
科 目 担当 クラス 教室 科 目 担当 クラス 教室 科 目 担当 クラス 教室 科 目 担当 クラス 教室 科 目 担当 クラス 教室 科 目 担当 クラス 教室

English Phonetics　A CARTER 月2 ２Ｗ４０２ ヨーロッパ史概説 丹後 月3 Ｎ３０１ 語学検定講座 A 藤田 月4 ２Ｗ６０４

ゼミナールⅢ 尾張 月2 ２Ｗ６０３ くずし字読解 天野聡 月3 S３０３ 欧米文化特講 尾張 月4 ２Ｗ３０４

言語学/ 江口 月2 Ｓ４０１ TOEIC講座B 柿元 月3 Ｎ４０７Ａ 考古学 常松 月4 ２Ｅ４０５
□言語学Ａ 遠隔

（リアルタイム） □社会心理学Ａ 窪田 月3 Ｓ３０１

□大学スタディスキル 酒井 火2 ２Ｗ６０３ 現代欧米事情 尾張 火4 ２Ｅ４０６
志水・藤田

国際教養学入門 尾張・藤田 火4 ２Ｅ４０５

語学検定講座 A 金美 水1 ２Ｗ５０８ 国際協力論/ 藤井大 水2 Ｎ３０２ ゼミナールⅡ CARTER 水3 ２Ｗ４０２ 恋愛文芸論 波多野 水4 ２Ｅ４０６ □社会保障論Ａ 木場 水5 ２Ｗ３０４

□国際協力論 中止
ゼミナールⅡ 尾張 水3 ２Ｗ６０３ 語学検定講座 A 赤木 水4 ２Ｅ４０２

Communicative CARTER 木1 ２Ｗ４０２ Communicative Writing A CARTER 木2 Ｎ２０２ 日本文化入門 川松 木3 42 人文社会概論/ 藤田 木4 ２Ｗ４０４
　　　Language LearningⅠ 遠隔 遠隔 □哲学入門Ａ

情報処理演習/ 瑠璃垣 木2 OA教室３
日本前近現代史/ 松木 木1 ２Ｅ４０７ 情報処理演習A 語学検定講座 A 橋本 木3 ２Ｗ３０４ 日本語教育文法論 酒井 木4 ２Ｅ４０５
□日本前近代史

語学検定講座 B 古賀 木3 ２Ｗ５０４
情報処理演習 瑠璃垣 木1 OA教室３ ※留学生対象

語学検定講座 C 成 木3 ２Ｗ５０５

現代思想 藤田 金1 ２Ｅ４０７ ゼミナールⅢ CARTER 金2 ２W４０３ コミュニカティブ英語入門Ⅰ CARTER 金3 ２Ｗ４０３ 伝統文化論 波多野 金4 ２Ｅ４０６ ベーシック英語表現 Gale 金5 ２Ｅ４０５
中止 遠隔

語学検定講座 C 重竹 金1 ２Ｗ４０７ 日本文学/ 天野聡 金2 Ｓ３０２ コミュニカティブ英語入門Ⅰ 吉川 金3 ２Ｗ４０４ 情報処理演習/ 瑠璃垣 金4 OA教室１ 日本語教授法 水戸 金5 Ｓ３０３
※対象者のみ □日本文学概論Ａ 情報処理演習A

書道実技 山口 金3 ２Ｅ４０７
イスラム文化論 小笠原 金1 ２Ｗ４０４ コミュニカティブ英語入門Ⅰ Anderson 金2 ２W５０６

アジア史概説 野田 金3 Ｓ４０１
＊心理統計法 稲田 金1 ２Ｅ３０８

情報処理演習/ 瑠璃垣 金3 OA教室１

情報処理演習A

語学検定講座 C 李岩 金3 ２W４０５

TOEIC講座B Anderson 金3 ２W５０６

7
月
29
日

（金）

7
月
30
日

（土）

7
月
27
日

（水）

7
月
28
日

（木）

7
月
25
日

（月）

7
月
26
日

（火）

1時限(9:00～9:50) 2時限 3時限(11:20～12:10) 4時限(12:50～13:40) 5時限(14:00～14:50) 6時限 7時限(16:20～17:10) 8時限(18:00～18:50)

