にアクセスできます。 

 

創価大学ＨＰ ⇒ 「在学生の方 ⇒ 「授業・試験」 ⇒ 「定期試験の実施」 

https://www.soka.ac.jp/campuslife/learning/lesson/teisiken/ 

 

－ Ｗ ｅ ｂ 上 で の 成 績 公 開 に つ い て－ 

成績の公開は 2月 13日（火）を予定しています。成績評価について質問がある場合は、Ｗｅｂ上で申請を 

行って下さい。なお、成績評価に関する質問票の受付は、成績公開日～2月 20日（火）です。 

 

https://www.soka.ac.jp/campuslife/learning/lesson/teisiken/


1月18日(木) １時限

教員名 試験教室 試験時間 持込み物 学籍番号 備考
近貞　美津子 AB102 不可
小林　孝次 AB103 不可
志村　裕久 AE258 不可
天谷　　永 AE351 不可
山上　敦士 AE352 不可

E.ツグラッゲン AE454 不可

染谷　　宏 AE555 不可
日高　吉隆 AE556 不可
町田　小雪
法貴　寿子

AE557 不可

市川　真未
上川　多恵子

AE559 90分 不可

A. ミヤモト AE560 90分 不可

町田　小雪 AE651
全て可、但し、ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ、電子辞
書、携帯電話は除く

鈴井　宣行 AW501 90分 不可

林　　　亮 AW510 不可

D.ササキ AW604 90分 追って指示する
小寺　洋一 E201 不可
西原　祥子
青山　由利

E204 不可

藤岡　祐次郎 M201 不可
鈴木　美華 M202 不可

分子細胞生物学Ⅱ

政治学原論
金融商品取引法

日本語聴解入門

日本語Ⅱ
日本語ＡⅡ
ドイツ語Ⅱ
ドイツ語Ⅲ
ドイツ語Ⅳ

フランス語Ⅱ
フランス語Ⅲ
フランス語Ⅳ
フランス語中級

東アジア共同体と安全保障論
国際関係論Ⅱ
アジア社会論
英語特講Ｂ
エネルギー資源学

経済学入門
偏微分方程式

ドイツ語Ⅱ
ドイツ語Ⅲ
ドイツ語Ⅳ

スペイン語Ⅱ
日本語文法Ⅱ
日本語Ⅱ
日本語ＡⅡ

9：00～
《　木曜１時限の講義の試験を行います　》

科目名
マクロ経済学
マクロ経済学
Critical Management



1月18日(木) ２時限

教員名 試験教室 試験時間 持込み物 学籍番号 備考

市川　寛子 AB103 不可
別途期末レポートもあります。1月11日
（木）が提出期限です。講義時に回収し
ます。

増井　淳 AE351 A4用紙1枚の手書きメモ

高橋　　正 AE352 自筆ノート

久保　幸夫 AE353 地図帳

E.ツグラッゲン AE454 不可

西川　ハンナ AE552 不可
染谷　　宏 AE555 不可
日高　吉隆
大﨑　伸城
荻原　陽子
町田　小雪
上川　多恵子

AE556 不可

A. ミヤモト AE560 90分 不可

望月　雅光 AE561
電卓（ルートの計算ができるも
の）

岸本　美代子 AE652 不可
伊東　美智留
荻原　陽子

AE655 不可

平良　直 AW301 手書きノート

劉　　継生 AW401 不可

大釜　徳政
田中　博子

AW403 90分 不可

犬塚　正智
安田　賢憲

AW404 90分 不可

山中　　馨 AW507 電卓

岡村　能里子 AW609 不可

平井　康章 B101 不可
寺林　民子 B103 不可

フランス語Ⅱ
フランス語Ⅲ
フランス語Ⅳ
フランス語中級
社会教育概論
生活科教育

統計学
基礎統計学

宗教学Ⅰ
宗教学：宗教学入門
情報科学Ⅱ
情報科学：情報と社会

成人看護急性期援助論Ⅰ

キャリアビジョンⅠ
キャリアプランニング：キャリアビジョンⅠ
統計学
基礎統計学

日本語文章表現Ⅰ
日本語Ⅱ
日本語ＡⅡ

地誌学
ドイツ語Ⅱ
ドイツ語Ⅲ
ドイツ語Ⅳ
相談援助の理論と方法Ⅳ
スペイン語Ⅱ

日本語総合入門

ドイツ語Ⅱ
ドイツ語Ⅲ
ドイツ語Ⅳ

10：45～
《　木曜２時限の講義の試験を行います　》

科目名

マーケティング

マクロ経済学中級
認知英語学Ⅱ
英語学研究Ⅱ



1月18日(木) ２時限

教員名 試験教室 試験時間 持込み物 学籍番号 備考

10：45～
《　木曜２時限の講義の試験を行います　》

科目名
伊本　俊明 E201 関数電卓
青木　　宏 E203 不可

丸田　晋策 E207 不可

久保　いづみ E208 プリント、自筆ノート

藤岡　祐次郎 M205 不可

南方　暁 M305 判例なしの六法

前田　幸男 M402 90分 配布資料、プリント、自筆ノート
他人の記入したリアペなどをコピーして
持ち込むのは禁止します。

井上　伸良 S201 不可

新津　隆士 S202 不可

債権総論
平和学
平和学Ⅰ
教育行財政学
環境科学Ⅰ
環境科学：生活環境の科学

シミュレーション論
解析力学
生化学
生化学Ⅰ
バイオエレクトロニクス
政治学
政治学：政治学入門



1月18日(木) ３時限

教員名 試験教室 試験時間 持込み物 学籍番号 備考
R.シンクレイヤー AC531 90分 教員配布のA4ｼｰﾄ、辞書
石原　忠佳 AC632 不可
J.ズルエタ AC633 90分 不可

芦川　恒子 AE260 不可

中泉　明彦 AE351 不可
久保　幸夫 AE353 地図帳、教科書
守屋　三千代 AE452 不可
秋田　恵美子
町田　小雪
日坂　美香代
上川　多恵子
岡松　龍一

AE551 不可

岡松　龍一
日高　吉隆

AE556 プリント以外持込可

A. ミヤモト AE560 90分 不可

江口　満 AE561 不可

和田　光一 AW401 不可
中町　泰子 AW402 不可
釜　　国男 AW403 不可
季武　嘉也 AW404 教科書

岡村　能里子 AW502 不可

安武　妙子 AW507 不可

西田　哲史 AW608 不可
久保　いづみ B101 関数電卓
小山　容子 B103 不可

山崎　　勝 M202 不可

須藤　悦安 M402 90分 不可
キャリアビジョンⅠ
キャリアプランニング：キャリアビジョンⅠ

フランス語Ⅱ
フランス語Ⅲ
フランス語Ⅳ
フランス語中級
Global Economy Lecture
外書研究Ⅱ
西洋経済史
分析化学
保育内容Ｃ(環境)
経済学Ⅱ
経済学：経済学入門Ⅱ

ロシア語Ⅱ
ロシア語Ⅲ
ロシア語Ⅳ
社会福祉概論Ⅱ
民俗学Ⅱ
日本経済論
日本史概説Ⅱ

構造機能学Ⅱ
自然地理学
対照言語学Ⅱ

日本語総合Ⅰ

日本語Ⅱ
日本語ＡⅡ
ドイツ語Ⅱ
ドイツ語Ⅲ
ドイツ語Ⅳ

13：00～
《　木曜３時限の講義の試験を行います　》

科目名
Introduction to Global Culture and Society
スペイン語Ⅱ

Interpretation BⅡ
英語通訳演習ＢⅡ

Introduction to Global Culture and Society



1月18日(木) ４時限

教員名 試験教室 試験時間 持込み物 学籍番号 備考

池田　秀彦 AB103 不可

石原　忠佳 AC532 不可
中泉　明彦 AE351 不可

中田　大悟 AE354 不可

齋藤　之美 AE453 90分 不可
大﨑　伸城 AE551 不可
五味 千帆 AW401 不可 木4、木5合同

黄　  國光 AW403
全て可、但し、ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ、電子辞
書、携帯電話は除く

鈴木  邦彦 AW404 不可

堂前　豊 AW501 電卓

井上　敬子 AW503
A4用紙1枚の手書きメモ、プリン
ト

用紙（A4）サイズ内の手書きメモ、およ
び文学作品のプリントは持ち込みでき
ますが、敬語に関する記述がある用紙
およびプリントは持ち込みできません。

掛川　三千代 AW504 不可

有里　典三 AW508 不可

蓮沼　昭子 AW610 不可
小野澤　美明子 B102 不可
小山　　満 B103 不可

杉本　久吉 B304 90分 不可

伊本　俊明 E207 電卓
宮崎　　淳 M102 不可
坂本　幹雄 M205 不可

書道Ⅱ
キャリアビジョンⅠ
キャリアプランニング：キャリアビジョンⅠ
オペレーティングシステム
民法総則
公共経済論

金融論

文章表現法ｃ

World Economy C
社会学Ⅱ
社会学：社会学Ⅱ
日本語教育概論Ⅱ
カリキュラム論

コンピュータ・リテラシーⅡ
プログラミング：キャリアのためのデータ活用
国際経済論
日本語読解ⅣＡ
フィジカルアセスメント
情報科学Ⅰ
情報科学：情報システムの仕組み
Reading： Literary Works Ⅱ
英米文学入門Ⅱ

