
※通常授業と異なる曜日・時限・教室は赤字で表示

試験方法について 教室

曜日 時限
科目分類

または対象学科
代表教員

コード
代表教員 講義コード 講義名称

開講
時期

試験実施の有無、
または課題提出

試験日／課題提
出日

試験時限
／課題提
出時限

試験教室また
は課題提出先
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(学生への伝達事項、持ち込みの可

否など)

実施方法 実施日 実施時限 教室 備考
（学生への伝達事項）

木曜日 ２時限 短大LaLa教養 1288 白木　麻美 JGKT00953 保育の英語Ⅱ 後期 実施（試験） 2月15日(水) 1限 西731 持ち込み不可 対面(授業形式等) 2月1日(水) 1限 西731
本試験後希望者に再試験対
策を行う

木曜日 １時限 短大 1021 小西　文子 JSXX03050 食育演習 後期 実施（試験） 2月15日(水) 2限 西782 持ち込み不可 対面(授業形式等) 2月1日(水） 2限 511 試験終了後に実施

木曜日 １時限 短大 1063 神谷　かつ江 JSNU03251 子ども家庭支援の心理学 後期 実施（試験） 2月14日(火) 2限 西782 持ち込み不可 実施しない

木曜日 １時限 短大 1097 高岡　光江 JSNU02050 子ども医療学概論 後期 実施しない その他 2月1日(水) 1限，3限 研究室
質問等ある場合はメール連
絡の上お越しください。

木曜日 １時限 短大 1123 小林　和典 JSXX00752 ウェイト＆エアロビック・トレーニング 後期 実施しない 実施しない

木曜日 １時限 短大LaLa 1063 神谷　かつ江 JSNU03254 子ども家庭支援の心理学 後期 実施（試験） 2月14日(火) 2限 西782 持ち込み不可 実施しない

木曜日 １時限 短大LaLa 1111 酒井　宏明 JSKT01852 教育の方法と技術【特別】 後期 実施しない 実施しない

木曜日 １時限 短大LaLa 1112 杉山　喜美恵 MSNU02152 子育て支援【特別】 後期 実施（課題提出） 2月16日(木) 4限 詳細は研究室に掲示します。 その他 該当者にメール送付

木曜日 １時限 短大lala 1159 内田　恵美子 JSNU03151 音楽演習Ⅱ 後期 実施（試験） 2月16日(木) 1限 西134 楽譜可 対面(授業形式等) 2月2日(木) 1限 西134
該当者に直接メールで連絡
します。

木曜日 ２時限 短大 1081 杉山　章 JSKT04252 要特別支援児の教育・保育（特） 後期 実施（課題提出） 2月16日(木) 2限 研究室 レポート・課題 1月26日(木) 2限
希望する場合は、本試験後
教員に伝達すること

木曜日 ２時限 短大 1097 高岡　光江 JSNU03353 子どもの健康と安全 後期 実施しない その他 2月1日(水) 1限，3限 研究室
質問等ある場合はメール連
絡の上お越しください。

木曜日 ２時限 短大LaLa 1111 酒井　宏明 JSKT01853 教育の方法と技術【特別】 後期 実施しない 実施しない

木曜日 ２時限 短大LaLa 1112 杉山　喜美恵 MSNU02154 子育て支援【特別】 後期 実施（課題提出） 2月16日(木) 4限 詳細は研究室に掲示します。 その他 該当者にメール送付

木曜日 ２時限 短大lala 1159 内田　恵美子 JSNU03153 音楽演習Ⅱ 後期 実施（試験） 2月16日(木) 2限 西134 楽譜可 対面(授業形式等) 2月2日(木) 2限 西134
該当者に直接メールで連絡
します。

木曜日 ３時限 短大 1111 酒井　宏明 JSKT01851 教育の方法と技術 後期 実施しない 実施しない

木曜日 ３時限 短大 1159 内田　恵美子 JSNU03152 音楽演習Ⅱ 後期 実施（試験） 2月16日(木) 3限 西134 楽譜可 対面(授業形式等) 2月2日(木) 3限 西134
該当者に直接メールで連絡
します。

木曜日 ４時限 短大 1112 杉山　喜美恵 MSNU02151 子育て支援 後期 実施（課題提出） 2月16日(木) 4限 詳細は研究室に掲示します。 その他 該当者にメール送付