国際文化学部 前学期定期試験時間割表令和４年度

※7月18日（月）に変更追加

3時限「言語学/□言語学Ａ」

対面試験 → 遠隔試験（リアルタイム）

詳細については担当教員から

K'sLife経由で通知をお送りします。

※7月26日（火）に変更追加

CARTER先生の授業科目

2科目 中止

3科目 対面試験 → 遠隔試験

詳細については担当教員から

ご連絡いたします。

牽引 担当教員氏名 科目名 持ち込み物件

あ 天野 聡一 くずし字読解 自筆のA4メモ１枚

稲田　尚史 ＊心理統計法 電卓

欧米文化特講 持込自由

ゼミナールⅡ 持込自由

ゼミナールⅢ 持込自由

か 川松 あかり 日本文化入門 テキスト、ノート、配布資料

窪田 由紀 □社会心理学Ａ テキスト、ノート、配布資料

さ 日本語教育文法論 ノート、配布資料、辞書（留学生のみ）

□大学スタディスキル 持込自由

重竹 芳江 語学検定講座 C 独和辞典（電子辞書は不可）

た 丹後 享 ヨーロッパ史概説 ノート、配布資料

常松 幹雄 考古学 持込自由

な 野田 徹 アジア史概説 ノート、配布資料

は 恋愛文芸論 ノート、配布資料、辞書（国語辞典等）、参考図書

伝統文化論 ノート、配布資料、辞書（国語辞典等）、参考図書

ま 松木 俊曉 日本前近現代史/□日本前近代史 ノート、配布資料

ら 瑠璃垣 孝一 情報処理演習/情報処理演習A 持込自由

他
尾張 充典、志水智子、
藤田　尚志

現代欧米事情 ノート(自筆に限る、配布プリントの張り付け不可)

令和４年度　前学期定期試験持ち込み物件一覧表[国際文化学部]

尾張 充典

酒井 順一郎

波多野 真理子

　大学のパソコンを使用して遠隔試験を受験したい場合、
　以下のパソコン教室を使用してください。

 【期間】 7月25日(月)、26日(火)、27日(水)、28日(木)、29日(金)
 【時間】 8：30～19：00　
 【教室】 パソコン教室2・3（中央会館4階）

　また、試験で使用していない通常教室は開放していますので、
　自習や遠隔試験の受験等で使用してください。

◆遠隔試験で使用可能なパソコン教室等

◆注意事項　　※必ず確認してください。
・遠隔試験（リアルタイム）の場合、試験日程に記載の時間に担当教員から
　課題等が通知されます。詳細については、担当教員の指示を確認してください。

・全学共通科目（基礎教育・外国語・教職・司書・学芸員・社会教育主事）の
　持ち込み許可物件については、別途記載しています。各自で確認してください。

・試験時間割外で、遠隔試験を実施する科目もあります。
　授業科目担当教員からの連絡通知を注意して確認してください。

前学期KSU英語アチーブメントテスト

試験日：7月23日（土）　※オンライン形式で実施
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
試験時間：右記QRコードから確認してください。
※学部、学年で試験時間帯は異なります。

受験対象者は、1・２年次です。

なお、補講と重複する学生は、補講を優先し、
③再テストの申込みをしてください。

　（その場合の申込詳細については、QRコードから確認してください。）

＜注意事項＞
①KSU　英語アチーブメントテスト結果は、
　１年次「Reading & WritingⅠ」及び「Listening & SpeakingⅠ」の成績各20%
　２年次「Reading & WritingⅢ」及び「Listening & SpeakingⅢ」の成績各20%
   として評価されます。

