
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

月曜日 1時限 短大教養 1123 小林　和典 JGKT00552 スポーツ科学入門 後期 実施 1月25日(月) 1限 西131 直筆のノートのみ持ち込み可 実施 実施しない

月曜日 2時限 短大教養 1001 神谷　和孝 ZGKZ00551 日本国憲法 後期 実施 1月25日(月) 2限 西722 配付資料の持込みを認める 実施 実施しない

月曜日 2時限 短大LaLa教養 1001 神谷　和孝 ZGKZ00554 日本国憲法【特別】 後期 実施 1月25日(月) 2限 西722 配付資料の持込みを認める 実施 実施しない

月曜日 1時限 短大 1063 神谷　かつ江 JSXX01452 子ども臨床心理学 後期 実施 1月25日(月) 1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

月曜日 1時限 短大 1159 内田　恵美子 JSXX01150 ミュージカル 後期 実施しない 実施しない 実施しない

月曜日 2時限 短大 1081 杉山　章 JSKT04250 要特別支援児の教育・保育 後期 実施 1月27日(水) 3限 西742 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) 3限
課題は試験時に公開。メールにて送信す
る。

月曜日 3時限 短大 1112 杉山　喜美恵 MSNU02150 子育て支援 後期 実施 1月26日(火) 3限 西742 課題提出 対面(授業形式等) 1月26日(火) 3限 西742 試験終了後に解説します。

月曜日 3時限 短大 1159 内田　恵美子 JSKT03151 幼児と音楽 後期 実施しない 実施しない 実施しない

月曜日 4時限 短大 1112 杉山　喜美恵 MSNU00201 保育実習指導Ⅰ 通年 実施しない 実施しない 実施しない

月曜日 1時限 短大LaLa 1113 三羽　佐和子 MSKK00152 保育内容総論【特別】 後期 実施 1月25日(月) 1限 西731 持込不可 実施 レポート・課題 三羽研究室 実施希望を聞いて日時を指定

月曜日 1時限 短大LaLa 1121 浅野　秀男 JSNU03452 造形教材の研究【特別】 後期 実施しない 実施しない 実施しない

月曜日 2時限 短大LaLa 1063 神谷　かつ江 JSNU03252 子ども家庭支援の心理学 後期 実施 1月25日(月) 2限 西781
自筆ノートと配布プリント持ち
込み可

実施 実施しない

月曜日 2時限 短大LaLa 1112 杉山　喜美恵 MSNU00202 保育実習指導Ⅰ【特別】 通年 実施しない 実施しない 実施しない

月曜日 5時限 短大自由科目 1065 菅野　道雄 JFMT00352 こども音楽療育実習 後期 実施しない 実施しない 実施しない

月曜日 5時限 短大自由科目 1173 遠藤　雅子 MMMS00252 医療秘書概論 後期 実施しない 実施しない その他 研究室
質問がある学生は事前にメールでアポ
取ってください。

月曜日 1時限 教養科目 1053 小椋　宗一郎 ZGNU02350 生命科学 後期 実施しない 実施しない 対面(授業形式等) 2月3日(水) 4限 606研究室
希望者に試験問題と解答について説明し
ます。事前に申し出てください。

月曜日 1時限 教養科目 1090 桑原　信治 ZGKZ00852 体育講義 後期 実施 1月25日(月) 1限 西742
持込（可）。但し自筆で書いた
専用のノートのみ

実施 実施しない

月曜日 1時限 教養科目 1278 山邨　俊英 ZGKZ00552 日本国憲法 後期 実施 1月25日(月) 1限
図書館大セミ
ナー

ルーズリーフ5枚まで持込可 実施 実施しない

月曜日 2時限 教養科目 1031 佐藤　尊範 ZGKZ00452 コンピュータリテラシーⅡ 後期 課題提出 1月25日(月) 2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。

月曜日 2時限 教養科目 1064 山田　隆 ZGKP00350 社会学 後期 実施 1月25日(月) 2限
図書館大セミ
ナー

授業時に指示します 実施 対面(授業形式等) 1月25日(月) 2限 大セミ 本試験後に実施

月曜日 2時限 教養科目 1065 菅野　道雄 ZGKF00250 音楽 後期 課題提出 1月25日(月) 2限 教務窓口 課題提出 対面(授業形式等) 2月5日以降 613研究室

