
平成28年度後期　　追・再試験時間割表  2017.2.8

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

木曜日 1時限 短大 1 幼児音楽Ⅱ① 横山　真理 実施せず

木曜日 1時限 短大 1 乳児保育② 中村　秀子 追・再試験を実施 西742 2月16日（木） 1時限 可 授業で配布した資料のみ持ち込み可。

木曜日 1時限 総合福祉 1 解剖学Ⅰ 服部　真澄 追・再試験を実施 西722 2月16日（木） 1時限 不可

木曜日 1時限 総合福祉 1 社会福祉援助技術総論Ⅱ 武藤　麻美 追・再試験を実施 西213 2月16日（木） 1時限 不可

木曜日 1時限 総合福祉 2 医用材料工学 服部　知彦 追・再試験を実施 東451 2月16日（木） 1時限 不可

木曜日 1時限 総合福祉 3 生体物性工学 小田　俊郎 追・再試験を実施 東311 2月16日（木） 1時限 不可

木曜日 1時限 総合福祉 3 精神障害リハビリテーション学Ⅱ 大倉　高志 追・再試験を実施 東203 2月16日（木） 1時限 不可

木曜日 1時限 管理栄養 1 応用調理学実習①/応用調理学実習Ⅰ 小西　文子 実施せず

木曜日 1時限 管理栄養 3 公衆栄養学/公衆栄養学Ⅰ/公衆栄養学Ⅱ 中出　麻紀子 追・再試験を実施 西732 2月16日（木） 1時限 不可

木曜日 1時限 心理 1 心理学概論B 安達　悠子 追・再試験を実施 東520 2月16日（木） 1時限 可 授業で配布した資料、ノート、本など紙媒体の持ち込みは許可する。

木曜日 1時限 心理 2 音響学 橋本　慎吾 追・再試験を実施 図書館大ｾﾐﾅｰ室 2月16日（木） 1時限 可 電卓のみ持込可。

木曜日 1時限 心理/子ども発達 3 文法･文体論 木戸　久二子 実施せず

木曜日 1時限 子ども発達 1 保育者論 田中　ヒロ江 追・再試験を実施 東452 2月16日（木） 1時限 可 自筆のノートのみ持込可。

木曜日 1時限 子ども発達 2 教育方法論 國枝　徹朗 追・再試験を実施 東405 2月16日（木） 1時限 不可

木曜日 2時限 短大 1 幼児音楽Ⅱ② 横山　真理 実施せず

木曜日 2時限 短大 1 乳児保育① 中村　秀子 追・再試験を実施 西742 2月16日（木） 1時限 可 授業で配布した資料のみ持ち込み可。

木曜日 2時限 短大 2 教育相談 神谷　かつ江 追・再試験を実施 西782 2月16日（木） 2時限 可 自筆ノートと配布プリントのみ持込可。

木曜日 2時限 教養 1 国語表現 藤垣　和博 追・再試験を実施 東405 2月16日（木） 2時限 不可

木曜日 2時限 自由 4 教職実践演習(栄養教諭) 平光　美津子 実施せず

木曜日 2時限 自己設計 3 特別活動論 中尾　正彦 追・再試験を実施 東310 2月16日（木） 2時限 不可

木曜日 2時限 総合福祉 1 医用工学概論 服部　知彦 追・再試験を実施 西722 2月16日（木） 2時限 不可

木曜日 2時限 総合福祉 2 医用機器学概論 木島　均 実施せず

木曜日 2時限 総合福祉 2 福祉行財政と福祉計画 神谷　和孝 実施せず

木曜日 2時限 心理 1 病理学 畑　伸秀 追・再試験を実施 東635 2月16日（木） 2時限 不可

木曜日 2時限 心理 2 環境障害･急性中毒学 甲田　智之 実施せず

木曜日 2時限 心理 2 臨床心理学Ⅱ 清源　友香奈 追・再試験を実施 東210 2月16日（木） 2時限 可 自筆のノート等のみ持込可。

木曜日 2時限 心理 4 精神分析 内田　裕之 追・再試験を実施 東205 2月16日（木） 2時限 可 持込制限なし。

木曜日 2時限 大学院 1 臨床心理面接特論 長谷川　晃 実施せず
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木曜日 3時限 短大 1 幼児音楽Ⅱ 横山　真理 追・再試験を実施 西133・134 2月16日（木） 3時限 可 持込：ピアノ教本・弾き歌い曲集・筆記用具。

