
※更新、訂正は各キャンパスの掲示板で確認してください。

試験日／
課題提出日

試験時限／
課題提出時限

試験教室／
課題提出先

試験日／
課題提出日

試験時限／
課題提出時限

試験教室／
課題提出先

月曜日 2時限 短大教養 1078 磯辺　和正 JGKT00603 スポーツ実践<テニス> 前期 実施しない 実施しない

月曜日 2時限 短大教養 1090 桑原　信治 JGKT00602 スポーツ実践<スポーツレクリエーション> 前期 実施しない 実施しない

月曜日 2時限 短大教養 1097 高岡　光江 JSNU02100 子ども医療(健康) 前期 実施しない 実施しない

月曜日 2時限 短大教養 1123 小林　和典 JGKT00601 スポーツ実践<トレーニング> 前期 実施しない 実施しない

月曜日 1時限 短大 1121 浅野　秀男 JSKT03801 保育内容「表現」の指導法 前期 実施しない 実施しない

月曜日 1時限 短大 1173 遠藤　雅子 MSNU01302 社会福祉 前期 実施しない その他
希望者に個別対応する。メール連絡のうえ研
究室へきてください。

月曜日 2時限 短大 1112 杉山　喜美恵 JSNU03900 保育教材の研究 前期 実施しない 実施しない

月曜日 2時限 短大 1271 角田　輝美 JSNU03800 リトミック 前期 実施しない 実施しない

月曜日 3時限 短大 1158 二橋　香代子 JSKT03601 保育内容「環境」の指導法 前期 課題提出 8月20日(金) 1限 メールで二橋先生に提出すること 実施しない

月曜日 4時限 短大 1021 小西　文子 MSNU00801 子どもの食と栄養 前期 課題提出 8月18日(水) 4限 研究室 対面(授業形式等) 8/2(月) 1限 西742 試験終了後に、問題解説等を行う。

月曜日 1時限 短大LaLa 1097 高岡　光江 MSNU01502 子どもの保健 前期 実施 8月24日(火) 2限 西781 持ち込み不可 対面(授業形式等) 8/3(火) 試験終了後 西781
試験終了次第，開始しますので，教室に残る
こと

月曜日 1時限 短大LaLa 1112 杉山　喜美恵 MMKO00102 教育実習指導【特別】 前期 実施しない 実施しない

月曜日 1時限 短大LaLa 1173 遠藤　雅子 MSNU01303 社会福祉【特別】 前期 実施しない その他
希望者に個別対応する。メール連絡のうえ研
究室へきてください。

月曜日 2時限 短大LaLa 1121 浅野　秀男 JSKT03802 保育内容「表現」の指導法（特） 前期 実施しない 実施しない

月曜日 3時限 短大自由 1090 桑原　信治 MFRI00401 レクリエーション論 前期 実施 8月23日(月) 3限 西732
ノート（自筆）のみ持ち込み可（コピー、資料は不
可）

実施しない

月曜日 1時限 教養 1000
神谷　眞弓子
（山田　隆）

ZGNU00102 基礎ゼミナールⅠ<管理栄養学科> 前期 課題提出 8月23日(月) 1限 山田研究室
追再試となった場合は、直ちに山田まで問い合
わせすること。

実施しない

月曜日 1時限 教養 1065 菅野　道雄 ZGKF00200 音楽 前期 課題提出 8月23日(月) 1限 613研究室 613研究室に提出 対面(授業形式等)
8月22日までの

随時
613研究室

月曜日 1時限 教養 1278 山邨　俊英 ZGKZ00500 日本国憲法 前期 実施 8月23日(月) 1限 西131 B5サイズのルーズリーフ5枚まで持込可 実施しない

