
 2015年度（平成27）年度以降入学者用　2017年度（平成29）年度前期教養教育定期試験時間割表

9:00 10:00 10:30 11:30 13:00 14:00

授業科目 教員名 教室 監督 授業科目 教員名 教室 監督 授業科目 教員名 教室 監督

環境科学 佐藤　邦夫 (情)第4A 佐藤 英語Ⅰ大学基礎 野田　明 403 野田 英語Ⅰ大学基礎 伊藤　怜 281 伊藤

日本文化論Ｂ 塚本　明 1231 塚本 英語Ⅱ発展Ｂ リチャーズ 1131 リチャーズ

経済学Ｇ 渡辺　茂 1201 渡辺 西洋史Ａ 西村　昌洋 120 西村

心理学Ｆ 【授業90分】 中西　良文 381 心理学Ａ 【授業90分】 中西　良文 1231

情報科学Ａ 武本　行正 (情)第2 武本

生物資源学Ａ 波夛野　豪 190 波夛野

スタートアップセミナー 【授業90分】 下村　智子 教養教育PBL1 英語Ⅰ大学基礎 陳　奕廷 303 陳

*PROGの実施 英語Ⅰ大学基礎 菅原　彩加 181 菅原

英語Ⅰ大学基礎 橋本　博美 301 橋本

英語Ⅰ大学基礎 田中　秀治 381 田中

英語Ⅰ大学基礎 木田　悟史 205 木田

英語Ⅰ大学基礎 陳　奕廷 303 陳

英語Ⅰ大学基礎 平川　和 402 平川

英語Ⅰ大学基礎 橋本　博美 301 橋本

英語Ⅰ大学基礎 小田　敦子 105 小田

分子生命体科学Ａ 【試験90分】 島岡　要 (医)臨床第1 島岡

講義室

英語Ⅰ大学基礎 平川　和 402 平川 基礎線形代数学Ⅰ 【試験90分】 新田　貴士 282 新田 スポーツ健康科学ａ 【授業90分】 松崎　敏祐 屋内運動（トレーニング）場

英語Ⅰ大学基礎 菅原　彩加 181 菅原 基礎物理学Ⅰ 八木　一夫 1131 八木 スポーツ健康科学ａ 【授業90分】 高木　良明 第1体育館

英語Ⅰ大学基礎 田中　秀治 381 田中 基礎物理学Ⅰ 藤原　裕司 1301 藤原

英語Ⅰ大学基礎 伊藤　怜 304 伊藤 基礎物理学Ⅰ 宮西　基明 1211 宮西

英語Ⅰ大学基礎 木田　悟史 205 木田 化学Ⅰ 【授業60分】 石原　篤 (工)12番

英語Ⅰ大学基礎 吉野　由起 303 吉野

化学基礎Ⅰ 寺西　克倫 190 寺西 化学基礎Ⅰ 【試験80分】 田中　晶善 120 田中

工

生

７
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日

(月)
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定
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教

１・２限※ ３・４限 ５・６限

※１・２限目が90分の場合、開始時間は8:50からとなります。ご注意ください。
※【授業90分】→授業を90分実施。【授業60分】→授業を60分実施。【試験90分】→試験を90分実施。時間数の記載がない場合は、試験を60分実施。



 2015年度（平成27）年度以降入学者用　2017年度（平成29）年度前期教養教育定期試験時間割表

14:40 15:40 16:20 17:20

授業科目 教員名 教室 監督 授業科目 教員名 教室 監督

英語Ⅱ発展Ｃ 【試験90分】 リチャーズ 1131 リチャーズ 数理科学Ｇ 蟹江　幸博 280 蟹江

異文化理解Ⅱ演習（フランス語） ダメム 305 ダメム

地域と仕事 【授業60分】 西村　訓弘 120

日本理解特殊講義Ｓ 【授業60分】 西村　訓弘 120

数理科学Ｅ 蟹江　幸博 280 蟹江

基礎微分積分学Ⅰ 【試験90分】 新田　貴士 282 新田

情報科学基礎 【授業90分】 高田　孝広 (情)第4A･B 情報科学基礎 【授業90分】 高田　孝広 (情)第4A･B

※レポート未提出者対象 ※レポート未提出者対象

スポーツ健康科学ａ 【授業90分】 松崎　敏祐 屋内運動（トレーニング）場 基礎微分積分学Ⅰ 【試験80分】 森山　貴之 1221 森山

スポーツ健康科学ａ 【授業90分】 高木　良明 第1体育館

基礎線形代数学Ⅰ 【試験90分】 新田　貴士 282 新田

基礎物理学Ⅰ 【試験90分】 村田　淳介 1121 村田

英語Ⅰ大学基礎 陳　奕廷 303 陳 数学基礎 【試験90分】 葛葉　泰久 1321 葛葉

英語Ⅰ大学基礎 平川　和 183 平川 数学基礎 取出　伸夫 1211 取出

英語Ⅰ大学基礎 菅原　彩加 181 菅原 数学基礎 【試験90分】 渡邊　晋生 1201 渡邊

英語Ⅰ大学基礎 橋本　博美 301 橋本 数学基礎 【試験90分】 山田　二久次 1231 山田

英語Ⅰ大学基礎 木田　悟史 205 木田 数学基礎 鬼頭　孝治 183 鬼頭

英語Ⅰ大学基礎 田中　秀治 381 田中

医

工

生
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７・８限 ９・１０限

７
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(月)

※１・２限目が90分の場合、開始時間は8:50からとなります。ご注意ください。
※【授業90分】→授業を90分実施。【授業60分】→授業を60分実施。【試験90分】→試験を90分実施。時間数の記載がない場合は、試験を60分実施。



 2015年度（平成27）年度以降入学者用　2017年度（平成29）年度前期教養教育定期試験時間割表

9:00 10:00 10:30 11:30 13:00 14:00

授業科目 教員名 教室 監督 授業科目 教員名 教室 監督 授業科目 教員名 教室 監督

１・２限※ ３・４限 ５・６限

異文化理解Ⅰ演習（ドイツ語Ａ）ａ 鶴田　涼子 205 鶴田 異文化理解Ⅰ基礎（朝鮮語）ａ 【授業60分】 有吉　登美子 280 異文化理解Ⅰ演習（ドイツ語Ａ）ａ 井口　靖 419 井口

倫理学Ａ 遠山　敦 402 遠山 異文化理解Ⅰ演習（ドイツ語Ａ）ａ 村本  容子 301 村本 異文化理解Ⅰ演習（朝鮮語）ａ 【授業90分】 有吉　登美子 280

