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平成 28年度 後期 試験実施要領 
 
平成28年度東海学院大学短期大学部および東海学院大学 後期試験は以下の要領で実施する。 
履修のてびき第 5章「試験と成績評価」（[大学]P67～、[短大]P39～）をよく読んだ上で、試験
実施要領を確認すること。 
 
1. 定期試験時間割表の発表  

【時間割表発表】 
定期試験の時間割表は、下記日時に教務課掲示板および本学ホームページにて発表する。 
 1月19日（木）12：30（通常授業） ／ 2月10日（金）12：30（集中講義） 
 
【科目の重複による公欠申請受付】  
定期試験において実施科目が同時限に行われる場合、科目の重複による公欠を認める。 
教務課にて公欠の手続きを行うこと。 

 1月19日（木）12：30 ～ 1月25日（水）16：00まで（通常授業） 
 
 
2. 成績評価の基準について  

後期授業終了日までに、各科目シラバス記載の「成績評価の基準」について確認すること。 
「成績評価の基準」によっては、定期試験を受験しても（または、再試験を受験しても）合格

に至らない場合もある。「成績評価の基準」について確認の結果、不明な点は科目担当教員に確

認すること。 
 
 
3. 定期試験の受験資格について  

① 当該授業科目の履修登録がされていること。 

② 当該授業科目の行うべき授業回数の 7割以上の出席（回数換算時、端数切上げ）であるこ
と。（※ 遅刻、早退の取り扱いに注意） 

③ 試験実施期日までに学費を完納していること。 

④ 通年科目で、前期・後期の 2回定期試験が行われる科目については、前期定期試験を受験
していること。 

⑤ 休学又は停学期間中でないこと。 
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※ 遅刻・早退は 3回をもって欠席 1回となる。ただし、2回目まで出席扱いとするわけでは
ない。1～3回の遅刻・早退＝1回欠席、4～6回の遅刻・早退＝2回欠席とみなす。 
例えば、授業回数が全 15回の科目であれば、4回欠席＋1遅刻や 4回欠席＋1早退は受験
資格がないこととなる。また、公認欠席は「公認欠席に伴う補講」を実施し、補講出席と

ならない限り欠席として扱われる。 
 
 
4. 試験時間  

試験時間は 60分とし、下記に示す。 
試験は原則として通常授業の曜日・時限及び教室で行うが、複数開講科目については調整す

る場合がある。 
 

時限 時間  時限 時間 
1時限 9:20～10:20  4時限 15:10～16:10 
2時限 11:00～12:00  5時限 16:50～17:50 
3時限 13:30～14:30  6時限 18:30～19:30 

 
※ 交通機関の遅延など個人的事情以外のやむを得ない理由によることが明らかな場合は、

最大 90分まで試験時間を延長することがある。 
 
 
5. 試験時の遵守事項  

① 学生証の呈示について 

・受験中は、机上に学生証を呈示すること 

・学生証（学生証番号、本人氏名、顔写真）をもって本人確認とする 

・学生証を忘れた学生は、学生生活課で「仮学生証」（発行当日のみ有効）の発行を受け、学生

証の代わりに机上に呈示すること 

「仮学生証」の発行には、1日分につき 500円の発行手数料が必要となる。500円を持参の
上、学生生活課で手続きすること 
 
② 受験許可物について 

・筆箱および下敷きは試験開始前に片付けること 

・受験に使用を許可された物以外はすべてカバン等の中に収納し、隣席の椅子の上に置くこと 

・クリアケースのカバンを持っている学生は、中身が見えないよう椅子の下に置くこと 

・携帯電話・携帯音楽プレーヤー（iPodなど）等は電源を切りカバンの中に片付けること 
（時計としての使用は認められない） 
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・万一、試験中に着信音（マナーモード含む）等が鳴った場合は、監督者の指示に従うこと。