月曜日 1時限 教養 1306 竹内　隆司 ZGKZ00801 体育講義 前期 実施 8月24日(火) 3限 東635

自分の手書きノートのみ持込可（ノートのコピー
不可）・ルーズリーフはホッチキス等で一つにまと
めて冊子上にする・ノート持込に関して質問等あ
る時は試験前日までに問い合わせる(試験当日
は不可)・実施日時と教室を間違えない。

実施しない

月曜日 2時限 教養 1036 山澤　広之 ZGNU02202 生物学＜専門クラス＞ 前期 実施 8月23日(月) 2限 西741 持込不可 その他 8/9(月) 2限 山澤研 質問のある学生は研究室にきて下さい

月曜日 2時限 教養 1062 白木　由香 ZGKP00400 経済学 前期 実施 8月23日(月) 2限 西131 本試験と同様 対面(授業形式等) 8/12(木) 3限 研究室 授業内で連絡

月曜日 2時限 教養 1068 安藤　雅夫 ZGKZ00302 コンピュータリテラシーⅠ 前期 実施しない 実施しない

月曜日 3時限 教養 1082 廣瀬　敏史 ZGKF00100 美術 前期 実施しない 実施しない

月曜日 3時限 教養 1114 木戸　久二子 ZGNU01700 文学 前期 実施 8月23日(月) 3限 西731 ノート・プリント持込み可。 実施しない

月曜日 3時限 教養 1251 田上　博幸 ZGKP00600 社会と福祉<基礎クラス> 前期 実施 8月23日(月) 3限 東210 持ち込み不可 実施しない

月曜日 4時限 教養 1036 山澤　広之 ZGNU02201 生物学＜基礎クラス＞ 前期 実施 8月23日(月) 4限 西741 持込不可 その他 8/9(月) 4限 山澤研 質問のある学生は研究室にきて下さい

月曜日 4時限 教養 1053 小椋　宗一郎 ZGKP00500 倫理学 前期 実施しない
シラバスに明記したとおり、再試験は原則として
実施しません。公認欠席などによる追試験にの
み対応します。

その他 8/13(金) 4限 東606研究室 試験問題の解説と文章指導（希望者のみ）

月曜日 1時限 総合福祉学科 1123 小林　和典 SSOS00100 トレーニング科学 前期 実施 8月23日(月) 1限 西781 直筆のノートのみ持ち込み可 実施しない

月曜日 2時限 総合福祉学科 1058 伊藤　太一 SSCW01400 発達と老化の理解Ⅰ 前期 実施 8月23日(月) 2限 東205 教員の印鑑の有る持ち込み専用用紙のみ可 レポート・課題 8/12(木) 2限 伊藤研究室
再試験の出題範囲を中心に課題を課します。
来室の際は事前に連絡をください。

月曜日 2時限 総合福祉学科 1134 小田　俊郎 SSCE02102 応用数学 前期 実施 8月19日(木) 2限 東452 その他 問題がある人は研究室へかメールで

月曜日 2時限 総合福祉学科 1291 内藤　譲 JSXX00800 バイオメカニクス 前期 実施しない 実施しない

月曜日 3時限 総合福祉学科 1012 金子　芳一 SSCE04700 生体計測装置学Ⅱ 前期 実施 8月23日(月) 3限 西721 持ち込み不可 対面(授業形式等) 8/2(月) 3限 西721 特になし

月曜日 3時限 総合福祉学科 1058 伊藤　太一 SRID00300 スポーツ医学Ⅰ 前期 実施 8月23日(月) 3限 東205 教員の印鑑の有る持ち込み専用用紙のみ可 レポート・課題 8/12(木) 3限 伊藤研究室
再試験の出題範囲を中心に課題を課します。
来室の際は事前に連絡をください。

月曜日 3時限 総合福祉学科 1173 遠藤　雅子 MSKP00100 社会学概論 前期 実施 8月23日(月) 3限 東405 自筆ノートに限り持込可 その他
希望者に個別対応する。メール連絡のうえ研
究室へきてください。

