
 

 

２０１ 8年度 
 

春学期末定期試験時間割 
 

 

 

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。 



－ 春 学 期 末 定 期 試 験 実 施 要 領 － 
 

《 春学期末定期試験期間 》 

2 0 1 8 年 7 月 2 1 日（土）  ～  7 月 3 0 日（月）  

※大雪等で実施できなかった場合の予備日は 7月 31日（火）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部（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 － 

 

2018年度春学期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、8月 21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（7/21～7/30）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 8月 28日（火）、8月 29日（水） 

 



《 追試験受験手続き 》 

 受験許可願提出  

    教務部窓口（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」を教務部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 7月 13日（金） ～ 8月 2日（木）12：00締切 （日曜日は除く） 

     

《 教務部窓口時間（7月 13日～7月 30日）》 

   月～金 9：30～17：00 

   土     9：30～12：00 

   ※7月 28日（土）オープンキャンパスのため、窓口は休業になります。 

   ※7月 31日（火）、8月 1日（水）、8月 2日（木） 9：30～12：00 

 

《 追試験受験許可者・時間割発表 》 

 2018年 8月 21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、中央教育棟教務部掲示板（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 21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 8月 15日（水）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～8月 22日（水）です。 

 

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


＜記載内容の訂正＞

G.Y.ワン Marketing 7月24日 火 2 AC532 不可 授業内試験を実施

石原　忠佳 アラビア語Ⅲ 7月24日 火 3 AW1211 不可
教室変更

AW506→AW1211

髙橋　一郎 Programming 7月23日 月 5 AW503 不可 授業内試験を実施

持込物 変 更 点

2018年度 春学期末定期試験
時間割 訂正・変更一覧

科　目　名 時限

周　　知　　　内　　　容

教　員　名 教室実施日 曜日

2018年7月13日（金）更新



7月21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

鷹尾　俊一 AB102 不可 水２・水４合同

富岡　比呂子 S202 不可 月２・火４合同

7月21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

中嶋　一行 AB102 不可

7月21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

井手　華奈子 AC533
全て可、但し、ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ、電子辞
書、携帯電話は除く

小倉　裕児 AE353 不可

開沼　正 AE452 不可

小林　正博 AE453 不可

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　》

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

初等教育原理Ⅰ

歴史入門
歴史Ⅰ
歴史：日本史入門

歴史入門
歴史Ⅰ
歴史：日本史入門

歴史入門
歴史Ⅰ
歴史：日本史入門

科目名

生物学Ａ
生物学Ⅱ
生物学

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

美術
美術Ⅰ
美術：美術入門ａ

心理学概論Ⅰ
心理学Ⅰ



7月23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

西田　哲史 AC531 不可

川端　敏朗 AC532 不可

市川　真未
荻原　陽子
岡松　龍一
法貴　寿子
秋田　恵美子

AE551 不可

日高　吉隆
大﨑　伸城
日坂　美香代
水島　亜美
岡松　龍一

AE552 不可

町田　小雪,荻原　陽子 AE553 不可

秋田　恵美子,橋本　光子 AE554 不可

A. ミヤモト AE560 90分 全て可

覚張　シルビア AW609 不可

内藤　耕三 B102 不可

守屋　誠司 B205 不可

清水　由朗 S202 ノート

9：00～
《　月曜１時限の講義の試験を行います　》

数量関係
数学概論Ｃ（数量関係）

美術概論/美術の基本

日本語総合入門

日本語Ⅰ
日本語ＡⅠ

日本語Ⅰ
日本語ＡⅠ

ドイツ語Ⅰ
ドイツ語Ⅱ

ロシア語Ⅰ
ロシア語Ⅱ

体育講義
体育講義Ⅰ
体育講義：健康科学ａ

科目名

マクロ経済学

民法

日本語総合Ⅰ



7月23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
本田　優子 AE351 不可

山上　敦士 AE352 不可

清水　強志 AE353 A4用紙1枚の手書きメモ

E.ツグラッゲン AE454 不可

日高　吉隆
上川　多恵子

AE552 不可

水島　亜美
町田　小雪
日坂　美香代
伊東　美智留
秋田　恵美子

AE553 不可

秋田　恵美子 AE554 不可

染谷　　宏 AE555 不可

A. ミヤモト AE560 90分 全て可

前田　清隆 AW302 電卓
勘坂　純市 AW303 不可
中泉　明彦 AW403 不可

小林　正博 AW507 不可

小﨑　晃義 AW607 不可

覚張　シルビア AW609 不可

舟生　日出男 B101 不可

池口　雅道 B102
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 B103 90分 不可
大澤　のり子
鏑木  光広
井上　まり子

B302 90分 教科書

坂本　辰朗 B304 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

崔　龍雲 E203 不可

ピアノ入門
ピアノ実習Ⅰ

教育史Ｂ

物理科学
物理科学Ⅱ
物理科学：身近な物理学Ⅱ
物理科学：電気と光の物理

宗教学入門
宗教学Ⅱ
宗教学：日本仏教入門

時事ロシア語
時事ロシア語Ⅰ

ロシア語Ⅰ
ロシア語Ⅱ

教育方法論

構造生物学
構造情報生物学

教育方法学

日本語演習入門
スペイン語Ⅰ
スペイン語Ⅱ

ドイツ語Ⅰ
ドイツ語Ⅱ

簿記原理
経済学史
生化学の基礎

精神看護学概論

代数学概論
情報数学Ⅱ

社会学入門
社会学Ⅰ
社会学：社会学Ⅰ

ドイツ語Ⅰ
ドイツ語Ⅱ

日本語Ⅰ
日本語ＡⅠ

日本語総合Ⅱ

科目名

10：45～
《　月曜２時限の講義の試験を行います　》



7月23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

石原　忠佳 AC632 不可

小林　幸夫 AE452 不可

E.ツグラッゲン AE454 不可

酒井　健 AE555 不可

A. ミヤモト AE560 90分 全て可

大坪　弘教 AE878 不可

D.マルチュケ AW302 電卓、辞書

安田　賢憲 AW403 A4用紙1枚の手書きメモ
J.ズルエタ AW501 90分 不可

平岡　秀福 AW507
全て可、但し、ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ、電子辞
書、携帯電話は除く

掛川　三千代 AW509 90分 不可

江口　満 AW608 不可

M.ダガティー AW927 90分 全て可

石黒　真愁子 B101 不可

大澤　のり子
鏑木  光広
井上　まり子

B302 90分 教科書

横山　正 B401 不可
藤原　義博 B403 不可

大塚　由紀夫 B404 不可

高見　一正 E207 不可
花見　常幸 M201 プリント、自筆ノート
朝賀　広伸 M402 六法、配布資料、自筆ノート

法貴　寿子
岡松　龍一

AE655 不可

コンピュータネットワーク論Ⅰ
日本国憲法
行政法総論

日本語Ⅰ
日本語ＡⅠ

English for Academic Purposes　Ⅰ
English for Academic Purpose
道徳教育論
道徳教育の研究

ピアノ入門
ピアノ実習Ⅰ

政治経済学概論
障害者の心理特論

音楽
音楽Ⅰ
音楽：音楽総合ａ

マーケティング
経営特講Ｂ

経営学原理
Global Sociology and Anthropology

環境管理会計

World Economy D
ロシア語Ⅰ
ロシア語Ⅱ

スペイン語Ⅰ
スペイン語Ⅱ

線型代数学Ⅰ
代数学

ドイツ語Ⅰ
ドイツ語Ⅱ

経営学原理

ドイツ語Ⅰ
ドイツ語Ⅱ

Intermediate Microeconomics
Intermediate Microeconomic Theory
ミクロ経済学中級

13：00～
《　月曜３時限の講義の試験を行います　》

科目名



7月23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

杉山　由紀男 AB103 自筆ノート

金子　　弘 AC532 指定の持込用紙

掛川　三千代 AC533 不可

山崎　達也 AC534 変化表、単語集

石原　忠佳 AC631 不可 レポート併用試験選択者は１０分前までに提出

石黒　真愁子 AE452 不可

E.ツグラッゲン AE454 不可
金澤　伸幸 AE556 90分 電卓

土江　智佳子
AW301
AW302

電卓
AW301：1226301～1706245
AW302：1706246～1821319

國島　弘行 AW303 不可

高橋　一郎 AW502 90分 自筆ノート

佐々木　精治 AW508 自筆ノート
大塚  望 AW611 不可
山本　梓 AW811 不可
M.ダガティー AW927 90分 全て可

大塚　由紀夫 B101 不可

井上　伸良 B102 不可
吉田　和義 B304 教科書

崔　龍雲 E207 不可

木村　富美子 M202 不可
須藤　悦安 M203 不可

藤田　尚則
M401
M402

プリント、自筆ノート、プリントは、
「日本国憲法」のコピーをいう。

M401：1356208～1717732
M402：1717736～1861237

勘坂　純市
S201
S202

不可
S201：1217206～1717601
S202：1717605～1861243

社会科教育

情報計測工学
情報センシング

法学部生のための数理
債権各論

日本国憲法

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

ロシアの歴史と文化/ロシア近代史
日本語教授法Ⅰ
TOEIC Preparation for Career Development Ⅰ
Cross-cultural Understanding