月曜日 4時限 教養科目 1053 小椋　宗一郎 ZGKP00550 倫理学 後期 実施 1月25日(月) 4限 西131 持込不可 実施しない 対面(授業形式等) 2月3日(水) 1限 606研究室
希望者に試験問題と解答について説明し
ます。事前に申し出てください。

月曜日 4時限 教養科目 1278 山邨　俊英 ZGKZ00553 日本国憲法 後期 実施 1月25日(月) 4限
図書館大セミ
ナー

ルーズリーフ5枚まで持込可 実施 実施しない

月曜日 4時限 教養科目 1288 白木　麻美 ZGKZ00255 基礎英語B<TOEIC対策> 後期 実施しない 実施しない その他 223研究室
オフィスアワーに随時質問等を受け付け
る

月曜日 1時限 総合福祉学科 1012 金子　芳一 SSCE04900 呼吸療法装置学 通年 実施 1月25日(月) 1限
臨床工学ｼﾐｭ
ﾚｰｼｮﾝ室

自筆資料のみ持ち込み可 実施 対面(授業形式等) 1月25日(月) 1限
臨床工学ｼﾐｭ
ﾚｰｼｮﾝ室

月曜日 1時限 総合福祉学科 1123 小林　和典 JGKT00551 スポーツ科学入門 後期 実施 1月25日(月) 1限 西131 直筆のノートのみ持ち込み可 実施 実施しない

月曜日 1時限 総合福祉学科 1251 田上　博幸 SSPW00250 精神保健福祉支援論 後期 実施 1月25日(月) 1限 東201 自筆のノート持ち込み可 課題提出 実施しない

月曜日 2～3時限 総合福祉学科 1236 濱口　淳 SSCE02300 医用工学概論 通年 実施 1月25日(月) 2限 西733 実施 対面(授業形式等) 1月25日(月) 2限 西733 本試験終了後に実施します。

月曜日 2時限 総合福祉学科 1135 齋藤　代彦 SSCW00850 介護過程Ⅲ 後期 実施 1月25日(月) 2限 西213 持込不可 実施 対面(授業形式等) 2月1日(月) 2限 西213 教科書とノートを持参すること。

月曜日 2時限 総合福祉学科 1196 田中　英子 SSCE01200 臨床医学総論Ⅰ 通年 実施 1月25日(月) 2限 東205 持ち込み可 実施 実施しない

月曜日 2時限 総合福祉学科 1258 多和田　嘉明 MSCE00150 免疫学 後期 実施 1月25日(月) 2限 西742 課題提出 実施しない

月曜日 2時限 総合福祉学科 1297 平山　妙子 SSCW01650 認知症の理解Ⅰ 後期 実施 1月25日(月) 2限 西221 持ち込み不可 実施 実施しない

月曜日 3時限 総合福祉学科 1012 金子　芳一 SSCE02800 医用機器学概論 通年 実施 1月25日(月) 3限
臨床工学ｼﾐｭ
ﾚｰｼｮﾝ室

自筆資料のみ持ち込み可 課題提出 対面(授業形式等) 1月25日(月) 3限
臨床工学ｼﾐｭ
ﾚｰｼｮﾝ室

月曜日 3時限 総合福祉学科 1025 服部　真澄 SSCE03550 画像診断学 後期 実施 1月25日(月) 3限 東452 持ち込み不可 実施 対面(授業形式等) 1月25日(月) 3限 東452 本試験後に実施する

月曜日 3時限 総合福祉学科 1196 田中　英子 SSCE01350 臨床医学総論Ⅱ 通年 実施 1月25日(月) 3限 東205 持ち込み可 実施 実施しない

月曜日
金曜日

3時限
1時限

総合福祉学科 1003 岡本　真理子 SSKW02450 生活支援技術Ⅱ 後期 実施しない 実施しない 実施しない

月曜日 4時限 総合福祉学科 1012 金子　芳一 SSCE04650 生体計測装置学Ⅰ 後期 実施 1月25日(月) 4限
臨床工学ｼﾐｭ
ﾚｰｼｮﾝ室

自筆資料のみ持ち込み可 実施 対面(授業形式等) 1月25日(月) 4限
臨床工学ｼﾐｭ
ﾚｰｼｮﾝ室

月曜日 4時限 総合福祉学科 1058 伊藤　太一 SSCW01950 障害の理解Ⅱ 後期 実施 1月25日(月) 4限 東206
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) 5限
課題内容は伊藤研究室に来て指示を受け
てください。