月曜日 3時限 総合福祉学科 1196 田中　英子 SSCE01100 看護学概論 前期 実施 8月23日(月) 3限 東407 持ち込み不可 実施しない

月曜日 3時限 総合福祉学科 1310 田中　清美 SSCW00700 介護過程Ⅱ 前期 実施 8月23日(月) 3限 西213 持ち込み不可 対面(授業形式等) 8/19(木) 4限 西213

月曜日 4時限 総合福祉学科 1001 神谷　和孝 SSSP00600 権利擁護と成年後見制度 前期 実施 8月23日(月) 4限 東451 配付資料の持込みを認めます 実施しない

月曜日 4時限 総合福祉学科 1042 宮本　邦雄 MSKC00103 心理学概論 前期 実施 8月23日(月) 4限 東310 自筆ノート・配布資料 対面(授業形式等) 8/2(月) 4限 東310 本試験終了後に希望者は参集のこと
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月曜日 4時限 総合福祉学科 1058 伊藤　太一 SRID00900 スポーツ医学Ⅱ 前期 実施 8月23日(月) 4限 東205 教員の印鑑の有る持ち込み専用用紙のみ可 レポート・課題 8/12(木) 4限 伊藤研究室
再試験の出題範囲を中心に課題を課します。
来室の際は事前に連絡をください。

月曜日 4時限 総合福祉学科 1251 田上　博幸 SSPW00100 精神保健福祉制度論 前期 実施 8月23日(月) 4限 東201 持ち込み不可 実施しない

月曜日 4時限 総合福祉学科 1278 山邨　俊英 SSCE01500 関係法規 前期 実施 8月23日(月) 4限 東311 持込不可 実施しない

月曜日 4時限 総合福祉学科 1292 煙山　千尋 MSID00101 スポーツ心理学 前期 実施しない 実施しない

月曜日 1-2時限 管理栄養学科 1035 平光　美津子 TSND02301 栄養教育論実習① 前期 実施 8月23日(月) 1限 西341 教科書のみ持ち込み可 その他
フォームを参考にミニテストのプリントに解説を
書いて学習する。

月曜日 1-2時限 管理栄養学科 1139 山本　初津恵 TSCT01500 医動物学(実習を含む) 前期 実施 8月18日(水) 2限 西722 持ち込み不可 実施しない

月曜日 1時限 管理栄養学科 1258 多和田　嘉明 MSCE00100 免疫学 前期 課題提出 8月23日(月) 課題はClassroomで提出 実施しない

月曜日 2時限 管理栄養学科 1040 山内　加代子 TSND03300 給食経営管理論Ⅰ 前期 実施 8月23日(月) 2限 西722
対象者にはメールにて連絡します。持ち込み不
可。

レポート・課題 8/6(金) 3限 山内研究室

月曜日 3-4時限 管理栄養学科 1277 佐藤　恵彦 MSMN00500 生化学 前期 実施 8月23日(月) 3限 西121 教科書など持ち込み不可 実施しない

月曜日 3-5時限 管理栄養学科 1258 多和田　嘉明 TSCT01100 血液検査学実習Ⅰ 前期 実施しない 実施しない

月曜日 3時限 管理栄養学科 1030 木村　孝子 TSKA00600 応用栄養学Ⅱ 前期 実施 8月23日(月) 3限 西722 小テストなどは不可、自筆のノートやプリントは可 対面(授業形式等) 8/2(月) 3限 西722

月曜日 4-5時限 管理栄養学科 1308 篠田　貢一 TSCT00500 一般検査学 前期 実施 8月23日(月) 4限 西732 実施しない

月曜日 2時限 人間関係学部 1238 纐纈　千晶 HCPS00303 専門演習ⅡA 前期 実施しない 実施しない

月曜日 2時限 人間関係学部 1285 池田　賢司 HCPS00306 専門演習ⅡA 前期 実施しない 実施しない

月曜日 1時限 心理学科 1191 道下　和生 PSST03200 構音障害Ⅱ 前期 実施 8月23日(月) 1限 東402 持込不可 レポート・課題 8/9(月) 1限 classroomにて課題提出予定