木曜日 ４時限 短大自由 1173 遠藤　雅子 MMMS00152 医療事務総論 後期 実施しない 実施しない

木曜日 ５時限 短大自由 1065 菅野　道雄 JFMT00152 こども音楽療育概論 後期 実施（試験） 2月16日(木) 5限 東312 その他

木曜日 ２時限 教養 1031 佐藤　尊範 ZGNU00652 情報リテラシー 後期 実施（試験） 2月16日(木) 2限 東210 筆記試験を行う。 実施しない
自身で十分な学習を行うこ
と。

木曜日 ２時限 教養 1090 桑原　信治 ZGKZ00760 体育実技B<スポーツ・レクリエーション> 後期 実施しない 実施しない

木曜日 ２時限 教養 1133 米田　尚美 ZGKZ00252 基礎英語B<基本表現> 後期 実施しない 実施しない

木曜日 ３時限 教養 1062 白木　由香 ZGNU01550 インターンシップB 後期 実施しない 実施しない

木曜日 ３時限 教養 1133 米田　尚美 ZGKZ00251 基礎英語B<基本表現> 後期 実施しない 実施しない

木曜日 ４時限 教養 1096 王　進生 ZGNU00850 中国の言語と文化 後期 実施（試験） 2月16日(木) 4限 西121 持ち込み不可 実施しない

木曜日 １-２時限 総合福祉学科 1339 福井　昭二 SSCE01350 臨床医学総論Ⅱ 後期 実施（試験） 2月16日(木) 2限 西221 実施しない

木曜日 １時限 総合福祉学科 1123 小林　和典 JSXX00751 ウェイト＆エアロビック・トレーニング 後期 実施しない 実施しない

木曜日 １時限 総合福祉学科 1251 田上　博幸 SSPW00850 精神障害リハビリテーション学Ⅱ 後期 実施（試験） 2月16日(木) 1限 東201 持ち込み不可 実施しない

木曜日 １時限 総合福祉学科 1262 古川　泰士 MSMN00802 解剖学Ⅰ 通年 実施（試験） 2月16日(木) 1限 西733 実施しない

木曜日 １時限 総合福祉学科 1284 大野　さおり SSKW01250 老人福祉論Ⅰ 後期 実施（試験） 2月16日(木) 1限 西741 持ち込み可（教科書） 実施しない

木曜日 ２時限 総合福祉学科 1003 岡本　真理子 SSCW01300 介護総合演習Ⅲ 通年 実施しない 実施しない

通常授業日が　木曜日
令和4年度後期 定期試験時間割

追・再試験 学習強化プログラム
（実施する場合は、本試験後～再試験実施前まで）試験日・時限について その他
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木曜日 ２時限 総合福祉学科 1131 千葉　忠道 SSKW00550 社会福祉援助技術総論Ⅱ 後期 実施（試験） 2月16日(木) 2限 西771
教科書、配付資料、自筆ノート持ち込
み可

実施しない

木曜日 ２時限 総合福祉学科 1262 古川　泰士 SSCE02000 医用システム･制御工学 通年 実施（試験） 2月16日(木) 2限 西733 実施しない

木曜日 ２時限 総合福祉学科 1287 大城　順子 SSKH00750 スポーツ実習Ⅵ（器械運動） 後期 実施しない 実施しない

火曜日
木曜日

２時限
２時限

総合福祉学科 1134 小田　俊郎 SSCE03250 医用機械工学 後期 実施（試験） 2月16日(木) 2限 東311 その他 研究室で受付

木曜日 ３-４時限 総合福祉学科 1310 田中　清美 SSKW02650 生活支援技術Ⅳ 後期 実施しない 実施しない

木曜日 ３時限 総合福祉学科 1012 金子　芳一 SSCE02950 医用治療機器学 後期 実施（試験） 2月16日(木) 3限 西723 持ち込み不可 対面(授業形式等) 1月26日(木) 3限 西723 特になし

木曜日 ３時限 総合福祉学科 1131 千葉　忠道 SSKW00950 社会福祉援助技術論Ⅳ 後期 実施（試験） 2月16日(木) 3限 東404 配付資料、自筆ノート持ち込み可 実施しない

木曜日 ３時限 総合福祉学科 1262 古川　泰士 SSCE03300 医用機器安全管理学 通年 実施（試験） 2月16日(木) 3限 西733 実施しない

木曜日 ３時限 総合福祉学科 1283 森田　啓之 SSKW00150 医学一般 後期 実施（試験） 2月16日(木) 3限 西782 自筆のノートのみ持ち込み可 実施しない

