
平成28年度後期　　追・再試験時間割表  2017.2.9

曜日 時限 開講 学年 講義名称 代表教員 試験区分 試験室/提出先 実施/提出日 実施/提出時限 持込 補足

月曜日 1時限 短大 1 発達心理学 宮本　邦雄 追・再試験を実施 西721 2月20日（月） 1時限 可 持込：配布資料・自筆ノート。

月曜日 1時限 教養 1・2・3・4 日本国憲法 荻野　太司 追・再試験を実施 図書館大ｾﾐﾅｰ室 2月20日（月） 1時限 可 持込は教科書および授業内で指定したものに限る。

月曜日 1時限 教養 1・2・3・4 体育講義 小林　和典 追・再試験を実施 西732 2月20日（月） 1時限 可 直筆のノートのみ持込可。

月曜日 1時限 自己設計 2 学習心理学 川嶋　健太郎 課題提出 教務課 2月20日（月） 1時限 ―

教科書　「行動分析学入門」を読んで，次の2つの問題について，１つにつ
き800から1000字程度(合わせてA4用紙2ページ程度)でまとめなさい。表紙
には題目として「学習心理学　再試験　レポート課題」として，学籍番号お
よび名前を書くこと。

（1）人間の問題行動を理解するときに，「医学モデル」を用いることの問題
点について考察しなさい
（2）教科書の「行動随伴性」と「三項随伴性」の違いについて説明しなさい

月曜日 1時限 総合福祉 2 医用システム･制御工学 服部　真澄 追・再試験を実施 東452 2月20日（月） 1時限 不可

月曜日 1時限 総合福祉 2 介護福祉論Ⅲ 植木　是 実施せず

月曜日 1時限 総合福祉 2 精神保健福祉支援論 大倉　高志 実施せず

月曜日 1時限 総合福祉 3 医用機器安全管理学 梶原　志保子 実施せず

月曜日 1時限 子ども発達 3 生徒･進路指導論/生徒指導論 中尾　正彦 追・再試験を実施 東635 2月20日（月） 5時限 不可

月曜日 2時限 短大 1 児童家庭福祉 長瀬　啓子 実施せず

月曜日 2時限 短大 2 教育の方法と技術① 白山　眞澄 実施せず

月曜日 2時限 短大 2 子どもの食と栄養② 五藤　泰子 追・再試験を実施 西781 2月20日（月） 2時限 不可

月曜日 2時限 教養 1・2・3・4 社会学/現代の社会学 山田　隆 追・再試験を実施 東210 2月20日（月） 2時限 可 持込については指示するので山田まで連絡すること。

月曜日 2時限 教養 1・2・3・4 音楽 菅野　道雄 課題提出 教務課 2月20日（月） 2時限 ― 課題内容は授業内で指示した内容。

月曜日 2時限 自己設計 2 教育相談 中尾　正彦 追・再試験を実施 東310 2月20日（月） 2時限 不可

月曜日 2時限 総合福祉 1 医用電気工学Ⅱ 木島　均 実施せず

月曜日 2時限 総合福祉 1 保健医療サービス 武藤　麻美 実施せず

月曜日 2時限 総合福祉 2 看護学概論 伊藤　太一 追・再試験を実施 東203 2月20日（月） 2時限 可 指定用紙のみ持込可。

月曜日 2時限 総合福祉 2 介護過程Ⅲ 遠藤　幸子 実施せず

月曜日 2時限 総合福祉 3 臨床医学総論Ⅰ 田中　英子 追・再試験を実施 東311 2月20日（月） 2時限 可 自筆ノートのみ持込可。

月曜日 2時限 心理/子ども発達 1 日本語概論B 木戸　久二子 追・再試験を実施 東209 2月20日（月） 2時限 可 自筆ノート・配布資料持込可。

月曜日 2時限 心理 1 生化学 小田　俊郎 追・再試験を実施 東405 2月20日（月） 2時限 不可

月曜日 2時限 心理 2 社会保障制度(関係法規を含む) 荻野　太司 実施せず

月曜日 2時限 子ども発達 2 保育内容･言葉/保育内容研究Ⅳ(言葉) 藤垣　和博 追・再試験を実施 東635 2月20日（月） 2時限 可 教科書のみ持込可。

時間割発表以降に変更となった箇所は赤字で表示しています。　　　　教務課



平成28年度後期　　追・再試験時間割表  2017.2.9
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月曜日 3時限 短大 1 子ども音楽 横山　真理 実施せず