14：45～
《　木曜４時限の講義の試験を行います　》

科目名
法学概説
法学概説：法学概説ａ
法学
アラビア語Ⅱ
診断治療学Ⅱ



1月18日(木) ５時限

教員名 試験教室 試験時間 持込み物 学籍番号 備考

山上　敦士 AE452 不可

志村　裕久 AE558 不可

浅井　学 AW201 不可

小川　政範 AW403 不可

林　　　亮 AW404 不可

井上　敬子 AW503
A4用紙1枚の手書きメモ、プリン
ト

用紙（A4）サイズ内の手書きメモ、およ
び文学作品のプリントは持ち込みでき
ますが、敬語に関する記述がある用紙
およびプリントは持ち込みできません。

小林　和夫 AW504 自筆ノート

山本　梓 AW601 不可

岩川　幸治 AW611 不可
小山　　満 B101 不可
井上　伸良 B102 不可

藤木　徹一 B103 指定の持込用紙

桐山　信一 B404 全て可

中野　良吾 S202 不可

1月18日(木) ６時限

教員名 試験教室 試験時間 持込み物 学籍番号 備考

李　和貞 AB102 不可 木4、木5合同

地域研究Ⅱ
地域研究：アフリカ研究ａ

18：15～

TOEIC Preparation for Carrer Development
Ⅱ

科目名
教育心理
教育心理学Ⅰ

《　授業時間割の異なる科目の試験を移動または合併して行います　》

福祉行財政と福祉計画
書道Ⅰ
教育行政
生物の世界
理科概論Ｂ
エネルギー科学基礎
理科概論Ａ

16：30～
《　木曜５時限の講義の試験を行います　》

科目名
論理と集合
情報数学Ⅰ
金融論
経営特講Ｃ

発達心理学
発達心理学Ⅰ

データ・サイエンス
計量経済学
体育講義Ⅱ
体育講義：健康科学ｂ
国際関係論入門
社会学：国際関係

文章表現法ｃ



1月19日(金) １時限

教員名 試験教室 試験時間 持込み物 学籍番号 備考
勘坂　純市 AB102 不可
木暮　信一
山崎　達也

AE351 プリント、ノート

天谷　　永 AE555 不可、但し、単純電卓は持込可

齋藤　之美 AE559 90分 不可

志村　裕久 AW201 90分 関数電卓、電卓

藤田　美江 AW401 不可
長谷部　秀孝 AW403 不可
小林　和夫 AW501 不可

鈴木 将史 B401 定規セット

小山　　満 B402 不可

海野　知紀 E201 不可

戸田　龍樹 E207 不可

松山　達 E208 関数電卓
尹　　龍澤 M202 不可
加賀　讓治 M402 不可
木下　　薫 S201 不可

1月19日(金) ２時限

教員名 試験教室 試験時間 持込み物 学籍番号 備考

栗原　淑江 AB103 不可

碓井　健寛 AC531 A4用紙1枚の手書きメモ

白紙A4サイズの1枚両面に、手書きの
自作ノートを1枚だけ持ち込むことは可
能です。要するに自作のカンニング
ペーパーです。ただし印刷されている
ものが含まれているものは一切認めま
せん。そのカンニングペーパーは試験
終了後に、学籍番号と名前を書いても
らい、回収します。

藤本　和子 AC532 不可
鈴木　正敏 AE351 不可
近貞　美津子 AE352 電卓

9：00～
《　金曜１時限の講義の試験を行います　》

科目名
経済と歴史

生命倫理

統計学
基礎統計学
ミクロ経済学
統計学
基礎統計学
地域在宅看護学概論
財政学
歴史の社会学Ⅰ
図形
数学概論Ｂ（図形）
美術の基本
美術概論
食品工学
生態学
基礎生態学
移動現象論
行政救済法
企業法概説

英語科教育法Ⅰ
栄養学
農業経済論

世界文学への招待

10：45～
《　金曜２時限の講義の試験を行います　》

科目名
ジェンダーの社会学
ジェンダー論

環境経済論
環境経済学



1月19日(金) ２時限

教員名 試験教室 試験時間 持込み物 学籍番号 備考
神立　孝一 AE353 不可

臼田　幸生 AE455 不可

今村　弘樹 AE555 A4 1枚

福島　良樹
石丸　憲一

AE560 不可

渋谷　明子 AE561 不可
大坪　弘教 AE865 不可

新津　隆士 AW301 90分 関数電卓、電卓

犬塚　正智 AW303 不可

山崎　達也 AW402 不可

松森　秀幸 AW403 ノート

高橋　　強 AW501 不可

日坂　美香代 AW502 不可

久山　宏一 AW503 不可

尾崎　秀夫 AW504 不可
高橋　　正 AW507 自筆ノート
掛川　三千代
北　　政巳

AW510 辞書

佐藤　素子 AW601 90分 全て可
A.コリ AW609 不可
佐々木　精治 AW611 不可
M.ダガティー AW927 90分 全て可

関川　佳人

B101
B102
B304
S201
S202

全て可

B101：1221334～1559153
B102：1559154～1617809
B304：1617810～1658206
S201：1658230～1717739
S202：1717740～1758243

田上　和子 B103 不可
吉田　和義 B401 教科書

松尾　耕作 B404 不可 ※追加されました（12/15更新）

中嶋　一行 E201 不可

経済と歴史
数学基礎Ⅱ
数理科学：キャリアに活きる数学
制御工学
制御工学Ⅰ
道徳教育論
道徳教育の研究

10：45～
《　金曜２時限の講義の試験を行います　》

科目名

日本語文化研究Ⅱ
ミクロ経済学上級
化学Ｂ
化学基礎論Ⅱ
経営戦略論
西洋哲学史（中世）
西洋哲学史Ⅱ
宗教学Ⅰ
宗教学：宗教学入門
中国社会文化論Ⅱ
中国社会文化特講ＢⅡ
初級漢字
言語演習Ⅱ
言語演習b
言語演習d
英語科教育法Ⅳ
英語学概論Ⅱ

Introduction to Japanese Economic History

中国語コミュニケーション演習初中級Ⅱ
Comparative Politics
ロシア語入門ＡⅡ
Academic Writing Ⅰ

体育講義Ⅰ
体育講義：大学スポーツの諸課題

家庭科教育
社会科教育

細胞生物学

算数科教育



1月19日(金) ２時限

教員名 試験教室 試験時間 持込み物 学籍番号 備考

10：45～
《　金曜２時限の講義の試験を行います　》

科目名
青山　由利
池口　雅道

E204 不可

山本　修一
浅井　和美
栗原　弘一

E207 不可

塩津　　徹 M305 不可
朝賀　広伸 M401 六法、配布資料、自筆ノート

藤田　尚則 M402
B4手書き表裏1枚、六法のｺ
ﾋﾟｰ、自筆ノート

1月19日(金) ３時限

教員名 試験教室 試験時間 持込み物 学籍番号 備考
杉山　由紀男 AC531 自筆ノート

高橋　一郎 AC532 90分 Ａ4表裏の手書きメモ
Your note of hand written(size: A4
front and back)

A.コリ AC533 不可

H.レンツ AC534 不可

森　　幸雄 AC632 不可
大崎 さつき
B.キャリック

AE554 不可

臼田　幸生 AE555 不可

松島　龍太郎 AE556 不可

岸　延幸 AE557 90分 全て可
※レポート試験に変更になりました
（1/18更新）

栗原　淑江 AW301 不可

高木　　功 AW302 不可

山岡　政紀 AW303 不可

コスギグレロン　朝
美

AW503 不可

酵素化学

地球科学概論

比較憲法
環境法

Academic Writing AⅡ
英語ｗｒｉｔｉｎｇ　ＡⅡ

日本国憲法

13：00～
《　金曜３時限の講義の試験を行います　》

科目名
理論社会学
Macroeconomics
Principles of Macroeconomics
特殊講義Ｂ

ビジネス・データ分析応用
ビジネスデータ分析
歴史Ⅱ
歴史：世界史入門Ａ（西洋）
歴史：世界史入門
開発と貧困の経済学
言語学
言語論：言語学入門

スワヒリ語Ⅱ

Introduction to International Relations and
Politics
Introduction to International Relations and
Politics
高齢者福祉論Ⅱ
English Language Skills for DD Ⅱ
Test Preparation TOEFL for DD Ⅱ
数学基礎Ⅱ
数理科学：キャリアに活きる数学



1月19日(金) ３時限

教員名 試験教室 試験時間 持込み物 学籍番号 備考

久山　宏一 AW504 不可

長谷部　秀孝 AW507 不可

山口  寿男 AW510 全て可

高橋　　強 AW610 不可

小山　　満
村上　信明
林　　俊雄

B204 不可

鈴木 将史 B205 電卓

池口　雅道 E204
全て可、但し、ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ、電子辞
書、携帯電話は除く

山之端　万里 E207 全て可

南方　暁 M102 判例なしの六法

小島　信泰 M202 不可

白石　正樹 M203 不可

櫻井　隆 M205 不可

塩津　　徹 M305 不可
三宅　利昌 M402 不可
坪井  順一 S202 テキスト

1月19日(金) ４時限

教員名 試験教室 試験時間 持込み物 学籍番号 備考
山崎　達也 AC631 教科書

森　　幸雄 AC632 不可

大崎 さつき AE255 不可

高橋　　正 AE353 配布資料、プリント

公共経済論
公共経済学

13：00～
《　金曜３時限の講義の試験を行います　》

科目名
言語演習Ⅳ
言語演習b
言語演習d

政治学
政治学：政治学入門
翻訳演習（中日）Ｂ
時事中国語

地域研究Ⅰ
総合科目：シルクロード研究入門

確率と統計
数学概論Ｃ（数量関係）

量子化学

日本研究Ⅱ
日本研究：日本研究ｃⅡ
親族・相続法
宗教学Ⅱ
宗教学：日本仏教入門
日本政治思想史
有価証券法
企業取引法
憲法人権論
民法総則

Global Issues in English BⅡ
時事英語ＢⅡ
日英語比較研究
英語英米文学特講ＣⅡ

経営管理論

14：45～
《　金曜４時限の講義の試験を行います　》

科目名
西洋古典語Ⅱ
地域と都市の社会学Ⅰ
地域社会学



1月19日(金) ４時限

教員名 試験教室 試験時間 持込み物 学籍番号 備考

中田　大悟 AE354 不可

臼田　幸生 AE455 不可

山口  寿男 AE551 全て可

佐々木　精治 AE553 不可

松島　龍太郎 AE555 不可

林　　　亮 AE560 不可

小澤　理恵子 AW301 不可

青木　涼子 AW401 不可 金3、金4合同
コスギグレロン　朝
美

AW503
全て可、但し、ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ、電子辞
書、携帯電話は除く

岩倉　依子 AW507 配布資料、自筆ノート

H.レンツ AW602 不可
佐藤　素子 AW606 90分 全て可

栗原　淑江 AW608 不可

岩川　幸治 AW609 不可
中野　良吾 B101 不可
栗原　弘一 E203 不可

木下　聖子 E208
全て可、但し、ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ、電子辞
書、携帯電話は除く

