
平成28年度　後期　定期試験時間割表  2017.1.20

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

金曜日 1時限 教養 1・2・3・4 経済学/日本の経済 白木　由香 定期試験を実施 東210 1月27日（金) 1時限 可 持込：授業時に指定したA4サイズ用紙1枚。

金曜日 1時限 自己設計 3 道徳教育論 酒井　宏明 課題提出 東404 補足参照 補足参照 ― 授業内にて課題提出。

金曜日 1時限 短大 1 保育内容の指導法･言葉② 木戸　久二子 定期試験を実施 西731 1月27日（金) 3時限 不可

金曜日 1時限 短大 1 保育内容の指導法･健康① 横山　由美子 定期試験を実施 西741 1月27日（金) 1時限 可 教科書および授業で配布した資料のみ持込可。

金曜日 1時限 短大 2 生きるを考える 高岡　光江 課題提出 補足参照 補足参照 補足参照 ― 授業内で指示した通り。

金曜日 1時限 総合福祉 1 生理学 加藤　洋介 定期試験を実施 西722 1月27日（金) 1時限 不可

金曜日 1・2時限 総合福祉 1 生活支援技術Ⅱ 岡本　真理子 実施せず

金曜日 1時限 総合福祉 3 社会福祉実習指導Ⅲ 田中　幸作 実施せず

金曜日 1・2時限 管理栄養 1 応用調理学実習② 小西　文子 定期試験を実施 西731 1月26日（木） 1時限 不可

金曜日 1時限 管理栄養 2 健康管理学 中出　麻紀子 定期試験を実施 西732 1月27日（金) 1時限 不可

金曜日 1・2時限 管理栄養 4 加工食品の品質と特性実習 五藤　泰子 実施せず

金曜日 1時限 心理 1 微生物学 山﨑　智拡 定期試験を実施 西742 1月27日（金) 1時限 不可

金曜日 1時限 心理 1 リハビリテーション概論 伊藤　太一 定期試験を実施 東203 1月27日（金) 1時限 可 指定用紙のみ持込可。

金曜日 1時限 子ども発達 1 教科器楽Ⅰ 紙屋　信義 定期試験を実施 西133 1月27日（金) 1時限 可 ピアノ実技試験。

金曜日 1時限 子ども発達 2 教科器楽Ⅱ 高橋　摩衣子 定期試験を実施 西134 1月27日（金) 1時限 可 ピアノ実技発表会で使用した楽譜を持参。

金曜日 1時限 子ども発達 3 保育内容･人間関係/保育内容研究Ⅱ(人間関係) 田中　ヒロ江 定期試験を実施 東452 1月27日（金) 1時限 可 自筆のノートのみ持込可。

金曜日 2時限 教養 1・2 基礎英語B 濱田　美佐子 実施せず

金曜日 2時限 短大 1 保育内容の指導法･健康② 横山　由美子 定期試験を実施 西741 1月27日（金) 1時限 可 教科書および授業で配布した資料のみ持込可。

金曜日 2時限 短大 1 子どもの保健Ⅱ① 高岡　光江 課題提出 補足参照 補足参照 補足参照 ― 授業内で指示した通り。

金曜日 2時限 短大 2 家庭支援論 長瀬　啓子 定期試験を実施 西731 1月27日（金) 2時限 不可

金曜日 2時限 総合福祉 1 公衆衛生学 服部　知彦 定期試験を実施 西723 1月27日（金) 2時限 不可

金曜日 2時限 総合福祉 2 免疫学 守川　耕平 定期試験を実施 西742 1月27日（金) 2時限 不可

金曜日 2時限 総合福祉 2 介護過程Ⅳ 齋藤　代彦 定期試験を実施 西213 1月27日（金) 2時限 可 テキストとノートは持込可。

金曜日 2時限 総合福祉 2 社会福祉実習指導Ⅰ 田中　幸作 実施せず

金曜日 2時限 管理栄養 2 運動生理学 加藤　洋介 定期試験を実施 西722 1月27日（金) 2時限 不可

金曜日 2・3時限 心理 1 言語聴覚障害診断学 村田　公一 定期試験を実施 東635 1月27日（金) 2時限 不可

金曜日 2時限 心理 2 構音障害Ⅲ 柳原　由起 定期試験を実施 東405 1月27日（金) 2時限 不可

金曜日 2時限 心理/子ども発達 3 現代語特殊研究B 藤垣　和博 実施せず

金曜日 2時限 子ども発達 1 教育思想の歴史 酒井　宏明 課題提出 西733 補足参照 補足参照 ― 授業内にて課題提出。

金曜日 2時限 子ども発達 2 保育内容･表現Ⅰ/保育内容研究Ⅵ(表現･音楽) 菅野　道雄 課題提出 担当教員研究室 1月27日（金) 2時限 ― 課題内容は授業内で指示します。

金曜日 2時限 大学院 1 臨床心理査定演習 内田　裕之 実施せず

※1月19日（木）の公示から科目の並びのみが変更となっています。



平成28年度　後期　定期試験時間割表  2017.1.20

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

金曜日 3時限 教養 1・2 基礎英語B 富田　理恵 実施せず

金曜日 3時限 教養 1・2・3・4 体育実技B 磯辺　和正 実施せず

金曜日 3時限 教養 1・2・3・4 体育実技B 新美　尚行 実施せず

金曜日 3時限 教養 1・2・3・4 情報リテラシー 佐藤　尊範 課題提出 補足参照 補足参照 補足参照 ― 提出方法含め、授業15回目に最終課題の要件を説明する。