法学Ａ 稲垣　朋子 1221 稲垣 異文化理解Ⅱ演習（中国語） 陳　逸文 382 陳 文化と空間Ｂ 【試験70分】 原　　眞一 1201 原

生物学 福田　知子 1111 福田 基礎線形代数学Ⅱ 【試験90分】 大貫　洋介 1201 大貫

日本史Ａ 小澤　毅 381 小澤

数理科学Ｄ 【試験90分】 石谷　寛 1221 石谷

現代科学理解特殊講義 福田　知子 1111 福田

異文化理解Ⅰ基礎（フランス語）ａ 山本　覚 183 山本 スポーツ健康科学ａ 【授業90分】 松崎　敏祐 第1体育館

異文化理解Ⅰ演習（ドイツ語Ａ）ａ 【授業60分】 菅　利恵 304

異文化理解Ⅰ演習（ドイツ語Ａ）ａ 鶴田　涼子 205 鶴田

異文化理解Ⅰ基礎（フランス語）ａ 山本　覚 183 山本

異文化理解Ⅰ演習（ドイツ語Ａ）ａ 村本  容子 301 村本

異文化理解Ⅰ基礎（フランス語）ａ 山本　覚 183 山本

異文化理解Ⅰ演習（ドイツ語Ａ）ａ 大河内　朋子 281 大河内

異文化理解Ⅰ演習（ドイツ語Ａ）ａ 鶴田　涼子 205 鶴田

基礎線形代数学Ⅰ 【試験90分】 大貫　洋介 1201 大貫 計算機基礎 小林　正 281 小林 異文化理解Ⅰ基礎（フランス語）ａ 山本　覚 205 山本

基礎微分積分学Ⅰ 肥田野　久二男 1301 肥田野 基礎線形代数学Ⅰ 鈴木　秀智 （工）25 鈴木 異文化理解Ⅰ演習（ドイツ語Ａ）ａ 井口　靖 419 井口

異文化理解Ⅰ演習（ドイツ語Ａ）ａ 神竹　道士 105 神竹

異文化理解Ⅰ演習（ドイツ語Ａ）ａ 村本  容子 301 村本

異文化理解Ⅰ演習（ドイツ語Ａ）ａ 鈴木　久嗣 405 鈴木

生物学基礎Ⅰ 【試験90分】 掛田　克行 1231 掛田 異文化理解Ⅰ基礎（フランス語）ａ

生物学基礎Ⅰ 【試験90分】 松井　宏樹 190 松井
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日

(火)

指
定
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※１・２限目が90分の場合、開始時間は8:50からとなります。ご注意ください。
※【授業90分】→授業を90分実施。【授業60分】→授業を60分実施。【試験90分】→試験を90分実施。時間数の記載がない場合は、試験を60分実施。



 2015年度（平成27）年度以降入学者用　2017年度（平成29）年度前期教養教育定期試験時間割表

14:40 15:40 16:20 17:20

授業科目 教員名 教室 監督 授業科目 教員名 教室 監督

７・８限 ９・１０限

異文化理解Ⅰ演習（ドイツ語Ａ）ａ 鈴木　久嗣 405 鈴木 異文化理解Ⅱ総合（フランス語） 井出　勉 382 井出

異文化理解Ⅱ総合（ドイツ語Ａ） 井口　靖 419 井口 言語学Ａ 大熊　富季子 1111 大熊

政治学Ａ 【試験70分】 中谷　直司 1121 中谷 文化人類学Ｂ 【試験90分】 河邉　真次 419 河邉

言語学Ａ 大熊　富季子 120 大熊 経済学Ｆ 西　淳 120 西

情報科学Ｂ 井岡　幹博 (情)第4B 井岡

生物資源学Ｂ 徳田　博美 1231 徳田

スポーツ健康科学ａ 【授業90分】 松崎　敏祐 第1体育館

基礎線形代数学Ⅰ 【試験90分】 露峰　茂明 1131 露峰 情報科学基礎 疋田　眞也 (情)第4A 疋田

異文化理解Ⅰ基礎（フランス語）ａ 井出　勉 183 井出 情報科学基礎 【試験90分】 森尾　吉成 情報教育室 森尾

異文化理解Ⅰ演習（ドイツ語Ａ）ａ 鈴木　久嗣 405 鈴木

異文化理解Ⅰ演習（ドイツ語Ａ）ａ 村本  容子 301 村本

異文化理解Ⅰ演習（ドイツ語Ａ）ａ 鶴田　涼子 205 鶴田

異文化理解Ⅰ演習（ドイツ語Ａ）ａ 神竹　道士 105 神竹

指
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人

教
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生

８

月
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日

(火)

※１・２限目が90分の場合、開始時間は8:50からとなります。ご注意ください。
※【授業90分】→授業を90分実施。【授業60分】→授業を60分実施。【試験90分】→試験を90分実施。時間数の記載がない場合は、試験を60分実施。



 2015年度（平成27）年度以降入学者用　2017年度（平成29）年度前期教養教育定期試験時間割表

9:00 10:00 10:30 11:30 13:00 14:00

授業科目 教員名 教室 監督 授業科目 教員名 教室 監督 授業科目 教員名 教室 監督

１・２限※ ３・４限 ５・６限

日本史Ｃ 塚本　明 280 塚本 日本理解特殊講義 大熊　富季子 1131 大熊 異文化理解Ⅰ基礎（ロシア語）ａ 山路　明日太 182 山路

日本語学Ａ 川口　敦子 101 川口 哲学Ｉ 小川　眞里子 281 小川 異文化理解Ⅱ演習（ドイツ語Ｂ） 【授業90分】 コッホ 181

日本国憲法 【授業90分】 前田　定孝 419 数理科学Ｈ 【試験90分】 石谷　寛 1221 石谷 こころのサポート（キャリア） 【授業90分】 森　浩平 190

言語学Ａ 大熊　富季子 1131 大熊 医学医療Ｂ 丸山　一男 120 丸山 日本考古学Ａ 山中  章 1201 山中

哲学Ｉ 小川　眞里子 281 小川 こころのサポート（統合） 【授業90分】 森　浩平 190

心理学Ａ 廣岡　雅子 1121 廣岡

医学医療Ａ 玉利　健悟 1231 玉利

英語Ⅰコミュニケーション 中沢　まゆ子 1301 中沢

英語Ⅰコミュニケーション 櫻井　陽子 301 櫻井

英語Ⅰコミュニケーション 伊藤　怜 182 伊藤

英語Ⅰコミュニケーション 木田　悟史 205 木田

英語Ⅰコミュニケーション 大蔵　香代子 304 大蔵

英語Ⅰコミュニケーション 櫻井　陽子 301 櫻井

英語Ⅰコミュニケーション 木田　悟史 205 木田

英語Ⅰコミュニケーション 陳　奕廷 303 陳

英語Ⅰコミュニケーション 大蔵　香代子 304 大蔵

英語Ⅰ大学基礎 平川　和 402 平川 英語Ⅰコミュニケーション 中沢　まゆ子 1301 中沢 英語Ⅰ大学基礎 中沢　まゆ子 1301 中沢

英語Ⅰ大学基礎 中沢　まゆ子 1301 中沢 英語Ⅰコミュニケーション 櫻井　陽子 301 櫻井 英語Ⅰ大学基礎 伊藤　怜 304 伊藤

英語Ⅰコミュニケーション 伊藤　怜 182 伊藤

英語Ⅰコミュニケーション 木田　悟史 205 木田

英語Ⅰコミュニケーション 大蔵　香代子 304 大蔵

情報科学基礎及び 大山　航 (工)17番 大山

初級プログラミング演習

物理学基礎Ⅰ 【試験90分】 王　秀崙 1211 王

物理学基礎Ⅰ 【試験90分】 酒井　俊典 1321 酒井

物理学基礎Ⅰ 石黒　覚 1121 石黒

物理学基礎Ⅰ 【試験90分】 大野　研 382 大野
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(水)

