
※ 変更が生じた場合は朱筆訂正するので、こまめに確認すること。

※ 授業時と異なる教室で試験を行う場合は、試験場を黄色塗り（　　　　 ）している。

※ 履修登録者数により複数の教室を併用する場合があるので、注意すること。

※ この時間割に掲載されていない科目の教場試験実施に関しては、担当教員の指示に従うこと。

時限
実施⽇ 科⽬名 ／ 読替科⽬ 担当教員 試験場 科⽬名 ／ 読替科⽬ 担当教員 試験場 科⽬名 ／ 読替科⽬ 担当教員 試験場 科⽬名 ／ 読替科⽬ 担当教員 試験場 科⽬名 ／ 読替科⽬ 担当教員 試験場

Japanese Business C ⻄岡　佐知⼦ 1201

ドイツ語初級（速修）Ⅱ ⼩岩　信治 国際AV1 英語（ライティング・発展）Ⅱ 川本　玲⼦ 1402

計画数学Ⅰ 篠原　克寿 1101 ⼼理学 樋⼝　収 2201
2301

⼈⽂学⼊⾨（⽂学） 武村　知⼦　他 1201 Japanese Business C ⻄岡　佐知⼦ 1201

⽇本語中級（読解） 栁⽥　直美 国際3

英語（ライティング・発展）Ⅱ 川本　玲⼦ 1402 中国語初級（総合）Ⅱ(10) 洪　郁如 24

美術論（⽇本・東洋） 藤元　晶⼦ 36

統計 鈴⽊　⾹寿恵 1304

Intermediate Japanese ⅠA 松井　咲⼦ 国際2 Basic Japanese Ⅰ 早川　杏⼦　他 国際4 英語（資格試験）Ⅱ 加茂　秀隆 LLC アラビア語初級Ⅱ 斎藤　美津⼦ 1302 スペイン語初級（総合）Ⅱ(15) 愛場/モンレアル 2202

線形代数Ⅱ 村⽥　実貴⽣ 1301 英語（ＬＬ）Ⅰ 加茂　秀隆 LLB 英語（ディスカッション・標準）Ⅰ 前⽥　眞理⼦ LLD スペイン語初級（速修）Ⅱ 愛場　百合⼦ 2202 ドイツ語初級（総合）Ⅱ(4) 杉内　有介 2203

英語（ディスカッション・標準）Ⅰ 前⽥　眞理⼦ LLD ドイツ語初級（総合）Ⅱ(1) 杉内　有介 1402 外国⼈留学⽣のための⽇本事情Ｂ 庵　功雄 CAI1 フランス語初級（総合）Ⅱ(5) ⼩関　武史 1302

宗教と⽂化（古代〜中世） 井阪　⺠⼦ 1202
1414 スペイン語初級（総合）Ⅱ(14) 愛場/モンレアル 2202 中国語中級（会話）Ｂ ⻩　宇暁 1307 ロシア・東欧地域⽂化論 伊藤　愉 1301