金曜日 3時限 自由 4 教職実践演習(中･高) 國枝　徹朗 実施せず

金曜日 3時限 自己設計 1 発達心理学 宮本　邦雄 定期試験を実施 東210 1月27日（金) 3時限 可 持込：配布資料・自筆ノート。

金曜日 3時限 自己設計 4 精神保健福祉特殊講義Ⅱ 大倉　高志 実施せず

金曜日 3時限 短大 1 保育内容の指導法･言葉① 木戸　久二子 定期試験を実施 西731 1月27日（金) 3時限 不可

金曜日 3時限 短大 1 子どもの保健Ⅱ② 高岡　光江 課題提出 補足参照 補足参照 補足参照 ― 授業内で指示した通り。

金曜日 3時限 短大 2 スポーツ技術論 馬場　崇豪 定期試験を実施 西741 1月27日（金) 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。

金曜日 3時限 短大 2 コンピューター音楽演習 紙屋　信義 定期試験を実施 西133 1月27日（金) 3時限 可 作曲課題またはピアノ実技。

金曜日 3時限 総合福祉 1 介護過程Ⅰ 齋藤　代彦 定期試験を実施 西221 1月27日（金) 3時限 可 テキストとノートは持込可。

金曜日 3時限 総合福祉 2 社会福祉援助技術論Ⅳ 植木　是 定期試験を実施 東203 1月27日（金) 3時限 可
授業内に案内する。
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。

金曜日 3時限 総合福祉 2 呼吸療法装置学 服部　知彦 定期試験を実施 西723 1月27日（金) 3時限 不可

金曜日 3時限 総合福祉 3 血液浄化療法装置学 伊藤　太一 定期試験を実施 西722 1月27日（金) 3時限 可 指定用紙のみ持込可。

金曜日 3・4時限 管理栄養 1 食品学基礎実験① 山澤　広之 定期試験を実施 西751 1月27日（金) 3時限 不可

金曜日 3・4・5時限 管理栄養 2 臨床化学検査学実習Ⅰ 安田　邦彦 実施せず

金曜日 3時限 管理栄養 3 栄養マネジメント論 木村　孝子 定期試験を実施 西742 1月27日（金) 3時限 不可

金曜日 3時限 心理 3 解釈学 濱田　美佐子 定期試験を実施 東201 1月27日（金) 3時限 可
必ず授業中使用しているテキストを持参すること。友達の本を借りるこ
とはできない。コピーを使用することもできない。

金曜日 3時限 心理 3 外科学Ⅱ 甲田　智之 定期試験を実施 東520 1月27日（金) 3時限 不可

金曜日 3時限 子ども発達 1 特別支援教育総論 川﨑　億子 定期試験を実施 東206 1月27日（金) 3時限 不可 座席指定。

金曜日 3時限 子ども発達 3 保育内容･環境 二橋　香代子 定期試験を実施 東405 1月27日（金) 3時限 可 教育・保育要領解説書のみ持込可。

金曜日 4時限 教養 1・2 基礎英語B 濱田　美佐子 実施せず

金曜日 4時限 教養 1・2・3・4 海外実践/海外研修 富田　理恵 実施せず

金曜日 4時限 自由 1 コミュニケーションワーク 桑原　信治 実施せず

金曜日 4時限 自己設計 2 教育方法論 國枝　徹朗 定期試験を実施 東405 1月27日（金) 4時限 不可

金曜日 4時限 短大 1 現代の社会と情報行動 山田　隆 定期試験を実施 西722 1月27日（金) 4時限 可 持込については授業で指示します。

金曜日 4時限 短大/総合福祉 1/2 医療事務総論 遠藤　雅子 定期試験を実施 東302 1月27日（金) 4時限 可 手書きノート１冊のみ持込可。

金曜日 4時限 総合福祉 1 病理学 畑　伸秀 定期試験を実施 西723 1月27日（金) 4時限 不可

金曜日 4時限 総合福祉 2 こころとからだのしくみⅡ 新井　美保子 定期試験を実施 西213 1月27日（金) 4時限 不可

金曜日 4時限 総合福祉 3 臨床医学総論Ⅱ 田中　英子 定期試験を実施 東311 1月27日（金) 4時限 可 自筆ノートのみ持込可。

金曜日 4・5時限 管理栄養 3 応用栄養学実習② 木村　孝子 実施せず

金曜日 4・5時限 管理栄養 3 臨床栄養活動論実習① 長屋　紀美江 実施せず

金曜日 4・5時限 管理栄養 4 加工食品の品質と特性実習 五藤　泰子 実施せず

金曜日 4時限 心理 3 談話研究論 下内　充 実施せず

金曜日 4時限 心理 3 音声障害 道下　和生 定期試験を実施 東404 1月27日（金) 4時限 不可

金曜日 4時限 心理 3 談話研究論 下内　充 実施せず

金曜日 4時限 心理 4 卒業論文 内田　裕之 実施せず 卒業論文＋口述試験で評価する。

金曜日 4時限 子ども発達 4 卒業論文 菅野　道雄 実施せず

金曜日 4時限 子ども発達 4 卒業論文 川﨑　億子 実施せず

金曜日 4時限 子ども発達 4 卒業論文 安藤　雅夫 実施せず

金曜日 4時限 子ども発達 4 卒業論文 長瀬　啓子 実施せず 卒業論文発表会に出席すること。

金曜日 5時限 自由 1 物理学 安藤　雅夫 定期試験を実施 東635 1月27日（金) 5時限 可 プリントのみ持込可。

金曜日 5時限 自己設計 4 福祉特殊講義Ⅱ 田中　幸作 定期試験を実施 東452 2月1日（水） 3時限 不可

金曜日 5時限 短大/総合福祉 1 ビジネスマナー 遠藤　雅子 実施せず

※1月19日（木）の公示から科目の並びのみが変更となっています。