指
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生

※１・２限目が90分の場合、開始時間は8:50からとなります。ご注意ください。
※【授業90分】→授業を90分実施。【授業60分】→授業を60分実施。【試験90分】→試験を90分実施。時間数の記載がない場合は、試験を60分実施。



 2015年度（平成27）年度以降入学者用　2017年度（平成29）年度前期教養教育定期試験時間割表

14:40 15:40 16:20 17:20

授業科目 教員名 教室 監督 授業科目 教員名 教室 監督

７・８限 ９・１０限

英語Ⅰ大学基礎 木田　悟史 205 木田 学習支援実践 【授業90分】 森　浩平 総合研究棟Ⅱ3階

英語Ⅰ大学基礎 伊藤　怜 304 伊藤 ピアサポートルーム

英語Ⅱ発展Ｄ 【試験90分】 リチャーズ 282 リチャーズ 日本理解特殊講義 【授業90分】 福岡　昌子 (国)視聴覚室

異文化理解Ⅰ演習（ロシア語）ａ 山路　明日太 182 山路

政治学Ａ 岡田　宏太郎 120 岡田

日本学 【試験90分】 前田　憲司 190 前田

指
定
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人

教
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工

生

８

月

２

日

(水)

※１・２限目が90分の場合、開始時間は8:50からとなります。ご注意ください。
※【授業90分】→授業を90分実施。【授業60分】→授業を60分実施。【試験90分】→試験を90分実施。時間数の記載がない場合は、試験を60分実施。



 2015年度（平成27）年度以降入学者用　2017年度（平成29）年度前期教養教育定期試験時間割表

9:00 10:00 10:30 11:30 13:00 14:00

授業科目 教員名 教室 監督 授業科目 教員名 教室 監督 授業科目 教員名 教室 監督

１・２限※ ３・４限 ５・６限

基礎微分積分学Ⅱ 【試験90分】 堀江　太郎 1231 堀江 英語Ⅱ発展Ｂ 【試験90分】 マクダニエル 101 マクダニエル 英語Ⅱ発展Ｂ 【試験90分】 マクダニエル 101 マクダニエル

国際理解特殊講義 【試験90分】 マクダニエル (国)演習室3･4 マクダニエル 日本史Ｂ 山田　雄司 120 山田 異文化理解Ⅰ基礎（ドイツ語Ａ）ａ 長縄　寛 1321 長縄

心理学Ｆ 南　学 120 南 政治学Ｂ 【授業60分】 樹神　成 304 異文化理解Ⅰ演習（中国語）ａ 荒井　茂夫 380 荒井

医学医療Ａ 玉利　健悟 1131 玉利 経済学Ａ 川地　啓介 190 川地 こころのサポート（キャリア） 望木　郁代 1301 望木

環境科学 廣瀨　和久 282 廣瀨 哲学Ｇ 薄井　尚樹 1301 薄井 日本国憲法 【試験80分】 岩﨑　恭彦 1121 岩﨑

情報科学Ａ 露峰　茂明 (情)第2 露峰 政治学Ｂ 【試験70分】 中谷　直司 1111 中谷

哲学Ｉ 【試験90分】 鈴木　秀憲 304 鈴木

こころのサポート（統合） 望木　郁代 1301 望木

経済学Ｇ 落合　隆 1201 落合

生物学 福田　知子 1221 福田

異文化理解Ⅰ基礎（ドイツ語Ａ）ａ 中村　惠 282 中村

異文化理解Ⅰ演習（フランス語）ａ 山本　覚 301 山本

異文化理解Ⅰ演習（フランス語）ａ 【試験90分】 ダメム 303 ダメム

異文化理解Ⅰ演習（中国語）ａ 荒井　茂夫 380 荒井

異文化理解Ⅰ演習（中国語）ａ 胡　蓉 281 胡

異文化理解Ⅰ演習（中国語）ａ 祖  建 381 祖

異文化理解Ⅰ演習（中国語）ａ 湯浅　陽子 教養教育PBL2 湯浅

基礎物理学Ａ 國仲　寛人 (教)402 國仲 基礎生物学Ａ 平山　大輔 405 平山 異文化理解Ⅰ基礎（ドイツ語Ａ）ａ 長縄　寛 1321 長縄

異文化理解Ⅰ演習（フランス語）ａ 【試験90分】 ダメム 303 ダメム

異文化理解Ⅰ演習（中国語）ａ 荒井　茂夫 380 荒井

異文化理解Ⅰ演習（中国語）ａ 胡　蓉 281 胡

異文化理解Ⅰ演習（中国語）ａ 祖  建 381 祖

異文化理解Ⅰ演習（中国語）ａ 湯浅　陽子 教養教育PBL2 湯浅

異文化理解Ⅰ基礎（ドイツ語Ａ）ａ 【授業60分】 菅　利恵 205 スポーツ健康科学ａ 【授業60分】 大隈　節子 第1体育館

異文化理解Ⅰ演習（フランス語）ａ 山本　覚 301 山本

異文化理解Ⅰ演習（フランス語）ａ 【試験90分】 ダメム 303 ダメム

基礎物理学Ⅱ 宮西　基明 1211 宮西 基礎微分積分学Ⅰ 【試験90分】 堀江　太郎 1231 堀江 基礎線形代数学Ⅰ 【試験90分】 川向　洋之 1231 川向

基礎物理学Ⅱ 宮西　基明 1211 宮西 基礎微分積分学Ⅰ 【試験70分】 古関　春隆 1211 古関

基礎物理学ⅢＡ 【試験90分】 元垣内　敦司 (工)28番 元垣内 基礎物理学Ⅰ 【試験90分】 川上　博士 1131 川上

基礎物理学Ⅰ 【試験90分】 阿部　純義 (工)10番 阿部

異文化理解Ⅰ基礎（ドイツ語Ａ）ａ 中村　惠 282 中村 スポーツ健康科学ａ 【授業60分】 大隈　節子 第1体育館

異文化理解Ⅰ基礎（ドイツ語Ａ）ａ 長縄　寛 1321 長縄

異文化理解Ⅰ演習（フランス語）ａ 山本　覚 183 山本

異文化理解Ⅰ演習（中国語）ａ 祖  建 381 祖

異文化理解Ⅰ演習（中国語）ａ 胡　蓉 281 胡

異文化理解Ⅰ演習（中国語）ａ 花尻　奈緒子 382 花尻

８

月

３

日

(木)

指
定
な
し

人

教

医

工

生

※１・２限目が90分の場合、開始時間は8:50からとなります。ご注意ください。
※【授業90分】→授業を90分実施。【授業60分】→授業を60分実施。【試験90分】→試験を90分実施。時間数の記載がない場合は、試験を60分実施。