月曜日 1時限 心理学科 1300 有川　敏文 PSET00900 救急医学概論 前期 実施 8月23日(月) 1限 西121
筆記用具のみ。テキストの持ち込みは認めな
い。

実施しない

月曜日 2-4時限 心理学科 1057 甲田　智之 PSET02700 シミュレーションⅥ(救急車同乗) 前期 実施しない 実施しない

月曜日 2時限 心理学科 1168 栁原　由起 PSST01700 リハビリテーション概論 前期 実施 8月23日(月) 2限 東405 持ち込み不可 実施しない

月曜日 2時限 心理学科 1191 道下　和生 HCPS00102 専門演習ⅠA 前期 課題提出 8月23日(月) 2限 東402 実施しない

月曜日 2時限 心理学科 1250 上尾　善隆 PSSE01101 解剖学 前期 実施 8月23日(月) 2限 東210 対面(授業形式等)
実施日、時間は再試験の人数により決定す
る。

月曜日 2時限 心理学科 1286 工藤　大介 PSKC01100 社会・集団・家族心理学A（社会・集団） 前期 実施 8月23日(月) 2限 西121 配布資料のみ持ち込み可 実施しない

月曜日 3-4時限 心理学科 1050 二ノ倉　欣久 PSSE00900 精神医学（精神疾患とその治療） 前期 実施 8月23日(月) 3限
図書館

大セミナー室
持ち込み不可 実施しない

月曜日 3-4時限 心理学科 1191 道下　和生 PSST00100 音声学 前期 実施 8月23日(月) 3限 東209 持込不可 レポート・課題 8/9(月) 3限 classroomにて課題提出予定

月曜日 3時限 心理学科 1272 阿部　忍 PSST02300 失語症学Ⅳ 前期 課題提出 8月23日(月) 5限 706研究室 706研究室に提出のこと レポート・課題 8/2(月) 3限 東402 希望する場合は申し出てください

月曜日 3時限 心理学科 1286 工藤　大介 PRXX00400 心理学専門英語 前期 課題提出 8月23日(月) 3限 Classroomまたはメールにて提出すること。 実施しない

月曜日 4時限 心理学科 1250 上尾　善隆 SSCE00700 生理学 前期 実施 8月23日(月) 4限 西131 対面(授業形式等)
実施日、時間は再試験の人数により決定す
る。

月曜日 4時限 心理学科 1272 阿部　忍 PSST03600 嚥下障害学Ⅱ 前期 実施 8月23日(月) 4限 東402 持ち込み不可 対面(授業形式等) 8/2(月) 4限 東402 希望する場合は申し出てください

月曜日 1時限 子ども発達学科 1264 鬼頭　弥生 FSNU01701 乳児保育Ⅱ 前期 課題提出 8月24日(火) 1限 研究室 時間内に研究室にて提出 レポート・課題 8/12(木) 1限 研究室
追・再試の手続きをした人は指定の時間に課
題を取りに来ること

月曜日 1時限 子ども発達学科 1264 鬼頭　弥生 FSNU01702 乳児保育Ⅱ 前期 課題提出 8月24日(火) 1限 研究室 時間内に研究室にて提出 レポート・課題 8/12(木) 1限 研究室
追・再試の手続きをした人は指定の時間に課
題を取りに来ること

月曜日 2時限 子ども発達学科 1065 菅野　道雄 FSKF00501 教科音楽演習 前期 実施しない 実施しない

月曜日 2時限 子ども発達学科 1065 菅野　道雄 FSKF00502 教科音楽演習 前期 実施しない 実施しない

月曜日 2時限 子ども発達学科 1264 鬼頭　弥生 FSNU01600 乳児保育Ⅰ 前期 課題提出 8月24日(火) 1限 研究室 時間内に研究室にて提出 レポート・課題 8/12(木) 1限 研究室
追・再試の手続きをした人は指定の時間に課
題を取りに来ること