音楽
音楽Ⅰ
音楽：音楽総合ａ

教育行財政学

道徳教育論
道徳教育の研究
ドイツ語Ⅴ
World Economy E

簿記入門
簿記基本原理

経営管理論
Microeconomics
Principles of Microeconomics

科目名

現代社会研究への招待
社会学への招待
現代の社会

日本語学概論Ⅰ

国際開発協力論
経済特論Ⅵ

西洋古典語Ⅰ

中東文化論Ⅰ

14：45～
《　月曜４時限の講義の試験を行います　》



7月23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

土江　智佳子 AB102 電卓

山崎　達也 AE351 不可

中田　大悟 AE354 不可

P.ドボルー AE561 辞書、ノート

和田　光司 AW404 不可
高橋　一郎 AW503 90分 教科書
山本　梓 AW811 不可

M.ダガティー AW927 90分 全て可

舟生　日出男 B101 不可
鶴田　真紀 B102 不可
吉田　和義 B304 不可

木暮　信一 E307 プリント、ノート

鈴木　美華
田村　伸子

M203 判例なしの六法

浅山　龍一 S201 不可

7月23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

鈴木 将史 AB103 定規セット、電卓 月２・金３合同

久保　幸夫 AC533 高校地図帳、教科書 月２・月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

数学概論
数の概念
数学概論Ａ（数の性質）

地理学Ⅰ

教育原論
地理学概説

統計学
数理統計学

民事法務演習Ⅰ（民法基礎）

英語翻訳入門Ⅰ
Translation Basic Ⅰ
英語ｗｒｉｔｉｎｇ入門Ⅰ

18：15～

International　Business
国際経営論
International Management

西洋史概説Ⅰ
Programming
TOEIC Preparation for Career Development Ⅰ

環境科学A
環境科学Ⅰ
環境科学：生活環境の科学

教育方法

16：30～
《　月曜５時限の講義の試験を行います　》

科目名

簿記入門
簿記基本原理

西洋哲学史Ⅰ
西洋哲学史（古代）
西洋哲学史（中世）
西洋哲学史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



7月24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
西田　哲史 AE352 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

天谷　　永 AE452 不可

森　斉丈 AE553 全て可

二宮　由美 AW506 不可
O.アロンソ AW603 全て可

関　　篤志 E201 関数電卓

小島　信泰 M203 不可

7月24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

G.Y.ワン AC532 90分 不可

鈴木  邦彦 AC631 不可

春日　潤一 AC632
スライド、配布資料、プリント、自筆
ノート

大塚  望 AC633 不可

堂前　豊 AE351 電卓のみ
増井　淳 AE352 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

加納　直幸 AE452 不可

齋藤　之美 AE453 90分 不可
岩川　幸治 AE454 追って指示する

森　斉丈 AE553 全て可

橋本　光子 AE651 不可

平良　直 AW301 自筆ノート

近貞　美津子 AW302 電卓

ドイツ語文法研究Ⅰ
ドイツ語Ⅰ

宗教学入門
宗教学Ⅰ
宗教学：宗教学入門
農業経済論

金融論
経済数学入門Ｂ

特殊講義Ｇ

ミクロ経済学入門
経済学Ⅰ
経済学：経済学入門Ⅰ

国際経済論
地域福祉論Ⅰ

日本語文章表現入門

《　火曜２時限の講義の試験を行います　》
科目名

Marketing

イギリス古典文学史
英米文学史ＢⅠ

哲学入門
哲学
哲学：哲学入門ａ

言語学概論Ⅰ
言語学Ⅰ

ドイツ語Ⅲ
ドイツ語Ⅴ

ブルガリア語Ⅲ
English Ⅰ

統計熱力学
化学熱力学

法史学

10：45～

9：00～
《　火曜１時限の講義の試験を行います　》

科目名
現代経済史

金融機関論

経済学入門



7月24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

川島　秀明 AW303 不可

長谷部　秀孝 AW402 不可

小林　孝次 AW403 不可
碓井　健寛 AW404 不可

岩渕　誠 AW504 不可

二宮　由美 AW506 不可

前川　健一 AW508
自分の作成した小ﾚﾎﾟｰﾄ、教科書、
プリント、自筆ノート

筒井　澄栄 AW509 90分 不可
O.アロンソ AW603 全て可

佐藤　素子 AW609 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

口頭試験・90分

佐々木　精治 AW612 辞書

久米川　宣一
B101
B102

不可
B101：1221419～1701302
B102：1701342～1859147

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

大澤　のり子
鏑木  光広
井上　まり子

B302 90分 教科書

内藤　耕三 B304 不可

藤原　義博
杉本　久吉
山内　俊久

B403 不可

西原　祥子 E204 不可

佐藤　伸二郎 E207 90分 関数電卓、ノート

平塚　輝美 M102 判例なしの六法
川口　雄一 M203 追って指示する

藤岡　祐次郎 M205 不可

中山　雅司 M305 不可
岡部　史信 M402 不可

栗山　直樹
S201
S202

不可
S201：1401441～1721219
S202：1721220～1891025

人間の安全保障論
労働法

人的資源管理論

知的障害教育Ⅰ

発生生物学

無機化学
基礎無機化学

民事法務演習Ⅳ（民事訴訟法）
日本政治外交史

政治学入門
政治学
政治学：政治学入門

中国語コミュニケーション演習初中級Ⅰ
中国語コミュニケーションⅢ

ロシア詩の鑑賞
ロシア文学講読Ⅰ

環境科学A
環境科学Ⅰ
環境科学：多様な植物のもつ有用性

図工科教育

ピアノ入門
ピアノ実習Ⅰ

体育科教育

10：45～
《　火曜２時限の講義の試験を行います　》

科目名

経済数学入門A

Interpretation AⅠ
英語通訳演習ＡⅠ

ブルガリア語Ⅰ

日本思想史Ⅰ

障害者福祉論Ⅰ
English Ⅰ

経営組織論

ミクロ経済学中級
ミクロ経済学中級（HP）

経済数学入門A



7月24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 AC631 不可
尾崎　秀夫 AC634 不可
田村　修一 AE351 不可
小林　幸夫 AE352 不可

佐久間　貴之 AE354 不可

碓井　健寛 AE355 不可

望月　雅光 AE454 不可
金澤　伸幸 AE556 90分 電卓

梶川　貴子 AE560 不可

安武　妙子 AW201 不可

中村　みゆき AW303 不可
青木　涼子 AW403 不可 火３・水３合同

春日　潤一 AW404
スライド、配布資料、プリント、自筆
ノート

岩渕　誠 AW504 不可

高橋　　正 AW507 自筆ノート

O.アロンソ AW603 全て可

大城　恵理華 AW607 不可

石原　忠佳 AW1211 不可

鈎　　治雄

S201
S202
B101
B102

不可

S201：1306309～1721319
S202：1721321～1817546
B101：1817612～1835139
B102：1835148～1859266

小関　勇次 B205 不可

大澤　のり子
鏑木  光広
井上　まり子

B302 90分 教科書

坂本　辰朗 B304 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

藤原　義博
安部　博志

B404 不可

中山　雅司 M102 不可

前田　幸男 M201 90分
プリント、自筆ノート、自分で書きこ
んだリアペと配布スライドは持ち込

大楽　光江 M202 不可
薮田　礼子 M203 追って指示する

ＬＤ等教育総論

国際機構論

国際政治論

知的財産法
民事法務演習Ⅲ（企業法）

English Ⅲ
英語Ｃ
Study Skills for Business Ⅰ
Study Skills for Global Business Ⅰ

心理学入門
心理学概論
心理学入門：心理学概論

人文地理学

ピアノ入門
ピアノ実習Ⅰ

初等教育原理Ⅰ

生活援助技術Ⅰ

倫理学入門
倫理学
倫理学：倫理学入門

Interpretation AⅠ
英語通訳演習ＡⅠ

アラビア語Ⅲ

英語学概論Ⅰ

基礎統計学A
基礎統計学

ｅビジネス論
マクロ経済学上級
古文書学
古文書学Ⅰ

基礎統計学A
基礎統計学

証券市場論

科目名
高齢者福祉論Ⅰ
英語科教育法Ⅲ
心理学
確率統計

基礎統計学A
基礎統計学

13：00～
《　火曜３時限の講義の試験を行います　》



7月24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

李　和貞 AB102 不可

綿貫　哲郎 AC531
自分の作成した小ﾚﾎﾟｰﾄ、自筆ノー
ト

石原　忠佳 AC532 不可

大崎 さつき AC633 不可

高山　康信 AE351 不可
水谷　　誠 AE455 不可
大﨑　伸城 AE551 不可

浅井　学 AW201 不可

野村　佐智代 AW403 不可

松島　龍太郎 AW507 不可

樋口　　勝 AW508
自分の作成した小ﾚﾎﾟｰﾄ、配布資
料、プリント、自筆ノート、ノート

O.アロンソ AW603 全て可

佐藤　素子 AW609 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

口頭試験・90分

V.ハンスフォード AW926 追って指示する

高瀬　　明 B101 不可

小関　勇次 B205 不可
土井　美徳 M203 不可地域コミュニティ論

中国の近現代思想
中国社会文化特講ＡⅠ

Business English Ⅰ
Business English for Global Leaders Ⅰ
中国語コミュニケーション演習初級Ⅰ
中国語会話Ⅰ
中国語会話Ⅱ

