
試験方法について その他 試験方法について

授業曜日 授業時限 学科
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

教室
備考
(学生への伝達事項、持ち込みの
可否など)

試験実施の有無、
または課題提出

実施方法 実施日 実施時限 教室 備考

水曜日 2時限 短大教養 1068 安藤　雅夫 JGNU00250 数理 後期 実施しない 実施しない レポート・課題
コロナ感染防止のためメール対応としま
す．

水曜日 4時限 短大教養 1062 白木　由香 JGNU01650 キャリアデザイン 後期 実施しない 実施しない 実施しない

水曜日 4時限 短大教養 1064 山田　隆 JGNU01550 変わるメディアと社会 後期 実施 1月27日(水) 4限 西723 授業時に指示します 実施 対面(授業形式等) 1月27日(水) 4限 西723 本試験後に実施

水曜日 2時限 短大 1063 神谷　かつ江 ZMKZ00252 教育相談 後期 実施 1月27日(水) 2限 西782
自筆ノートと配布プリント持ち
込み可

実施 実施しない

水曜日 2時限 短大 1121 浅野　秀男 JSNU03451 造形教材の研究 後期 実施しない 実施しない 実施しない

水曜日 2時限 短大 1289 生島　嘉人 JSNU02851 キッズレクリエーション 後期 実施しない 実施しない 実施しない

水曜日 3時限 短大 1115 後藤　佐智子 JSKT03550 保育内容「人間関係」の指導法 後期 実施 1月27日(水) 3限 西723
自筆で書き込みをした授業資料
の持ち込み可

実施 実施しない

水曜日 3時限 短大 1264 鬼頭　弥生 MSNU02050 乳児保育Ⅱ 後期 実施 1月28日(木) 2限 西742 自筆のノートのみ持込可 課題提出 実施しない

水曜日 2時限 短大LaLa 1063 神谷　かつ江 ZMKZ00253 教育相談【特別】 後期 実施 1月27日(水) 2限 西782
自筆ノートと配布プリント持ち
込み可

実施 実施しない

水曜日 2時限 短大LaLa 1264 鬼頭　弥生 MSNU02051 乳児保育Ⅱ 後期 実施 1月28日(木) 2限 西741 自筆のノートのみ持込可 課題提出 実施しない

水曜日 5時限 短大自由科目 1173 遠藤　雅子 MMBS00152 オフィス実務演習 後期 実施しない 実施しない 実施しない

水曜日 1時限 教養科目 1036 山澤　広之 ZGNU02450 生活と環境 後期 実施 1月27日(水) 1限 西121 持込不可 実施 その他 研究室での個別対応

水曜日 1時限 教養科目 1068 安藤　雅夫 ZGKZ00353 コンピュータリテラシーⅠ 後期 実施しない 実施しない レポート・課題
コロナ感染防止のためメール対応としま
す．

水曜日 3時限 教養科目 1062 白木　由香 ZGNU00250 基礎ゼミナールⅡ 後期 実施しない 実施しない 実施しない

水曜日 4時限 教養科目 1031 佐藤　尊範 ZGNU00651 情報リテラシー 後期 課題提出 1月27日(水) 4限
オンライン
提出

提出方法含め，授業15回目に最
終課題の要件を説明する。

実施 実施しない 自身で十分な学習を行うこと。

水曜日 4時限 教養科目 1049 富田　理恵 ZGKZ00253 基礎英語B<英語表現と解釈> 後期 実施しない 実施しない 実施しない

水曜日 4時限 教養科目 1062 白木　由香 ZGNU01251 就業力基礎 後期 実施しない 実施しない 実施しない

水曜日 1時限 総合福祉学科 1058 伊藤　太一 MSPW00450 精神保健学Ⅱ 後期 実施 1月27日(水) 1限 西213
指定用紙のみ持ち込み可とす
る。

実施 レポート・課題 2月2日(火) 4限
課題内容は伊藤研究室に来て指示を受け
てください。

水曜日 1時限 総合福祉学科 1284 大野　さおり SSSP00550 保健医療サービス 後期 実施 1月27日(水) 1限 西731 持ち込み不可 実施 実施しない