花見　常幸 M102 不可
白石　正樹 M203 不可
岡部　史信 M402 不可
犬塚　正智 S201 不可

小林　幸夫 S202 不可

国際関係論入門
社会学：国際関係
ロシア語講読入門Ⅱ
ロシア語講読ＡⅡ
英文法研究Ⅱ

14：45～
《　金曜４時限の講義の試験を行います　》

科目名
コンピュータ・リテラシーⅡ
プログラミング：キャリアのためのデータ活用
数学基礎Ⅱ
数理科学：キャリアに活きる数学

アルゴリズム論

国際関係論Ⅱ
国際関係論入門
心理学概論
心理学入門：心理学概論
臨床看護技術Ⅱ

スワヒリ語Ⅳ

西洋社会史
西洋文化史Ⅱ
International Bargaining

憲法人権論
現代政治理論
労働法
資本市場と証券投資
線型数理
生命科学のための数学Ⅱ
線型代数

中国語コミュニケーション演習初級Ⅱ
歴史Ⅱ
歴史：世界史入門Ａ（西洋）
歴史：世界史入門
児童福祉論Ⅱ
発達心理学Ⅰ
気候学



1月19日(金) ５時限

教員名 試験教室 試験時間 持込み物 学籍番号 備考
吉田　和義 B404 不可 月5、金4合同

1月20日(土) １時限

教員名 試験教室 試験時間 持込み物 学籍番号 備考

井手　華奈子 AW402
全て可、但し、ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ、電子辞
書、携帯電話は除く

火3

1月20日(土) ２時限

教員名 試験教室 試験時間 持込み物 学籍番号 備考

小林　正博 AE452 不可 木4

開沼　正 AE453 不可 木3

小倉　裕児 AW404 不可 木2

1月20日(土) ３時限

教員名 試験教室 試験時間 持込み物 学籍番号 備考

鷹尾　俊一 AB103 不可 水4、木2合同

富岡　比呂子 AW303 不可 月1、火3合同

《　授業時間割の異なる科目の試験を移動または合併して行います
科目名

社会科教育法Ⅱ

16：30～

9：00～
《　授業時間割の異なる科目の試験を移動または合併して行います

科目名

初等教育原理Ⅱ

10：45～
《　授業時間割の異なる科目の試験を移動または合併して行います　》

科目名
歴史Ⅰ
歴史：日本史入門

心理学概論Ⅱ
心理学Ⅱ

歴史Ⅰ
歴史：日本史入門
歴史Ⅰ
歴史：日本史入門

13：00～
《　授業時間割の異なる科目の試験を移動または合併して行います　》

科目名
美術Ⅱ
美術：美術入門ｂ



1月22日(月) １時限

教員名 試験教室 試験時間 持込み物 学籍番号 備考
川端　敏朗 AC532 不可
清水　強志 AE257 不可
岡村　龍輝 AE353 不可
浅井　学 AE354 不可
秋田　恵美子 AE551 不可
荻原　陽子 AE556 不可

坂本　辰朗 B401 90分
全て可、但し、ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ、電子辞
書、携帯電話は除く

1月22日(月) ２時限

教員名 試験教室 試験時間 持込み物 学籍番号 備考
中泉　明彦 AE351 不可
本田　優子 AE352 不可

前田　清隆 AE452 電卓

西田　哲史 AE453 不可

高木　　功 AE560 不可

杉山　由紀男 AW401 自筆ノート

平岡　秀福 AW402 全て可
佐久間　信夫 AW403 自筆ノート
長田　芙悠子 AW608 電卓

堀舘　秀一 B103 追って指示する

大澤　のり子
鏑木  光広
井上　まり子

B302 90分 教科書

加藤　康紀
藤原　義博
杉本　久吉

B304 不可

青木　　宏 E201 不可

西山　道子 E207
配布資料、関数電卓、電卓、プ
リント、自筆ノート

岡田　文雄 E208 電卓
岡部　史信 M102 不可
池田　秀彦 M205 不可

社会システム・ソリューションⅠ
日本語演習入門
日本語演習Ⅰ

初等教育原理Ⅱ

9：00～
《　月曜１時限の講義の試験を行います　》

科目名
法と経済Ａ
社会システム・ソリューションⅠ
生産管理論

10：45～
《　月曜２時限の講義の試験を行います　》

科目名
病態生理学
精神看護援助論
中級簿記
経営特講Ａ
歴史Ⅰ
歴史：現代史入門
国際開発協力論
経済特論Ⅵ
教育の社会学
教育社会学
ＣＳＲ会計
企業論
簿記演習

社会保障Ⅱ
刑事訴訟法

保育内容Ｆ(造形表現)
保育内容Ｅ（美術表現）

音楽基礎演習（ピアノ）
ピアノ実習Ⅱ

特別支援教育概論
特別支援教育Ⅰ

現代物理概論

光学

反応工学



1月22日(月) ３時限

教員名 試験教室 試験時間 持込み物 学籍番号 備考

大塚  望 AE352 不可

平岡　秀福 AE453 電卓
前田　清隆 AE454 不可
安田　賢憲 AE555 A4用紙1枚の手書きメモ
長田　芙悠子 AW303 電卓

阿部 隆一 AW403 不可

西田　哲史 AW404 90分 不可

田中　亮平 AW501 不可
※1/18（木3）→1/22（月3）に日時が変
更されました（1/4更新）

西川　ハンナ AW508 不可

山本　梓 AW601 不可

M.ダガティー AW927 90分 全て可

福井　朗子 B101
全て可、但し、ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ、電子辞
書、携帯電話は除く

崔　龍雲 B103 不可

藤原　義博
杉本　久吉

B204 不可

大澤　のり子
鏑木  光広
井上　まり子

B302 90分 教科書

戸田　大樹 B401 不可

大塚　由紀夫 B404 不可

佐藤　伸二郎 E201 電卓、講義資料
寺島　美昭 E207 教科書
中山　雅司 M102 不可

中村　壽宏 M202
六法、配布資料、教科書、自筆
ノート、いずれもコピーは不可

勘坂　純市
S201
S202

不可
S201：1126106～1626416
S202：1626420～1797101

13：00～
《　月曜３時限の講義の試験を行います　》

科目名
言語学概論Ⅱ
言語学Ⅱ
会計学
監査論
多国籍企業論
簿記原理
数学基礎Ⅰ
数理科学：数学基礎ｂ
キャリアビジョンⅠ
キャリアプランニング：キャリアビジョンⅠ

相談援助の理論と方法Ⅰ
TOEIC Preparation for Carrer Development
Ⅱ

ドイツ語Ⅱ
ドイツ語Ⅲ
ドイツ語Ⅳ

Academic Writing Ⅰ

環境教育論

物理科学Ⅱ
物理科学：生活の中の電磁波

知的障害教育Ⅱ

音楽基礎演習（ピアノ）
ピアノ実習Ⅱ

保育方法論
音楽Ⅱ
音楽：音楽総合ｂ
環境分析化学
言語処理アルゴリズム
国際法各論

民事救済手続法

創価教育論
人間教育論：創価教育学講義
教育学：創価教育学講義



1月22日(月) ４時限

教員名 試験教室 試験時間 持込み物 学籍番号 備考

浅山　龍一 AB102 不可

國島　弘行 AE555 不可

D.マルチュケ AE560 電卓、辞書

中村　信 AW401 不可

玉井　秀樹 AW404 90分 不可

西川　ハンナ AW508 不可
金子　　弘 AW511 指定の持込用紙
大塚  望 AW611 不可
石原　忠佳 AW612 不可
杉本　一郎 AW926 90分 不可

M.ダガティー AW927 90分 全て可

伊与田　健敏 B101 不可

大塚　由紀夫 B205 不可

戸田　龍樹 E204 教科書、ノート

岡部　史信 M402 不可

藤田　尚則
S201
S202

B4手書き表裏1枚、六法のｺ
ﾋﾟｰ、自筆ノート

S201：1256224～1717723
S202：1717728～1761242

14：45～
《　月曜４時限の講義の試験を行います　》

科目名
Translation Basic Ⅱ
英語ｗｒｉｔｉｎｇ入門Ⅱ
ベンチャービジネス論
消費者行動論
経営特講Ｄ
看護とリハビリテーション
キャリアビジョンⅠ
キャリアプランニング：キャリアビジョンⅠ
相談援助の理論と方法Ⅱ
日本語学概論Ⅱ
日本語教授法Ⅱ
アラビア語Ⅳ

日本国憲法

History and Theory of World Economy
環境科学Ⅱ
環境科学：地球環境を知る科学
計算機アーキテクチャ
音楽Ⅱ
音楽：音楽総合ｂ
生態圏科学
生態科学
社会保障法



1月22日(月) ５時限

教員名 試験教室 試験時間 持込み物 学籍番号 備考
中村　みゆき AC531 不可

中田　大悟 AE354 不可

和田　光司 AW507 不可

福井　朗子 B103
全て可、但し、ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ、電子辞
書、携帯電話は除く

鈴木 将史 B204 定規セット
足立　広美 B301 不可
戸田　大樹 B304 不可
藤原　義博 B403 不可
近藤　和典 E203 不可
木暮　信一
川井　秀樹
金松　知幸