月曜日 3時限 子ども発達学科 1081 杉山　章 FSXX01200 子どもと遊び 前期 実施しない 実施しない

月曜日 4時限 子ども発達学科 1042 宮本　邦雄 MSKC00103 心理学概論 前期 実施 8月23日(月) 4限 東310 自筆ノート・配布資料 対面(授業形式等) 8/2(月) 4限 東310 本試験終了後に希望者は参集のこと

月曜日 4時限 子ども発達学科 1068 安藤　雅夫 FSKE00500 教科理科Ⅰ 前期 実施しない 実施しない

月曜日 4時限 子ども発達学科 1081 杉山　章 FSKS00600 知的障害児教育論Ⅱ 前期 課題提出 8月23日(月) 5限 課題はGmailを通じて連絡 レポート・課題 8/9(月) 5限 希望がある学生にクラスルームを通じて連絡

月曜日 4時限 子ども発達学科 1241 脇田　正 MMKZ01400
特別活動及び総合的な学習の時間の指
導法

前期 実施 8月23日(月) 4限 東553 教科書、講義プリントのみ持ち込み可 対面(授業形式等) 8/19(木) 3限 東553 特になし

月曜日 4時限 子ども発達学科 1292 煙山　千尋 MSID00101 スポーツ心理学 前期 実施しない 実施しない

月曜日 5時限 子ども発達学科 1320 本田　真 JSXX01500 カウンセリング 前期 実施しない 実施しない

月曜日 1時限 自己設計 1052 川嶋　健太郎 MMKZ00600 教育心理学 前期 実施 8月23日(月) 1限 東520 配布資料・ノート可 実施しない

月曜日 2時限 自己設計 1122 白山　眞澄 MMKZ00800 教職概論 前期 実施 8月23日(月) 2限 東635
・授業で配布した資料
・自筆ノート

対面(授業形式等) 8/16(月) 3限 東608（研究室） 持ち物（教科書、資料、自筆のノート）



※更新、訂正は各キャンパスの掲示板で確認してください。

試験日／
課題提出日

試験時限／
課題提出時限

試験教室／
課題提出先

試験日／
課題提出日

試験時限／
課題提出時限

試験教室／
課題提出先

授業曜日 授業時限
科目分類

または
対象学科

教員
コード

代表教員

令和3年度前期 定期試験時間割 追・再試験 学習強化プログラム

講義コード 講義名称
開講
時期

再試験実施の有無
または課題提出

実施方法

通常授業と異なる場合は、
赤字になっています

備考
（学生への伝達事項）

試験期間外または通常授業と異なる場合は、
赤字になっています

学生への伝達事項
（持ち込みの可否など)

月曜日 4時限 自己設計 1055 國枝　徹朗 MMKZ00401 教育経営論 前期 実施 8月23日(月) 4限 東405 持ち込み無し 実施しない

月曜日 2時限 自由科目 1055 國枝　徹朗 PFKC00200 社会科指導法Ⅱ 前期 実施しない 実施しない

月曜日 3時限 自由科目 1090 桑原　信治 MFRI00402 レクリエーション論 前期 実施 8月23日(月) 3限 西732
ノート（自筆）のみ持ち込み可（コピー、資料は不
可）

実施しない

月曜日 5時限 自由科目 1068 安藤　雅夫 SFXX00500 物理学 前期 実施しない 実施しない

月曜日 3時限 大学院 1052 川嶋　健太郎 GSKG01600 心理統計学特論 前期 実施しない 実施しない

月曜日 4時限 大学院 1285 池田　賢司 GSKG00400 心理学研究法特論 前期 実施しない 実施しない