月曜日 3時限 短大 1 発達認知科学 神谷　かつ江 実施せず

月曜日 3時限 短大 2 保育実習指導Ⅱ 杉山　喜美恵 追・再試験を実施 西782 2月20日（月） 3時限 不可 問題を研究室前においておくので、自分で解答を記入し、覚えてくること。

月曜日 3時限 教養 1 コンピュータリテラシーⅡ 佐藤　尊範 追・再試験を実施 東心理学実験室AB 2月20日（月） 3時限 可 筆記試験を行う。自前のパソコン持込推奨。

月曜日 3時限 総合福祉 1 医用電気工学演習Ⅱ 木島　均 実施せず

月曜日 3時限 総合福祉 1 老人福祉論Ⅰ 齋藤　代彦 実施せず

月曜日 3時限 総合福祉 2 医療的ケアⅠ 遠藤　幸子 実施せず

月曜日 3・4時限 管理栄養 2 医用工学概論(実習を含む) 金子　芳一 追・再試験を実施 西732 2月20日（月） 3時限 可 自筆ノートのみ持込可。

月曜日 3・4時限 管理栄養 3 臨床医学実習 長屋　紀美江 追・再試験を実施 西341 2月20日（月） 3時限 不可

月曜日 3時限 心理 1 構音障害Ⅰ 松森　久美子 追・再試験を実施 東404 2月20日（月） 3時限 不可

月曜日 3・4時限 心理 2 精神医学/精神医学Ⅰ 武藤　麻美 追・再試験を実施 東203 2月20日（月） 4時限 不可

月曜日 3時限 心理 2 外傷学 成瀬　正治 追・再試験を実施 東405 2月20日（月） 3時限 不可

月曜日 3・4時限 心理 2 高次脳機能障害学 上田　正子 追・再試験を実施 東203 2月20日（月） 3時限 不可

月曜日 3時限 心理 3 消費者心理学 中井　宏 追・再試験を実施 東404 2月20日（月） 3時限 可 講義資料（自筆）の持ち込みを許可する。

月曜日 3時限 子ども発達 1 教科算数/算数研究 藤井　康寿 追・再試験を実施 東210 2月20日（月） 3時限 不可

月曜日 3時限 子ども発達 2 知的障害児教育論Ⅱ 杉山　章 追・再試験を実施 東451 2月20日（月） 3時限 可 教科書と配付資料、各自の授業ノートのみ持込可。

月曜日 3時限 子ども発達 4 保育相談支援 長瀬　啓子 実施せず

月曜日 4時限 短大 1 数理 安藤　雅夫 追・再試験を実施 西723 2月20日（月） 4時限 不可

月曜日 4時限 短大 2 教育の方法と技術② 白山　眞澄 実施せず

月曜日 4時限 教養 1・2・3・4 倫理学 小椋　宗一郎 追・再試験を実施 東210 2月20日（月） 4時限 不可

月曜日 4時限 教養 1・2・3・4 日本国憲法 神谷　和孝 実施せず

月曜日 4時限 総合福祉 1 発達と老化の理解Ⅱ 伊藤　太一 実施せず

月曜日 4時限 子ども発達 4 保育相談支援 長瀬　啓子 実施せず

月曜日 5時限 短大 1 こども音楽療育概論 菅野　道雄 追・再試験を実施 西133 2月20日（月） 5時限 可
持込制限なし。（ただし、インターネット等で外部にアクセスできるものを除
く）

月曜日 5時限 短大/総合福祉 1・2 医療秘書概論 遠藤　雅子 課題提出 教務課 2月20日（月） 5時限 ―
教務課で手続き後、科目担当教員に連絡を取り、課題を研究室まで取りに
来ること。

月曜日 5時限 自己設計 3 生徒指導論 中尾　正彦 追・再試験を実施 東635 2月20日（月） 5時限 不可

月曜日 5時限 管理栄養 2 臨床栄養学概論 長屋　紀美江 追・再試験を実施 西341 2月20日（月） 5時限 不可

月曜日 5時限 心理 2 聴覚系の構造･機能･疾病 平山　肇 実施せず

時間割発表以降に変更となった箇所は赤字で表示しています。　　　　教務課