E204 プリント、ノート

崔　龍雲
寺島　美昭

E207 90分 不可

嘉多山　宗 M102 判例なしの六法
劉　　継生 M201 不可
鈴木　美華
堤　高志

M202 判例なしの六法

1月22日(月) ６時限

教員名 試験教室 試験時間 持込み物 学籍番号 備考
久保　幸夫 AC531 地図帳 月2、月3合同

16：30～
《　月曜５時限の講義の試験を行います　》

科目名
経営学原理
コンピュータ・リテラシーⅡ
プログラミング：キャリアのためのデータ活用
西洋史概説Ⅱ

環境教育論

数学科教育法Ⅱ
リトミック
保育内容総論Ⅰ
ＬＤ等の心理・生理・病理
分子生物学Ⅰ

《　授業時間割の異なる科目の試験を移動または合併して行います　》
科目名

地理学Ⅱ

ニューロサイエンスⅡ
神経情報科学

キャリアビジョンⅠ
キャリアプランニング：キャリアビジョンⅠ
公法法務演習Ⅰ（憲法）
都市デザイン論

民事法務演習Ⅱ（民法展開）

18：15～



1月23日(火) １時限

教員名 試験教室 試験時間 持込み物 学籍番号 備考
大崎 さつき AC633 不可

鈴木　俊夫 AE353
全て可、但し、ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ、電子辞
書、携帯電話は除く

森　斉丈 AE554 全て可

北　　政巳 AW507 不可
大城　恵理華 AW607 不可
高橋　　正 AW608 自筆ノート
董  芳勝
大澤　のり子

B301
B302

全て可
指定した課題曲。B302は待機教室で、
B301はピアノ試験教室です。

遠藤　幸彦 B403 不可

近藤　和典 E203 不可

高瀬　　明 K101 不可

1月23日(火) ２時限

教員名 試験教室 試験時間 持込み物 学籍番号 備考
田中　健一 AC533 不可

田村　修一 AE353 不可

長田　秀樹 AE553 全て可

森　斉丈 AE554 全て可

伊東　美智留 AE651 不可

岩渕　誠 AE851 不可

平良　直 AW301 手書きノート

志村　千鶴子 AW401 不可

加納　直幸 AW402 不可

樋口　　勝 AW501
自分の作成した小ﾚﾎﾟｰﾄ、教員
配布のA4ｼｰﾄ、配布資料、自筆
ノート

坂井　孝一 AW503 不可

前川　健一 AW505
全て可、但し、ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ、電子辞
書、携帯電話は除く

9：00～
《　火曜１時限の講義の試験を行います　》

科目名
英語科教育法Ⅱ

特殊講義Ｈ

ドイツ語文法研究Ⅱ
ドイツ語Ⅱ
ヨーロッパ経済論
English Ⅱ
英語学概論Ⅱ

音楽演習

障害者の心理・生理・病理Ｂ
分子生物学
分子生物学Ⅱ
免疫科学

10：45～
《　火曜２時限の講義の試験を行います　》

科目名
道徳教育論
心理学概論
心理学入門：心理学概論

経済学Ⅱ
経済学：経済学入門Ⅱ

中国の思想
中国の思想Ⅱ

古文書学応用
古文書学Ⅱ

日本思想史Ⅱ

刑事政策
ドイツ語Ⅳ
ドイツ語Ⅵ
日本語文章表現入門
Interpretation AⅡ
英語通訳演習ＡⅡ
宗教学Ⅰ
宗教学：宗教学入門
母性看護学概論



1月23日(火) ２時限

教員名 試験教室 試験時間 持込み物 学籍番号 備考

小林　幸夫 AW507 不可

掛川　三千代 AW604 不可

二宮　由美 AW703 不可
小山　　満
清水　由朗

B103 不可

舟生　日出男 B205 不可 ※教室変更されました（1/9更新）
大澤　のり子
鏑木  光広
井上　まり子

B302 90分 教科書

井上　伸良
牛田　伸一

B401 90分 不可

高見　一正 E201 不可
戸田　龍樹 E203 関数電卓
西原　祥子
木下　聖子

E204 不可

井田  旬一 E207 電卓

1月23日(火) ３時限

教員名 試験教室 試験時間 持込み物 学籍番号 備考

森　　幸雄 AB102 不可

田中　健一 AC533 不可

鈴木  邦彦 AC632 不可

和田　正彦 AC633 不可

石原　忠佳 AC634 不可
併用試験を選択した学生は、試験開始
１０分前までにレポートを提出

本田　優子
長沼　貴美

AE353 90分 不可

松島　龍太郎 AE555 不可

D.マルチュケ AE556 辞書
山田　竜作 AE560 自筆ノート 自筆ノートは、手書きのものに限る。

常微分方程式
微分方程式と力学系
共通基礎演習Ⅱ
共通基礎演習
ブルガリア語Ⅱ

10：45～
《　火曜２時限の講義の試験を行います　》

科目名

図工科教育

音楽基礎演習（ピアノ）
ピアノ実習Ⅱ

教育方法論

教育学概論Ⅱ

データベース論
多様性生物学

ゲノム情報科学

マテリアルサイエンス
材料科学

13：00～
《　火曜３時限の講義の試験を行います　》

科目名
社会調査の基礎
社会調査入門

特殊講義Ｄ
地球市民社会論

道徳教育論
イギリス近代文学史
英米文学史ＢⅡ
歴史Ⅱ
歴史：世界史入門Ｂ（東洋）
歴史：世界史入門
地域研究Ⅰ
地域研究：中東研究Ⅱ

看護学研究方法論

英語音声学
英語音声学Ⅱ



1月23日(火) ３時限

教員名 試験教室 試験時間 持込み物 学籍番号 備考

岩渕　誠 AE851 不可

中田　大悟 AW201 不可

渋谷　明子 AW303 不可

能見　清子 AW401 不可 火3、水3合同

小林　幸夫 AW403 不可

平岡　秀福 AW507 全て可

大城　恵理華 AW607 不可

照屋　由佳 AW609 不可
麻生　千明 B102 90分 プリント、自筆ノート
桐山　信一 B204 全て可
大澤　のり子
鏑木  光広
井上　まり子

B302 90分 教科書

仁尾　泰明 B402 不可

中嶋　一行 E204 不可

金松　知幸 E208 不可

藤岡　祐次郎 M202 不可

鈎　　治雄
S201
S202

不可
S201：1301236～1658242
S202：1659104～1793064

1月23日(火) ４時限

教員名 試験教室 試験時間 持込み物 学籍番号 備考
増井　淳 AC631 不可
佐久間　貴之 AC632 電卓
水谷　　誠 AC633 不可

石原　忠佳 AC634 不可

林　真理子 AE351 不可 火4、水4合同

13：00～
《　火曜３時限の講義の試験を行います　》

科目名
Interpretation AⅡ
英語通訳演習ＡⅡ
基礎統計学Ａ
基礎統計学
メディアと社会心理Ⅱ
コミュニケーション論
大衆文化論
生活援助技術Ⅲ
線型代数学Ⅱ
幾何学
企業価値管理会計
Academic Foundations for Business Majors
Ⅱ
英語Ｃ
教育史Ａ
生活科学

音楽基礎演習（ピアノ）
ピアノ実習Ⅱ

地理歴史科教育法
生命科学Ⅱ
生命科学：ゲノムと生命の話
機能生理学
環境生理学
環境行政学

漢文学特講Ⅱ
スペイン言語文化研究Ⅱ
スペイン文化研究Ⅱ
生活援助技術Ⅳ

心理学概論
心理学入門：心理学概論

14：45～
《　火曜４時限の講義の試験を行います　》

科目名
労働経済論
統計学



1月23日(火) ４時限

教員名 試験教室 試験時間 持込み物 学籍番号 備考

山上　敦士 AE452 不可

大﨑　伸城 AE551 不可
染谷　　宏 AE559 不可
尾崎　秀夫 AE560 不可
岩川　幸治 AE561 不可
倉光　雅己 AE758 90分 不可
安田　賢憲
犬塚　正智

AW303 90分 不可

内藤　耕三 AW401 不可
國島　弘行 AW503 不可
小林　和夫 AW504 不可
長田　秀樹 AW507 不可

照屋　由佳 AW609 不可

和田　正彦 AW612 不可
鶴田　真紀 B204 不可
仁尾　泰明 B402 不可
阿部　英雄 M102 90分 判例なしの六法

1月23日(火) ５時限

教員名 試験教室 試験時間 持込み物 学籍番号 備考

寒河江　光徳 AB102 不可

中田　大悟 AE354 不可

B.キャリック AW1223 全て可
佐久間　貴之 AW509 電卓

佐々木　精治 AW511
不可、但し、辞書のみ持ち込み
を許可する

大城　恵理華 AW606 不可
高橋　　強 AW609 不可
関川　佳人 B101 全て可
鶴田　真紀
牛田　伸一

B102 不可

微積分学Ⅱ
解析学Ⅱ
経済特論Ⅱ
微分積分学Ⅱ
日本語文法Ⅳ
スペイン語Ⅲ
英語科教育法Ⅲ

14：45～
《　火曜４時限の講義の試験を行います　》

科目名

地域福祉論Ⅱ
日本語文法Ⅲ
キャリアビジョンⅠ
キャリアプランニング：キャリアビジョンⅠ
体育科教育
経営学：ベンチャー企業論
インドネシア・マレー語Ⅱ
刑法総論
Test Preparation TOEIC Ⅱ
Test Preparation Intermediate TOEICⅡ
外国史Ⅱ（東洋史）
初等教育原理Ⅱ
人文地理学
刑事法総合演習