木曜日 ３時限 総合福祉学科 1284 大野　さおり SSPW01150 精神保健福祉援助演習Ⅰ 後期 実施しない 実施しない

木曜日 ３時限 総合福祉学科 1339 福井　昭二 MSMN00153 公衆衛生学 後期 実施（試験） 2月16日(木) 3限 西221 実施しない

木曜日 ４時限 総合福祉学科 1001 神谷　和孝 SSSP00750 更生保護制度 後期 実施（試験） 2月16日(木) 4限 東452 配布資料の持込みを認める 実施しない

木曜日 ４時限 総合福祉学科 1131 千葉　忠道 SSWA00350 地域福祉論Ⅱ 後期 実施（試験） 2月16日(木) 4限 東404
教科書、配付資料、自筆ノート持ち込
み可

実施しない

木曜日 ４時限 総合福祉学科 1173 遠藤　雅子 MMMS00151 医療事務総論 後期 実施しない 実施しない

木曜日 ４時限 総合福祉学科 1280 岩本　義浩 SSCW00650 介護過程Ⅰ 後期 実施（課題提出） 2月16日(木) 2限 研究室 実施しない

水曜日
木曜日

２時限
４時限

総合福祉学科 1134 小田　俊郎 MSMN00552 生化学 後期 実施（試験） 2月15日(水) 2限 東205 その他 研究室で受付

木曜日 １-２時限 管理栄養学科 1036 山澤　広之 TSND01251 食品学基礎実験① 後期 実施（試験） 2月17日(金) 2限 西722 持ち込み不可 その他 2月10日(金) 2限 研究室 研究室での個別対応

木曜日 １-２時限 管理栄養学科 1040 山内　加代子 TSND00951 応用調理学実習② 後期 実施（課題提出） 2月16日(木) 2限 山内研究室 授業とクラスルームで伝えます その他 2月10日(金) 3-4限 山内研究室

木曜日 １-２時限 管理栄養学科 1140 鈴木　侑樹 TSND03251 公衆栄養学実習① 後期 実施しない 実施しない

木曜日 １時限 管理栄養学科 1276 杉下　毅 TSFS00350 遺伝子検査学 後期 実施（試験） 2月16日(木) 1限 西742 実施しない

木曜日 １時限 健康福祉学部 1019 デュアー　貴子 ZCPS00105 卒業研究 通年 実施しない 実施しない

木曜日 ２時限 管理栄養学科 1030 木村　孝子 TSKA00550 応用栄養学Ⅰ 後期 実施（試験） 2月16日(木) 2限 西742
小テストは持ち込み不可、配布プリン
トは持ち込み可

対面(授業形式等) 1月26日（木） 2限 西742

木曜日 ２時限 管理栄養学科 1283 森田　啓之 TSXX00450 病態解析学 後期 実施しない 実施しない

木曜日 ３-４時限 管理栄養学科 1037 棚橋　亜矢子 TSND01152 食品加工学実験② 後期 実施しない 実施しない

木曜日 ３-４時限 管理栄養学科 1276 杉下　毅 TSDC00551 解剖生理学実習① 後期 実施しない 実施しない

木曜日 ３時限 管理栄養学科 1035 平光　美津子 TSKA00200 公衆栄養学 通年 実施（試験） 2月16日(木) 3限 西121 持ち込みなし その他
確認テストを復習してくださ
い

木曜日 ４時限 管理栄養学科 1350 田中　滋人 MSMN00151 公衆衛生学 後期 実施（試験） 2月16日(木) 4限 西782 持ち込み不可 実施しない

水曜日
木曜日

４-５時限
５時限

管理栄養学科 1139 山本　初津恵 TSCT00450 微生物検査学実習Ⅰ 後期 実施しない 実施しない

木曜日 ６時限 人間関係学部 1070 藤井　康寿 ZCPS00110 卒業研究 通年 実施しない 実施しない

木曜日 ６時限 人間関係学部 1082 廣瀬　敏史 ZCPS00112 卒業研究 通年 実施しない 実施しない

木曜日 ６時限 人間関係学部 1241 脇田　正 ZCPS00115 卒業研究 通年 実施しない 実施しない
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木曜日 １時限 心理学科 1048 寺田　道夫 MMKZ00950 児童心理学 後期 実施（課題提出） 2月16日(木) 1限 研究室 対面(授業形式等) 1月26日（木） 試験終了後 6号館講義室 事前に連絡