English for Academic Purposes　Ⅰ
English for Academic Purpose

微生物学
環境微生物学

自然地理学

社会保障・社会福祉論
漢文学特講Ⅰ
日本語文法Ⅳ

ファイナンス理論
ファイナンス論

環境マネジメント
英語音声学
英語音声学Ⅰ

《　火曜４時限の講義の試験を行います　》
科目名

心理学入門
心理学概論
心理学入門：心理学概論

外国史Ⅱ（東洋史）

スペイン言語文化研究Ⅰ
スペイン文化研究Ⅰ

第二言語習得論入門
Second Language Acquisition Basic
言語習得論

14：45～



7月24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

木下　　薫 AB102 不可

高山　康信 AE351 不可

中田　大悟 AE354 不可

H.レンツ AE561 90分 不可
上川　多恵子 AW502 不可
高橋　　強 AW506 不可

宗像　武彦 B103
配布資料、教科書、プリント、自筆
ノート

長濱　博文 B404 90分 不可
中野　良吾 S202 不可

7月24日(火) ６時限

教員名 試験教室 試験時間 持込み物 学籍番号 備考
田村　修一 AE351 不可
林　真理子 AE452 不可 火４・水４合同

藤原  和夫
E307
E408

全て可
E307：1559137～1759261
E408：1452133～1858246

月４・火３合同

7月25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
小林　孝次 AB102 不可

齋藤　之美 AC531 90分 不可

S.ラティシュワ AE553 不可

山根　正弘 AW609 不可

鈴木 将史 B205 電卓

清水　由朗 B304
全て可、但し、ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ、電子辞
書、携帯電話は除く

加賀　讓治
M401
M402

不可
M401：1301228～1801339
M402：1801340～1801645

法学
法学概論

金融論

経済数学
経済数学Ａ（線形代数）

ロシア語学Ⅰ
Test Preparation TOEIC Ⅰ
Test Preparation Intermediate TOEICⅠ
数学科教育法Ⅰ

図工科教育

プログラミング演習Ⅰ

9：00～
《　水曜１時限の講義の試験を行います　》

科目名

教育相談

18：15～
《　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
生徒・進路指導論
生活援助技術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

Great Power Politics in the World
留学生のためのキャリアコミュニケーションⅠ
中国語講読初中級Ⅰ

教職概論

国際開発教育論

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B
人間教育論Ⅱ
人間教育論：人間教育と人間理解

社会保障政策論



7月25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

阿部 隆一 AB103 不可

木村　富美子 AC532 不可

汪　鴻祥 AC533 不可

蓮沼　昭子 AC631 不可

山根　正弘 AC632 不可

西村　祥子 AC633 不可

本田　清 AC634 不可

堀口　よし江 AE351
配布資料・自筆ノートは持ち込み
可、但しコピーは持ち込み不可

大黒　正伸 AE352 不可

東田　明希子 AE556 不可
法貴　寿子 AE652 不可
天谷　　永 AW301 不可

佐藤　素子 AW501 教科書

S.ラティシュワ AW510 紙の辞書（和露・露和） 電子辞書は不可。

杉本　一郎 AW606 90分 不可

杉本　信代 B101 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

足立　広美 B304 不可

西山　多恵子 B401 教科書
戸田　大樹 B402 自筆ノート

牛田　伸一,岩木　勇作 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 E201 不可
山田　隆司 M201 教員配布のA4ｼｰﾄ
高橋　浩夫 M401 不可
松田　佳久 M402 不可

生物学序論
憲法総論・統治機構論
多国籍企業論
物権法

教職概論

社会科教育法Ⅰ

音楽概論
音楽概論Ⅱ

教職概論
保育方法論

教育学概論Ⅰ

社会学入門
社会学Ⅰ
社会学：社会学Ⅰ

日本語口頭表現入門

経済学入門
中国語文法初中級Ⅰ
中国語文法Ⅲ
ロシア語翻訳上級Ⅰ
ロシア語作文応用Ⅰ

Poverty and Development
開発と貧困の経済学

日本語聴解Ⅰ

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

現代日本語文法Ａ
日本語現代文法Ａ

Test Preparation TOEIC Ⅰ
Test Preparation Intermediate TOEICⅠ

Test Preparation TOEIC Ⅰ
Test Preparation Intermediate TOEICⅠ

地誌学

薬理学

10：45～
《　水曜２時限の講義の試験を行います　》

科目名

基礎数学Ⅰ
数学基礎Ⅰ
数理科学：数学基礎ａ

コンピュータ・リテラシーⅠ
コンピュータ・リテラシー



7月25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

山崎　達也
AB102
AB103

不可
AB102：1301224～1706319
AB103：1706322～1859265

守屋　三千代 AC631 不可
筒井　澄栄 AC632 90分 不可

西村　祥子 AC633 不可

平岡　秀福 AE351 電卓

東森　由香 AE352 不可
犬塚　正智 AE353 不可

阿部 隆一 AE453 不可

市川　真未 AE551 不可

佐藤　正男 AE561 不可

秋元　とし子 AW301 不可 火３・水３合同

小﨑　晃義 AW508 不可

山根　正弘 AW509 不可

江口　満 AW604 90分 不可 口頭試験

高橋　　強 AW608 不可

深尾　康夫 AW927 不可

小山　容子 B102 不可

大塚　由紀夫 B304 不可

鳥居　直哉 E202 不可

池口　雅道 E203 不可
花見　常幸 M201 不可

橋本　和男 S202 不可
生活科概論
生活科学

インドネシア語Ⅰ
インドネシア・マレー語Ⅰ

保育内容総論Ⅱ
音楽
音楽Ⅰ
音楽：音楽総合ａ

ケーススタディⅠ
演習Ⅰ

物理学序論
憲法総論・統治機構論

看護学概論

ロシアの社会
ロシアの社会Ⅰ

Test Preparation TOEIC Ⅰ
Test Preparation Intermediate TOEICⅠ

ロシア語コミュニケーション初級Ⅰ
ロシア語会話ＡⅠ

中国語学入門Ⅰ
中国語学入門

管理会計基礎
原価計算論
老年看護学概論
経営学原理

基礎数学Ⅱ
数学基礎Ⅱ数理科学：キャリアに活きる数学

日本語読解Ⅱ

Translation AⅠ
英語翻訳演習ＡⅠ

《　水曜３時限の講義の試験を行います　》
科目名

宗教学入門
宗教学Ⅰ
宗教学：宗教思想入門

日本語教材研究Ⅰ
社会福祉概論Ⅰ

Test Preparation TOEIC Ⅰ
Test Preparation Intermediate TOEICⅠ

13：00～



7月25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

小林　幸夫 AB103 不可

木村　富美子 AC532 不可

志村　裕久 AC534 辞書、その他は不可

蓮沼　昭子
大塚  望
山岡　政紀

AC631 不可

村上　信明 AC632 全て可

西浦　昭雄 AE351 不可

有里　典三 AE352 不可

中田　大悟 AE355 不可

大釜　徳政 AE452 90分 不可

阿部 隆一 AE453 不可

市川　真未 AE551 不可

長田　秀樹 AE555 不可
季武　嘉也 AE560 不可

佐藤　正男 AE561 不可

神立　孝一 AW301 不可

山崎　達也
AW302
AW303

不可
AW302：1106644～1635149
AW303：1635222～1859235

加賀　讓治 AW404 不可

江口　満 AW505 不可

高橋　　強 AW508 不可

山根　正弘 AW609 不可

深尾　康夫 AW927
全て可、但し、ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ、電子辞
書、携帯電話は除く

インドネシア語Ⅲ
インドネシア・マレー語Ⅲ

日本経済史

哲学入門
哲学
哲学：哲学入門ｂ

会社法

ロシア語翻訳初級Ⅰ
ロシア語作文Ⅰ

中国社会文化入門Ⅰ
中国の社会Ⅰ

Test Preparation TOEIC Ⅰ
Test Preparation Upper Intermediate TOEICⅠ

成人看護学概論

基礎数学Ⅱ
数学基礎Ⅱ
数理科学：キャリアに活きる数学

日本語Ⅴ
日本語ＣⅠ

刑法各論
日本史Ⅰ

Translation AⅠ
英語翻訳演習ＡⅠ

Stakeholder Dialogue
特殊講義Ｇ

日本語教育入門

歴史入門
歴史Ⅰ
歴史：歴史学入門

アフリカ経済論

社会学入門
社会学Ⅰ
社会学：社会学Ⅰ

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

14：45～
《　水曜４時限の講義の試験を行います　》

科目名

物理学Ａ（基礎力学）
力学
物理学
物理学概論Ⅰ

コンピュータ・リテラシーⅠ
コンピュータ・リテラシー



7月25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

大塚　由紀夫 B103 不可

渥美　雅保 E207 不可

白石　正樹 M201 不可

小嶋　明美 M202 追って指示する

渡辺　大地 M305
全て可、但し、ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ、電子辞
書、携帯電話は除く