 2015年度（平成27）年度以降入学者用　2017年度（平成29）年度前期教養教育定期試験時間割表

14:40 15:40 16:20 17:20

授業科目 教員名 教室 監督 授業科目 教員名 教室 監督

７・８限 ９・１０限

英語Ⅱ発展Ｄ 【試験90分】 マクダニエル 101 マクダニエル 英語Ⅱ発展Ａａ 【試験90分】 カバラ 305 カバラ

異文化理解Ⅰ基礎（ドイツ語Ａ）ａ 中村　惠 282 中村 異文化理解Ⅱ演習（ドイツ語Ａ） 大河内　朋子 人文学部 大河内

政治学Ｂ 【試験70分】 中谷　直司 1111 中谷 政治学Ｂ 【試験70分】 中谷　直司 1111 中谷

経済学Ｇ 嶋　恵一 1301 嶋 東洋史Ａ 酒井　恵子 281 酒井

数理科学Ｃ 伊藤　美香 1231 伊藤

現代科学理解特殊講義 福田　知子 1221 福田

入門生物学 神崎　秀嗣 190 神崎

異文化理解Ⅰ基礎（ドイツ語Ａ）ａ 中村　惠 282 中村 計算機基礎Ⅱ及び演習 【試験90分】 川中　普晴 (工)12番 川中

異文化理解Ⅰ基礎（ドイツ語Ａ）ａ 長縄　寛 1321 長縄

異文化理解Ⅰ基礎（ドイツ語Ａ）ａ 鶴田　涼子 419 鶴田

異文化理解Ⅰ演習（フランス語）ａ 山本　覚 301 山本

異文化理解Ⅰ演習（中国語）ａ 胡　蓉 281 胡

異文化理解Ⅰ演習（中国語）ａ 祖  建 381 祖

異文化理解Ⅰ演習（中国語）ａ 陳　逸文 1121 陳

異文化理解Ⅰ演習（中国語）ａ 湯浅　陽子 教養教育PBL2 湯浅

異文化理解Ⅰ演習（中国語）ａ 荒井　茂夫 380 荒井

教

指
定
な
し

人

医

工

生

８

月

３

日

(木)

※１・２限目が90分の場合、開始時間は8:50からとなります。ご注意ください。
※【授業90分】→授業を90分実施。【授業60分】→授業を60分実施。【試験90分】→試験を90分実施。時間数の記載がない場合は、試験を60分実施。



 2015年度（平成27）年度以降入学者用　2017年度（平成29）年度前期教養教育定期試験時間割表

9:00 10:00 10:30 11:30 13:00 14:00

授業科目 教員名 教室 監督 授業科目 教員名 教室 監督 授業科目 教員名 教室 監督

１・２限※ ３・４限 ５・６限

国際理解特殊講義 【授業90分】 マホニー (国)視聴覚室 英語Ⅰコミュニケーション 陳　奕廷 303 陳 異文化理解Ⅰ演習（スペイン語）ａ 伊藤　ゆかり 382 伊藤

生物学 福田　知子 1221 福田 英語Ⅱ発展Ｅ 【試験90分】 吉田　悦子 305 吉田 異文化理解Ⅰ演習（ポルトガル語）ａ 重松　由美 381 重松

医学医療Ａ 玉利　健悟 1131 玉利 異文化理解Ⅰ基礎（スペイン語）ａ 伊藤　ゆかり 382 伊藤 異文化理解Ⅰ演習（ポルトガル語）ａ 瀧藤　千恵美 282 瀧藤

異文化理解Ⅰ基礎（ポルトガル語）ａ 重松　由美 381 重松 異文化理解Ⅱ総合（中国語） 胡　蓉 281 胡

異文化理解Ⅰ基礎（ポルトガル語）ａ 瀧藤　千恵美 1131 瀧藤 日本国憲法 宮村　教平 120 宮村

異文化理解Ⅱ演習（中国語） 胡　蓉 281 胡 日本理解特殊講義 大熊　富季子 1121 大熊

哲学Ａ　*人・教・工の学生 遠山　敦 120 遠山 哲学Ｉ 【試験90分】 鈴木　秀憲 1321 鈴木

哲学Ａ　*医・生の学生 遠山　敦 190 久間 倫理学Ｈ 片倉　望 1211 片倉

日本語学Ａ 川口　敦子 301 川口 音楽文化論 三浦　健一 1301 三浦

日本理解特殊講義 大熊　富季子 1121 大熊

環境学Ａ 【授業90分】 マホニー (国)視聴覚室

物理学 鬼頭　孝治 1321 鬼頭

現代科学理解特殊講義 福田　知子 1221 福田

英語Ⅰコミュニケーション 山本　伸 205 山本

英語Ⅰコミュニケーション 伊藤　怜 105 伊藤

英語Ⅰコミュニケーション 大野　京子 206 大野

英語Ⅰコミュニケーション 林　浩士 304 林

英語Ⅰコミュニケーション 疋田　志づ江 教養教育PBL1 疋田

英語Ⅰコミュニケーション 陳　奕廷 303 陳

英語Ⅰコミュニケーション 山本　伸 205 山本 英語Ⅰコミュニケーション 伊藤　怜 105 伊藤 基礎線形代数学Ⅰ 玉城　政和 1231 玉城

英語Ⅰコミュニケーション 伊藤　怜 105 伊藤 英語Ⅰコミュニケーション 山本　伸 205 山本 基礎微分積分学Ⅰ 市原　潔 1221 市原

英語Ⅰコミュニケーション 大野　京子 206 大野 英語Ⅰコミュニケーション 大野　京子 206 大野

英語Ⅰコミュニケーション 林　浩士 304 林 英語Ⅰコミュニケーション 林　浩士 304 林

英語Ⅰコミュニケーション 疋田　志づ江 教養教育PBL1 疋田 英語Ⅰコミュニケーション 疋田　志づ江 教養教育PBL1 疋田

英語Ⅰコミュニケーション 陳　奕廷 303 陳 英語Ⅰコミュニケーション 折原　真希子 403 折原

基礎微分積分学Ⅰ 肥田野　万里子 1211 肥田野

英語Ⅰコミュニケーション 山本　伸 205 山本 スタートアップセミナー 【授業90分】 綾野　誠紀 教養教育PBL1

英語Ⅰコミュニケーション 伊藤　怜 105 伊藤 英語Ⅰコミュニケーション 大山　尊子 105 大山

英語Ⅰコミュニケーション 大野　京子 206 大野 英語Ⅰコミュニケーション 大野　京子 206 大野

英語Ⅰコミュニケーション 林　浩士 304 林 英語Ⅰコミュニケーション 折原　真希子 403 折原

英語Ⅰコミュニケーション 疋田　志づ江 教養教育PBL1 疋田

英語Ⅰコミュニケーション 陳　奕廷 303 陳

情報科学基礎 【試験90分】 伊藤　良栄 情報教育室 伊藤

８

月

４

日

(金)

指
定
な
し

人

教

医

工

生

※１・２限目が90分の場合、開始時間は8:50からとなります。ご注意ください。
※【授業90分】→授業を90分実施。【授業60分】→授業を60分実施。【試験90分】→試験を90分実施。時間数の記載がない場合は、試験を60分実施。



