
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

火曜日 1時限 短大 1 幼児美術② 浅野　秀男 実施せず

火曜日 1時限 短大 2 ソルフェージュ① 横山　真理 実施せず

火曜日 1時限 教養 1・2・3・4 哲学･思想 小椋　宗一郎 追・再試験を実施 東407 2月21日（火） 1時限 不可

火曜日 1時限 教養 1・2・3・4 生活と環境 デュアー　貴子 実施せず

火曜日 1時限 自己設計 3 青年心理学 寺田　道夫 実施せず

火曜日 1時限 総合福祉 1 解剖学Ⅱ 服部　真澄 追・再試験を実施 東451 2月21日（火） 1時限 不可

火曜日 1時限 総合福祉 2 生化学 小田　俊郎 追・再試験を実施 東203 2月21日（火） 1時限 不可

火曜日 1時限 総合福祉 2 社会福祉援助技術論Ⅲ 田中　幸作 追・再試験を実施 東452 2月21日（火） 1時限 不可

火曜日 1時限 総合福祉 3 精神保健福祉相談援助の基盤(専門) 大倉　高志 実施せず

火曜日 1時限 管理栄養 2 臨床医学総論 野澤　義則 追・再試験を実施 西721 2月21日（火） 1時限 不可

火曜日 1時限 管理栄養 3 学校栄養指導論 平光　美津子 実施せず

火曜日 1時限 心理 1 発達心理学Ⅱ 宮本　邦雄 追・再試験を実施 東404 2月21日（火） 1時限 可 持込：配布資料・自筆ノート

火曜日 1時限 心理 2 聴覚心理学 小河　妙子 課題提出 小河研究室 2月21日（火） 1時限 ―
不合格の学生には、試験当日の学習強化週間プログラムで課題を説明し
ます。

火曜日 1時限 心理 4 学校心理学 矢澤　久史 追・再試験を実施 東652 2月17日（金) 1時限 可 ノートのみ持込可。

火曜日 1時限 子ども発達 2 社会的養護 長瀬　啓子 実施せず

火曜日 1時限 子ども発達 3 障害児保育Ⅰ/障害児保育 杉山　章 追・再試験を実施 東311 2月21日（火） 1時限 可 教科書と配付資料、各自の授業ノートのみ持込可。

火曜日 2時限 短大 1 幼児美術① 浅野　秀男 実施せず

火曜日 2時限 短大 2 ソルフェージュ② 横山　真理 実施せず

火曜日 2時限 短大 2 子どもの食と栄養① 五藤　泰子 追・再試験を実施 西781 2月20日（月） 2時限 不可

火曜日 2時限 教養 1 コンピュータリテラシーⅡ 藤井　康寿 追・再試験を実施 東心理学実験室AB 2月21日（火） 2時限 不可

火曜日 2時限 自由 3 日本語教授法B 濱田　美佐子 実施せず

火曜日 2時限 自己設計 3 栄養士課題研究Ⅱ 小西　文子 実施せず

火曜日 2時限 総合福祉 1 情報科学 佐藤　尊範 追・再試験を実施 東408 2月21日（火） 2時限 不可 筆記試験を行う。持込不可。資料配布は行わない。

火曜日 2時限 総合福祉 2 医用機械工学 小田　俊郎 追・再試験を実施 東203 2月21日（火） 2時限 不可

火曜日 2時限 総合福祉 2 社会保障論Ⅱ/社会保障論Ⅰ 神谷　和孝 実施せず

火曜日 2時限 総合福祉 4 スポーツ医学Ⅲ 伊藤　太一 実施せず

火曜日 2時限 管理栄養 1 基礎栄養学 デュアー　貴子 実施せず

火曜日 2時限 管理栄養 2 血液検査学 守川　耕平 追・再試験を実施 西732 2月21日（火） 2時限 不可

火曜日 2時限 管理栄養 2 栄養カウンセリング論 平光　美津子 追・再試験を実施 西341 2月21日（火） 2時限 不可

火曜日 2時限 管理栄養 4 生活経営学 有本　信昭 実施せず

火曜日 2時限 心理 1 薬理学 安田　邦彦 追・再試験を実施 東405 2月17日（金) 5時限 不可

火曜日 2時限 心理 1 言語聴覚障害学総論 上田　正子 実施せず

火曜日 2時限 心理 2 失語症学Ⅲ 上田　正子 実施せず

火曜日 2時限 心理 3 放射線概論 服部　真澄 追・再試験を実施 東451 2月21日（火） 2時限 不可

火曜日 2時限 心理 4 比較心理学 矢澤　久史 追・再試験を実施 東652 2月17日（金) 2時限 可 ノートのみ持込可。

火曜日 2時限 子ども発達 1 知的障害児の心理･生理･病理 廣利　吉治 追・再試験を実施 東311 2月21日（火） 2時限 不可

火曜日 2時限 子ども発達 3 ことばと表現/絵本論 木戸　久二子 追・再試験を実施 東205 2月21日（火） 2時限 不可
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火曜日 3時限 短大 1 英語Ⅱ① 下内　充 追・再試験を実施 西731 2月21日（火） 3時限 可 （電子）辞書、単語ノートのみ持込可。