水曜日 1時限 総合福祉学科 1296 宇佐見　希子 SSCW00450 介護福祉論Ⅳ 後期 実施 1月27日(水) 1限 西221 教科書、配布資料の持ち込み可 課題提出 実施しない

水曜日 2時限 総合福祉学科 1008 柴崎　建 SSKW01650 障害者福祉論Ⅱ 後期 実施 1月27日(水) 2限 東451 ノート、配布資料等持込可 実施しない 実施しない

水曜日 2時限 総合福祉学科 1070 藤井　康寿 SSHI00100 Webデザイン【特別】 後期 実施しない 実施しない 実施しない

水曜日 2時限 総合福祉学科 1135 齋藤　代彦 SSCW00250 介護福祉論Ⅱ 後期 実施 1月27日(水) 2限 西221 持込不可 実施 対面(授業形式等) 2月1日(月) 1限 西221 教科書とノートを持参すること。

水曜日 2時限 総合福祉学科 1143 加藤　洋介 SSCE00750 生理学 後期 実施 1月27日(水) 2限 西742 教科書などの持ち込みは不可 実施 その他 2月3日(水) 2限 加藤研究室 研究室にて質問対応をする。

水曜日 3時限 総合福祉学科 1009 遠藤　幸子 SSCW02250 医療的ケアⅠ 後期 実施 1月27日(水) 3限 西213 持ち込み不可 課題提出 対面(授業形式等) 1月27日(水) 4限 遠藤研究室 重要ポイントの解説を行う

火曜日
水曜日

3時限
3時限

総合福祉学科 1025 服部　真澄 MSMN00751 薬理学 後期 実施 1月26日(火) 3限 西221 持ち込み不可 実施 実施しない

水曜日 4時限 総合福祉学科 1030 木村　孝子 JSXX02350 スポーツ栄養学 後期 実施 1月27日(水) 4限 東201 持ち込み不可 実施 実施しない

水曜日 4時限 総合福祉学科 1135 齋藤　代彦 SSCW00950 介護過程Ⅳ 後期 実施 1月27日(水) 4限 西213 持込不可 実施 対面(授業形式等) 2月1日(月) 3限 西221 教科書とノートを持参すること。

水曜日 5時限 総合福祉学科 1173 遠藤　雅子 MMBS00151 オフィス実務演習 後期 実施しない 実施しない 実施しない

水曜日 5時限 総合福祉学科 1274 川崎　雅規 MSMN00602 病理学 通年 実施 1月27日(水) 5限 東202 実施 実施しない

水曜日 1～2時限 管理栄養学科 1019 デュアー　貴子 TSDC00450 解剖生理学Ⅱ 後期 実施 1月27日(水) 1限 西131 持ち込み不可 実施 レポート・課題 1月27日(水) 2限 西131

水曜日 1～2時限 管理栄養学科 1028 長屋　紀美江 TSND03052 臨床栄養活動論実習① 後期 実施しない 実施しない 実施しない

水曜日 1～2時限 管理栄養学科 1030 木村　孝子 TSND01951 応用栄養学実習② 後期 課題提出 1月26日(火) 4限 研究室 実施しない 実施しない

水曜日
木曜日

1～2時限
2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 実施しない

水曜日 2時限 管理栄養学科 1283 森田　啓之 TSND00450 運動生理学 後期 実施 1月27日(水) 2限 西732 自筆ノートのみ持ち込み可 実施 実施しない

水曜日 3時限 管理栄養学科 1239 小西　希恵 MSMN00151 公衆衛生学 後期 実施 1月27日(水) 3限 東635 持ち込み不可 実施 その他 2月3日(水) 2限 研究室