 2015年度（平成27）年度以降入学者用　2017年度（平成29）年度前期教養教育定期試験時間割表

14:40 15:40 16:20 17:20

授業科目 教員名 教室 監督 授業科目 教員名 教室 監督

７・８限 ９・１０限

異文化理解Ⅰ基礎（ポルトガル語）ａ 瀧藤　千恵美 282 瀧藤 環境地理学Ａ 【授業75分】 柏木  良明 419

異文化理解Ⅰ演習（ポルトガル語）ａ 重松　由美 381 重松

日本国憲法 宮村　教平 120 宮村

情報科学基礎 丁　亜希 (情)第2 露峰

英語Ⅰコミュニケーション 大山　尊子 105 大山

英語Ⅰコミュニケーション 折原　真希子 403 折原

英語Ⅰコミュニケーション 陳　奕廷 303 陳

教

医

工

生

指
定
な
し

人

８

月

４

日

(金)

※１・２限目が90分の場合、開始時間は8:50からとなります。ご注意ください。
※【授業90分】→授業を90分実施。【授業60分】→授業を60分実施。【試験90分】→試験を90分実施。時間数の記載がない場合は、試験を60分実施。



2014年度（平成26）年度以前入学者用　2017年度（平成29）年度前期教養教育定期試験時間割表

9:00 10:00 10:30 11:30 13:00 14:00

授業科目 教員名 教室 監督 授業科目 教員名 教室 監督 授業科目 教員名 教室 監督

環境科学 佐藤　邦夫 (情)第4A 佐藤 英語Ⅰ大学基礎 野田　明 403 野田 英語Ⅰ大学基礎 伊藤　怜 281 伊藤

日本文化論Ｂ 塚本　明 1231 塚本 英語Ⅱリーディング＆ディスカッション リチャーズ 1131 リチャーズ

経済学Ｇ 渡辺　茂 1201 渡辺 西洋史Ａ 西村　昌洋 120 西村

心理学Ｆ 【授業90分】 中西　良文 381 心理学Ａ 【授業90分】 中西　良文 1231

情報科学Ａ 武本　行正 (情)第2 武本

生物資源学Ａ 波夛野　豪 190 波夛野

４つの力スタートアップセミナー 【授業90分】 下村　智子 教養教育PBL1 英語Ⅰ大学基礎 陳　奕廷 303 陳

*PROGの実施 英語Ⅰ大学基礎 菅原　彩加 181 菅原

英語Ⅰ大学基礎 橋本　博美 301 橋本

英語Ⅰ大学基礎 田中　秀治 381 田中

英語Ⅰ大学基礎 木田　悟史 205 木田

英語Ⅰ大学基礎 陳　奕廷 303 陳

英語Ⅰ大学基礎 平川　和 402 平川

英語Ⅰ大学基礎 橋本　博美 301 橋本

英語Ⅰ大学基礎 小田　敦子 105 小田

分子生命体科学Ａ 【試験90分】 島岡　要 (医)臨床第1 島岡

講義室

英語Ⅰ大学基礎 平川　和 402 平川 基礎線形代数学Ⅰ 【試験90分】 新田　貴士 282 新田 スポーツ健康学実習Ⅰ 【授業90分】 松崎　敏祐 屋内運動（トレーニング）場

英語Ⅰ大学基礎 菅原　彩加 181 菅原 基礎物理学Ⅰ 八木　一夫 1131 八木 スポーツ健康学実習Ⅰ 【授業90分】 高木　良明 第1体育館

英語Ⅰ大学基礎 田中　秀治 381 田中 基礎物理学Ⅰ 藤原　裕司 1301 藤原

英語Ⅰ大学基礎 伊藤　怜 304 伊藤 基礎物理学Ⅰ 宮西　基明 1211 宮西

英語Ⅰ大学基礎 木田　悟史 205 木田 化学Ⅰ 【授業60分】 石原　篤 (工)12番

英語Ⅰ大学基礎 吉野　由起 303 吉野

基礎化学Ⅳ 寺西　克倫 190 寺西 基礎化学Ⅳ 【試験80分】 田中　晶善 120 田中

７

月

31

日

(月)

指
定
な
し

人

教

医

工

生

１・２限※ ３・４限 ５・６限

※１・２限目が90分の場合、開始時間は8:50からとなります。ご注意ください。
※【授業90分】→授業を90分実施。【授業60分】→授業を60分実施。【試験90分】→試験を90分実施。時間数の記載がない場合は、試験を60分実施。



2014年度（平成26）年度以前入学者用　2017年度（平成29）年度前期教養教育定期試験時間割表

14:40 15:40 16:20 17:20

授業科目 教員名 教室 監督 授業科目 教員名 教室 監督

英語Ⅱライティング 【試験90分】 リチャーズ 1131 リチャーズ 数理科学Ｇ 蟹江　幸博 280 蟹江

フランス語Ⅱ会話 ダメム 305 ダメム

地域と仕事 【授業60分】 西村　訓弘 120

日本理解特殊講義Ｓ 【授業60分】 西村　訓弘 120

数理科学Ｅ 蟹江　幸博 280 蟹江

基礎微分積分学Ⅰ 【試験90分】 新田　貴士 282 新田

情報科学基礎 【授業90分】 高田　孝広 (情)第4A･B 情報科学基礎 【授業90分】 高田　孝広 (情)第4A･B

※レポート未提出者対象 ※レポート未提出者対象

スポーツ健康学実習Ⅰ 【授業90分】 松崎　敏祐 屋内運動（トレーニング）場 基礎微分積分学Ⅰ 【試験80分】 森山　貴之 1221 森山

スポーツ健康学実習Ⅰ 【授業90分】 高木　良明 第1体育館

基礎線形代数学Ⅰ 【試験90分】 新田　貴士 282 新田

基礎物理学Ⅰ 【試験90分】 村田　淳介 1121 村田

英語Ⅰ大学基礎 陳　奕廷 303 陳 数学基礎 【試験90分】 葛葉　泰久 1321 葛葉

英語Ⅰ大学基礎 平川　和 183 平川 数学基礎 取出　伸夫 1211 取出

英語Ⅰ大学基礎 菅原　彩加 181 菅原 数学基礎 【試験90分】 渡邊　晋生 1201 渡邊

英語Ⅰ大学基礎 橋本　博美 301 橋本 数学基礎 【試験90分】 山田　二久次 1231 山田

英語Ⅰ大学基礎 木田　悟史 205 木田 数学基礎 鬼頭　孝治 183 鬼頭

英語Ⅰ大学基礎 田中　秀治 381 田中

生

指
定
な
し

７

月

31

日

(月)

人

教

医

工

７・８限 ９・１０限

※１・２限目が90分の場合、開始時間は8:50からとなります。ご注意ください。
※【授業90分】→授業を90分実施。【授業60分】→授業を60分実施。【試験90分】→試験を90分実施。時間数の記載がない場合は、試験を60分実施。