指示に従わず勝手に手を触れた場合は不正行為とみなし、即時受験停止が命じられる 
 

③ 途中入退室について 

・試験開始から30分経過したら入室はできない 

・試験教室からの退出は試験開始後30分を経過するまではできない 
 

④ 解答用紙の提出について 

・必ず提出すること 
 
 
6. 後期成績発表  

下記日時より学生Webカルテの成績情報にて定期試験終了時の成績情報が参照可能となる。
この発表をもって追試験・再試験の該当者発表となる。 
（教務課掲示版および本学ホームページで追試験・再試験の該当者発表は行わない） 

【成績発表日時】 2月8日（水）12：30（通常授業） ／ 2月20日（月）12：30（集中講義） 

なお、成績公開準備のため下記期間中は学生Webカルテの成績情報が非公開となる。 

【成績情報非公開期間】 
 2月1日（水）12:30 ～ 2月8日（水）12：30（通常授業） 
 2月15日（水）12:30 ～ 2月20日（月）12：30（集中講義） 
 
 
7. 成績評価の問い合わせ（定期試験）  

成績発表後、正当な理由がある場合に限り、成績評価に対する異議申立てができる。                                                                                                                             

なお、定期試験の評価異議申立て期間は、再試験の申請の関係上、履修のてびき記載の期間

（学生Webでの成績公開日の翌週の同曜日まで）とは異なるが、下記日程とする。 

【定期試験の評価異議申立て受付期間】 
2月8日（水）12：30 ～ 2月14日（火）16：00まで（通常授業） 
2月20日（月）12：30 ～ 2月21日（火）16:00まで（集中講義） 

 
【評価異議申立ての手順】 
① 受付期間内に教務課で交付する「成績関係異議申出書」に所定事項を記入し、教務課
へ提出する。 

② 問い合わせ内容に対しては、科目担当教員より直接回答される。 
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8. 追試験・再試験とは  

≪追試験≫ 
公欠の理由により定期試験を受験できなかった場合で、定期試験の公欠手続きを行い、追試

験受験が認められた者が受けられる試験をいう。 
（公欠認定理由の詳細は「履修のてびき[大学]P53～、[短大]P26～」を参照。） 
 
≪再試験≫ 
再試験とは、定期試験で 60 点に満たなかった者および定期試験を欠席（公欠該当でない欠
席）した者で、再試験が実施される科目について受験手続きを行った者が受けられる試験をい

う。 
 
 
9. 追試験・再試験の成績評価  

【追試験の成績評価】 
100点満点で採点し、60点以上を得点した場合にその科目の単位認定が認められる。成績の評
価段階は、定期試験に準じる。 
 
【再試験の成績評価】 
100点満点で採点し、60点以上の得点はすべて 60点とし、成績評価段階を可としてその科目
の単位修得を認められる。よって、再試験で与えられる得点は最高でも 60点となる。 
 
 
10. 追試験・再試験時間割表の発表  

【時間割表発表】 
追試験・再試験の時間割表発表は、下記日時に教務課掲示板および本学ホームページにて行う。 
2月8日（水）12：30（通常授業） ／ 2月20日（月）12：30（集中講義） 
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11. 追試験・再試験の受験資格、受験手続き  

≪追試験≫ 
【受験資格】 
成績評価が「不合格」で、且つ以下の条件を満たしている者。 
① 定期試験の受験資格を満たしていること。 
② 定期試験の公欠が認められていること。 
③ 定められた期間に受験手続きをしていること。  
 
【受験手続き期間】 
2月8日（水）12：30 ～ 2月14日（火）16：00まで（通常授業） 
2月20日（月）12：30 ～ 2月21日（火）16：00まで（集中講義） 
※ 追試験期間に公欠する予定があり、試験日に受験できないと分かっている場合であっても、

後の試験を受験するためにはこの期間に手続きが必要。 
 
【受験手続き窓口】  
短期大学部生：西キャンパス教務課 ／ 大学・大学院生：東キャンパス教務課 

 
【受験手続き方法】 
① 申請期間内に教務課で交付する「追試験受験願書」に所定事項を記入し、公欠が認められ

た「公欠申請欠席届」の写しを添えて、追試験申請期日までに教務課へ提出する。（追試験

料はかからない。） 
② やむを得ない理由で「追試験受験願書」が期限内に提出できない場合は、その旨を期限ま

でに教務課に連絡する。連絡がなく期限に遅れた場合は、理由の如何を問わず追試験の申

請は認められない。 
 
 
≪再試験≫ 
【受験資格】 
成績評価が「不合格」で、且つ以下の条件を満たしている者。 
① 定期試験の受験資格を満たしていること。 
② 定められた期間に受験手続きをしていること。  
 