木曜日 １時限 心理学科 1052 川嶋　健太郎 PSKP00350 学習・言語心理学 後期 実施（試験） 2月16日(木) 1限 西131 配付資料・ノートの持ち込み可 実施しない

木曜日 １時限 心理学科 1312 野本　惠司 PSST03750 嚥下障害学Ⅲ 後期 実施（試験） 2月16日(木) 1限 東650 持ち込み不可 実施しない

木曜日 １時限 心理学科 1334 廣澤　幸雄 PSET01650 環境障害･急性中毒学 後期 実施（試験） 2月16日(木) 1限 東310 資料等持込不可 実施しない

木曜日 ２時限 心理学科 1146 松森　久美子 PSST02750 言語発達障害学Ⅲ 後期 実施（試験） 2月16日(木) 2限 東650 持ち込み不可 対面(授業形式等) 1月26日(木) 2限 東650

木曜日 ２時限 心理学科 1261 大鐘　啓伸 HCPS00454 専門演習ⅡB 後期 実施しない 実施しない

木曜日 ２時限 心理学科 1285 池田　賢司 PSLP00150 心理学統計法 後期 実施しない 実施しない

木曜日 ２時限
心理学科（救急
分野）

1302 奥村　直也 PSSE01051 社会保障制度・関係法規 後期 実施（試験） 2月16日(木) 2限 東635 持ち込み不可 実施しない

月曜日
木曜日

１-２時限
２-４時限

心理学科 1334 廣澤　幸雄 PSET02650 シミュレーションⅤ(救急活動) 後期 実施しない 実施しない

木曜日 ３-４時限 心理学科 1146 松森　久美子 PSST04350 補聴器･人工内耳Ⅱ 後期 実施（試験） 2月16日(木) 3限 東650 持ち込み不可 対面(授業形式等) 1月26日(木) 3限 東650

木曜日 ３時限 心理学科 1150 内田　裕之 PSLP00450 心理的アセスメント 後期 実施（試験） 2月16日(木) 3限 東520 持ち込み可 実施しない

木曜日 ３時限 心理学科 1286 工藤　大介 HCPS00457 専門演習ⅡB 後期 実施しない 実施しない

木曜日 ３時限 心理学科 1302 奥村　直也 MSMN00553 【特別】生化学 後期 実施（課題提出） 2月16日(木) 3限 研究室 実施しない

木曜日 ３時限 心理学科 1332 工藤　昌孝 HCPS00452 専門演習ⅡB 後期 実施しない 実施しない

木曜日 ４時限 心理学科 1055 國枝　徹朗 PSKJ00150 日本の歴史と文化 後期 実施（試験） 2月16日(木) 4限 東520 持ち込み不可 実施しない

木曜日 ４時限 心理学科
1057

（1300）
甲田　智之
（有川　敏文）

PSET01950 脳外科学 後期 実施（試験） 2月16日(木) 4限 東310 持ち込み不可 実施しない

木曜日 ４時限 心理学科 1261 大鐘　啓伸 PSLP00650 健康・医療心理学 後期 実施（試験） 2月16日(木) 4限 東210 持ち込み不可 実施しない

水曜日
木曜日

４時限
４-５時限

心理学科 1146 松森　久美子 PSST03450 構音障害Ⅳ 後期 実施（試験） 2月15日(水) 4限 東650 持ち込み不可 対面(授業形式等) 2月1日(水) 4限 東650

木曜日 １時限 子ども発達学科 1055 國枝　徹朗 MMKZ00751 教育方法論 後期 実施（試験） 2月16日(木) 1限 東405 持ち込み不可 実施しない

木曜日 １時限 子ども発達学科 1082 廣瀬　敏史 FSXX00350 子どもフィールドワークⅡ 後期 実施しない 実施しない

木曜日 １時限 子ども発達学科 1214 池田　敦子 FSKS00450 病弱児の心理･生理･病理 後期 実施（試験） 2月16日(木) 1限 東451
持ち込み可；教科書、配布資料、自
作のノート

