
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

水曜日 1時限 教養 1・2・3・4 英米の言語と文化 濱田　美佐子 実施せず

水曜日 1時限 短大 1 英語Ⅱ 富田　理恵 定期試験を実施 西731 2月1日（水） 1時限 不可

水曜日 1時限 短大 2 教職実践演習① 杉山　喜美恵 実施せず

水曜日 1時限 総合福祉 1 情報科学演習 佐藤　尊範 定期試験を実施 東408 2月1日（水） 1時限 可 ノートパソコン必須。教科書および自筆のノート持込可。

水曜日 1時限 総合福祉 1 医学一般 畑　伸秀 定期試験を実施 西221 2月1日（水） 1時限 不可

水曜日 1時限 総合福祉 2 精神保健学Ⅱ 伊藤　太一 定期試験を実施 西721 2月1日（水） 1時限 不可 後期範囲内で国試に出やすいものを中心に出題する。

水曜日 1時限 総合福祉 2 医用電子工学Ⅱ 木島　均 定期試験を実施 東652 2月1日（水） 1時限 可 持込：教科書及び配布プリント。

水曜日 1時限 総合福祉 2 介護福祉論Ⅳ 植木　是 定期試験を実施 西213 2月1日（水） 1時限 可
授業内に案内する。持ち込み：教科書、ノート（コピー可）、配布物等の
授業に関する資料。

水曜日 1時限 総合福祉 3 介護総合演習Ⅲ 岡本　真理子 実施せず

水曜日 1・2時限 管理栄養 1 解剖生理学Ⅱ デュアー　貴子 定期試験を実施 西722 2月1日（水） 1時限 不可

水曜日 1・2時限 管理栄養 2 生理検査学実習Ⅰ 加藤　洋介 実施せず

水曜日 1・2時限 管理栄養 3 応用栄養学実習① 木村　孝子 実施せず

水曜日 1・2時限 管理栄養 3 臨床栄養活動論実習② 長屋　紀美江 実施せず

水曜日 1時限 心理 1 生理学Ⅰ 二ノ倉　欣久 定期試験を実施 図書館大ｾﾐﾅｰ室 2月1日（水） 1時限 不可

水曜日 1時限 心理 1 心理測定法Ⅱ 川嶋　健太郎 定期試験を実施 東635 2月1日（水） 1時限 可 教科書・配布資料・ノートのみ持込可。

水曜日 1時限 心理 2 応用心理学統計法 中井　宏 実施せず

水曜日 1時限 心理 3 人格心理学 長谷川　晃 定期試験を実施 東404 2月1日（水） 1時限 不可

水曜日 1時限 子ども発達 3 図画工作科指導法 廣瀬　敏史 実施せず

水曜日 2時限 教養 1・2・3・4 体育実技B/スポーツ実践B 山田　美恵子 実施せず

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

水曜日 2時限 教養 1・2・3・4 英語活用演習B 濱田　美佐子 定期試験を実施 東201 2月1日（水） 2時限 不可

水曜日 2時限 短大 1 子どもの保健Ⅰ 高岡　光江 定期試験を実施 西742 2月1日（水） 2時限 不可

水曜日 2時限 短大 2 教職実践演習② 杉山　喜美恵 実施せず

水曜日 2時限 総合福祉 1 介護福祉論Ⅱ 齋藤　代彦 定期試験を実施 西221 2月1日（水） 2時限 可 テキストとノートは持込可。

水曜日 2時限 総合福祉 2 医用電子工学演習Ⅱ 木島　均 定期試験を実施 東652 2月1日（水） 2時限 可 持込：教科書及び配布プリント。

水曜日 2時限 総合福祉 2 障害の理解Ⅱ 伊藤　太一 定期試験を実施 西213 2月1日（水） 2時限 可 指定用紙のみ持込可。

水曜日 2時限 総合福祉 2 社会福祉援助技術演習Ⅲ 武藤　麻美 課題提出 教務課 2月1日（水） 2時限 ― 課題内容は15回目の講義時に指示します。

水曜日 2時限 総合福祉 4 卒業研究 岡本　真理子 実施せず

水曜日 2時限 総合福祉 4 卒業研究 小田　俊郎 実施せず

水曜日 2時限 心理 1 救急処置総論 甲田　智之 定期試験を実施 東311 2月1日（水） 2時限 不可

水曜日 2時限 心理 1 音声学 下内　充 定期試験を実施 東203 2月1日（水） 2時限 不可

水曜日 2時限 心理 2 呼吸発声発語系の構造･機能･疾病 二ノ倉　欣久 定期試験を実施 図書館大ｾﾐﾅｰ室 2月1日（水） 2時限 不可

水曜日 2時限 心理 2 人間の歴史/東洋史概論 富田　理恵 定期試験を実施 東635 2月1日（水） 2時限 可 テキスト　自筆ノート　自筆プリント　その他自筆の資料のみ持込可。