【受験手続き期間】 
2月8日（水）12：30 ～ 2月14日（火）16：00まで（通常授業） 
2月20日（月）12：30 ～ 2月21日（火）16：00まで（集中講義） 
※ 再試験期間に公欠する予定があり、試験日に受験できないと分かっている場合であっても、

後の試験を受験するためにはこの期間に手続きが必要。 
 



6 
 

【受験手続き窓口】  
短期大学部生：西キャンパス教務課 ／ 大学・大学院生：東キャンパス教務課 
 
【受験手続き方法】 
① 自動券売機にて再試験料の証紙を購入する。 
再試験を受ける場合は、１科目につき 3,000円の再試験料を徴収する。 
（一度納入された再試験料は返還されない） 

② 教務課で交付する「再試験受験願書」に所定事項を記入し、再試験料の証紙を貼付して、

再試験申請期間に教務課に提出する。 
③ やむを得ない理由で「再試験受験願書」が期限内に提出できない場合は、その旨を期限ま

でに教務課に連絡する。連絡がなく期限に遅れた場合は、理由の如何を問わず再試験の申

請は認められない。 
④ 再試験の受験資格が認められなかった場合、シラバスでの「成績評価の基準」を確認し、

直接科目担当教員に確認すること。 
 
 
≪追試験・再試験共通≫ 

【郵送で受験手続きをする場合（通常授業のみ）】 
実習等の理由により、受験手続き期間内に窓口へ来ることが困難な学生に対しては、郵送で

も受験願書を受け付ける。追試験受験願書・再試験受験願書は本学ホームページから印刷可能。 

（ホーム＞在学生の方へ＞教務課＞各種様式ダウンロード 
（http://www.tokaigakuin-u.ac.jp/students/kyoumu/various_download/）） 

 
【受付締切日】2月14日（火）必着（通常授業のみ）  ※集中講義は郵送での受付不可 
 
【受験願書郵送先】 
≪短期大学部≫ 
〒504-8504 岐阜県各務原市那加桐野町 2-43 東海学院大学短期大学部教務課試験担当 宛 
≪大学・大学院≫ 
〒504-8511 岐阜県各務原市那加桐野町 5-68 東海学院大学教務課試験担当 宛 

 
【受験手続き方法】 
① 追試験受験願書、再試験受験願書を記入の上、学生控は切り離さず郵送する。 
② 追試験該当者は追試験実施前までに東キャンパス教務課へ申し出て、学生控を受け取るこ

と。 
③ 再試験該当者は再試験実施前までに 3,000円の再試験料（証紙）を購入し、東キャンパス
教務課まで申し出て、受験願書に証紙を貼り付ける。その後、学生控を受け取ること。 
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12. 追試験・再試験の公欠手続き  

追試験・再試験を公欠認定理由により欠席する場合は、手続きが必要。 

【公欠手続き期間】 
試験日を含み 3日以内（土・日・祝を除く） 
公欠が連続する場合は、公欠最終日を含み 3日以内 
ただし、成績確定日程の関係上、3月6日（月）16：00以降の手続きは受験不可となること

がある。 

【公欠手続き方法】 
公欠認定理由により手続き方法が異なる。 
詳しくは履修のてびき[大学]P53～[短期大学部]P26～を参照のこと。 
 
 

13. 追試験・再試験公欠者の追試験  

追試験・再試験を公欠した者に対して追試験を行う。 
ただし、成績確定日程の関係上、卒業年次生は実施しないことがある。該当者は公欠当日の

18：00までに教務課（短期大学部：058-382-1148 / 大学・大学院：058-389-2200）へ連絡す
ること。また、在学生においてもこれ以降の試験は実施しないことがある。 