木曜日 3時限 短大/総合福祉/子ども発達 1 スポーツ心理学 馬場　崇豪 追・再試験を実施 東210 2月16日（木） 3時限 可 持ち込みするノート類は自筆で書かれたもののみ可。

木曜日 3時限 短大 2 保育実習指導Ⅲ 杉山　喜美恵 追・再試験を実施 西782 2月16日（木） 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。

木曜日 3時限 教養 1・2・3・4 スペイン語圏の言語と文化 ロハス　カルロス 実施せず

木曜日 3時限 教養 1・2・3・4 言語学 下内　充 追・再試験を実施 東206 2月16日（木） 3時限 不可

木曜日 3時限 自由 1・2・4 視聴覚教育メディア論 アンドリュー　デュアー 追・再試験を実施 東201 2月16日（木） 3時限 可 持込については指定なし。

木曜日 3時限 総合福祉 2 医用治療機器学 金子　芳一 追・再試験を実施 東311 2月16日（木） 3時限 可 自筆ノートのみ持込可。試験範囲：配布資料を含む。

木曜日 3時限 総合福祉 2 障害者福祉論Ⅱ 植木　是 追・再試験を実施 東452 2月16日（木） 3時限 可 持込：教科書、ノート（コピー可）、配布物等の授業に関する資料。

木曜日 3時限 総合福祉 3 体外循環装置学 金子　芳一 実施せず

木曜日 3時限 管理栄養 3 病態微生物と人体 野澤　義則 実施せず

木曜日 3時限 管理栄養 3 健康栄養総合演習Ⅰ 小西　文子 実施せず

木曜日 3時限 管理栄養 4 比較食環境論 中出　麻紀子 追・再試験を実施 西732 2月16日（木） 3時限 不可

木曜日 3時限 心理 3 健康心理学/健康医療心理学 清源　友香奈 追・再試験を実施 東404 2月16日（木） 3時限 可 自筆のノート等のみ持込可。

木曜日 3時限 心理 4 対人行動論 中井　宏 実施せず

木曜日 3時限 子ども発達 2 教科音楽 紙屋　信義 追・再試験を実施 西532 2月16日（木） 3時限 可 歌唱試験およびリコーダー試験。

木曜日 3時限 子ども発達 3 乳児保育Ⅰ 中村　秀子 追・再試験を実施 西742 2月16日（木） 1時限 可 授業で配布した資料のみ持ち込み可。

木曜日 3時限 子ども発達 4 家庭科指導法 夫馬　佳代子 課題提出 教務課 2月16日（木） 3時限 ― 課題内容は授業内に発表、説明する。

木曜日 4時限 短大 1 教職論 大蔵　真由美 実施せず

木曜日 4時限 短大/自由 2/2・3 レクリエーション現場実習 桑原　信治 実施せず

木曜日 4時限 教養 1・2・3・4 中国の言語と文化 王　進生 実施せず

木曜日 4時限 総合福祉 1 認知症の理解Ⅰ 遠藤　幸子 追・再試験を実施 西213 2月16日（木） 4時限 可 授業資料、テキスト持込可。

木曜日 4時限 総合福祉 2 応用数学 小田　俊郎 追・再試験を実施 東311 2月16日（木） 4時限 不可

木曜日 4時限 総合福祉 3 更生保護制度 神谷　和孝 実施せず

木曜日 4時限 管理栄養 1 栄養教育概論 平光　美津子 追・再試験を実施 西732 2月16日（木） 4時限 不可

木曜日 4時限 心理 1 日本の歴史と文化/日本史概論 國枝　徹朗 追・再試験を実施 東203 2月16日（木） 4時限 不可

木曜日 4時限 心理/子ども発達 2 語彙･意味論 木戸　久二子 追・再試験を実施 東520 2月16日（木） 4時限 可 追試験者は持込不可。再試験者は自筆ノート、配布資料持込可。

木曜日 4時限 心理 2 脳外科学 大岡　啓治 実施せず

木曜日 4時限 心理 2 言語発達障害学Ⅲ 松森　久美子 追・再試験を実施 東404 2月16日（木） 4時限 不可

木曜日 4時限 子ども発達 1 保育の心理学Ⅱ/乳幼児心理学 神谷　かつ江 実施せず

木曜日 4時限 子ども発達 2 教科家庭/家庭科研究 夫馬　佳代子 追・再試験を実施 東202 2月16日（木） 4時限 可 授業内の配布資料等全て持込可。

木曜日 5時限 短大 1 社会体育論 桑原　信治 実施せず

木曜日 5時限 自己設計 2 児童心理学 寺田　道夫 実施せず