②以下の学生は受験対象外です。
　・前学期に上記の英語科目を履修していない。
　・再履修の英語科目のみ履修している。
　・Level1を取得して、キャリアイングリッシュプログラム（FourSkills等）を履修している。
　
③再テストについて
　申込期間：７月19日(火) ～　25日(月) 　9時00分～16時00分
　申込場所：語学教育研究センター事務室（１号館４階）
　必要書類：各学部の履修規程における「追試験」の条件に準ずる書類
　試  験  日：7月26日（火）
　ログイン可能時間：①10時00分～11時00分　②15時00分～16時00分
　　　　　　　※試験時間はログインしてから70分です。必ず受験してください。



※⼯業科教育法 梅野 ⽉1 ８２１７ 対⾯ ○ ※教育の⽅法・技術 松原 ⽉2 ２Ｅ３０８ 対⾯ ○ ※教科指導法Ⅱ(数学) 髙松 ⽉3 １２１０２ 対⾯ ○ ※教育の⽅法・技術 松原 ⽉4 ２Ｅ３０８ 対⾯ ○ □地理の世界 ⽯丸 ⽉5 Ｎ２０４ 対⾯ ✕

7 □⽂化⼈類学 ⾼野 ⽉1 Ｎ３０３ 対⾯ ○ □消費者リテラシー 岡⽥ ⽉2 Ｎ５０３ 対⾯ ○ □地理の世界 ⽅ ⽉3 Ｎ３０２ 対⾯ ✕ ※数学科教育法 髙松 ⽉4 １２１０２ 対⾯ ○ □韓国語Ⅰ 申 ⽉5 ２Ｗ４０４ 対⾯ ✕

□韓国語会話Ⅰ 李泰 ⽉1 Ｎ４０５Ａ 対⾯ ✕ □⽂化⼈類学 ⾼野 ⽉2 Ｎ３０２ 対⾯ ○ □地学の世界/□地球環境 梶原 ⽉3 Ｎ３０３ 対⾯ ○ □地理の世界 ⽅ ⽉4 Ｎ３０２ 対⾯ ✕ □中国語会話Ⅰ 陳振 ⽉5 Ｓ２０５ 対⾯ ✕

⽉ □フランス語Ⅴ 原⽥ ⽉1 ２Ｅ５０７ 対⾯ ✕ □地学の世界/□地球環境 梶原 ⽉2 Ｎ３０１ 対⾯ ○ □中国語会話Ⅲ 荀 ⽉3 ２Ｗ４０３ 対⾯ ✕ □⽣物の世界 髙橋 ⽉4 Ｓ３０２ 対⾯ ○

□ドイツ語Ⅰ 篠崎 ⽉1 ２Ｗ５０８ 対⾯ ✕ □フランス語Ⅰ 原⽥ ⽉2 ２Ｅ５０７ 対⾯ ✕ □ドイツ語会話Ⅰ 伊東 ⽉3 Ｓ３０５ 対⾯ ✕ □中国語会話Ⅰ 荀 ⽉4 ２Ｗ４０３ 対⾯ ✕

25 □韓国語会話Ⅰ 鄭 ⽉1 ２Ｗ３０６ 対⾯ ✕ □韓国語会話Ⅰ 安 ⽉2 ２Ｅ４０５ 対⾯ ✕ □韓国語Ⅰ ⽥畑 ⽉3 ２Ｗ４０１ 対⾯ ✕ □ドイツ語Ⅰ 古賀正 ⽉4 ２Ｅ４０２ 対⾯ ○

□韓国語Ⅰ ⽥畑 ⽉1 Ｎ４０７Ａ 対⾯ ✕ □韓国語Ⅱ ⽥畑 ⽉2 Ｎ４０７Ａ 対⾯ ✕ □韓国語会話Ⅰ ⾦元 ⽉3 Ｎ４０６Ａ 対⾯ ✕ □韓国語Ⅰ 申 ⽉4 ２Ｗ４０４ 対⾯ ✕

⽇ □⽇本の歴史 吉原 ⽉1 Ｎ２０１ 対⾯ ○ □韓国語会話Ⅱ ⾦元 ⽉2 Ｎ４０６Ａ 対⾯ ✕ □ドイツ語Ⅰ 古賀正 ⽉3 ２Ｅ４０２ 対⾯ ○ □世界の歴史 ⽚桐 ⽉4 Ｎ２０１ 対⾯ ✕