水曜日 4時限 管理栄養学科 1276 杉下　毅 TSFS00550 病理検査学 後期 実施 1月27日(水) 4限 西732 課題提出 実施しない

水曜日 2時限 人間関係学部 1057 甲田　智之 HCPS00464 専門演習ⅡB 後期 実施しない 実施しない 実施しない

水曜日 6時限 人間関係学部 1157 長瀬　啓子 ZCPS00109 卒業研究 通年 実施しない 実施しない 実施しない

水曜日 1～2時限 心理学科言語救急分野 1177 大浦　真一 PRPS00450 心理学検査実習 後期 実施しない 実施しない 実施しない

水曜日 1～3時限 心理学科 1300 有川　敏文 PSET02250 シミュレーションⅠ（疾病） 後期 実施 1月27日(水) 1～3限
救急救命実習
室

救急活動観察資器材は必須 実施 対面(授業形式等) 1月27日(水) 1～3限
救急救命実習
室

本試験終了後

水曜日 1時限 心理学科 1054 長谷川　晃 PSKC01250 感情・人格心理学 後期 実施 1月27日(水) 1限 東635 持ち込み不可。 実施 実施しない

水曜日 1時限 心理学科 1057 甲田　智之 HCPS00251 専門演習ⅠB 後期 実施しない 実施しない 実施しない

令和2年度　後期定期試験時間割
本試験 追・再試験

学習強化プログラム
通常授業と異なる場合または
試験期間外の場合は赤字
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水曜日 1時限 心理学科　 1054 長谷川　晃 PSPS00800 人格心理学 後期 実施 1月27日(水) 1限 東635 持ち込み不可。 実施 実施しない

水曜日 2時限 心理学科 1042 宮本　邦雄 PRKC00850 老年心理学 後期 実施 1月27日(水) 2限 東404 配布資料、自筆ノート可 実施 対面(授業形式等) 1月27日(水) 2限 東404
試験終了後に参加希望者は集合して下さ
い

水曜日 2時限 心理学科 1146 松森　久美子 PSST03951 聴覚障害学Ⅰ 後期 実施 1月27日(水) 2限 東402 持ち込み不可 実施 対面(授業形式等) 1月27日(水) 2限 東402

水曜日 2時限 心理学科 1153 橋本　英之 PSLP00950 人体の構造と機能及び疾病 後期 実施 1月27日(水) 2限 東520 持ち込み不可 実施 実施しない

水曜日 2時限 心理学科 1286 工藤　大介 PSLP00850 産業・組織心理学 後期 実施 1月27日(水) 2限 東635 配布資料のみ持ち込み可 実施 実施しない

水曜日 3時限 心理学科 1049 富田　理恵 PSKJ00250 人間の歴史 後期 実施 1月27日(水) 3限 東210 授業中に指示 実施 対面(授業形式等) 1月27日(水) 3限 東210

水曜日 3時限 心理学科 1153 橋本　英之 PSET01750 産婦人科学 後期 実施 1月27日(水) 3限 東206 持ち込み不可 実施 実施しない

水曜日 3時限 心理学科 1191 道下　和生 PSST03750 嚥下障害学Ⅲ 後期 実施 1月27日(水) 3限 東402 持込不可 実施 対面(授業形式等) 2月3日(水) 3限 東402
準備等ありますので、希望者は事前に予
約をお願い致します。

水曜日 3時限 心理学科 1272 阿部　忍 PSST00250 言語発達学 後期 実施 1月27日(水) 3限 東405 実施 対面(授業形式等) 1月27日(水) 3限 東405

水曜日 3時限 心理学科 1285 池田　賢司 PSXX00550 実験社会心理学演習 後期 実施しない 実施しない 実施しない

水曜日 3時限 心理学科救急分野 1057 甲田　智之 PSSE00751 小児科学 後期 実施 1月27日(水) 3限 西121 持ち込み等不可 実施 実施しない

水曜日 3時限 心理学科救急分野 1250 上尾　善隆 MSMN00651 病理学 後期 実施 1月27日(水) 3限 東407 実施 対面(授業形式等) 2月1日(月) 1限 上尾研究室