情報リテラシー 五⼗嵐　智 32 アラビア語初級Ⅱ 斎藤　美津⼦ 1302 中国社会論 南　裕⼦ 1201 ロシア・東欧地域⽂化論 伊藤　愉 1301

線形代数Ⅱ ⽯井　昌宏 1304 中国語初級（総合）Ⅱ(12) 南　裕⼦ 25 朝鮮語上級Ｃ 申　奎燮 1305

微分積分Ⅰ ⽯村　直之 1301 朝鮮語初級（実践）Ⅱ 申　奎燮 1305 朝鮮語中級Ｇ 洪　玧伸 1303

微分積分Ⅱ 松⽥　能⽂ 1303 フランス語中級Ｋ 森　千⾹⼦ 35 ⽇本語中級（漢字語彙） 松井　咲⼦ 国際2

中国語中級（会話）Ｂ ⻩　宇暁 1307

朝鮮語中級Ｆ 洪　玧伸 1303

微分積分Ⅱ 髙岡　浩⼀郎 1101

情報リテラシー 五⼗嵐　智 32

⽇本語中上級（⽂章表現） 幸⽥　佳⼦ 国際3

⽇本語上級（近代⽂語⽂講読） 庵　功雄 国際5

ジェンダーと⼈権 辻村/⾕⽥川 2201

スポーツトレーニング論 ハラルド・ポルスター 情22

Presentation  Skills  in
English  Ⅱ

Ｊ.Ｆ.マンキューソ 2203 Basic Japanese Ⅰ 早川　杏⼦　他 国際4 英語（ライティング・標準）Ⅰ 江澤　美⽉ LLA スペイン語上級Ｆ ルルデス　ドメ
ネク　アロンソ 1301 ドイツ語初級（総合）Ⅱ(3) ⼭室/⾚松 2202

英語（ディスカッション・標準）Ⅱ アン・イハタ 1405 ドイツ語初級（速修）Ⅱ 清⽔　朗 1305 古⽂書（中世）Ｂ 糟⾕　幸裕 1207 フランス語初級（実践）Ⅱ 清⽔　ドミニク 1208 ドイツ語中級Ｍ 鈴⽊　⾥⾹ 1305

確率 藤⽥　岳彦 1101 英語（ディスカッション・標準）Ⅱ アン・イハタ 1405 線形代数Ⅱ ⽴井　博⼦ 1318 英語（ライティング・標準）Ⅰ 江澤　美⽉ LLA 

線形代数Ⅱ ⼩林　雅⼈ 1318 英語（リーディング・標準）Ⅰ 河野　真太郎 1402 中国語初級（速修）Ⅱ 壽⽼　素⼦ 2202 中国語中級（講読）Ｂ ⼤⻄　陽⼦  LLD

微分積分Ⅱ ⽴井　博⼦ 1303 集合と位相Ⅰ ⽴井　博⼦ 1101 中国語中級（HSK・中検対策）Ｂ ⼤⻄　陽⼦  LLD 統計 公⽂　雅之 1101

情報応⽤論（映像メディアの
制作と画像情報） ⾼⾒澤　秀幸 情22 ⽇本語上級（⼝頭表現）Ⅰ 村上　まさみ CAI1 ⽇本語上級（⽂法） 太⽥　陽⼦ CAI1 

中国語初級（総合）Ⅱ(13) 星名　宏修 1202 微分積分Ⅱ 宮路　智⾏ 1302

線形代数Ⅰ ⼩林　雅⼈ 1301

12⽉11⽇(⽕)

12⽉12⽇(⽔)

12⽉17⽇(⽉)

12⽉18⽇(⽕)

12⽉20⽇(⽊)

12⽉21⽇(⾦)

1⽉7⽇(⽉)

1⽉8⽇(⽕)

教場試験時間割 （全学共通教育科目・国際交流科目）

平成30年度 冬学期末試験

平成30年12⽉12⽇ 現在
1限 2限 3限 4限 5限

1／2



※ 変更が生じた場合は朱筆訂正するので、こまめに確認すること。

※ 授業時と異なる教室で試験を行う場合は、試験場を黄色塗り（　　　　 ）している。

※ 履修登録者数により複数の教室を併用する場合があるので、注意すること。

※ この時間割に掲載されていない科目の教場試験実施に関しては、担当教員の指示に従うこと。

時限
実施⽇ 科⽬名 ／ 読替科⽬ 担当教員 試験場 科⽬名 ／ 読替科⽬ 担当教員 試験場 科⽬名 ／ 読替科⽬ 担当教員 試験場 科⽬名 ／ 読替科⽬ 担当教員 試験場 科⽬名 ／ 読替科⽬ 担当教員 試験場