Principle of  Finance
ロシア小説の鑑賞
ロシア文学講読Ⅱ
English Ⅳ
中国語購読初中級Ⅱ
体育概論

教育原論

16：30～
《　火曜５時限の講義の試験を行います　》

科目名
人間教育論Ⅱ
人間教育論：人間教育と人間理解
コンピュータ・リテラシーⅡ
プログラミング：キャリアのためのデータ活用
Ｃｕｌｔｕｒａｌ　Ｒｅｐｒｅｓｅｎｔａｔｉｏｎ　Ⅱ



1月23日(火) ５時限

教員名 試験教室 試験時間 持込み物 学籍番号 備考
丸田　晋策
久米川　宣一

S202 90分 不可

1月24日(水) １時限

教員名 試験教室 試験時間 持込み物 学籍番号 備考

山岡　政紀 AB103 不可

S.ラティシュワ AE553 不可
小林　孝次
清水　強志
渋谷　明子

AE555
電卓、ルート計算と四則演算が
できる通常の電卓。ただし、関
数電卓でないもの。

佐々木　諭 AW401 不可

内藤　耕三 B102 不可

小山　　満
清水　由朗

B103 不可

浅田　博 B402
全て可、但し、ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ、電子辞
書、携帯電話は除く

佐藤　伸二郎 E203 電卓、講義資料
岡部　史信 M202 不可

図工科教育

社会科教育法Ⅲ

植物栄養肥料学
権利擁護と成年後見制度

9：00～
《　水曜１時限の講義の試験を行います　》

科目名
日本語コミュニケーション論
語用論
ロシア語学Ⅱ

統計学入門Ⅰ
統計学入門：統計学入門Ⅰ

16：30～
《　火曜５時限の講義の試験を行います　》

科目名
キャリアビジョンⅠ
キャリアプランニング：キャリアビジョンⅠ

国際保健学
体育講義Ⅰ
体育講義：健康科学ａ



1月24日(水) ２時限

教員名 試験教室 試験時間 持込み物 学籍番号 備考

北　　政巳 AC531 不可

春日　潤一 AC632
スライド、配布資料、教科書、プ
リント、自筆ノート

長田　芙悠子 AE352 電卓

阿部 隆一 AE452 不可

S.ラティシュワ AE553 紙の辞書

岡松　龍一 AE556 プリント以外持込可
橋本　光子 AE652 不可
坂井　孝一 AW401 教科書、自筆ノート

村上　信明 AW403 全て可

山田　竜作 AW404 90分 不可

和田　光一 AW502 不可
西村　祥子 AW503 不可

佐藤　素子 AW504 教科書

大黒　正伸 AW507 不可

浅田　博 B103
全て可、但し、ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ、電子辞
書、携帯電話は除く

牛田　伸一
井上　伸良

B404 90分
全て可、但し、ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ、電子辞
書、携帯電話は除く

久米川　宣一 E203
全て可、但し、ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ、電子辞
書、携帯電話は除く

川井　秀樹 E204 辞書、自筆ノート

藤原  和夫 E307 全て可

中嶋　一行 S201 不可

長島　明純 S202 不可

10：45～
《　水曜２時限の講義の試験を行います　》

科目名
地域研究Ⅱ
地域研究：イギリス研究
哲学
哲学：哲学入門ａ
簿記原理
数学基礎Ⅱ
数理科学：キャリアに活きる数学
ロシア語翻訳上級Ⅱ
ロシア語作文応用Ⅱ
日本語読解ⅡＡ
日本語聴解Ⅰ
日本史概説Ⅰ
歴史Ⅰ
歴史：歴史学入門
キャリアビジョンⅠ
キャリアプランニング：キャリアビジョンⅠ
保健医療サービス
英語BⅡ
中国語文法初中級Ⅱ
中国語文法Ⅳ
社会学Ⅰ
社会学：社会学Ⅰ

社会科教育法Ⅲ

教育学概論Ⅱ

環境共生工学演習

生物学Ｂ
生物学Ⅰ
プログラミング演習Ⅱ
生物学Ｂ
生物学Ⅰ
生徒・進路指導論



1月24日(水) ３時限

教員名 試験教室 試験時間 持込み物 学籍番号 備考

中村　孝太郎 AC631 不可

大崎 さつき AC632 不可

阿部 隆一 AE452 不可

李　　　燕 AE551 不可

佐藤　正男 AE561 不可 後期に学んだ教科書の中から出題。

橋本　光子 AE654 不可

西山　道子 AW303 不可

大塚  望 AW404 90分 不可

西村　祥子 AW503 不可

馬場　善久 AW504 不可

江口　満 AW601 90分 不可 口頭試験

高橋　　強 AW610 不可

渡辺　一弘 B101
不可、但し、卓上計算機のみ可
能、スマフォは不可

伊与田　健敏 B102 不可

大塚　由紀夫 B204 不可

佐久間　洋子 B304 不可
久米川　宣一 E203 不可
新津　隆士 E204 90分 関数電卓、電卓

清水　昭夫 E207 関数電卓

渡辺　大地 M205
全て可、但し、ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ、電子辞
書、携帯電話は除く

山崎　達也
S201
S202

不可
S201：1301619～1621407
S202：1621409～1758142

13：00～
《　水曜３時限の講義の試験を行います　》

科目名
経営情報論
情報基礎論
英語科教育法Ⅱ
数学基礎Ⅱ
数理科学：キャリアに活きる数学
翻訳演習（日中）Ｂ
中国語翻訳演習Ⅱ
Translation AⅡ
英語翻訳演習ＡⅡ
日本語読解ⅡＢ
物理学Ｂ（基礎電磁気学）
電磁気学
物理学概論Ⅱ
キャリアビジョンⅠ
キャリアプランニング：キャリアビジョンⅠ
Test Preparation TOEIC Ⅱ
Test Preparation Intermediate TOEICⅡ
Statistics for Economics and Business Ⅱ
Statistics Ⅱ
ロシア語コミュニケーション初級Ⅱ
ロシア語会話ＡⅡ
中国語学入門Ⅱ
現代中国入門Ⅰ
現代中国入門Ⅱ
物性物理概論
電子工学概論
ディジタル回路基礎論
音楽Ⅱ
音楽：音楽総合ｂ
特別活動
植物生理生態学
環境計量学
物理化学Ａ
物理化学Ⅰ

論理学Ⅱ

宗教学Ⅰ
宗教学：宗教思想入門



1月24日(水) ４時限

教員名 試験教室 試験時間 持込み物 学籍番号 備考
季武　嘉也 AC632 教科書

清水　強志 AC634 A4用紙1枚の手書きメモ

中田　大悟 AE355 不可

江口　満 AE454 不可

市川　真未 AE556 不可

佐藤　正男 AE561 不可 後期に学んだ教科書の中から出題。

守屋　三千代 AW403 不可

蓮沼　昭子 AW502 不可

春日　潤一 AW507
スライド、配布資料、プリント、自
筆ノート

樋口　　勝 AW510 不可

高橋　　強 AW610 不可

M.ダガティー AW927 全て可

大塚　由紀夫 B204 不可

佐久間　洋子 B304 不可
桐山　信一 B401 全て可

須藤　悦安 M202 90分 不可

渡辺　大地 M205
全て可、但し、ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ、電子辞
書、携帯電話は除く

山崎　達也
S201
S202

不可
S201：1017822～1606428
S202：1606432～1761234

1月24日(水) ５時限

教員名 試験教室 試験時間 持込み物 学籍番号 備考
石丸　憲一 AB103 不可 火2、木1合同

14：45～
《　水曜４時限の講義の試験を行います　》

科目名
日本史Ⅱ
社会学Ⅱ
社会学：社会学Ⅱ
コンピュータ・リテラシーⅡ
プログラミング：キャリアのためのデータ活用
ロシア語翻訳初級Ⅱ
ロシア語作文Ⅱ
日本語Ⅵ
日本語ＣⅡ
Translation AⅡ
英語翻訳演習ＡⅡ
異文化コミュニケーション論Ⅱ
現代日本語文法Ｂ
日本語現代文法Ｂ
倫理学
倫理学：倫理学入門
現代中国概論
中国社会文化特講ＡⅡ
中国社会文化入門Ⅱ
中国の社会Ⅱ
English Communication Advanced Intensive
Ⅱ
English Communication Advanced Intensive

音楽Ⅱ
音楽：音楽総合ｂ
特別活動
理科教育

子供と文学

キャリアビジョンⅠ
キャリアプランニング：キャリアビジョンⅠ

法学部生のための論理

哲学
哲学：哲学入門ｂ

16：30～
《　授業時間割の異なる科目の試験を移動または合併して行います　》

科目名



1月25日(木) １時限

教員名 試験教室 試験時間 持込み物 学籍番号 備考

董  芳勝 B101 不可 木4

足立　広美 B101 不可 木2

松山　達 S201 不可 月3、金3合同

1月25日(木) ２時限

教員名 試験教室 試験時間 持込み物 学籍番号 備考

正木　友則 B101
全て可、但し、ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ、電子辞
書、携帯電話は除く

木3

伊藤　眞人 E207 90分 関数電卓 水1

9：00～
《　授業時間割の異なる科目の試験を移動または合併して行います　》

科目名
音楽概論
音楽概論Ⅱ
音楽概論
音楽概論Ⅱ
初等微積分学
生命科学のための数学Ⅰ
微分積分学Ⅰ

10：45～
《　授業時間割の異なる科目の試験を移動または合併して行います　》

科目名

国語科教育

有機化学Ⅱ
有機化学



曜時 教員名 科目名
提出
用紙

文字数 提出期限 提出先 備　考

月１ 董  芳勝 音楽科教育 A4横書き 01/17～01/25 研究室
A4ワープロ用紙で2～5枚。最終
の授業時にレポート課題を説明す
る。

月１
木１

荊　紅涛
Professional English for
Carrer Development Ⅱ

～01/11

月２ A.コリ 平和学Ⅰ A4横書き 1,000 10/15～01/08 担当教員

月２
M.ウィリアム
ス

Academic Writing AⅡ A4横書き 500 ～01/15 授業内

500 words academic essay plus
150 words abstract - 30% for
essay, 10% for
abstractAssignments 20%,
attendance 20% and vocabulary
quizzes 20%