水曜日 2時限 心理 3 専門演習ⅠB 小河　妙子 実施せず

水曜日 2時限 心理 3 専門演習ⅠB 安達　悠子 実施せず

水曜日 2時限 心理 3 専門演習ⅠB 平井　正三郎 実施せず

水曜日 2時限 心理 4 卒業論文 宮本　邦雄 実施せず 卒業論文＋口述試験で評価する。

水曜日 2時限 子ども発達 1 教科国語/国語研究(書写を含む) 藤垣　和博 定期試験を実施 東405 2月1日（水） 2時限 不可

水曜日 2時限 子ども発達 2 保育内容総論 三羽　佐和子 定期試験を実施 西732 2月1日（水） 2時限 不可

水曜日 2時限 大学院 1 臨床心理学特論 廣利　吉治 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

水曜日 3時限 教養 1 基礎ゼミナールⅡ/教養ゼミナールB 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。

水曜日 3時限 教養 1・2・3・4 体育実技B 山田　美恵子 実施せず

水曜日 3時限 短大/総合福祉 1 スポーツ科学入門 小林　和典 定期試験を実施 西722 2月1日（水） 3時限 可 直筆のノートのみ持込可。

水曜日 3時限 短大 2 リトミック 横山　真理 実施せず

水曜日 3時限 総合福祉 2 生体計測装置学Ⅰ 金子　芳一 定期試験を実施 東203 2月1日（水） 3時限 可 自筆ノートのみ持込可。

水曜日 3時限 管理栄養 2 給食経営管理論Ⅱ 小西　文子 定期試験を実施 西732 2月1日（水） 3時限 不可

水/金曜日 3/1時限 管理栄養 3 医動物学(実習を含む) 畑　伸秀 定期試験を実施 西721 1月27日（金) 1時限 不可

水曜日 3時限 心理 1 失語症学Ⅰ 上田　正子 定期試験を実施 東210 2月1日（水） 3時限 不可

水曜日 3時限 心理 2 リハビリテーション医学 永田　正和 定期試験を実施 東311 2月1日（水） 3時限 不可

水曜日 3・4時限 心理 3 整形外科学 廣崎　英和 定期試験を実施 東405 2月1日（水） 3時限 不可

水曜日 3時限 心理 3 地誌学 水谷　学 定期試験を実施 東310 2月1日（水） 3時限 可 授業で使用したプリント類の持ち込みは可。

水曜日 3時限 心理 4 産業心理学 中井　宏 定期試験を実施 東635 2月1日（水） 3時限 可 講義資料（自筆）の持ち込みを許可する。

水曜日 3時限 子ども発達 2 教育心理学 川嶋　健太郎 定期試験を実施 東520 2月1日（水） 3時限 不可

水曜日 4時限 教養 1・2・3・4 情報リテラシー/情報処理C 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。

水曜日 4時限 教養 1・2・3・4 体育実技B 新美　尚行 実施せず

水曜日 4時限 自由 1 日本語教育学B 富田　理恵 定期試験を実施 東209 2月1日（水） 4時限 可 プリント　自筆ノート　その他自筆の資料のみ持込可。

水曜日 4時限 自己設計 2 カウンセリング論 平井　正三郎 実施せず

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

水曜日 4時限 短大 1 子ども医療学概論 高岡　光江 定期試験を実施 西722 2月1日（水） 4時限 可 持込は直筆のノート・資料に限る。

水曜日 4時限 総合福祉 2 地域福祉論Ⅱ 植木　是 定期試験を実施 西213 2月1日（水） 4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。

水曜日 4時限 総合福祉 2 地域福祉論Ⅱ 武藤　麻美 定期試験を実施 東407 2月1日（水） 4時限 不可

水曜日 4・5時限 管理栄養 2 臨床化学検査学Ⅰ 安田　邦彦 定期試験を実施 西732 2月1日（水） 5時限 不可

水曜日 4時限 心理 1 聴覚障害学Ⅰ 松森　久美子 定期試験を実施 東404 2月1日（水） 4時限 不可

水曜日 4時限 心理 3 認知心理学Ⅱ 安達　悠子 定期試験を実施 東635 2月1日（水） 4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。

水/金曜日 4・5/3時限 心理 3 嚥下障害学Ⅲ 二ノ倉　欣久 定期試験を実施 東402 1月27日（金) 3時限 不可

水曜日 4時限 子ども発達 2 保育指導法(遊びと指導) 後藤　佐智子 定期試験を実施 東210 2月1日（水） 4時限 可 持込：授業で配布した資料のみ（自筆で書き込みをしたものに限る）。

水曜日 5時限 短大/総合福祉 1 オフィス実務演習 遠藤　雅子 定期試験を実施 東310 2月1日（水） 5時限 可 手書きノート１冊のみ持込可。

水曜日 5時限 総合福祉 2 表計算応用演習 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。

水/木曜日 5時限 管理栄養 1 検査機器総論 山﨑　智拡 定期試験を実施 西742 2月1日（水） 5時限 不可

水曜日 5時限 子ども発達 3 特別支援教育実習セミナー 杉山　章 実施せず

水曜日 5時限 大学院 1 課題研究Ⅰ 宮本　邦雄 実施せず

水曜日 6時限 大学院 2 課題研究Ⅱ 宮本　邦雄 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。