□中国語Ⅰ 艾 ⽉1 Ｓ３０５ 対⾯ ✕ □ドイツ語Ⅰ 古賀正 ⽉2 ２Ｅ４０２ 対⾯ ○ ◇⽇本語中級Ⅲ 後藤 ⽉3 Ｎ４０５Ａ 対⾯ ✕ □⽂学の世界 ⽥中真 ⽉4 Ｓ３０１ 対⾯ ○

(⽉) □中国語会話Ⅰ 李岩 ⽉1 Ｓ３０４ 対⾯ ✕ □韓国語Ⅰ 申 ⽉2 ２Ｗ４０４ 対⾯ ✕ □韓国語会話Ⅲ ⾦活 ⽉3 Ｎ５０１ 対⾯ ✕ □ドイツ語会話Ⅲ Minino ⽉4 ２Ｅ３０１ 対⾯ ✕

◇⽇本語中級Ⅲ 後藤 ⽉2 Ｎ４０５Ａ 対⾯ ✕ □⽇本の歴史 吉原 ⽉3 Ｓ２０７ 対⾯ ○ □中国語会話Ⅰ 陳振 ⽉4 Ｓ２０５ 対⾯ ✕

□⽇本の歴史 吉原 ⽉2 Ｎ１０１ 対⾯ ○ □ドイツ語会話Ⅰ Minino ⽉3 ２Ｅ３０１ 対⾯ ✕

□世界の歴史 ⽚桐 ⽉2 ２Ｅ３０９ 対⾯ ✕ □中国語Ⅰ 葛 ⽉3 Ｎ４０４Ａ 対⾯ ✕

□ドイツ語会話Ⅰ Minino ⽉2 ２Ｅ３０１ 対⾯ ✕

□中国語Ⅰ 葛 ⽉2 Ｎ４０４Ａ 対⾯ ✕

□中国語会話Ⅰ 艾 ⽉2 Ｓ３０５ 対⾯ ✕

□中国語会話Ⅲ 李岩 ⽉2 Ｓ３０４ 対⾯ ✕

□倫理学 國越 ⽕1 Ｎ３０１ 対⾯ ✕ □倫理学 國越 ⽕2 Ｓ４０２ 対⾯ ✕ □現代の政治 朝倉 ⽕3 Ｓ２０７ 対⾯ ○ □⽇本国憲法 宮内 ⽕3 ○ □現代の経済/□社会科学の世界 関根 ⽕4 Ｎ１０１ 対⾯ ○ □フランス語会話Ⅰ Plaut ⽕5 ２Ｅ３０２ 対⾯ ✕

7 □中国語会話Ⅰ 張 ⽕1 ２Ｗ３０４ 対⾯ ✕ □現代の政治 朝倉 ⽕2 Ｓ４０３ 対⾯ ○ □韓国語Ⅱ ⾼ ⽕3 Ｎ５０４ 対⾯ ✕ □⽇本国憲法 宮内 ⽕4 ○ ◇⽇本の政治経済Ⅰ ⼾⽥ ⽕4 Ｓ５０１ 対⾯ ○ □韓国語会話Ⅰ ⾼ ⽕5 Ｎ５０４ 対⾯ ✕

□中国語Ⅰ 顧 ⽕1 ２Ｗ５０５ 対⾯ ✕ □⼼理学概説/□⼼理学の世界 幸地 ⽕2 Ｓ１０１ 対⾯ ○ □中国語会話Ⅰ 于 ⽕3 ２Ｗ４０２ 対⾯ ✕ □⽇本国憲法 宮内 ⽕5 ○ □フランス語会話Ⅰ Plaut ⽕4 ２Ｅ３０２ 対⾯ ✕ □中国語Ⅰ 宋 ⽕5 Ｓ５０３ 対⾯ ✕