2014年度（平成26）年度以前入学者用　2017年度（平成29）年度前期教養教育定期試験時間割表

9:00 10:00 10:30 11:30 13:00 14:00

授業科目 教員名 教室 監督 授業科目 教員名 教室 監督 授業科目 教員名 教室 監督

１・２限※ ３・４限 ５・６限

ドイツ語Ⅰ演習（前） 鶴田　涼子 205 鶴田 朝鮮語Ⅰ文法（前） 【授業60分】 有吉　登美子 280 ドイツ語Ⅰ演習（前） 井口　靖 419 井口

倫理学Ａ 遠山　敦 402 遠山 ドイツ語Ⅰ演習（前） 村本  容子 301 村本 朝鮮語Ⅰ講読（前） 【授業90分】 有吉　登美子 280

法学Ａ 稲垣　朋子 1221 稲垣 中国語Ⅱ会話 陳　逸文 382 陳 文化と空間Ｂ 【試験70分】 原　　眞一 1201 原

生物学 福田　知子 1111 福田 基礎線形代数学Ⅱ 【試験90分】 大貫　洋介 1201 大貫

日本史Ａ 小澤　毅 381 小澤

数理科学Ｄ 【試験90分】 石谷　寛 1221 石谷

現代科学理解特殊講義 福田　知子 1111 福田

フランス語Ⅰ文法（前） 山本　覚 183 山本 スポーツ健康学実習Ⅰ 【授業90分】 松崎　敏祐 第1体育館

ドイツ語Ⅰ演習（前） 【授業60分】 菅　利恵 304

ドイツ語Ⅰ演習（前） 鶴田　涼子 205 鶴田

フランス語Ⅰ文法（前） 山本　覚 183 山本

ドイツ語Ⅰ演習（前） 村本  容子 301 村本

フランス語Ⅰ文法（前） 山本　覚 183 山本

ドイツ語Ⅰ演習（前） 大河内　朋子 281 大河内

ドイツ語Ⅰ演習（前） 鶴田　涼子 205 鶴田

基礎線形代数学Ⅰ 【試験90分】 大貫　洋介 1201 大貫 計算機基礎 小林　正 281 小林 フランス語Ⅰ文法（前） 山本　覚 205 山本

基礎微分積分学Ⅰ 肥田野　久二男 1301 肥田野 基礎線形代数学Ⅰ 鈴木　秀智 （工）25 鈴木 ドイツ語Ⅰ演習（前） 井口　靖 419 井口

ドイツ語Ⅰ演習（前） 神竹　道士 105 神竹

ドイツ語Ⅰ演習（前） 村本  容子 301 村本

ドイツ語Ⅰ演習（前） 鈴木　久嗣 405 鈴木

基礎生物学Ⅳ 【試験90分】 掛田　克行 1231 掛田

基礎生物学Ⅳ 【試験90分】 松井　宏樹 190 松井

８

月

１

日

(火)

指
定
な
し

人

教

医

工

生

※１・２限目が90分の場合、開始時間は8:50からとなります。ご注意ください。
※【授業90分】→授業を90分実施。【授業60分】→授業を60分実施。【試験90分】→試験を90分実施。時間数の記載がない場合は、試験を60分実施。



2014年度（平成26）年度以前入学者用　2017年度（平成29）年度前期教養教育定期試験時間割表

14:40 15:40 16:20 17:20

授業科目 教員名 教室 監督 授業科目 教員名 教室 監督

７・８限 ９・１０限

ドイツ語Ⅰ演習（前） 鈴木　久嗣 405 鈴木 フランス語Ⅱ講読 井出　勉 382 井出

ドイツ語Ⅱ講読 井口　靖 419 井口 言語学Ａ 大熊　富季子 1111 大熊

政治学Ａ 【試験70分】 中谷　直司 1121 中谷 文化人類学Ｂ 【試験90分】 河邉　真次 419 河邉

言語学Ａ 大熊　富季子 120 大熊 経済学Ｆ 西　淳 120 西

情報科学Ｂ 井岡　幹博 (情)第4B 井岡

生物資源学Ｂ 徳田　博美 1231 徳田

スポーツ健康学実習Ⅰ 【授業90分】 松崎　敏祐 第1体育館

基礎線形代数学Ⅰ 【試験90分】 露峰　茂明 1131 露峰 情報科学基礎 疋田　眞也 (情)第4A 疋田

フランス語Ⅰ文法（前） 井出　勉 183 井出 情報科学基礎 【試験90分】 森尾　吉成 情報教育室 森尾

ドイツ語Ⅰ演習（前） 鈴木　久嗣 405 鈴木

ドイツ語Ⅰ演習（前） 村本  容子 301 村本

ドイツ語Ⅰ演習（前） 鶴田　涼子 205 鶴田

ドイツ語Ⅰ演習（前） 神竹　道士 105 神竹

指
定
な
し

８

月

１

日

(火)

人

教

医

工

生

※１・２限目が90分の場合、開始時間は8:50からとなります。ご注意ください。
※【授業90分】→授業を90分実施。【授業60分】→授業を60分実施。【試験90分】→試験を90分実施。時間数の記載がない場合は、試験を60分実施。



2014年度（平成26）年度以前入学者用　2017年度（平成29）年度前期教養教育定期試験時間割表

9:00 10:00 10:30 11:30 13:00 14:00

授業科目 教員名 教室 監督 授業科目 教員名 教室 監督 授業科目 教員名 教室 監督

１・２限※ ３・４限 ５・６限

日本史Ｃ 塚本　明 280 塚本 日本理解特殊講義 大熊　富季子 1131 大熊 ロシア語Ⅰ文法（前） 山路　明日太 182 山路

日本語学Ａ 川口　敦子 101 川口 哲学Ｉ 小川　眞里子 281 小川 ドイツ語Ⅱ会話Ａ 【授業90分】 コッホ 181

日本国憲法 【授業90分】 前田　定孝 419 数理科学Ｈ 【試験90分】 石谷　寛 1221 石谷 こころのサポート（キャリア） 【授業90分】 森　浩平 190

言語学Ａ 大熊　富季子 1131 大熊 医学医療Ｂ 丸山　一男 120 丸山 日本考古学Ａ 山中  章 1201 山中

哲学Ｉ 小川　眞里子 281 小川 こころのサポート（統合） 【授業90分】 森　浩平 190

心理学Ａ 廣岡　雅子 1121 廣岡

医学医療Ａ 玉利　健悟 1231 玉利

英語Ⅰコミュニケーション 中沢　まゆ子 1301 中沢

英語Ⅰコミュニケーション 櫻井　陽子 301 櫻井

英語Ⅰコミュニケーション 伊藤　怜 182 伊藤

英語Ⅰコミュニケーション 木田　悟史 205 木田

英語Ⅰコミュニケーション 大蔵　香代子 304 大蔵

英語Ⅰコミュニケーション 櫻井　陽子 301 櫻井

英語Ⅰコミュニケーション 木田　悟史 205 木田

英語Ⅰコミュニケーション 陳　奕廷 303 陳

英語Ⅰコミュニケーション 大蔵　香代子 304 大蔵

英語Ⅰ大学基礎 平川　和 402 平川 英語Ⅰコミュニケーション 中沢　まゆ子 1301 中沢 英語Ⅰ大学基礎 中沢　まゆ子 1301 中沢

英語Ⅰ大学基礎 中沢　まゆ子 1301 中沢 英語Ⅰコミュニケーション 櫻井　陽子 301 櫻井 英語Ⅰ大学基礎 伊藤　怜 304 伊藤

英語Ⅰコミュニケーション 伊藤　怜 182 伊藤

英語Ⅰコミュニケーション 木田　悟史 205 木田

英語Ⅰコミュニケーション 大蔵　香代子 304 大蔵

情報科学基礎及び 大山　航 (工)17番 大山

初級プログラミング演習

基礎物理学Ⅰ 【試験90分】 王　秀崙 1211 王

基礎物理学Ⅰ 【試験90分】 酒井　俊典 1321 酒井

基礎物理学Ⅰ 石黒　覚 1121 石黒

基礎物理学Ⅰ 【試験90分】 大野　研 382 大野

人

教

医

工

生

８

月

２

日

(水)