月２ 大野　久美 演劇論 A4横書き 2,000 01/15～01/15 授業最終日

月２ 中山　賢司 NPO論 A4横書き ポータルサイト
詳細は授業内でアナウンスしま
す。

月２ 平井　康章 教育とボランティアⅡＢ A4横書き 3,000 01/15～01/15
最終授業の終了
時

月２
神尾　裕治
齋藤　友介

視覚・聴覚・障害教育総論 A4横書き 3,000 12/11～01/25 ポータルサイト

月２ 森田　茂之 現代数学概説Ⅰ 詳細は授業内で指示

月２
水４

J.ズルエタ Transnational Migration A4横書き 4,000 01/15～01/17 ポータルサイト

月２
水４

小出　　稔
International Relations in
Asia

01/18～01/25 ポータルサイト

月２
木２

荊　紅涛
Professional English for
Carrer Development Ⅱ

～01/11

月３ 町田　小雪 日本語文章表現Ⅱ A4横書き ～01/15
最終授業の終了
時

月３ 加納　直幸 地域研究Ⅱ A4横書き 2,000 01/16～01/25 C棟ﾚﾎﾟｰﾄﾎﾞｯｸｽ
2,000字以上で、図表グラフ写真を
自由に織り交ぜて作成してくださ
い。

月３
M.ウィリアム
ス

Global Communication A4横書き 1,000 ～01/15 授業内

Academic research paper 1000
words plus abstract 150 words -
30% for research paper, 10% for
abstractWeekly assignments 20%,
attendance and attitude 20%,
Quizzes 20%

月３ 山本　忠行 日本語教育学特講Ｃ A4横書き 2,000 ～01/25 メール

月３ 松田　健児 英米法 ～01/25 ポータルサイト

月３
水３

L.マクドナル
ド

Education for Sustanable
Development

～01/22 研究室 5pm at my office AW916

月３
木５

岡田　勇 プログラミング論 ～01/11 ポータルサイト

月４
坂本　辰朗
坂口　貴弘
神立　孝一

大学論 01/15～01/22 ポータルサイト
最後の授業の際に詳細を発表す
る。

月４ 丸田　晋策 生命科学Ⅰ A4 ～01/26
研究室の投函ﾎﾞｯ
ｸｽ

表紙＋3枚以上

月４ 清水　強志 共通総合演習Ⅱ A4横書き 2,000 01/15～01/25 ポータルサイト

月４ 岩倉　依子 外国史Ⅰ（西洋史） A4横書き 3,000 01/15～01/15 授業最終日

月４ 杉山　由紀男 アカデミック・スキル基礎 詳細は授業内で指示

月４ 大野　久美 アメリカ近代文学史 A4横書き 2,000 01/15～01/15 授業最終日

月４ 和田　光司 歴史学特講ＡⅡ ～01/15 授業内

月４ 高木　　功 グローバル経済Ⅱ A4横書き 2,500 01/10～01/12
ポータルサイト、
AE862研究室ポス
ト

2000～3000字です。提出はポー
タルと研究室のポストに印刷した
ものも提出してください。

月４ 飯田　順三 国際人権法 A4横書き 4,000
最終授業の終了
時

月４ 鶴田　真紀 教育とキャリア A4横書き 3,000 12/18～01/22 ポータルサイト

月４ 足立　広美 保育内容Ｅ(音楽表現) A4横書き 3,000
最終授業の終了
時

レポート試験科目一覧



曜時 教員名 科目名
提出
用紙

文字数 提出期限 提出先 備　考

レポート試験科目一覧

月４ D.ササキ 小学校の英語教育 A4横書き 2,000 12/18～01/15
最終授業の終了
時

月４
水３

J.バンキアー
Global Economy
Laboratory

A4横書き 01/15～01/15 研究室

Submit your IP folder.Your folder
must include all
documents.Failure to submit your
folder by the end of the day on
2018/15/1 will result in failure of
the course.

月４
木４

E. ラーストロ
ム

Introduction to Economic
Reasoning Ⅱ

A4横書き 3,000 01/08～01/15 ポータルサイト You have to write 6＋ pages.

月５ 山下　由美子 学術文章作法Ⅰ A4横書き 3,000 12/18～01/15 ポータルサイト
提出期限は、1/15の16：30までと
する。

月５ 西川　ハンナ 相談援助演習Ⅳ A4横書き 1,600 12/18～01/15 授業開始時

月５ 佐藤　広子 国語科教育法Ⅱ A4横書き 2,000 01/15～01/15
最終授業の終了
時

月５
田中　博子
秋元　とし子

国際看護学
授業内で提出期限、用紙種類、
文字数、提出先を学生へ周知しま
す。

月５ 小倉　裕児 経済特論Ⅱ A4横書き 2,500 11/23～12/15 ポータルサイト

月５ 飯田　順三 特殊講義Ⅱ A4横書き 4,000
最終授業の終了
時

詳細は授業中でお知らせします。

月５
水５

R.ストゥルー
プ

EAP for Global Citizenship
Ⅱ

A4横書き ～01/15
最終授業の開始
時

月５
水５

J.バンキアー
EAP for Global Citizenship
Ⅳ

A4横書き 4,000 10/21～01/19 メール

火１ 小倉　裕児 学術文章作法Ⅰ A4横書き 2,500 01/16～01/18 ポータルサイト

火１ 山下　由美子 学術文章作法Ⅰ A4横書き 3,000 01/09～01/16 ポータルサイト
提出期限は、1/16の9：00までと
する。

火１ 佐藤　広子 学術文章作法Ⅰ A4横書き 3,000 01/16～01/16
最終授業の開始
時

火１ 三好　香里 学術文章作法Ⅰ A4横書き 3,000 01/09～01/16 2500～3000字

火１ 青木　美寿華 学術文章作法Ⅰ A4横書き 01/09～01/16 ポータルサイト 2500～3000字

火１ 学谷　亮 学術文章作法Ⅰ A4縦書き 3,000 01/09～01/16 ポータルサイト

火１ 黄　若白 学術文章作法Ⅰ 「作成要領」を参照

火１ 岩木　秀樹 平和学Ⅰ A4横書き ～12/05 授業教室
授業時にプリントで詳細を説明す
る。

火１ 岩川　幸治 相談援助演習Ⅰ 詳細は追って指示する。

火１ 井上　大介 アカデミック・スキル応用 詳細はシラバスを参照

火１ 寒河江　光徳 ロシア語文法上級Ⅱ 2,000 ～01/20 ポータルサイト 22：00締切

火１ 石丸　憲一 文学を読む A4 2,600
最終授業の開始
時

文字数は2600～3200字。テーマ
等は授業時に連絡します。

火２ 勘坂　純市 キャリアビジョンⅠ ～01/24 ポータルサイト 16：00締切

火２ 久保田　秀明 体育講義Ⅱ A4横書き 2,000 01/09～01/16
最終授業の開始
時

火２ 小倉　裕児 学術文章作法Ⅰ A4横書き 2,500 01/16～01/18 ポータルサイト

火２ 黄　若白 学術文章作法Ⅰ 「作成要領」を参照

火２ 佐藤　広子 学術文章作法Ⅰ A4横書き 3,000 01/16～01/16
最終授業の開始
時

火２ 青木　美寿華 学術文章作法Ⅰ A4横書き 01/09～01/16 ポータルサイト 2500-3000字

火２ 学谷　亮 学術文章作法Ⅰ A4横書き 3,000 01/09～01/16 ポータルサイト

火２ 木原　宏子 学術文章作法Ⅰ A4横書き 3,000 01/09～01/16
最終授業の開始
時

最終授業の開始時に印刷版を、
最終授業日の9:30までにポータル
サイトにてデータ版を提出してくだ
さい。両方の提出をもって「提出」
とみなします。いずれか片方が遅
れた場合は「遅刻」とします。ま
た、いずれか片方が提出されてい
ない場合は「未提出」として単位
未認定となります。

火２ 宮原　千咲 学術文章作法Ⅰ A4横書き 3,000 ～01/16 授業内



曜時 教員名 科目名
提出
用紙

文字数 提出期限 提出先 備　考

レポート試験科目一覧

火２ 武　　澎東 地域研究Ⅰ A4横書き 2,000 01/09～01/15 ポータルサイト

火２ 和田　光一 障害者福祉論Ⅱ A4横書き 1,500 01/09～01/23 研究室
レポート内容については、授業の
ときに提示する。

火２ 山中　正樹 日本近代文学講読 A4縦書き 01/09～01/20 ポータルサイト
A4用紙（横版に縦書き）で４０字×
３０行（１枚あたり）。３枚程度（こ
れを超えても構わない）。

火２

高橋　　正
寒河江　光徳
金子　弘
水谷　誠

言語創造論 A4横書き 01/16～01/22 ポータルサイト

火２ 渋谷　明子 社会統計学 A4横書き 2,000 12/06～12/20 ポータルサイト 配布資料参照

火２ 飯田　順三 アジア法 A4横書き 4,000
最終授業の終了
時

火２ 吉川　成司 心理学概論Ⅱ 横書き ～01/16
最終授業の終了
時

提出期限の約１カ月前から、課題
を発表するとともに、各授業時に
所定の用紙を配布する。1000～
1200文字。

火２ 井手　華奈子 教育哲学 授業最終日
具体的な指示は講義内で示され
る

火２
木２

前川　一郎
International History in
the 20th century

Follow the instruction in class

火３ 市川　真未 日本語口頭表現ⅢＡ A4横書き 2,000 01/09～01/16
最終授業の終了
時

火３ 法貴　寿子 日本語口頭表現ⅢＡ A4横書き 2,000 01/09～01/16
最終授業の終了
時

火３ 井上　大介 キャリアビジョンⅠ ～01/24 ポータルサイト 16：00締切

火３ B.キャリック Academic Writing BⅡ A4横書き 1,200 授業最終日
December 19 - preliminary draft
due; will be returned Jan 9, to be
revised for Jan. 16.