対面(授業形式等) 2月9日(木) 14：30～ 研究室
不合格だった学生は必ず受
けること

木曜日 ２時限 子ども発達学科 1076 藤垣　和博 FSKE00150 教科国語 後期 実施（試験） 2月16日(木) 2限 東406 対面(授業形式等) 2月9日（木） 2限 東406

木曜日 ２時限 子ども発達学科 1314 石井　智也 FSKS01250 重複障害児教育総論 後期 実施（試験） 2月16日(木) 2限 東451
テキスト、配布プリント、自作ノート等
持ち込み可

実施しない

木曜日 ３時限 子ども発達学科 1114 木戸　久二子 FSNU01950 ことばと表現 後期 実施（試験） 2月16日(木) 3限 東406 持ち込み不可 実施しない

木曜日 ３時限 子ども発達学科 1214 池田　敦子 FSKS00750 肢体不自由児教育論Ⅰ 後期 実施（試験） 2月16日(木) 3限 東451
持ち込み可；教科書、配布資料、自
作のノート

対面(授業形式等) 2月9日(木) 15：30～ 研究室
不合格だった学生は必ず受
けること

木曜日 ３時限 子ども発達学科 1241 脇田　正 MMKZ00450 教育経営論 後期 実施（試験） 2月16日(木) 3限 東203 前日までにメールにて連絡 その他 希望日調整 東553 メールにて受付

木曜日 ４時限 子ども発達学科 1076 藤垣　和博 FSKK00950 保育内容･言葉 後期 実施（試験） 2月16日(木) 4限 東635 テキスト持ち込み可 対面(授業形式等) 2月9日（木） 4限 東635

木曜日 ４時限 子ども発達学科 1094 夫馬　佳代子 FSKE01850 家庭科指導法 後期 実施（課題提出） 2月16日(木) 4限 東206 実施しない

木曜日 ４時限 子ども発達学科 1133 米田　尚美 FSKE03250 教科外国語 後期 実施（課題提出） 2月16日(木) 4限 教務課
追再試験の手続き時に教務課で課題
を受け取ること。

実施しない

木曜日 ５時限 子ども発達学科 1065 菅野　道雄 JFMT00151 こども音楽療育概論 後期 実施（試験） 2月16日(木) 5限 東312 その他

木曜日 ５時限 子ども発達学科 1081 杉山　章 ZMKS00250 特別支援教育実習セミナー 後期 実施しない 実施しない



※通常授業と異なる曜日・時限・教室は赤字で表示

試験方法について 教室

曜日 時限
科目分類

または対象学科
代表教員

コード
代表教員 講義コード 講義名称

開講
時期

試験実施の有無、
または課題提出

試験日／課題提
出日

試験時限
／課題提
出時限

試験教室また
は課題提出先

備考
(学生への伝達事項、持ち込みの可

否など)

実施方法 実施日 実施時限 教室 備考
（学生への伝達事項）

通常授業日が　木曜日
令和4年度後期 定期試験時間割

追・再試験 学習強化プログラム
（実施する場合は、本試験後～再試験実施前まで）試験日・時限について その他

木曜日 １時限 自己設計科目 1306 竹内　隆司 SPKH00100 保健体育科指導法Ⅰ 後期 実施（試験） 2月16日(木) 1限 東404

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２／１５（水）までに問い合わせる
(試験当日は不可)

実施しない

木曜日 ２時限 自己設計科目 1241 脇田　正 MMKZ01450
特別活動及び総合的な学習の時間の
指導法

後期 実施（試験） 2月16日(木) 2限 東452 前日までにメールにて連絡 その他 希望日調整 東553 メールにて受付

木曜日 ２時限 自由科目 1123 小林　和典 SFOS00450 コーチング実践Ⅱ（ホッケー） 後期 実施しない 実施しない

木曜日 ３時限 自由科目 1069 ｱﾝﾄﾞﾘｭｰ　ﾃﾞｭｱｰ ZDLK00550 視聴覚教育メディア論 後期 実施（課題提出） 2月16日(木) 3限 図書館長室 図書館３Fカウンターへ提出 実施しない

木曜日 ２時限 大学院 1332 工藤　昌孝 GSKG01950 臨床心理面接特論Ⅱ 後期 実施しない 実施しない

木曜日 ４時限 大学院 1042 宮本　邦雄 GSKG02450 家族心理学特論 後期 実施しない 実施しない

木曜日 ５時限 大学院 1048 寺田　道夫 GSKG02750 学校臨床心理学特論 後期 実施しない 実施しない