教場試験時間割 （全学共通教育科目・国際交流科目）

平成30年度 冬学期末試験

平成30年12⽉12⽇ 現在
1限 2限 3限 4限 5限

Basic Japanese Ⅱ 早川　杏⼦　他 国際4 Basic Japanese Ⅰ 早川　杏⼦　他 国際4 ⾳楽論（⽇本・東洋） 植村　幸⽣ 2301 Special Topics in Social
Sciences C エド・フランコ CAI1 

スペイン語圏地域⽂化論
（スペイン）

ﾏﾘｱ･ﾄﾞﾛﾚｽ･
ﾄﾞﾒﾈｸ 1201 Introduction to Japanese

Language A 栁⽥　直美　他 国際3 ⽇本語中上級（読解） ⾼　恩淑 国際3

ドイツ語初級（速修補填） 布川　恭⼦ 1315 スペイン語中級Ｋ ﾏﾘｱ･ﾄﾞﾛﾚｽ･
ﾄﾞﾒﾈｸ 1401

英語（ＬＬ）Ⅰ ⼭下　芳典 LLC 英語（ＬＬ）Ⅰ ⼭下　芳典 LLC

英語（ＬＬ）Ⅱ 松本　和⼦ LLA 英語（ＬＬ）Ⅱ ⾦澤　淳⼦ LLB

世界の⾔語⼊⾨（ベトナム語） 五味　政信 国際5 英語（ライティング・標準）Ⅱ 松本　和⼦ LLD

教養ゼミナール（清⽔　朗）Ａ 清⽔　朗 1317

⽣態学 廣⽊　眞達 1201

中国語中級（作⽂）Ｂ 孫　国震 1306

⽇本語上級（読解）Ⅰ 五味　政信 国際5

プログラミング基礎 中⼭　泰⼀ 情21

Basic Japanese Ⅱ 早川　杏⼦　他 国際4 Intermediate Japanese ⅠC 烏　⽇哲 国際2 World Affairs A ラルフ・ペットマン 2203 スペイン語中級Ｌ 佐藤　佐知 1304 スペイン語初級（速修） 佐藤　佐知 1304

Intermediate Japanese ⅠB 烏　⽇哲 国際2 ロシア語学 五⼗嵐　陽介 LLC スペイン語初級（総合）Ⅱ(16) 佐藤　佐知 1404 ドイツ語初級（総合）Ⅱ(4) 森　正史 LLB 確率 ⼄部　達志 1101

Introduction to Japanese
Language B 早川　杏⼦　他 国際3 英語（ＬＬ）Ⅱ 板橋　晶⼦ LLA ドイツ語初級（総合）Ⅱ(1) 森　正史 LLB 英語（ディスカッション・発展）Ⅰ ワンチェン・タイ 1406 線形代数演習 ⽥中　秀和 1301

英語（ＬＬ）Ⅱ 畑江　⾥美 LLA 英語（ディスカッション・発展）Ⅰ ワンチェン・タイ 1406 フランス語初級（総合）Ⅱ(6) 鵜飼　哲 LLA 英語（リーディング・発展）Ⅰ ⾦井　嘉彦 24

英語（ディスカッション・基礎強化）Ⅱ アン・イハタ 2202 英語（ライティング・標準）Ⅱ 畑江　⾥美 1208 ラテン語初級Ⅱ 井阪　⺠⼦ 1307 英語（リーディング・標準）Ⅱ 榎本　武⽂ 1209

英語（資格試験）Ⅱ 塩⾕　英⼀郎 LLB 英語（リーディング・発展）Ⅱ 橋沼　克美 1401 英語（ＬＬ）Ⅰ 加茂　秀隆  LLC 中国語初級（実践）Ⅱ ⻩　麗華 LLA

線形代数Ⅱ ⼩林　幹 1101 英語（資格試験）Ⅱ 塩⾕　英⼀郎 LLB 英語（ディスカッション・発展）Ⅰ ワンチェン・タイ 1406 朝鮮語初級（総合）Ⅱ(17) 梁　澄⼦ LLD