月曜日 4時限 総合福祉学科 1173 遠藤　雅子 SSBS00450 オフィスワーク 後期 実施しない 実施しない 実施しない

月曜日 4時限 総合福祉学科 1251 田上　博幸 SSPW01250 精神保健福祉援助演習Ⅱ 後期 実施しない 実施しない 実施しない

月曜日 5時限 総合福祉学科 1173 遠藤　雅子 MMMS00251 医療秘書概論 後期 実施しない 実施しない その他 研究室
質問がある学生は事前にメールでアポ
取ってください。

月曜日 1～2時限 管理栄養学科 1139 山本　初津恵 MSMN00351 微生物学 後期 実施 1月25日(月) 1限 東310 持ち込み不可 実施 実施しない

月曜日 1～2時限 管理栄養学科 1239 小西　希恵 TSND03251 公衆栄養学実習① 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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月曜日 1～3時限 管理栄養学科 1143 加藤　洋介 TSCT00250 生理検査学実習Ⅰ 後期 実施しない 実施しない 実施しない

月曜日 1～3時限 管理栄養学科 1276 杉下　毅 TSCT01850 病理検査学実習Ⅰ 後期 実施しない 実施しない 実施しない

月曜日 3時限 管理栄養学科 1035 平光　美津子 TSND02050 栄養教育概論 後期 実施 1月25日(月) 3限 西121 持ち込みなし 実施 その他
自主学習：授業中のミニテストの用紙に
解答解説を記入する

月曜日 4時限 管理栄養学科 1258 多和田　嘉明 TSCT01050 血液検査学 後期 実施 1月25日(月) 4限 西742 課題提出 実施しない

月曜日 2時限 人間関係学部 1238 纐纈　千晶 HCPS00453 専門演習ⅡB 後期 実施しない 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 HCPS00456 専門演習ⅡB 後期 実施しない 実施しない 実施しない

月曜日 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 実施しない

月曜日 6時限 人間関係学部 1287 大城　順子 ZCPS00119 卒業研究 通年 実施しない 実施しない 実施しない

月曜日 1～2時限 心理学科 1201 平山　肇 PSST04850 耳鼻咽喉科学・形成外科学 後期 実施 1月25日(月) 1限 東405 配布資料持ち込み可 実施しない 実施しない

月曜日 1時限 心理学科 1057 甲田　智之 PSET01050 救急処置総論 後期 実施 1月25日(月) 1限 西121 持ち込み等不可 実施 実施しない

月曜日 1時限 心理学科 1238 纐纈　千晶 PSLP00550 心理学的支援法 後期 実施 1月25日(月) 1限 東404 教科書・配布資料持ち込み可 実施 実施しない

月曜日
火曜日

2～4時限
3～4時限

心理学科 1057 甲田　智之 PSET02850 シミュレーションⅦ(総合訓練) 後期 実施 1月19日(火) 3限
救急救命実習
室

持ち込み等不可 実施しない 実施しない

月曜日 2時限 心理学科 1050 二ノ倉　欣久 PSST01550 聴覚系の構造･機能･疾病 後期 実施 1月25日(月) 2限 東210 持ち込み不可 実施 実施しない

月曜日 2時限 心理学科 1134 小田　俊郎 MSMN00551 生化学 後期 実施 1月25日(月) 2限 西121 実施 実施しない

月曜日 2時限 心理学科 1177 大浦　真一 PSPS01350 心理療法技法論 後期 実施 1月25日(月) 2限 東404 講義資料持ち込み可 課題提出 レポート・課題 2月1日(月) 2限 631研究室

月曜日 2時限 心理学科 1191 道下　和生 PSST02051 失語症学Ⅰ 後期 実施 1月25日(月) 2限 東402 持込不可 実施 対面(授業形式等) 2月8日(月) 2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。

月曜日 3～4時限 心理学科 1052 川嶋　健太郎 PSLP01350 心理学実験 後期 実施しない 実施しない 実施しない

月曜日
金曜日

3～4時限
2～4時限

心理学科 1153 橋本　英之 PSET02450 シミュレーションⅢ(特定行為) 後期 実施 1月22日(金) 2.3.4限
救急救命実習
室

持ち込み不可 実施 対面(授業形式等) 1月25日(月) 3限 救急実習室

月曜日 3時限 心理学科 1191 道下　和生 PSST05050 高次脳機能障害学Ⅰ 後期 実施 1月25日(月) 3限 東402 持込不可 実施 対面(授業形式等) 2月8日(月) 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。