火３ 木下　　薫
Reading: Literary Works
Ⅱ

A4横書き 1,500 12/15～01/16 ポータルサイト
注や参考文献も含め、１５００字か
ら２０００字程度でまとめてくださ
い。

火３ 李　　　燕 中国語講読初級Ⅱ A4横書き 600 12/12～12/19 授業教室 中文と日文の訳、合計600字

火３ 寒河江　光徳 ロシア文学入門 2,000 ～01/20 ポータルサイト 22：00締切

火３
秋元　とし子
鈴木　恵子

看護理論 詳細は授業内で指示

火３ 坂本　辰朗 比較・国際教育学Ｂ 01/16～01/23
最後の授業の際に詳細を発表す
る。

火３
金３

波多野　一真
Study Skills for Global
Business Ⅱ

A4横書き 1,000 01/12～01/16 ポータルサイト

英語1000字（1000 words）以上を
評価対象最低ラインとする。字数
を論文タイトル横に必ず記載する
こと。

火４ 清水　強志 共通基礎演習Ⅱ A4横書き 2,000 01/16～01/26 ポータルサイト

火４ 金子　　弘 言語文化論入門 A4横書き 2,500 12/16～12/17 ポータルサイト
ポータルサイトに課題と注意点を
知らせています。

火４ 高橋　　正 Translation AⅡ A4横書き 01/16～01/22 ポータルサイト

火４ 羽矢　辰夫 東洋思想史Ⅱ A4横書き 1,600 01/09～01/16 授業開始時

火４
寒河江　光徳
山中　正樹

文学研究法入門Ⅱ 2,000 ～01/20 ポータルサイト 22：00締切

火４ 中野　　毅 人間と文化 A4横書き 3,500 12/26～01/16

火４ 伊藤　眞人 分子設計 A4横書き
研究室の投函ﾎﾞｯ
ｸｽ

授業中に（およびポータルサイト
で）指示します。

火４
火５

本田　優子
大釜　信政
鈴木　恵子

看護専門職論 A4横書き 1,200 ～12/15 ポータルサイト

火４
木３

山田　竜作
Citizenship and
Democracy in a Global
Age

A4横書き 2,000 01/08～01/21 ポータルサイト
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火４
木４

望月　雅光 ビジネス・データ分析基礎 授業内で指示する

火５ 山下　由美子 学術文章作法Ⅰ A4横書き 3,000 01/09～01/16 ポータルサイト
提出期限は、1/16の16：30までと
する。

火５ 木原　宏子 学術文章作法Ⅰ A4横書き 3,000 01/09～01/16 ポータルサイト

最終授業の開始時に印刷版を、
最終授業日の16:30までにポータ
ルサイトにてデータ版を提出してく
ださい。両方の提出をもって「提
出」とみなします。いずれか片方
が遅れた場合は「遅刻」とします。
また、いずれか片方が提出されて
いない場合は「未提出」として単
位未認定となります。

火５ 三好　香里 学術文章作法Ⅰ A4横書き 3,000 01/09～01/16

最終授業の開始時に印刷版を、
最終授業日の16:30までにポータ
ルサイトにてデータ版を提出してく
ださい。両方の提出をもって「提
出」とみなします。いずれか片方
が遅れた場合は「遅刻」とします。
また、いずれか片方が提出されて
いない場合は「未提出」として単
位未認定となります。

火５ 小田　玲子 学術文章作法Ⅲ 横書き 1,000 10/16～01/09 授業最終日
履修者一名は韓国からの交換留
学生のため、レポート字数は多く
を課しません。

火５ 西川　ハンナ
低所得者に対する支援と
生活保護制度

A4横書き 1,600 01/09～01/16 授業開始時

火５ 紙　宏行 日本古典文学講読 A4 ～01/23
中央教育棟1階ﾊﾟ
ﾋﾟﾙｽﾒｲﾄ横ﾚﾎﾟｰﾄ
ﾎﾞｯｸｽ

16：00締切課題：①『平家物語』の
文学的特質について考えたことを
述べなさい。②古典芸能の実際
の公演を鑑賞し、その感想、考察
をまとめなさい。鑑賞したチケット
の半券を必ず貼付すること。①と
②、それぞれレポート字数2000字
以上

火５ N.ファロウ 英語学概論Ⅱ 2,500 01/16～01/25 メール
Students will receive clear
guidance on the report content
during the final classes.

火５ 村上　信明 東洋史概説Ⅱ A4横書き 2,000 12/12～12/26 ポータルサイト

火５ 佐藤　素子 通訳演習（日中）Ｂ 1,500 01/18～01/24 ポータルサイト

火５ 佐々木　諭 国際看護特講ａ 3,000 01/16～01/28 ポータルサイト

火５
中山　雅司
長尾　名穂子
前田　幸男

人間の安全保障ワーク
ショップ

A4横書き 2,500 01/09～01/16
最終授業の終了
時

文字数の上限は3000字とします。

火５ 飯田　順三 法社会学 A4横書き 4,000
最終授業の終了
時

火５ 大場　隆広 特殊講義Ｃ A4横書き 01/17～01/24 ポータルサイト 詳細は追って、指示する。

水１ 片山 章雄 東洋文化史Ⅱ ～01/24
中央教育棟1階ﾊﾟ
ﾋﾟﾙｽﾒｲﾄ横ﾚﾎﾟｰﾄ
ﾎﾞｯｸｽ

17：00締切、２０００字以上、図１
枚

水１ 武　　澎東 中国の経済 A4横書き 1,800 01/08～01/11 ポータルサイト

水２ 蝶名林　亮 哲学 ～01/17 ポータルサイト
課題内容など、詳細については授
業内で発表します。

水２ 小倉　裕児 学術文章作法Ⅰ A4横書き 2,500 01/10～01/12 ポータルサイト

水２ 山下　由美子 学術文章作法Ⅰ A4横書き 3,000 12/20～01/10 ポータルサイト
提出期限は、1/10の10：30までと
する。

水２ 黄　若白 学術文章作法Ⅰ 「作成要領」を参照

水２ 青木　美寿華 学術文章作法Ⅰ A4横書き 01/03～01/10 2500～3000字

水２ 学谷　亮 学術文章作法Ⅰ A4横書き 3,000 01/03～01/10 ポータルサイト

水２ 宮原　千咲 学術文章作法Ⅰ A4横書き 3,000 ～01/10 授業内

水２ 三好　香里 学術文章作法Ⅰ A4横書き 3,000 01/03～01/10 2500～3000字

水２ 小林　和夫 資料収集・データ分析法 A4横書き 3,600 01/17～01/28 ポータルサイト 書式はポータルサイト参照。



曜時 教員名 科目名
提出
用紙

文字数 提出期限 提出先 備　考

レポート試験科目一覧

水２ 佐藤　正男 Ｔｒａｎｓｌａｔｉｏｎ　Ｓｔｕｄｉｅｓ A4横書き 01/08～01/17 ポータルサイト
レポート内容の詳細は授業にて
説明。

水２ 榎本　淳一 歴史学特講ＢⅡ A4 4,800 09/20～01/10 担当教員
レポートの詳細については、初回
授業時に配布したプリントを参
照。

水２ 前田　幸男 Peace Studies A4横書き 5,000 01/12～01/24
本部棟8階事務室
前ﾚﾎﾟｰﾄﾎﾞｯｸｽ

Only by the 5 pm on Jan 24th.
5000 means 5,000 letters in
English at minimum. In other
words, it must be more than
1,000 words in English

水２ 小林　守 Project Management Ⅰ
原稿用紙
（400）
A4横書き

2,000
最終授業の終了
時、the last class

500 words

水２ 吉川　成司 心理学概論Ⅱ 横書き ～01/10
最終授業の終了
時

提出期限の約１カ月前から、課題
を発表するとともに、各授業時に
所定の用紙を配布する。1000～
1200文字。

水２ 坂本　辰朗 海外から見た日本の教育 01/10～01/17
最後の授業の際に詳細を発表す
る。

水２ 岡村　和夫 廃棄物処理工学 詳細は授業内で指示

水２
金４

R.ヤスダ
Global Economy
Laboratory

A4横書き 01/12～01/12 授業開始時
4 - 8 pages typed, double spaced.
Submitted in class on Friday,
1/12

水３ 法貴　寿子 日本語文章表現Ⅳ A4横書き 1,500 ～01/10

水３ 大﨑　伸城 日本語文章表現Ⅳ A4横書き 1,500 ～01/10
最終授業の終了
時

水３ 小倉　裕児 学術文章作法Ⅰ A4横書き 2,500 01/10～01/12 ポータルサイト

水３ 佐藤　広子 学術文章作法Ⅰ A4横書き 3,000 01/10～01/10
最終授業の開始
時

水３ 黄　若白 学術文章作法Ⅰ 「作成要領」を参照

水３ 三好　香里 学術文章作法Ⅰ A4横書き 3,000 01/03～01/10 2500～3000字

水３ 宮原　千咲 学術文章作法Ⅰ A4横書き 3,000 ～01/10 授業内

水３ 学谷　亮 学術文章作法Ⅰ A4横書き 3,000 01/03～01/10 ポータルサイト

水３ 木原　宏子 学術文章作法Ⅰ A4横書き 3,000 12/20～01/10
最終授業の開始
時

最終授業の開始時に印刷版を、
最終授業日の12:00までにポータ
ルサイトにてデータ版を提出してく
ださい。両方の提出をもって「提
出」とみなします。いずれか片方
が遅れた場合は「遅刻」とします。
また、いずれか片方が提出されて
いない場合は「未提出」として単
位未認定となります。