微分積分Ⅱ 宮⽥　洋⼀郎 1301 英語学（英語学各論）Ｂ
／ 英語(⼋) ／ 英語学（社） 友澤　宏隆 22 英語（ライティング・標準）Ⅱ 畑江　⾥美 1304 微分積分続論Ｂ ⽥中　秀和 1301

線形代数Ⅰ ⼩林　幹 1101 英語（リーディング・発展）Ⅰ ⾦井　嘉彦 28

線形代数Ⅱ 宮⽥　洋⼀郎 1301 英語（リーディング・標準）Ⅰ 友澤　宏隆 22

⽇本語中級（⼝頭表現） 宮部　真由美 国際3 英語（リーディング・標準）Ⅱ 榎本　武⽂ 1209

微分積分Ⅱ 川上　拓志 1318 教養ゼミナール（⾺場　幸栄）Ａ ⾺場　幸栄 101

線形代数Ⅱ 川上　拓志 1318

中国語上級（会話）Ｄ ⻩　麗華 2204

⽇本語上級（⼝頭表現）Ⅱ 早川　杏⼦ 国際5 

微分積分Ⅰ 髙岡　浩⼀郎 1101

Basic Japanese Ⅱ 早川　杏⼦　他 国際4 Pre-Advanced Japanese 早川　杏⼦　他 CAI1 Japanese Art B 久保　豊 CAI1 スペイン語初級（実践）Ⅱ ルルデス　ドメ
ネク　アロンソ 1304 ドイツ語初級（総合）Ⅱ(2) 鈴⽊/⽝飼 1302

Intermediate Japanese Ⅱ 早川　杏⼦　他 国際1 フランス語初級（総合）Ⅱ(7) 中野　知律 22 World Affairs C ラルフ・ペットマン 2203 ドイツ語初級（実践）Ⅱ ⽝飼　彩乃 1302

プログラミング基礎 中島　康 情21 フランス語初級（総合）Ⅱ(8) 佐藤　千明 23 ドイツ語初級（速修） ⼭室/トレッフェルト LLA フランス語初級（速修）Ⅱ 神⽥　浩⼀  LLB

英語（ＬＬ）Ⅱ ⽯塚　幸太郎 LLB フランス語初級（速修） ⽚岡　⼤右 1401 フランス語圏⽂学 中野　知律 1201 ロシア語初級（速修）Ⅱ 伊藤　愉 1301

線形代数Ⅱ ⼩林　亜⽮⼦ 1301 宇宙科学 ⼤坪　俊通 1201 フランス語中級Ｎ 神⽥　浩⼀ LLB 英語（ＬＬ）Ⅰ 早坂　静 LLC

統計 安⽥　和弘 1201 英語（ＬＬ）Ⅱ ⾦井　嘉彦 LLA 英語（リーディング・基礎強化）Ⅱ 中⼭　徹 1403 数学概論 井上　浩⼀ 1414

微分積分Ⅱ 渋⾕　幹夫 1304 英語（リーディング・標準）Ⅰ 早坂　静 1405 英語（リーディング・標準）Ⅰ 早坂　静 1405 中国語初級（総合）Ⅱ(11) 笹倉　⼀広 LLD

英語（資格試験）Ⅱ ⽯塚　幸太郎 LLB 英語（資格試験）Ⅱ ⽯塚　幸太郎 LLD ⽇本語中上級（漢字語彙） 松井　咲⼦ 国際3

集合と位相Ⅰ ⼩林　亜⽮⼦ 1101 確率 檜垣　優徳 1101 微分積分演習 檜垣　優徳 1101

数理論理学 井上　浩⼀ 1301 中国語初級（速修）Ⅱ 胡　婉如 1203

線形代数Ⅱ ⼩林　亜⽮⼦ 2202

微分積分Ⅱ 林　達也 1401

中国語中級（会話）Ｂ 胡　婉如 1203

1⽉11⽇(⾦)

1⽉9⽇(⽔)

1⽉10⽇(⽊)
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