7月25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
鶴田　真紀 B102 不可

石丸　憲一 S202 不可 水２・木１合同

7月26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

井田  旬一 AE352 不可

日高　吉隆 AE552 不可

小川　政範 AW404 不可

西川　ハンナ AW509 不可
鈴木  清 B303 不可
伊本　俊明 E203 関数電卓、電卓
山本　修一 E207 不可
藤岡　祐次郎 M201 不可

14：45～
《　水曜４時限の講義の試験を行います　》

相談援助の理論と方法Ⅲ
教職概論
信号理論
地球化学
行政学

9：00～
《　木曜１時限の講義の試験を行います　》

科目名

環境科学B
環境科学Ⅱ
環境科学：地球環境を知る科学
環境問題入門

日本語文法Ⅱ

体育講義
体育講義Ⅱ
体育講義：健康科学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
教育社会学

国語概論
日本語論
国語学概論

音楽
音楽Ⅰ
音楽：音楽総合ａ

人工知能

政治学入門
政治学
政治学概論

民事訴訟法

論理学Ⅰ

科目名



7月26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

平良　直 AB102 自筆ノート

渋谷　明子,清水　強志 AC533
簡易な電卓のみ可（関数電卓は不
可）

高橋　　正 AE351 自筆ノート

五味 千帆 AE452 不可 木１・木２合同
町田　小雪 AE651 不可
岸本　美代子 AE652 不可

山崎　　勝 AW402 不可

鈴木  邦彦 AW507 追って指示する
鈴木　詞雄 B101 不可
近藤　茂代 B103 不可
清水　百合香 B401 不可
井上　伸良,金　明姫 B404 90分 不可
近藤　和典 E203 不可
青木　　宏 E204 不可
佐藤　伸二郎 E207 関数電卓、ノート

井田  旬一 E208 電卓、その他は不可

日本語文章表現Ⅰ

教育学概論Ⅰ
分子細胞生物学Ⅰ
電磁力学
土壌学

化学工学
基礎化学工学

日本語聴解入門

ミクロ経済学入門
経済学Ⅰ
経済学：経済学入門Ⅰ

英米詩・戯曲研究
算数科教育
教職概論
幼児と表現

《　木曜２時限の講義の試験を行います　》
科目名

宗教学入門
宗教学Ⅰ
宗教学：宗教学入門

統計学入門Ⅰ
統計学入門：統計学入門Ⅰ

認知英語学Ⅰ
英語学研究Ⅰ

看護過程演習

10：45～



7月26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

中田　大悟 AB102 不可

平良　直 AC532 自筆ノート

芦川　恒子 AE260 不可

中泉　明彦 AE351 不可
守屋　三千代 AE453 不可

池田　秀彦 AW403 不可

高橋　早苗 B101 不可
伊本　俊明 B102 不可

董  芳勝 B204 不可

高橋　健司 B304 不可

川井　秀樹 E201 関数電卓、電卓、辞書

青山　由利
金松　知幸

E203 不可

高見　一正
寺島　美昭

E207 不可

佐瀬　恵子
磯部　幸一

M102 90分 判例なしの六法

岡部　史信 M202 不可

U.Hanssen M203 不可

新津　隆士 S202 90分 関数電卓、電卓

社会保障Ⅰ

共通総合演習A
共通総合演習Ⅰ
共通総合演習

化学Ａ
化学基礎論Ⅰ
化学基礎論

音楽入門
音楽概論Ⅰ

保育内容Ａ（健康）

化学Ａ
化学基礎論Ⅰ
化学基礎論

代謝生化学
生化学Ⅱ

ソフトウェア工学
ソフトウェア工学Ⅰ

刑事法務演習Ⅰ（刑法）

Interpretation BⅠ
英語通訳演習ＢⅠ
構造機能学Ⅰ
対照言語学Ⅰ
法学入門
法学概説
法学概説：法学概説ａ/法学
特別活動
ハードウエア基礎論

13：00～
《　木曜３時限の講義の試験を行います　》

科目名

ミクロ経済学中級
ミクロ経済学中級（HP）

宗教の社会学Ⅰ
宗教社会学



7月26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

鈴木  邦彦 AC532 不可

石丸　憲一 AC534
全て可、但し、ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ、電子辞
書、携帯電話は除く

石原　忠佳 AC631 不可
蓮沼　昭子 AC633 不可
中泉　明彦 AE351 不可
篠原　繁 AE453 電卓
大﨑　伸城 AE560 不可

浅井　学 AE865 不可

山本　忠行 AW609 不可
中野　良吾 B101 不可
高橋　早苗 B102 不可

足立　広美 B301 不可

杉本　久吉 B303 不可
清水　百合香 B304 不可
高橋　健司 B401 不可
青木　　宏 E201 不可
久保　いづみ E204 関数電卓
土井　美徳 M201 不可
木村　富美子 M205 不可

新津　隆士 S202 不可

7月26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

中田　大悟 AE354 不可

山本　忠行 AE561 不可

P.ドボルー AW610 辞書、ノート

U.Hanssen AW612 90分 全て可
杉本　久吉 B303 不可

久保　いづみ E204 関数電卓、プリント

鈴木　美華 M305 不可

高橋　　正 M401 教科書

会社法
企業組織法

比較文化Ⅰ

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

日本語教育学特講Ａ

Sustainable Business and Management
Management  Forum A

GLP English A
病弱教育総論
電気化学
生物電気化学

公共政策論
法学部生のための数理
環境科学A
環境科学Ⅰ
環境科学：生活環境の科学

16：30～
《　木曜５時限の講義の試験を行います　》

科目名

音楽入門
音楽概論Ⅰ

肢体不自由教育総論
保育内容Ｄ(言葉)
幼児と健康
量子力学
機器分析学

日本語読解ⅢＢ

計量経済学
特殊講義Ｄ

日本語音声学
発達心理学Ⅱ
特別活動

英米文学講読Ⅰ
Reading： Literary Works Ⅰ
英米文学入門Ⅰ

国語科教育法Ⅰ

アラビア語Ⅰ
日本語教育概論Ⅰ
診断治療学Ⅰ
会計学

14：45～
《　木曜４時限の講義の試験を行います　》

科目名



7月27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
木下　　薫 AB102 不可

岩川　幸治 AW403 追って指示する

林　　　亮 AW610 不可

鈴木　正明 B403 90分 不可

7月27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

林　　　亮 AE351 不可

杉山　由紀男 AE352 自筆ノート

長沼　貴美 AE353 不可

栗原　淑江 AE452 不可

臼田　幸生 AE455 不可

日坂　美香代 AE551 不可

久山　宏一 AE556 不可

染谷　　宏 AE559 不可

劉　　継生 AE560 不可

鷹野　吉章 AW506 不可
高橋　　正 AW507 自筆ノート

小﨑　晃義 AW510 不可

佐々木　精治 AW610 不可

高橋　　強 AW611 不可

ロシア語文法入門Ⅰ
ロシア語入門ＡⅠ
ロシア語入門ＡⅡ

中国社会文化論Ⅰ
中国社会文化特講ＢⅠ

言語演習Ⅰ
言語演習a
言語演習c

スペイン語Ⅴ

情報科学
情報科学Ⅱ
情報科学：情報と社会

相談援助の基盤と専門職Ⅰ
英語学概論Ⅰ

地域研究B
地域研究Ⅱ
地域研究：ロシア研究

国際関係論入門
社会学：国際関係

社会学史概説
社会学史

小児看護学概論

歴史入門
歴史Ⅱ
歴史：世界史入門Ａ（西洋）
歴史：世界史入門

基礎数学Ⅱ
数学基礎Ⅱ
数理科学：キャリアに活きる数学

初級漢字

児童福祉論Ⅰ
児童福祉論

国際社会論
国際関係論Ⅰ
情報社会論

基礎数学Ⅰ
数学基礎Ⅰ
数理科学：数学基礎ａ

10：45～
《　金曜２時限の講義の試験を行います　》

科目名

9：00～
《　金曜１時限の講義の試験を行います　》

科目名
世界文学への招待



7月27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
山本　修一 B101 不可

上山　伸幸 B102
全て可、但し、ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ、電子辞
書、携帯電話は除く