 
【追試験・再試験公欠者の追試験日】（卒業年次生は除く） 
3月7日（火）、3月8日（水）（通常授業／集中講義） 

 
【時間割表の発表】  
教務課掲示板および本学ホームページにて発表する。  
3月3日（金）12：30（通常授業／集中講義） 
 
【受験資格】 
成績評価が「不合格」で、且つ以下の条件を満たしている者。 
① 追試験・再試験の受験資格を満たしていること。 
② 追試験・再試験の公欠が認められていること。 
③ 定められた期間に受験手続きをしていること。 
 
【受験手続き期間】 
3月3日（金）12：30 ～ 3月6日（月）16：00まで（通常授業／集中講義） 
 
【受験手続き方法】 
① 「公欠申請欠席届」のコピーを「追試験受験願」に添えて、受験手続き期間中に教務課へ

提出する。 
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② やむを得ない理由で「追試験受験願書」が期限内に提出できない場合は、その旨を期限ま

でに教務課に連絡する。連絡がなく期限に遅れた場合は、理由の如何を問わず追試験の申

請は認められない。 

※ 受験手続きがない場合は試験を放棄したものとみなす 
 
 
14. 追試験不合格者の再試験  

追試験の不合格者に対して再試験を行う。 
ただし、成績確定日程の関係上、卒業年次生は実施しないことがある。該当者は2月27日（月）

12：30～13：00の間に教務課（短期大学部：058-382-1148 / 大学・大学院：058-389-2200）
へ連絡すること。また、在学生においてもこれ以降の試験は実施しないことがある。 

 
【追試験不合格者の再試験日】（卒業年次生は除く） 
3月7日（火）、3月8日（水）（通常授業／集中講義） 
 
【該当者および時間割表の発表】  
教務課掲示板および本学ホームページにて発表する。 
3月3日（金）12：30（通常授業／集中講義） 
 
【受験資格】 
成績評価が「不合格」で、且つ以下の条件を満たしている者。 
① 追試験の受験資格を満たしていること。 
② 定められた期間に受験手続きをしていること。 
 
【受験手続き期間】 
3月3日（金）12：30 ～ 3月6日（月）16：00まで（通常授業／集中講義） 
 
【受験手続き方法】 
① 自動券売機にて再試験料の証紙を購入する。 
再試験を受ける場合は、１科目につき 3,000円の再試験料を徴収する。 
（一度納入された再試験料は返還されない。） 

② 教務課で交付する「再試験受験願書」に所定事項を記入し、再試験料の証紙を貼付して、

再試験申請期間に教務課に提出する。 
③ やむを得ない理由で「再試験受験願書」が期限内に提出できない場合は、その旨を期限ま

でに教務課に連絡する。連絡がなく期限に遅れた場合は、理由の如何を問わず再試験の申

請は認められない。 

※ 受験手続きがない場合は試験を放棄したものとみなす 
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15. 後期成績確定  

下記日時より学生Webカルテの成績情報にて追試験・再試験終了時の成績情報が参照可能。 

【成績確定日時】 
卒業年次生：2月27日（月）12：30 
在 学 生：3月13日（月）12：30 

なお、成績公開準備のため下記期間中は学生Webカルテの成績情報が非公開となる。 

【成績情報非公開期間】 
卒業年次生： 2月22日（水）12:30 ～ 2月27日（月）12：30 
在 学 生： 3月7日（火）12:30 ～ 3月13日（月）12：30 
 
 
16 成績評価の問い合わせ（追試験・再試験）  

成績確定後、正当な理由がある場合に限り、成績評価に対する異議申立てができる。 

【追試験・再試験の評価異議申立て受付期間】   
卒業年次生：2月27日（月）12：30 ～ 2月28日（火）11：00まで（通常授業／集中講義） 
在 学 生：3月13日（月）12：30 ～ 3月20日（月）16：00まで（通常授業／集中講義） 
 