火曜日
水曜日

5時限
3時限

心理学科 1303 林　泰正 PSKJ00450 地誌学 後期 実施 1月27日(水) 3限 東404 紙媒体に限定し持ち込み可 課題提出 実施しない

水曜日 4時限 心理学科 1057 甲田　智之 MSMN00352 微生物学 後期 実施 1月27日(水) 4限 西121 持ち込み等不可 実施 実施しない

水曜日 4時限 心理学科 1168 栁原　由起 PSST04000 聴覚障害学Ⅱ 後期 実施 1月27日(水) 4限 東402 持ち込み不可 実施 実施しない

水曜日 4時限 心理学科 1290 榎本　拓哉 PSKC01550 障害者・障害児心理学 後期 実施 1月27日(水) 4限 東635
授業中に配布したレジュメ、
GoogleClassRoomの資料のみ持
ち込み可

実施 その他
東357
（榎本研究
室）

メールもしくはオフィスアワー時に来室

水曜日 4時限 心理学科言語分野 1050 二ノ倉　欣久 MSMN00652 病理学 後期 実施 1月27日(水) 4限 東310 持ち込み不可 実施 実施しない

水曜日 1時限 子ども発達学科 1021 小西　文子 FSNU01250 子どもの食と栄養Ⅱ 後期 実施 1月27日(水) 1限 西733 持ち込み不可 実施 対面(授業形式等) 1月27日(水) 1限 西733 試験終了後

水曜日 1時限 子ども発達学科 1079 中尾　正彦 MSNU01851 子どもの理解と援助 後期 実施 1月27日(水) 1限 東407 持ち込み不可 実施 その他 2月10日(水) 1限 東553 教科書、レジュメ等を持参すること

水曜日 1時限 子ども発達学科 1081 杉山　章 FSKF02550 障害児保育Ⅰ 後期 実施 1月27日(水) 1限 東405 配布資料・教科書の持ち込み可 課題提出 レポート・課題 1月27日(水) 1限
課題は試験時に公開。メールにて送信す
る。

水曜日 2時限 子ども発達学科 1065 菅野　道雄 FSKK01050 保育内容･表現Ⅰ 後期 課題提出 1月27日(水) 2限 西133 実施しない 対面(授業形式等) 2月5日以降 613研究室

水曜日 2時限 子ども発達学科 1076 藤垣　和博 FSKE00150 教科国語 後期 実施しない 実施しない 実施しない

水曜日 2時限 子ども発達学科 1214 池田　敦子 FSKS00950 病弱児教育論 後期 実施 1月27日(水) 2限 東452
教科書、配布プリント、自作
ノートは持ち込み可。

実施 対面(授業形式等) 1月27日(水) 2限 東452

水曜日 3時限 子ども発達学科 1082 廣瀬　敏史 FSKK01151 保育内容･表現Ⅱ 後期 課題提出 2月17日(水) 3限 東551 実施しない 実施しない

水曜日 3時限 子ども発達学科 1156 小栗　祐子 FSKF00450 教科音楽 後期 実施 1月27日(水) 3限 西231 実施 対面(授業形式等) 要相談
希望者は、最終授業日までに申し出るこ
と。

水曜日 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 1月27日(水) 3限 東452
教科書、配布プリント、自作
ノートは持ち込み可。

実施 対面(授業形式等) 1月27日(水) 3限 東452

水曜日 4時限 子ども発達学科 1063 神谷　かつ江 JSNU03253 子ども家庭支援の心理学 後期 実施 1月27日(水) 4限 西782
自筆ノートと配布プリント持ち
込み可

実施 実施しない

水曜日 4時限 子ども発達学科 1072 廣利　吉治 FSKS00250 知的障害児の心理･生理･病理 後期 実施 1月27日(水) 4限 東210 持ち込み不可 課題提出 実施しない

水曜日 3時限 自己設計科目 1040 山内　加代子 MPXX00250 栄養士課題研究Ⅱ 後期 実施 1月27日(水) 3限 西722 持ち込み不可 実施 その他 2月5日(金) 山内研究室 希望者は実施日に個別に対応します

水曜日 2時限 大学院 1054 長谷川　晃 GSKG01200 臨床心理学特論 通年 実施しない 実施しない 実施しない

水曜日 5時限 大学院 1042 宮本　邦雄 GSCP01500 課題研究Ⅰ 通年 実施しない 実施しない 実施しない

水曜日 6時限 大学院 1042 宮本　邦雄 GSCP01600 課題研究Ⅱ 通年 実施しない 実施しない 実施しない