松山　達 B103 不可

遠藤　幸彦 B304 不可

鈴木　正明 B403 90分 不可

佐久間　洋子 B404 不可
伊与田　健敏 E207 不可
西山　恭博 M202 電卓、教科書

7月27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

犬塚　正智 AC533 自筆ノート

山上　敦士 AC631 不可

松島　龍太郎 AC632 不可

小林　和夫 AC633 不可

栗原　淑江 AE352 不可

森　　幸雄 AE452 不可

鈴木　拓也 AE453 不可

臼田　幸生 AE455 不可

水島　亜美 AE551 不可

大崎 さつき
B.キャリック

AE553 不可

久山　宏一 AE556 不可

山口  寿男 AE557 辞書、プリント、自筆ノート、ノート

高橋　　正 AW301 配布資料、プリント

中田　大悟 AW302 不可
近貞　美津子 AW303 不可
本田　優子 AW401 不可

政治学入門
政治学
政治学：政治学入門

日英語比較概説
英語英米文学特講ＣⅠ
ミクロ経済学
ミクロ経済学
人間関係とコミュニケーション

家族の社会学
家族社会学
消費者行動論

基礎数学Ⅱ
数学基礎Ⅱ
数理科学：キャリアに活きる数学

日本語読解ⅢＡ

English Language Skills for DD Ⅰ
Test Preparation TOEFL for DD Ⅰ

言語演習Ⅲ
言語演習a
言語演習c

科目名
経営学入門
経営学Ⅰ
経営学：企業と社会ａ
組合せ論
Academic Writing AⅠ
英語ｗｒｉｔｉｎｇ　ＡⅠ
歴史の社会学Ⅱ

歴史入門
歴史Ⅱ
歴史：世界史入門Ａ（西洋）
歴史：世界史入門

微積分学Ⅰ
解析学Ⅰ
経済特論Ⅰ
特別活動
マルチメディア論
租税法

13：00～
《　金曜３時限の講義の試験を行います　》

環境科学

国語科教育

数学序論

心理学特講Ａ
精神保健Ⅰ

10：45～
《　金曜２時限の講義の試験を行います　》

科目名



7月27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

水谷　　誠 AW402 全て可

大坪　弘教 AW404 不可

コスギグレロン　朝美 AW505 不可
鷹野　吉章 AW506 不可

松森　秀幸 AW507 自分の作成した小ﾚﾎﾟｰﾄ

高橋　　強 AW509 不可
栗原　岳史 B101 追って指示する
平井　康章 B102 不可
佐久間　洋子 B304 不可
小山　容子 B401 不可

遠藤　幸彦 B403 不可

川井　秀樹
木暮　信一
金松　知幸

E207 自筆ノート

岡本　梢 M202 判例なしの六法
櫻井　隆 M205 不可

13：00～
《　金曜３時限の講義の試験を行います　》

科目名

法と経済Ｂ

生涯学習概論
教職概論
保育内容Ｂ（人間関係）
知的障害者の心理・生理・病理
知的障害者の心理

ニューロサイエンスⅠ

刑事法務演習Ⅱ（刑事訴訟法）

ミクロ経済学中級
ミクロ経済学中級（HP）
スワヒリ語Ⅰ
相談援助の基盤と専門職Ⅱ

宗教学入門
宗教学Ⅰ
宗教学：宗教学入門

翻訳演習（中日）Ａ
自然科学史

文学入門
文学Ⅰ
文学：中国文学入門



7月27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

大崎 さつき AE255 不可

山岡　政紀 AE351 不可
筒井　澄栄 AE352 不可
伊藤　貴雄 AE353 配布資料
能見　清子 AE453 不可 金３・金４合同

臼田　幸生 AE455 不可

佐々木　精治 AE553 不可

山口  寿男 AE557 辞書、プリント、自筆ノート、ノート

小澤　理恵子 AW301 不可

松島　龍太郎 AW401 不可
坂井　孝一 AW402 教科書、自筆ノート

岩倉　依子 AW404 プリント、自筆ノート

コスギグレロン　朝美 AW505 全て可
鷹野　吉章 AW506 不可
尾崎　秀夫 AW508 不可
M.ダガティー AW927 90分 全て可

伊藤　眞人 B101 90分 分子模型、電卓

櫻井　啓雅 B401 全て可

関　　篤志 E201 関数電卓

伊藤　儀一郎 E207
全て可、但し、ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ、電子辞
書、携帯電話は除く

新津　隆士 E208 関数電卓、電卓

U.Hanssen M102
全て可、但し、ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ、電子辞
書、携帯電話は除く

白石　正樹 M203 不可

7月30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

鈎　　治雄 AB103 不可 月２・月３合同

科目名

教育心理学
教育心理学Ⅰ

知的財産法概論

化学序論

特殊講義Ⅰ

政治学史

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　》

福祉サービスの組織と経営
Second Language Acquisition Advanced
Academic Foundation I
有機化学Ⅰ
基礎有機化学

教職概論

物理化学Ｂ
化学反応学
物理化学Ⅱ

国際関係論入門
社会学：国際関係

心理学入門
心理学概論
心理学入門：心理学概論

英文法研究Ⅰ
日本史概説Ⅰ
西洋文化史
西洋文化史Ⅰ
スワヒリ語Ⅲ

社会福祉入門
倫理学概論Ⅰ
臨床看護技術Ⅰ

基礎数学Ⅱ
数学基礎Ⅱ
数理科学：キャリアに活きる数学

ロシア語講読入門Ⅰ
ロシア語講読ＡⅠ

14：45～
《　金曜４時限の講義の試験を行います　》

科目名

時事英語ＢⅠ
Global Issues in English BⅠ

異文化コミュニケーション論Ⅰ



曜時 教員名 科目名 提出用紙種類 文字数 提出期限 提出先 備　考

月２ 佐藤　広子 国語科教育法Ⅲ A4横書き 3,000 07/02～07/16 ポータルサイト

月２ 小林　守 グローバル企業論 A4横書き 2,000 最終授業の終了時 パソコンにてA4裏表で執筆・提出のこと

月２ 浅山　龍一 国際日本学への招待 守屋教授の指定どおり。

月３ 大野　久美 演劇入門 A4横書き 2,000 07/16～ 最終授業の終了時

月３ M.ウィリアムス Intercultural Communication A4横書き 1,000

月３ 粟津　賢太 比較文化論Ⅱ A4横書き 2,000 07/01～07/23 メール 講義内で追って指示する。

月３ 田中　博子 国際看護特講ｃ ポータルサイト 授業内で提出期限、用紙種類、提出先等を連絡します

月３ 中山　賢司 グローバル都市協力論 A4横書き ポータルサイト 詳細は授業内でお知らせします。

月３ 飯田　順三
法学部生のための留学とキャリ

アデザインⅠ
A4横書き 2,000 07/16～07/16 最終授業の終了時

月３、
月４

小林　守 国際経営論 A4横書き 2,000 最終授業の終了時 パソコンにてA4裏表で執筆・提出すること。

月３、
木３

山田　竜作 Contemporary Political Theory A4横書き 2,500 07/16～07/22 ポータルサイト

月４ 久保　幸夫 教養地理学 A4横書き 6,000 06/25～06/29 ポータルサイト
農業、および食料に関する地理的な考察事前に案を提

出する

月４ 粟津　賢太 比較文化文献研究Ⅰ A4横書き 2,000 07/01～07/28 メール 講義内で追って指示する。

月４ 林　　俊雄 中央ユーラシア史 A4横書き 1,500 06/11～06/18 授業教室 詳しくは授業中に配布したプリントを参照。

月４ 和田　光司 歴史学特講ＡⅠ A4横書き 4,000 07/09～07/23
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

月４ 高木　　功 グローバル経済Ⅰ A4横書き 2,000 05/13～05/20
ポータルサイト、AE862高木研究

室

１）レポートの文字数は2000字以上、３000字以内２）
ポータル提出とともにと印刷した物を研究室にもも提

出！

月４ 大関　健道 理科教育 A4横書き 07/17～07/23 B棟1階教育学部棟ﾚﾎﾟｰﾄﾎﾞｯｸｽ

レポートのテーマ及び文字数、書式などについては、
6/25(月)及び7/2(月)の授業の中で提示します。また、レ
ポートの作成は、ワード等のワープロソフトを使用して行

い、プリントアウトしたものを提出してください。

月４ M.ウィリアムス Literature Ⅰ A4横書き 1,000

月４、
水３

J.バンキアー Economics Laboratory A A4横書き 07/20～07/20 メール
Submit to Dr Yasutake to Portal site by HER