【受付・応答の手順】 
① 受付期間内に教務課で交付する「成績関係異議申出書」に所定事項を記入し、教務課
へ提出する。 

② 問い合わせ内容に対しては、科目担当教員より直接回答される。 
 
 
17. 成績表発送  

下記日程で保証人住所宛に成績表を郵送する。 

【卒業生成績発送】 3月3日（金） 
【在学生成績発送】 3月21日（火） 



＜通常授業＞

該当頁

P1 / P4 時間割表発表

P1 科目の重複による公欠申請受付期間

－ 試験期間 ☆ ☆

－ 予備試験日

P3 / P9 後期成績発表 ☆

P3 / P9 成績評価の異議申立て期間 ☆

P5 追・再試験受験手続き期間 ☆

P7

P8

P7

P8

P7

P8

P9 成績確定 ☆

－ 卒業者発表 ☆

P9 成績表発送 ☆

☆は既に公開されている学事日程です
※　卒業年次生の異議申立て申請は2月27日（月）12：30～2月28日（火）11：00 までです

平成28年度後期　試験・成績評価に係るスケジュール

3月3日（金）－卒業年次生　／　3月21日（火）－在学生

2月8日（水）12：30 ～ 2月14日（火）16：00まで 3月13日（月）12：30 ～ 3月20日（月）16：00まで　（※）

2月27日（月）12：30－卒業年次生　／　3月13日（月）12：30－在学生

3月2日（木）12：30

2月8日（水）12：30 ～ 2月14日（火）16：00まで

1月19日（木）12：30 2月8日（水）12：30

2月8日（水）12：30 2月27日（月）12：30－卒業年次生　／　3月13日（月）12：30－在学生

区分 定期試験

3月3日（金）12：30 ～ 3月6日（月）16：00 まで

追試験不合格者の再試験日（卒業年次生は除く）

追試験 再試験

1月26日（木）～ 2月1日（水） 2月16日（木）～2月22日（水）

1月19日（木）12：30 ～ 1月25日（水）16：00まで

2月2日（木）・ 2月3日（金） 2月23日（木）・2月24日（金）

3月7日（火）・3月8日（水）
追・再試験公欠者の追試験日（卒業年次生は除く）

3月3日（金）12：30
追試験不合格者の再試験　該当者・時間割表発表

追試験不合格者の再試験　受験手続き期間

追・再試験公欠者の追試験 受験手続き期間

追・再試験公欠者の追試験 該当者・時間割表発表



＜集中講義＞ ☆　2月2日（木）～2月8日（水）

該当頁

P1 / P4 時間割表発表

－ 試験期間

－ 予備試験日

P3 / P9 後期成績発表

P3 / P9 成績評価の異議申立て期間

P5 追・再試験受験手続き期間

P7

P8

P7

P8

P7

P8

P9 成績確定 ☆

－ 卒業者発表 ☆

P9 成績表発送 ☆

☆は学生に公開されている学事日程です
※　卒業年次生の異議申立て申請は2月27日（月）12：30～2月28日（火）11：00 までです

2月20日（月）12：30 ～ 2月21日（火）16：00 まで 3月13日（月）12：30 ～ 3月20日（月）16：00まで　（※）

2月22日（水）・2月23日（木）2月13日（月）・2月14日（火）

2月20日（月）12：30 2月27日（月）12：30－卒業年次生　／　3月13日（月）12：30－在学生

平成28年度後期　試験・成績評価に係るスケジュール

2月10日（金）12：30

2月24日（金）2月15日（水）・2月16日（木）

区分 定期試験（集中講義） 追試験（集中講義） 再試験（集中講義）

2月20日（月）12：30

3月3日（金）－卒業年次生　／　3月21日（火）－在学生

2月20日（月）12：30 ～ 2月21日（火）16：00 まで

3月2日（木）12：30

2月27日（月）12：30－卒業年次生　／　3月13日（月）12：30－在学生

3月3日（金）12：30

3月3日（金）12：30 ～ 3月6日（月）16：00 まで

3月7日（火）・3月8日（水）
追・再試験公欠者の追試験日（卒業年次生は除く）

追試験不合格者の再試験　該当者・時間割表発表

追試験不合格者の再試験　受験手続き期間

追試験不合格者の再試験日（卒業年次生は除く）

追・再試験公欠者の追試験 該当者・時間割表発表

追・再試験公欠者の追試験 受験手続き期間