指
定
な
し

※１・２限目が90分の場合、開始時間は8:50からとなります。ご注意ください。
※【授業90分】→授業を90分実施。【授業60分】→授業を60分実施。【試験90分】→試験を90分実施。時間数の記載がない場合は、試験を60分実施。



2014年度（平成26）年度以前入学者用　2017年度（平成29）年度前期教養教育定期試験時間割表

14:40 15:40 16:20 17:20

授業科目 教員名 教室 監督 授業科目 教員名 教室 監督

７・８限 ９・１０限

英語Ⅰ大学基礎 木田　悟史 205 木田 学習支援実践 【授業90分】 森　浩平 総合研究棟Ⅱ3階

英語Ⅰ大学基礎 伊藤　怜 304 伊藤 ピアサポートルーム

英語Ⅱビジネスイングリッシュ 【試験90分】 リチャーズ 282 リチャーズ 日本理解特殊講義 【授業90分】 福岡　昌子 (国)視聴覚室

ロシア語Ⅰ講読（前） 山路　明日太 182 山路

政治学Ａ 岡田　宏太郎 120 岡田

日本学 【試験90分】 前田　憲司 190 前田

８

月

２

日

(水)

人

教

医

工

指
定
な
し

生

※１・２限目が90分の場合、開始時間は8:50からとなります。ご注意ください。
※【授業90分】→授業を90分実施。【授業60分】→授業を60分実施。【試験90分】→試験を90分実施。時間数の記載がない場合は、試験を60分実施。



2014年度（平成26）年度以前入学者用　2017年度（平成29）年度前期教養教育定期試験時間割表

9:00 10:00 10:30 11:30 13:00 14:00

授業科目 教員名 教室 監督 授業科目 教員名 教室 監督 授業科目 教員名 教室 監督

１・２限※ ３・４限 ５・６限

基礎微分積分学Ⅱ 【試験90分】 堀江　太郎 1231 堀江 英語Ⅱリーディング＆ディスカッション 【試験90分】 マクダニエル 101 マクダニエル 英語Ⅱリーディング＆ディスカッション 【試験90分】 マクダニエル 101 マクダニエル

国際理解特殊講義 【試験90分】 マクダニエル (国)演習室3･4 マクダニエル 日本史Ｂ 山田　雄司 120 山田 ドイツ語Ⅰ基礎（前） 長縄　寛 1321 長縄

心理学Ｆ 南　学 120 南 政治学Ｂ 【授業60分】 樹神　成 304 中国語Ⅰ講読（前） 荒井　茂夫 380 荒井

医学医療Ａ 玉利　健悟 1131 玉利 経済学Ａ 川地　啓介 190 川地 こころのサポート（キャリア） 望木　郁代 1301 望木

環境科学 廣瀨　和久 282 廣瀨 哲学Ｇ 薄井　尚樹 1301 薄井 日本国憲法 【試験80分】 岩﨑　恭彦 1121 岩﨑

情報科学Ａ 露峰　茂明 (情)第2 露峰 政治学Ｂ 【試験70分】 中谷　直司 1111 中谷

哲学Ｉ 【試験90分】 鈴木　秀憲 304 鈴木

こころのサポート（統合） 望木　郁代 1301 望木

経済学Ｇ 落合　隆 1201 落合

生物学 福田　知子 1221 福田

ドイツ語Ⅰ基礎（前） 中村　惠 282 中村

フランス語Ⅰ講読（前） 山本　覚 301 山本

フランス語Ⅰ講読（前） 【試験90分】 ダメム 303 ダメム

中国語Ⅰ講読（前） 荒井　茂夫 380 荒井

中国語Ⅰ講読（前） 胡　蓉 281 胡

中国語Ⅰ講読（前） 祖  建 381 祖

中国語Ⅰ講読（前） 湯浅　陽子 教養教育PBL2 湯浅

基礎物理学Ⅰ 國仲　寛人 (教)402 國仲 基礎生物学Ⅰ 平山　大輔 405 平山 ドイツ語Ⅰ基礎（前） 長縄　寛 1321 長縄

フランス語Ⅰ講読（前） 【試験90分】 ダメム 303 ダメム

中国語Ⅰ講読（前） 荒井　茂夫 380 荒井

中国語Ⅰ講読（前） 胡　蓉 281 胡

中国語Ⅰ講読（前） 祖  建 381 祖

中国語Ⅰ講読（前） 湯浅　陽子 教養教育PBL2 湯浅

ドイツ語Ⅰ基礎（前） 【授業60分】 菅　利恵 205 スポーツ健康学実習Ⅰ 【授業60分】 大隈　節子 第1体育館

フランス語Ⅰ講読（前） 山本　覚 301 山本

フランス語Ⅰ講読（前） 【試験90分】 ダメム 303 ダメム

基礎物理学Ⅱ 宮西　基明 1211 宮西 基礎微分積分学Ⅰ 【試験90分】 堀江　太郎 1231 堀江 基礎線形代数学Ⅰ 【試験90分】 川向　洋之 1231 川向

基礎物理学Ⅱ 宮西　基明 1211 宮西 基礎微分積分学Ⅰ 【試験70分】 古関　春隆 1211 古関

基礎物理学Ⅲ 【試験90分】 元垣内　敦司 (工)28番 元垣内 基礎物理学Ⅰ 【試験90分】 川上　博士 1131 川上

基礎物理学Ⅰ 【試験90分】 阿部　純義 (工)10番 阿部

ドイツ語Ⅰ基礎（前） 中村　惠 282 中村 スポーツ健康学実習Ⅰ 【授業60分】 大隈　節子 第1体育館

ドイツ語Ⅰ基礎（前） 長縄　寛 1321 長縄

フランス語Ⅰ講読（前） 山本　覚 183 山本

中国語Ⅰ講読（前） 祖  建 381 祖

中国語Ⅰ講読（前） 胡　蓉 281 胡

中国語Ⅰ講読（前） 花尻　奈緒子 382 花尻

８

月

３

日

(木)

指
定
な
し

人

教

医

工

生

※１・２限目が90分の場合、開始時間は8:50からとなります。ご注意ください。
※【授業90分】→授業を90分実施。【授業60分】→授業を60分実施。【試験90分】→試験を90分実施。時間数の記載がない場合は、試験を60分実施。