DEADLINESubmit to me by 24:00.***SUBMIT TO
BOTH***

月４、
木３

飯田　順三 国際法総論 A4横書き 2,000 07/19～07/19 最終授業の終了時

月５ 佐藤　広子 学術文章作法Ⅰ A4横書き 3,000 07/10～07/16 ポータルサイト

月５ 宮原　千咲 学術文章作法Ⅰ A4横書き 07/09～07/16

第15回目の授業前日までに
ポータルサイト上でデータを提

出し、第15回目の授業開始時に
印刷物を提出。

文字数は、2501～3000字。その他、細かい指定は授業
時に行う。

月５ 寺西　宏友 人間教育論A 授業内で指示をする。

月５ 西浦　昭雄 スマート・リーダーシップⅡ A4横書き 3,000 07/09～07/16 最終授業の開始時

月５ 北野　晃朗 複素関数論 ～07/16 最終授業の開始時 問題、解答の形式等は授業内で指示する。

月５ 丸田　晋策 ナノサイエンス A4横書き ～07/30 E618 研究室・レポート箱 表紙+3枚以上

月５、
水３

望月　雅光 統計学 授業中に指示します。

月５、
水５

J.バンキアー EAP for Global Citizenship Ⅲ A4横書き 4,000 07/20～07/20 Google Drive folder

月５、
木２

M.ウィリアムス
Academic Foundations for DD

Ⅰ
原稿用紙（200）

A4横書き
2,000

レポート試験科目一覧



曜時 教員名 科目名 提出用紙種類 文字数 提出期限 提出先 備　考

レポート試験科目一覧

火１ 木下　　薫 初年次セミナー A4横書き 1,500 06/19～07/24 ポータルサイト

火１ 大塚  望 初年次セミナー A4横書き 2,000 07/03～07/17 ポータルサイト
ポータルサイトで詳細を確認すること。全部で３つのレ

ポートを提出してPとなります。

火１ 渋谷　明子 初年次セミナー A4横書き 1,600 06/26～07/09 ポータルサイト

火１
A.フィスカーニー

ルセン
初年次セミナー A4横書き 1,000 07/21～07/30 ポータルサイト

火１ 大崎 さつき 初年次セミナー A4横書き 1,800 07/03～07/10 ポータルサイト

火１ 梶川　貴子 初年次セミナー A4 2,000 07/10～07/26 ポータルサイト 提出期限は7月26日の23:30までです。

火１ 鈴木  邦彦 初年次セミナー A4横書き 2,000 ～07/17 ポータルサイト

火１ 村上　信明 初年次セミナー A4横書き 2,000 07/01～07/16 ポータルサイト

火１ 学谷　亮 学術文章作法Ⅰ A4横書き 3,000 07/10～07/16 ポータルサイト

火１ 青木　美寿華 学術文章作法Ⅰ A4 07/10～07/17 ポータルサイト 文字数は2500～3000字

火１ 三好　香里 学術文章作法Ⅰ A4横書き 3,000 07/10～07/17

ポータルサイト、授業前日
（23:30）までにポータルサイトで
の提出、また授業時にも印刷の

上持参

文字数は2500～3000字24時間ごとに1点減点とする。

火１ 宮原　千咲 学術文章作法Ⅰ A4横書き 07/10～07/17

第15回目の授業前日までに
ポータルサイト上でデータを提

出し、第15回目の授業開始時に
印刷物を提出。

文字数は、2501～3000字。その他、細かい指定は授業
時に行う。

火１ 野崎　雅子 学術文章作法Ⅰ A4横書き 2,500 ～07/16 ポータルサイト 2500～3000字

火１ 内田　さくら 学術文章作法Ⅰ 07/10～07/17 ポータルサイト 2500～3000字

火１ 山本　樹 学術文章作法Ⅰ 詳細は授業内で通知

火１ 佐藤　広子 学術文章作法Ⅰ A4横書き 3,000 07/11～07/17 ポータルサイト

火１ 岩木　秀樹 平和学入門 A4横書き ～06/12 授業教室

火１ 久保田　秀明 体育講義
原稿用紙（400）

A4横書き
07/16～07/16 最終授業の開始時 指定のレポート用紙を配布する。

火１ 水谷　　誠 アカデミック・スキル応用 横書き 07/03～07/10 最終授業の終了時

火１ 佐々木　精治 アカデミック・スキル応用 A4 2,000 ポータルサイト

火１ 菅野　博史 アカデミック・スキル応用 3,000 07/17～ 研究室の投函ﾎﾞｯｸｽ

火１ 武　　澎東 アカデミック・スキル応用 A4横書き 1,800 07/09～07/13 ポータルサイト

火１ 岩倉　依子 アカデミック・スキル応用 A4横書き 3,000 07/03～ 授業終了時 他に、阿部論文のレジュメも提出。

火１ 大野　久美 アカデミック・スキル応用 A4横書き 2,000 07/17～ 最終授業の終了時

火１ 樋口　　勝 アカデミック・スキル応用 A4横書き 1,200 07/11～07/20 ポータルサイト

火１ 尾崎　秀夫 アカデミック・スキル応用 授業内で伝えます。

火１ 岩川　幸治 アカデミック・スキル応用 詳細は改めて指示します。

火１ 李　　　燕 中国語作文中上級Ⅰ A4横書き 800 07/10～07/17 ポータルサイト
中国語と日本語を対訳して、合わせて800字、7月17日

暗記口頭発表の予定です。

火１、
火２

D.ウィルキンソン Economics Laboratory B A4横書き 10,000 07/10～07/17 メール Group Project



曜時 教員名 科目名 提出用紙種類 文字数 提出期限 提出先 備　考

レポート試験科目一覧

火２ 内田　さくら 学術文章作法Ⅰ 07/10～07/17 ポータルサイト 2500~3000字

火２ 青木　美寿華 学術文章作法Ⅰ A4横書き 07/10～07/17 ポータルサイト 2500-3000字

火２ 三好　香里 学術文章作法Ⅰ A4横書き 3,000 07/10～07/17
ポータルサイト、授業前日

（23:30）までにポータルサイトで
の提出、また授業時にも印刷の

文字数は2500～3000字24時間ごとに1点減点とする。

火２ 山本　樹 学術文章作法Ⅰ 詳細は授業内で通知

火２ 野崎　雅子 学術文章作法Ⅰ A4横書き 2,500 ～07/16 ポータルサイト 2500～3000字

火２ 小田　玲子 学術文章作法Ⅰ A4横書き 2,000 05/22～ ポータルサイト

火２ 武　　澎東 地域研究A A4横書き 2,000 07/16～07/20 ポータルサイト

火２ 水谷　　誠 中国語科教育法Ⅰ A4横書き 07/10～07/17 研究室

火２ 李　　　燕 通訳演習（中日）Ａ A4横書き 1,000 06/26～06/29
中国語と日本語を対訳して合わせて1000字、7月3日と

10日は暗記口頭発表の予定です。

火２ 伊藤　貴雄 哲学講読（フランス語）Ａ A4横書き 2,000 07/16～07/27 テーマについては授業内で指示する

火２ 藤澤　るり 日本近代文学作家作品論Ｂ A4 07/10～07/17 最終授業の終了時 詳細は授業時に指示する

火２ 高橋　宗瑠 平和構築ワークショップⅠ 4,000 07/10～07/16
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

火２ 所澤　潤 カリキュラム論：教育 A4横書き 詳細は授業内で通知します。

火２ 吉川　成司 心理学概論Ⅰ：教育 ～07/17
約1カ月前に課題を発表し所定の用紙を配布する。1000

以上1200字以内詳細は授業時に説明する。

火３ 山中　正樹 文学入門 A4 07/11～07/18 ポータルサイト
様式：A４版横（縦書）で、40字×30行で3枚以内、wordで

作成し提出。提出期間： 2018年7月11日14時30分～
2018年7月18日14時30分

火３ 大塚  望 社会言語学 A4横書き 4,000 07/10～07/24 ポータルサイト
文字数は2000～4000字です。詳細はポータルサイトで

確認してください。

火３ 村上　信明 東洋思想講読（中国語）Ａ A4横書き 2,000 07/04～07/25 ポータルサイト

火３ 藤澤　るり 日本文学特講Ｃ A4 07/10～07/17 最終授業の終了時 詳細は授業時に指示する

火３ 飯田　順三 国際私法 A4横書き 2,000 07/17～07/17 最終授業の終了時

火３ 所澤　潤 カリキュラム論：教育 A4横書き 詳細は授業内で通知します。

火３ 木下　　薫 英米文学講読Ⅰ A4横書き 1,500 06/26～07/19 ポータルサイト

火３ 李　　　燕 中国語講読初級Ⅰ A4横書き 500 07/03～07/14
中国語と日本語の対訳、合わせて500字、7月17日暗記

口頭発表の予定です。

火３ 鶴田　真紀 初等教育原理Ⅰ A4横書き 4,000 07/17～07/24 ポータルサイト テーマ、書式等に関しては、授業で案内します。

火３、
金２

野村　佐智代 財務管理論 A4横書き 07/10～07/13 最終授業の開始時
詳細については授業時に知らせます。用紙もこちらで用

意した専用の提出用紙を配布します。

火３、
金３

A.コリ International Political Economy A4 1,500 07/17～07/20 最終授業の開始時



曜時 教員名 科目名 提出用紙種類 文字数 提出期限 提出先 備　考

レポート試験科目一覧

火４ 学谷　亮 学術文章作法Ⅰ A4横書き 3,000 07/10～07/16 ポータルサイト

火４ 羽矢　辰夫 東洋思想史Ⅰ A4横書き 1,000 07/17～ 最終授業の開始時

火４ 渋谷　明子 メディアと社会心理Ⅰ A4横書き 2,000 06/12～07/10 ポータルサイト 授業で配布する資料を参考にしてください。

火４ 山中　正樹 日本近代文学作家作品論Ａ A4 07/11～07/18 ポータルサイト
A４横版（縦書）40字×30行　3枚以内提出期間： 2018年

7月11日14時30分～2018年7月18日14時30分

火４ 森　　幸雄 地域と都市の社会学Ⅱ A4横書き 4,000 07/21～07/30 研究室 詳細はシラバス参照のこと

火４ 飯田　順三 Global Public Policy A4横書き 2,000 07/17～07/17 最終授業の終了時

火４ 井手　華奈子 教育学特講Ｂ：教育 授業最終日 講義において説明される

火４、
木３

J.バンキアー Business English Ⅰ 280 07/19～07/19 最終授業の開始時
Submit your vocab sheets and vocab test paper.No

sheet = no pointsNo test paper = no points

火４、
金３

大場　隆広 経営史 A4横書き 07/20～07/29 ポータルサイト 詳しくは授業時間中に指示する

火５ 宮原　千咲 学術文章作法Ⅰ A4横書き 07/10～07/17

第15回目の授業前日までに
ポータルサイト上でデータを提

出し、第15回目の授業開始時に
印刷物を提出。

文字数は、2501～3000字。その他、細かい指定は授業
時に行う。

火５ 山本　樹 学術文章作法Ⅰ 詳細は授業内で通知

火５ 佐藤　広子 学術文章作法Ⅰ A4横書き 2,500 07/11～07/17 ポータルサイト

火５ 小田　玲子 学術文章作法Ⅲ A4横書き 4,000 05/29～ 授業内

火５ 羽賀　文湖 キャリア開発フォーラム 詳細は授業内で指示する。

火５ G.ピアース
Academic Foundations for

Humanities
A4横書き 1,000 07/17～07/17 最終授業の開始時

火５ 高橋　　正 Translation AⅠ A4横書き 07/17～07/27 ポータルサイト

火５ 村上　信明 東洋史概説Ⅰ A4横書き 2,000 07/10～07/20 ポータルサイト

火５ 佐藤　素子 通訳演習（日中）Ａ A4 1,500 05/21～05/29 ポータルサイト

火５ 紙　宏行 日本古典文学作家作品論A A4縦書き 2,000 07/17～07/24
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
提出期限は7月24日16時。レポート課題は後日連絡す

る。

火５ 井手　華奈子 教育学特講Ｃ：教育 授業最終日 詳細は講義において説明される

火５ 李　和貞 幼児理解と教育相談 07/16～07/23 ポータルサイト 詳細な内容については6月授業で説明します。

火５ 小倉　裕児 経済特論Ⅰ A4横書き 2,500 06/12～07/09 ポータルサイト

火５ N.ファロウ Introduction to Linguistics 2,000 07/16～05/27 メール To be submitted in Word document by e-mail.