火曜日 3時限 短大 2 ミュージカル 熊沢　辰巳 追・再試験を実施 西133・134 2月21日（火） 3時限 不可

火曜日 3時限 自由 1・2・4 学習指導と学校図書館 アンドリュー　デュアー 実施せず

火曜日 3時限 総合福祉/心理 1・4 精神医学Ⅱ 伊藤　太一 追・再試験を実施 東202 2月21日（火） 3時限 可 指定用紙のみ持込可。

火曜日 3時限 総合福祉 2 画像診断学 服部　真澄 追・再試験を実施 東203 2月21日（火） 3時限 不可

火曜日 3・4時限 管理栄養 1 食品学基礎実験② 山澤　広之 追・再試験を実施 西142 2月21日（火） 3時限 不可

火曜日 3・4・5時限 管理栄養 2 生理検査学 加藤　洋介 追・再試験を実施 西732 2月21日（火） 3時限 不可

火曜日 3時限 心理 1 内科学Ⅰ 永田　正和 追・再試験を実施 東311 2月21日（火） 3時限 不可

火曜日 3時限 心理 2 学習心理学Ⅱ 川嶋　健太郎 課題提出 教務課 2月21日（火） 3時限 ―

教科書　「メイザーの学習と行動」を読んで，次の1～3から2つ選び，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Ⅰ　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） 臨床場面でオペラント条件づけの原理に基づいて介入する場合，×
の使用をできるだけ避けるべきなのはなぜか？もしも罰を使用するならば
どのような場合であるか考察しなさい。

（2） 刺激性制御の技法を行動修正に用いる際にはどのような点に注意を
するべきか検討しなさい

（3） 人間や動物の模倣行動を説明する，模倣の般化オペラント説につい
て解説しなさい。また般化オペラント説の利点について説明しなさい。

火曜日 3時限 心理 3 神経心理学 二ノ倉　欣久 課題提出 補足参照 補足参照 補足参照 ―
課題内容は授業内で発表する。
提出は上田先生に手渡しすること。
提出締切：2月21日（火）15：00まで。

火曜日 3時限 心理 4 臨床心理査定法 清源　友香奈 追・再試験を実施 東209 2月21日（火） 3時限 可 自筆のノート等のみ持込可。

火曜日 3時限 子ども発達 1 児童家庭福祉/児童福祉論Ⅰ 長瀬　啓子 実施せず

火曜日 3時限 子ども発達 2 人権教育と福祉の研究 三羽　佐和子 追・再試験を実施 西742 2月21日（火） 3時限 可
追試は西742教室で試験を行う。
再試は2月14日迄に、課題を三羽研究室まで取りに来ること。
課題提出先は三羽研究室。

火曜日 3時限 子ども発達 3 子どもの保健ⅠB 高岡　光江 追・再試験を実施 東210 2月21日（火） 3時限 可 持込は教科書、直筆ノート・資料に限る。

火曜日 4時限 短大 1 英語Ⅱ② 下内　充 追・再試験を実施 西731 2月21日（火） 3時限 可 （電子）辞書、単語ノートのみ持込可。

火曜日 4時限 教養 1・2・3・4 近現代の世界 アンドリュー　デュアー 実施せず

火曜日 4時限 自己設計 3 生徒指導論(進路指導を含む)/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

火曜日 4時限 総合福祉 1 児童福祉論Ⅰ 長瀬　啓子 実施せず

火曜日 4時限 総合福祉 2 薬理学 安田　邦彦 追・再試験を実施 東405 2月17日（金) 5時限 不可

火曜日 4時限 心理 1 生理学Ⅱ 橋本　英之 追・再試験を実施 東311 2月21日（火） 4時限 不可

火曜日 4時限 心理 3 言語発達障害学Ⅴ 松森　久美子 追・再試験を実施 東404 2月21日（火） 4時限 不可

火曜日 4時限 子ども発達 1 教科生活/生活科研究 川﨑　億子 追・再試験を実施 東520 2月21日（火） 4時限 不可 座席指定。

火曜日 5時限 心理 2 臨床歯科医学(口腔外科学を含む) 二ノ倉　欣久 追・再試験を実施 図書館大ｾﾐﾅｰ室 2月21日（火） 5時限 不可

火曜日 5時限 心理 3 吃音 村瀬　忍 追・再試験を実施 東405 2月21日（火） 5時限 可
配布資料、ノート、教科書、その他各自が参考資料だと思うものは全て持
込可。