2014年度（平成26）年度以前入学者用　2017年度（平成29）年度前期教養教育定期試験時間割表

14:40 15:40 16:20 17:20

授業科目 教員名 教室 監督 授業科目 教員名 教室 監督

７・８限 ９・１０限

英語Ⅱビジネスイングリッシュ 【試験90分】 マクダニエル 101 マクダニエル 英語Ⅱプレゼンテーション初級 【試験90分】 カバラ 305 カバラ

ドイツ語Ⅰ基礎（前） 中村　惠 282 中村 ドイツ語Ⅱ演習 大河内　朋子 人文学部 大河内

政治学Ｂ 【試験70分】 中谷　直司 1111 中谷 政治学Ｂ 【試験70分】 中谷　直司 1111 中谷

経済学Ｇ 嶋　恵一 1301 嶋 東洋史Ａ 酒井　恵子 281 酒井

数理科学Ｃ 伊藤　美香 1231 伊藤

現代科学理解特殊講義 福田　知子 1221 福田

入門生物学 神崎　秀嗣 190 神崎

ドイツ語Ⅰ基礎（前） 中村　惠 282 中村 計算機基礎Ⅱ及び演習 【試験90分】 川中　普晴 (工)12番 川中

ドイツ語Ⅰ基礎（前） 長縄　寛 1321 長縄

ドイツ語Ⅰ基礎（前） 鶴田　涼子 419 鶴田

フランス語Ⅰ講読（前） 山本　覚 301 山本

中国語Ⅰ講読（前） 胡　蓉 281 胡

中国語Ⅰ講読（前） 祖  建 381 祖

中国語Ⅰ講読（前） 陳　逸文 1121 陳

中国語Ⅰ講読（前） 湯浅　陽子 教養教育PBL2 湯浅

中国語Ⅰ講読（前） 荒井　茂夫 380 荒井

指
定
な
し

８

月

３

日

(木)

人

教

医

工

生

※１・２限目が90分の場合、開始時間は8:50からとなります。ご注意ください。
※【授業90分】→授業を90分実施。【授業60分】→授業を60分実施。【試験90分】→試験を90分実施。時間数の記載がない場合は、試験を60分実施。



2014年度（平成26）年度以前入学者用　2017年度（平成29）年度前期教養教育定期試験時間割表

9:00 10:00 10:30 11:30 13:00 14:00

授業科目 教員名 教室 監督 授業科目 教員名 教室 監督 授業科目 教員名 教室 監督

１・２限※ ３・４限 ５・６限

国際理解特殊講義 【授業90分】 マホニー (国)視聴覚室 英語Ⅰコミュニケーション 陳　奕廷 303 陳 スペイン語Ⅰ会話（前） 伊藤　ゆかり 382 伊藤

生物学 福田　知子 1221 福田 英語ⅡＴＯＥＩＣ受験対策 【試験90分】 吉田　悦子 305 吉田 ポルトガル語Ⅰ会話（前） 重松　由美 381 重松

医学医療Ａ 玉利　健悟 1131 玉利 スペイン語Ⅰ文法（前） 伊藤　ゆかり 382 伊藤 ポルトガル語Ⅰ会話（前） 瀧藤　千恵美 282 瀧藤

ポルトガル語Ⅰ文法（前） 重松　由美 381 重松 中国語Ⅱ講読 胡　蓉 281 胡

ポルトガル語Ⅰ文法（前） 瀧藤　千恵美 1131 瀧藤 日本国憲法 宮村　教平 120 宮村

中国語Ⅱ会話 胡　蓉 281 胡 日本理解特殊講義 大熊　富季子 1121 大熊

哲学Ａ　*人・教・工の学生 遠山　敦 120 遠山 哲学Ｉ 【試験90分】 鈴木　秀憲 1321 鈴木

哲学Ａ　*医・生の学生 遠山　敦 190 久間 倫理学Ｈ 片倉　望 1211 片倉

日本語学Ａ 川口　敦子 301 川口 音楽文化論 三浦　健一 1301 三浦

日本理解特殊講義 大熊　富季子 1121 大熊

環境学Ａ 【授業90分】 マホニー (国)視聴覚室

物理学 鬼頭　孝治 1321 鬼頭

現代科学理解特殊講義 福田　知子 1221 福田

英語Ⅰコミュニケーション 山本　伸 205 山本

英語Ⅰコミュニケーション 伊藤　怜 105 伊藤

英語Ⅰコミュニケーション 大野　京子 206 大野

英語Ⅰコミュニケーション 林　浩士 304 林

英語Ⅰコミュニケーション 疋田　志づ江 教養教育PBL1 疋田

英語Ⅰコミュニケーション 陳　奕廷 303 陳

基礎微分積分学Ⅰ 肥田野　万里子 1211 肥田野 英語Ⅰコミュニケーション 伊藤　怜 105 伊藤 基礎線形代数学Ⅰ 玉城　政和 1231 玉城

英語Ⅰコミュニケーション 山本　伸 205 山本 基礎微分積分学Ⅰ 市原　潔 1221 市原

英語Ⅰコミュニケーション 大野　京子 206 大野

英語Ⅰコミュニケーション 林　浩士 304 林

英語Ⅰコミュニケーション 疋田　志づ江 教養教育PBL1 疋田

英語Ⅰコミュニケーション 折原　真希子 403 折原

情報科学基礎 【試験90分】 伊藤　良栄 情報教育室 伊藤 ４つの力スタートアップセミナー 【授業90分】 綾野　誠紀 教養教育PBL1

英語Ⅰコミュニケーション 大山　尊子 105 大山

英語Ⅰコミュニケーション 大野　京子 206 大野

英語Ⅰコミュニケーション 折原　真希子 403 折原

人

教

医

工

生

８

月

４

日

(金)

指
定
な
し

※１・２限目が90分の場合、開始時間は8:50からとなります。ご注意ください。
※【授業90分】→授業を90分実施。【授業60分】→授業を60分実施。【試験90分】→試験を90分実施。時間数の記載がない場合は、試験を60分実施。



2014年度（平成26）年度以前入学者用　2017年度（平成29）年度前期教養教育定期試験時間割表

14:40 15:40 16:20 17:20

授業科目 教員名 教室 監督 授業科目 教員名 教室 監督

７・８限 ９・１０限

ポルトガル語Ⅰ文法（前） 瀧藤　千恵美 282 瀧藤 環境地理学Ａ 【授業75分】 柏木  良明 419

ポルトガル語Ⅰ会話（前） 重松　由美 381 重松

日本国憲法 宮村　教平 120 宮村

情報科学基礎 丁　亜希 (情)第2 露峰

英語Ⅰコミュニケーション 大山　尊子 105 大山

英語Ⅰコミュニケーション 折原　真希子 403 折原

英語Ⅰコミュニケーション 陳　奕廷 303 陳

８

月

４

日

(金)

人

教

医

工

指
定
な
し

生

※１・２限目が90分の場合、開始時間は8:50からとなります。ご注意ください。
※【授業90分】→授業を90分実施。【授業60分】→授業を60分実施。【試験90分】→試験を90分実施。時間数の記載がない場合は、試験を60分実施。