曜時 教員名 科目名 提出用紙種類 文字数 提出期限 提出先 備　考

レポート試験科目一覧

水１ 蝶名林　亮 初年次セミナー 詳細については授業内でご説明いたします。

水１ 松森　秀幸 初年次セミナー A4横書き 2,000 07/18～07/27 ポータルサイト

水１ 山本　美紀 初年次セミナー A4横書き 2,000 07/01～07/20 ポータルサイト 詳細は授業時にお伝えします。

水１ 大野　久美 初年次セミナー A4横書き 2,000 07/18～ 最終授業の終了時

水１ 樋口　　勝 初年次セミナー A4横書き 2,000 07/11～07/17
水１ 岩川　幸治 初年次セミナー 詳細は改めて指示します。

水１ 坂井　孝一 アカデミック・スキル応用 A4横書き 1,600 07/11～07/18 ポータルサイト

水１ M.ウィリアムス アカデミック・スキル応用 A4横書き 1,600
水１ 高橋　　強 アカデミック・スキル応用 A4横書き 3,000 07/18～07/25 研究室

水１ 季武　嘉也 アカデミック・スキル応用 A4横書き 2,401 ～07/18
授業教室、授業時に来られない

場合はＥメールに添付

水１ 守屋　三千代 アカデミック・スキル応用 A4横書き 07/11～07/18 授業開始時

水１ 鈴木  邦彦 アカデミック・スキル応用 A4横書き ～07/04 授業開始時

水１ 山岡　政紀 アカデミック・スキル応用 A4横書き 1,200 ～07/31 ポータルサイト
創立者講演から１編を選択し、その書評を提出してくだ

さい。字数は1200字以内です。

水１ 村上　信明 アカデミック・スキル応用 07/04～07/25
プレゼン内容のまとめと授業を受けての自分の考えをま

とめたレポートを提出してください。

水１ 梶川　貴子 アカデミック・スキル応用 A4 2,000 06/27～07/26 ポータルサイト 提出期限は7月26日の23:30までです。

水１ 片山 章雄 東洋文化史Ⅰ A4横書き 2,000 07/18～07/25
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
7/18（水）授業終了後～7/25（水）17：00までに提出。

水１ 富岡　比呂子 教育学研究法 A4横書き 07/18～07/18 最終授業の開始時
14週目に課題を提示し、15週目に提出、授業内で発表

をおこなう。枚数は特に定めない。

水１ 平井　康章 教育とボランティアⅡＡ A4横書き 3,000 07/18～07/18 最終授業の終了時

水１ 久保田　秀明 体育概論
原稿用紙（400）

A4横書き
07/17～07/17 最終授業の開始時 指定のレポート用紙を配布する。

水１ 北野　晃朗 位相数学 ～07/18 最終授業の開始時 問題、答案の形式等は授業中に指示する。

水２ 学谷　亮 学術文章作法Ⅰ A4横書き 3,000 07/10～07/17 ポータルサイト

水２ S.モーガン 学術文章作法Ⅰ A4縦書き 2,000 07/20～07/27 Turnitin
Actual specifications of the term paper will be

discussed in class after the midterm.

水２ 西川　ハンナ 相談援助演習Ⅲ A4 16,000 最終授業の開始時
授業時にレポートについての指示及び紙面を持って説

明します。

水２ 田中　亮平 ドイツ文学入門 2,000 07/18～07/25 ポータルサイト
読了した4編のうちから1編を選び、特定の批評理論を用

いて分析する。

水２ 武　　澎東 東アジアの経済 A4横書き 2,000 07/18～07/24 ポータルサイト

水２ 渋谷　明子 社会調査方法論 A4横書き 2,000 06/20～07/04 ポータルサイト
授業で配布する資料に基づいて、レポートにまとめてく

ださい。

水２ 川崎　高志
中国語コミュニケーション演習

中上級Ⅰ
A4横書き 2,000 07/11～07/18 研究室

図表、写真データ等はレポート字数に含みません。資料
として添付して下さい。

水２ 榎本　淳一 歴史学特講ＢⅠ A4 4,800 04/11～07/18
授業教室、メールに添付ファイ

ルで提出
配布したレポートの書き方に従って、作成・提出するよう

に。

水２ 東森　由香 医療連携論 A4横書き 1,600 06/15～06/29 ポータルサイト 講義の際に内容は通知します。

水２ 小林　守 Project Management Ⅱ A4横書き 800
最終授業の終了時、to be
handed in the last class

type-witten

水２ 李　　　燕 比較・国際教育学Ａ A4横書き 1,000 07/04～07/08
学籍番号、氏名、テーマ、参考文献の明記、締め切り前

に提出するべきです。

水２ 桑原　ビクター 地球の生態系 A4 ポータルサイト

水２、
水３

春日　潤一 Principles of History A4横書き 最終授業の終了時 Approximately 1,500 words

水２、
金３

R.ヤスダ Economics Lecture B A4横書き 8,000 07/27～07/27 メール Deadline: Friday, 7/27 by 23:00



曜時 教員名 科目名 提出用紙種類 文字数 提出期限 提出先 備　考

レポート試験科目一覧

水３ 大﨑　伸城 日本語文章表現Ⅳ 詳細は授業内で通知します。

水３ 加納　直幸 地域研究B A4横書き 2,000 07/21～07/25 C棟ﾚﾎﾟｰﾄﾎﾞｯｸｽ 2000文字以上でヅ図表や写真の挿入は自由です。

水３ 菅野　博史 宗教学Ⅰ 4,000 07/18～07/18 最終授業の終了時

水３ M.ウィリアムス 英米文学概論Ⅱ A4横書き 1,000

水３ 李　　　燕 翻訳演習（日中）Ａ A4横書き 1,000 06/20～06/26
日本語と中国語の対訳して合わせて1,000字、7月４日と

11日暗記口頭発表の予定です。

水３ 村上　信明 歴史学特講ＣⅠ A4横書き 2,000 07/11～07/25

水３ 蝶名林　亮 Introduction to Humanities 授業内でご説明いたします。

水３ 宮崎　さやか 時事英語ＡⅠ A4横書き ～07/18 最終授業の開始時
フォント：Times New Romanフォントサイズ：12A4一枚程

度(一枚以内）内容は追って指示する

水３ 坂井　孝一 比較文化史概論 3,500 07/11～07/18 最終授業の終了時

水３ 山中　正樹 日本文学概論Ⅱ A4 07/13～07/20
A４横版（縦書）40字×30行　3枚程度（これを超えても構
わない）提出期間： 2018年7月13日16時30分～2018年7

月20日16時30分

水３、
水４

小出　　稔
International Institutions and

Global Governance
A4横書き 1,000 07/19～07/24 ポータルサイト

Details on the final essay assignment are described in
the course syllabus.

水４ 内田　さくら 学術文章作法Ⅰ 07/11～07/18 ポータルサイト 2500字～3000字

水４ 三好　香里 学術文章作法Ⅰ A4横書き 3,000 07/11～07/18
ポータルサイト、授業時（第15回

目）にも紙のものを提出
文字数は2500～3000字

水４ 田中　亮平 留学のための国際理解 A3横書き 07/19～07/23
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
1枚で作成

水４ 李　　　燕 中国語総合初中級Ⅰ A4横書き 600 07/04～07/11 ポータルサイト
中国語と日本語との対訳、合わせて600字、7月11日暗

記口頭発表の予定です。

水４ 佐藤　素子 中国語学中上級Ⅰ A4 1,500 05/21～05/29 ポータルサイト

水４ 林　　俊雄 ユーラシア考古学 A4横書き 1,500 05/30～06/06 授業教室 詳しくは授業中に配布したプリントを参照。

水４ 高木　　功
Political Economy of Japan and

Asia
A4横書き 07/04～07/07 研究室

(1) Use A-4 size paper.(2) 7-10 pages (7 pages at least,
excluding cover page)(3) Use a 12-point font size. Use

a serif typeface for easy reading and reduction of
reader eye fatigue. (Times New Roman, Century,

Courier)(4) Basic line spacing is double space; however,
you may be instructed to use 1.5 line spacing.(5)

Deadline: July 7, 2017, 23:30 (Saturday). Each student
should submit the paper to the course portal site or via

e-mail as an attached file.