月曜日 3時限 心理学科 1290 榎本　拓哉 MMKZ01350 発達心理学 後期 実施 1月25日(月) 3限 西131
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

月曜日 4時限 心理学科 1168 栁原　由起 PSST03151 構音障害Ⅰ 後期 実施 1月25日(月) 4限 東405 持ち込み不可 実施 実施しない

月曜日 4時限 心理学科 1272 阿部　忍 PSST02250 失語症学Ⅲ 後期 実施 1月25日(月) 4限 東402 実施 対面(授業形式等) 1月25日(月) 4限 東402

月曜日 6時限 心理学科救急分野 1057 甲田　智之 PSSE00950 精神医学（精神疾患とその治療） 後期 実施 1月25日(月) 5限 東210 持ち込み等不可 実施 実施しない

月曜日 1時限 子ども発達学科 1063 神谷　かつ江 JSXX01451 子ども臨床心理学 後期 実施 1月25日(月) 1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

月曜日 1時限 子ども発達学科 1079 中尾　正彦 FSKF02150 保育･教育相談支援 後期 実施 1月25日(月) 1限 東452 持ち込み不可 実施 その他 2月10日(水) 3限 東553 教科書、レジュメ等を持参すること

月曜日 1時限 子ども発達学科 1081 杉山　章 FSKS00550 知的障害児教育論Ⅰ 後期 実施 1月25日(月) 1限 東203 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25日(月) 1限
課題は試験時に公開。メールにて送信す
る。

月曜日 1時限 子ども発達学科 1224 鈴木　康介 FSKE01950 体育科指導法 後期 実施しない 実施しない 実施しない

月曜日 2時限 子ども発達学科 1117 小田　香里 FSNU00951 子どもの保健ⅠB 後期 実施 1月25日(月) 2限 西231
教科書のみ時間指定で持ち込み
可

実施 実施しない 1月25日(月) 2限 西231 試験後に実施

月曜日 2時限 子ども発達学科 1241 脇田　正 MMKZ00450 教育経営論 後期 実施 1月25日(月) 2限 東203
教科書・授業プリントのみ持ち
込み可

実施 その他 研究室に来訪し日時決定

月曜日 3時限 子ども発達学科 1068 安藤　雅夫 FSKE00750 教科理科演習 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．

月曜日 3時限 子ども発達学科 1081 杉山　章 FSKS01150 聴覚･言語障害児教育総論 後期 実施 1月25日(月) 3限 東206 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25日(月) 3限
課題は試験時に公開。メールにて送信す
る。

月曜日 3時限 子ども発達学科 1117 小田　香里 MSNU00751 子どもの保健Ⅱ 後期 実施 1月25日(月) 3限 西231
教科書のみ時間指定で持ち込み
可

実施 実施しない 1月25日(月) 3限 西231 試験後に実施

月曜日 3時限 子ども発達学科 1241 脇田　正 FSKE01552 生活科指導法 後期 実施 1月25日(月) 3限 東203
教科書・授業プリントのみ持ち
込み可

課題提出 その他 研究室に来訪し日時決定

月曜日 4時限 子ども発達学科 1065 菅野　道雄 FSXX00450 子どもの発達と世界の音楽 後期 課題提出 1月25日(月) 4限 東312 実施しない 実施しない

月曜日 4時限 子ども発達学科 1079 中尾　正彦 FSKE02250 生徒･進路指導論 後期 実施 1月25日(月) 4限 東407 持ち込み不可 実施 その他 2月10日(水) 3限 東553 教科書、レジュメ等を持参すること

月曜日 4時限 子ども発達学科 1287 大城　順子 FSKF01150 教科体育 後期 実施しない 実施しない 実施しない

月曜日 5時限 子ども発達学科 1065 菅野　道雄 JFMT00351 こども音楽療育実習 後期 実施しない 実施しない 実施しない

月曜日 2時限 自己設計科目 1079 中尾　正彦 ZMKZ00251 教育相談 後期 実施 1月25日(月) 2限 東452 持ち込み不可 実施 その他 2月10日(水) 2限 東553 教科書、レジュメ等を持参すること

月曜日 2時限 自由科目 1123 小林　和典 SFOS00250 コーチング演習Ⅱ（ホッケー） 後期 実施しない 実施しない 実施しない