水３ 和田　光一 相談援助演習Ⅴ A4横書き 1,500 01/10～01/24 研究室
レポート内容については、事業で
提示する。

水３ 蝶名林　亮 哲学入門 ～01/17 ポータルサイト
詳細については授業内で指示し
ます。

水３ 菅野　博史 宗教学Ⅱ A4横書き 4,000 01/10～01/10 授業教室

水３ 山中　正樹 日本文学概論Ⅱ A4縦書き 01/05～01/16 ポータルサイト
A4用紙（横版に縦書き）で４０字×
３０行（１枚あたり）。３枚程度（こ
れを超えても構わない）。

水３ 山岡　政紀 日本語教材研究Ⅱ ポータルサイト 詳細は授業内で指示

水３ 坂井　孝一 比較文化史 3,500 12/20～01/10
最終授業の終了
時

水３ 村上　信明 歴史学特講ＣⅡ A4横書き 2,000 01/07～01/17 ポータルサイト

水３
秋元　とし子
鈴木　恵子

看護理論 詳細は授業内で指示

水３
金２

R.ヤスダ Economics Lecture B A4横書き 01/20～01/20 メール
25+ pages, APA format, submit by
1/20 at 23:00 by e-mail to
ryasuda@soka.ac.jp

水４ 佐藤　広子 学術文章作法Ⅱ A4横書き 3,000 01/10～01/10
最終授業の開始
時
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水４ 李　　　燕 中国語総合初中級Ⅱ A4横書き 800 12/06～12/13 授業教室 中文と日文の訳、合計800字

水４ 菅野　博史 仏教思想概論 A4横書き 4,000 01/10～01/10 授業教室

水４ 山本　美紀 日本文学史 A4縦書き 4,000 01/10～01/10
最終授業の終了
時

詳細は授業で発表します。

水４ 佐藤　素子 中国語学中上級Ⅱ 1,500 01/18～01/24 ポータルサイト

水４ 釜　　国男 経済特論Ⅴ A4横書き 3,200 01/17～01/25 ポータルサイト

水４
岡村　和夫
栗原　岳史

科学技術論 詳細は授業内で指示

水４
金３

天谷　　永 ビジネス・エコノミクス A4横書き 01/12～01/24
研究室の投函ﾎﾞｯ
ｸｽ

リサーチペーパーを書いていただ
きますので文字数は自由です。

木２ 井上　アヤ子 体育講義Ⅱ A4 4,000 12/21～01/11

最終授業の終了
時、B61２　研究室
特別な理由がある
場合

木２ 蝶名林　亮 哲学概論Ⅱ ～01/17 ポータルサイト
詳細については授業内で指示し
ます。

木２ 村上　信明 東洋思想講読（中国語）Ｂ A4横書き 2,000 01/07～01/18

木２ 木下　　薫 イギリス小説・散文研究 A4横書き 1,500 12/15～01/11 ポータルサイト
注や参考文献を含め、１５００字か
ら２０００字程度でまとめてくださ
い。

木３
桑原　ビク
ター

環境科学Ⅱ 詳細は授業内で指示

木３ 浅山　龍一 英米児童文学研究 A4横書き 2,000 01/11～01/18 研究室

ワードでお願いします。参考文献
やウェブサイトからの写し（および
その組み合わせ）は認めません。
書き方については、シラバスを参
照。

木３ 今村　弘樹 マルチメディア演習 詳細は授業内で指示

木４ 山中　正樹 文学Ⅰ A4縦書き 01/05～01/16 ポータルサイト
A4用紙（横版に縦書き）で４０字×
３０行（１枚あたり）。３枚程度（こ
れを超えても構わない）。

木４ 久保　幸夫 教養地理学 詳細は授業内で指示

木４ 杉山　由紀男 現代マスコミ論 詳細は授業内で指示

木４ 加納　直幸 地域研究Ⅱ A4横書き 2,000 01/16～01/25 C棟ﾚﾎﾟｰﾄﾎﾞｯｸｽ
2,000字以上で図表・グラフ・写真
を織り交ぜて自由に作成してくだ
さい。

木４ 岩川　幸治 相談援助実習指導Ⅱ 詳細は追って指示する。

木４ 高橋　　正 比較文化Ⅱ A4横書き 10/12～01/22 ポータルサイト

木４ 金子　　弘 日本語学特講Ｂ A4横書き 12/21～01/11 ポータルサイト

木４ 井上　大介 文化人類学Ⅱ 詳細はシラバスを参照

木４ 飯田　順三
Area Studies in
International Law
Perspectives

A4横書き 4,000
最終授業の終了
時

木４
桑原　ビク
ター

地球科学概論 詳細は授業内で指示

木４
木５

鈴木　昇 流通論 A4横書き 12/21～01/11 ポータルサイト

木５ 安田　賢憲 企業研究 A4横書き 2,500 ～01/19 ポータルサイト 18：30締切

木５ 小出　　稔 留学のための国際理解 01/18～01/22
中央教育棟1階ﾊﾟ
ﾋﾟﾙｽﾒｲﾄ横ﾚﾎﾟｰﾄ
ﾎﾞｯｸｽ

木５ 高橋　　正 英語語用論 A4横書き 01/11～01/22 ポータルサイト

木５ 勘坂　純市
Economic Development of
Japan Ⅰ

A4 1,000 01/10～01/26 ポータルサイト
Choose one topic and compare
history of Japan and that of
another country.

木５ 的野　信一 社会教育計画Ⅱ A4 ～01/11
最終授業の終了
時

金１ 高橋　　強 異文化コミュニケーション A4横書き ポータルサイト

金１ 久山　宏一 東欧の歴史と文化 A4横書き 01/12～01/19 C棟ﾚﾎﾟｰﾄﾎﾞｯｸｽ

金２ 上川　多恵子 日本語読解ⅣＢ A4横書き 1,000 01/12～01/19 研究室
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金２
M.ウィリアム
ス

Text Studies A4横書き 1,000 ～01/12 授業内

500 words Midterm essay 25%
due date 11/101000 words Final
essay 25% due date 1/12Class
participation 20%Weekly
assignments 20%

金２ 木下　　薫 英米文学講読Ⅱ A4横書き 1,500 12/15～01/12 ポータルサイト
注や参考文献を含め、１５００字か
ら２０００字程度でまとめてくださ
い。

金２ 岩倉　依子 歴史学概論 A4横書き 3,000 01/12～01/12 授業最終日

金２ 中野　　毅 社会学概論 A4横書き 4,000 01/05～01/14 ポータルサイト
当初、期末テストを行う予定でし
たが「期末レポート」試験に変更し
ます。

金２ 武　　澎東 中国の政治 A4横書き 1,800 01/08～01/11 ポータルサイト

金２ 井上　大介 フィールド調査実習 詳細はシラバスを参照

金２ 平井　康章 教育とボランティアⅠ A4横書き 3,000 01/12～01/12
最終授業の終了
時

金３ 山崎　めぐみ 教育学 A4横書き 01/12～01/12 授業終了時
用紙が13回目授業で配付されま
す。

金３ 縄田　咲紀 プログラミング A4 12/15～01/26 ポータルサイト

13回目出題の最終課題を定期試
験レポート課題としている．（オリ
ジナルのプログラムと説明のレ
ポート）期限遅れ，メール提出は
受け付けない．詳細は授業内で
確認すること．

金３ 今村　弘樹 情報科教育法Ⅱ 詳細は授業内で指示

金３ 李　　　燕 中国語作文初中級Ⅱ A4横書き 900 12/08～12/15 授業教室 中文と日文の訳、合計900字

金３ 大野　久美 英米文学概論Ⅱ A4横書き 2,000 01/12～01/12 授業最終日

金３ 木下　　薫 英米文学概論Ⅱ A4横書き 1,500 12/15～01/12 ポータルサイト
注や参考文献を含め、１５００字か
ら２０００字程度でまとめてくださ
い。

金３ 中野　　毅 宗教の社会学Ⅰ 横書き 4,000 12/29～01/14 ポータルサイト

金３ 寒河江　光徳 ロシア文学Ⅱ 2,000 ～01/20 ポータルサイト 22：00締切

金３
M.ウィリアム
ス

Socio-economic
Development of India

A4横書き 2,000 ～01/12 授業内

1000 words Midterm essay 20%
due on 11/32000 words Final
essay 40% due on 1/12Weekly
assignments 10%, quizzes 20%

金３
金４

岸　延幸 ビジネス・データ分析応用
詳細は授業内で指示
※筆記試験からレポート試験に変
更になりました（1/18更新）

金３
金４

平井　康章 社会教育演習 A4横書き 3,000 01/12～01/12
最終授業の終了
時

金４ 宮原　千咲 学術文章作法Ⅰ A4横書き 3,000 ～01/12 授業内

金４ 水谷　　誠 中国文学Ⅱ 2,000 10/13～12/22 授業教室
テーマは授業時にお知らせしま
す。

金４ 李　　　燕 中国語作文中上級Ⅱ A4横書き 1,000 12/08～12/15 授業教室 中文と日文の訳、合計1000字

金４
高木　　功
寺西　宏友

人間主義経済学 A4横書き 2,000 12/23～01/11 ポータルサイト

「私の考える人間主義経済学」を
2,000字程度でまとめなさい。1.複
数の章から構成すること（章立て
をおこなう）2.各章には見出しをつ
ける3.参考文献、URL等を末尾に
つける

金４ 中山　賢司 国際関係史 A4横書き ポータルサイト
詳細は授業内でアナウンスしま
す。

金４ 遠藤　幸彦 心理学特講Ｂ A4横書き 2,000 01/12～01/18
B棟1階教育学部
棟ﾚﾎﾟｰﾄﾎﾞｯｸｽ

金４ 北野　晃朗 幾何学概論 ～01/12
最終授業の開始
時

詳細は全て授業時間内で指示す
る。