水４ 中山　雅司 国際平和・外交チュートリアル A4横書き 3,000 07/16～07/23
本部棟8階事務室前ﾚﾎﾟｰﾄﾎﾞｯｸ

ｽ

水４
A.フィスカーニー

ルセン
Ｇｌｏｂａｌ Japan Studies A4横書き 2,000 07/21～07/30 ポータルサイト

水４ 蝶名林　亮 哲学概論 授業内でご説明いたします。



曜時 教員名 科目名 提出用紙種類 文字数 提出期限 提出先 備　考

レポート試験科目一覧

木１ 野崎　雅子 学術文章作法Ⅰ A4横書き 2,500 ～07/18 ポータルサイト 2500～3000字

木１ 学谷　亮 学術文章作法Ⅰ A4横書き 3,000 07/10～07/18 ポータルサイト

木１ 青木　美寿華 学術文章作法Ⅰ A4 07/12～07/19 文字数は2500～3000字

木１ 内田　さくら 学術文章作法Ⅰ 07/12～07/19 ポータルサイト 2500字～3000字

木１ 山岡　政紀 人間学 A4横書き 1,200
学期中に授業内で指定した３本のレポートにより評価し
ます。それ以外に期末の試験・レポートはありません。

木２ 蝶名林　亮 哲学入門 詳細については授業内でご説明いたします。

木２ 井上　アヤ子 体育講義 A4縦書き 07/12～07/19 授業教室

木２ 山中　正樹 日本文学特講Ｂ A4 07/13～07/20 ポータルサイト
A４横版（縦書）40字×30行　3枚以内提出期間： 2018年

7月13日12時30分～2018年7月20日12時30分

木２ 前田　幸男 Global Issues A4横書き 7,000 07/19～07/31
本部棟8階事務室前ﾚﾎﾟｰﾄﾎﾞｯｸ

ｽ
7,000 means 7,000 letters in English at minimum. It

must be more than 1,200 words in English.

木２ 董  芳勝 音楽科教育 A4横書き 07/23～07/30 研究室
ワープロ用紙（40字×38行)2～5枚課題は最終授業時に

出します。

木３ 蝶名林　亮 現代文明論 詳細については授業内でご説明いたします。

木３ 杉山　由紀男 八王子学Ⅰ A4横書き 2,000 07/20～07/25 ポータルサイト

木３ V. ポポフスキ 国際関係論入門 A4縦書き 4,000 07/13～07/20 担当教員

木３ 中町　泰子 民俗学Ⅰ
原稿用紙（400）

A4縦書き
3,600 05/03～05/31

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

博物館民俗展示、あるいは祭礼、年中行事の見学を体
験し、レポートにして頂く課題です。

木３ 季武　嘉也 近現代史研究 A4横書き 3,601 ～07/19
授業教室、授業時に来られない

場合はＥメールに添付

木３ 小林　和夫 サーベイ調査実習 ～07/30 詳細は授業内で説明済み。

木３ 松田　健児 ＥＵ法 1,500 07/23～07/26 ポータルサイト
ワード文書で作成しポータルサイトに提出すること。より

詳細は最終回の授業の際にで指示します。

木３ 桑原　ビクター 環境科学：児教 A4 ポータルサイト

木４ 加納　直幸 地域研究B A4横書き 2,000 07/21～07/26 C棟ﾚﾎﾟｰﾄﾎﾞｯｸｽ 2000文字以上、図表や写真の挿入は自由です。

木４ 阿部　昇吉 文学入門 A4横書き 3,000 07/20～07/31 ポータルサイト

木４ 岩川　幸治 相談援助演習Ⅱ 詳細は改めて指示します。

木４ 浅山　龍一 アメリカ古典文学史 A4横書き 2,000 07/19～07/26 研究室

Ａ４サイズの用紙にワード横書きで作成し、プリントアウ
トしたものを提出してください。作成にあたり、（webを含
む）参考文献の「丸写し」または「写し」の組み合わせは

認めません。

木４ 山中　正樹 日本近代文学講読 A4 07/11～07/18 ポータルサイト
A４版横（縦書）で、40字×30行で3枚以内、wordで作成
し提出。提出期間： 2018年7月11日16時30分～2018年7

月18日16時30分

木４ 望月　雅光 ビジネス・ゲーム 授業中に指示します。

木４ 吉川　成司 心理学概論Ⅰ：教育 ～07/19 最終授業の終了時
約1カ月前に課題を発表し所定の用紙を配布する。1000

以上1200字以内詳細は授業時に説明する。

木５ 宮原　千咲 学術文章作法Ⅰ A4横書き 07/12～07/19

第15回目の授業前日までに
ポータルサイト上でデータを提

出し、第15回目の授業開始時に
印刷物を提出。

文字数は、2501～3000字。その他、細かい指定は授業
字に行う。

木５ 小林　孝次 ライフイベントとジェンダー 07/12～07/26
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

レポート作成ワークシートをもとにまとめる。具体的に
は、感銘したテーマを1つ選び、その内容を要約し、さら
に各自で調査し、到達目標で課したポイントと各自の人
生との関わり等をレポートとしてまとめる。表紙には、レ
ポートの対象となる授業回と担当者を記載すること。表

紙を除いてA4で２枚程度にまとめる。

木５ 林　　　亮 平和構築ワークショップⅢ A4横書き 2,400
研究室、7/30日午前10時締め

切り
A4×40字×25行×10枚以内表現は自由、文字に限ら

ず

木５ 的野　信一 社会教育計画Ⅰ A4横書き 6,400 07/12～07/19 最終授業の終了時

木５ 久保田　秀明 自然体験
原稿用紙（400）

A4横書き
07/19～07/19 最終授業の開始時 指定のレポート用紙を配布する。



曜時 教員名 科目名 提出用紙種類 文字数 提出期限 提出先 備　考

レポート試験科目一覧

金１ 久山　宏一 映画論 A4 07/20～07/27
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
提出締切りは、7月27日正午とする。

金１ 杉本　久吉 学校研究：教育 A4縦書き 2,600 07/09～07/13 ポータルサイト

金１ 吉田　悟 書写 07/20～07/20 授業最終日
授業の中で指定された課題を，授業最終日に半紙と指

定用紙に清書をして提出。

金１ 高橋　　強 異文化コミュニケーション A4横書き 1,000 ポータルサイト
指定された期間（2回）内に、指定された要領で2回レ

ポートを提出し、PF評価を行う。

金２ 水谷　　誠 中国語科教育法Ⅲ A4横書き 07/10～07/17 研究室

金２ 富岡　比呂子 Education Psychology A4横書き 3,000 07/20～07/20 最終授業の終了時 more than 3000 words( Double spaces)

金２ 北野　晃朗 微積分学Ⅰ ～07/20 最終授業の開始時 問題、解答の形式、等は授業内で指示する。

金２ 岩倉　依子 歴史学への招待 A4横書き

日本史(坂井) はレポート、(ポータルサイトへ提出、1,600
字以上2,000字以内、提出期限 6月15日0時00分）東洋

史(林)はレポート(字数 1,400～1,600字、 A4用紙1枚、実
際の字数を記入、提出期日 6月1日2時限)西洋史(岩倉)

は小テスト、7月20日実施

金２ 桑原　ビクター 理科概論 A4 ポータルサイト

金３ 青木　美寿華 学術文章作法Ⅰ A4 07/13～07/20 ポータルサイト 文字数は2500～3000字

金３ 三好　香里 学術文章作法Ⅰ A4横書き 3,000 07/13～07/20
ポータルサイト、授業前日

（23:30）までにポータルサイトで
の提出、また授業時にも印刷の

文字数は2500～3000字24時間ごとに1点減点とする。

金３ 宮原　千咲 学術文章作法Ⅰ 07/13～07/20

第15回目の授業前日までに
ポータルサイト上でデータを提

出し、第15回目の授業開始時に
印刷物を提出。

文字数は、2501～3000字。その他、細かい指定は授業
時に行う。

金３ 野崎　雅子 学術文章作法Ⅰ A4横書き 2,500 ～07/19 ポータルサイト 2500～3000字

金３ 山本　樹 学術文章作法Ⅰ 詳細は授業内で通知

金３ 佐藤　広子 学術文章作法Ⅰ A4横書き 3,000 07/14～07/20 ポータルサイト

金３ 小田　玲子 学術文章作法Ⅰ A4横書き 2,000 05/25～ ポータルサイト

金３ 縄田　咲紀 プログラミング 07/13～07/30 ポータルサイト データでの提出

金３ 渥美　雅保 情報科学 A4横書き 1,000 07/16～07/23 ポータルサイト

金３ 岩倉　依子 外国史Ⅰ（西洋史） A4横書き 3,000 07/20～ 最終授業の終了時

金３ 李　　　燕 中国語作文初中級Ⅰ A4横書き 600 07/06～07/13 ポータルサイト
中国語と日本語を対訳、合わせて600字、7月13日にも

暗記口頭発表の予定です。

金３ 木下　　薫 英米文学概論Ⅰ A4横書き 1,500 05/18～07/20 ポータルサイト

金３ E.ツグラッゲン ドイツ言語文化研究Ⅰ 1,000 ～07/27 ポータルサイト

金４ 上原　正樹 総合科目特講
原稿用紙（400）

A4
1,200 07/21～07/27 ポータルサイト

自分のグループで発表した２テーマのうちどちらかを選
択して、論文として提出のこと

金４ 平井　康章 ボランティア入門 A4横書き 3,000 07/20～07/20 最終授業の終了時

金４ 羽賀　文湖 ワールドビジネスフォーラム 詳細は授業内で指示する。

金４ 武　　澎東 東アジアの政治 A4横書き 2,000 07/16～07/20 ポータルサイト

金４ 中山　賢司 国際関係史：法 A4横書き ポータルサイト 詳細は授業の中でお伝えします。

金４ 吉良　貴之 法哲学 A4縦書き 3,000 05/19～07/31 ポータルサイト

金４ 宮崎　　淳 水法演習 A4横書き 4,000 07/20～07/26
本部棟8階事務室前ﾚﾎﾟｰﾄﾎﾞｯｸ

ｽ
金４ 北野　晃朗 微積分学Ⅰ ～07/20 最終授業の開始時 問題、形式等は授業中に指示する。