⽉ □韓国語Ⅰ 髙⽊ ⽕1 ２Ｗ４０４ 対⾯ ✕ □⽂化⼈類学 成末 ⽕2 Ｎ５０３ 対⾯ ○ □ドイツ語Ⅰ 能⽊ ⽕3 Ｎ５０５ 対⾯ ○ □ドイツ語会話Ⅰ ⾚⽊ ⽕4 ２Ｅ４０２ 対⾯ ✕ □韓国語Ⅰ ⾼ ⽕4 Ｎ５０４ 対⾯ ✕

□韓国語会話Ⅰ 淀川 ⽕1 ＯＡ３ 対⾯ ✕ □中国語会話Ⅰ 于 ⽕2 ２Ｗ４０２ 対⾯ ✕ □中国語Ⅲ チョウ ⽕3 ２Ｗ４０３ 対⾯ ✕ □ドイツ語会話Ⅰ ⾚⽊ ⽕5 ２Ｅ４０２ 対⾯ ✕ □中国語会話Ⅰ 于 ⽕4 ２Ｗ４０２ 対⾯ ✕

26 □⽇本の歴史 吉原 ⽕1 Ｎ２０３ 対⾯ ○ □中国語Ⅰ チョウ ⽕2 ２Ｗ４０３ 対⾯ ✕ □中国語会話Ⅰ 張 ⽕3 ２Ｗ３０４ 対⾯ ✕ □ドイツ語Ⅰ 能⽊ ⽕4 Ｎ５０５ 対⾯ ○

□⽂学の世界 森誠 ⽕1 Ｎ２０１ 対⾯ ○ □中国語会話Ⅰ 張 ⽕2 ２Ｗ３０４ 対⾯ ✕ ◇⽇本語中級Ⅰ ⽴花 ⽕3 Ｓ３０４ 対⾯ ○ □中国語Ⅰ チョウ ⽕4 ２Ｗ４０３ 対⾯ ✕

⽇ □中国語Ⅰ 顧 ⽕2 ２Ｗ５０５ 対⾯ ✕ □フランス語会話Ⅲ Fabien ⽕3 ２Ｗ４０６ 対⾯ ✕ □フランス語会話Ⅴ Fabien ⽕4 ２Ｗ４０６ 対⾯ ✕

□フランス語会話Ⅰ Fabien ⽕2 ２Ｗ４０６ 対⾯ ✕ □中国語Ⅰ 宋 ⽕3 Ｓ５０３ 対⾯ ✕ □中国語Ⅰ 宋 ⽕4 Ｓ５０３ 対⾯ ✕

(⽕) □韓国語会話Ⅰ 淀川 ⽕2 ＯＡ３ 対⾯ ✕ □中国語会話Ⅰ 王宇 ⽕3 ２Ｗ５０８ 対⾯ ✕ □韓国語会話Ⅰ ⾦静 ⽕4 Ｎ４０４Ａ 対⾯ ✕

□中国語会話Ⅰ 王宇 ⽕2 Ｎ４０１ 対⾯ ✕ □フランス語Ⅰ ⽊下 ⽕3 ２Ｗ３０１ 対⾯ ✕ □中国語会話Ⅰ 王宇 ⽕4 ２Ｗ５０８ 対⾯ ✕

□ドイツ語Ⅰ 尾張 ⽕2 ２Ｗ４０４ 対⾯ ✕ □韓国語Ⅰ 李今 ⽕3 ２Ｅ４０７ 対⾯ ✕ □フランス語Ⅰ ⽊下 ⽕4 ２Ｗ３０１ 対⾯ ✕

□韓国語Ⅰ 李今 ⽕2 ２Ｅ４０７ 対⾯ ✕ □韓国語会話Ⅰ ⾦活 ⽕3 Ｎ５０１ 対⾯ ✕ □韓国語Ⅱ 李今 ⽕4 ２Ｅ４０７ 対⾯ ✕

□韓国語会話Ⅱ ⾦活 ⽕2 Ｎ５０１ 対⾯ ✕ □⽇本の歴史 吉原 ⽕4 Ｎ２０３ 対⾯ ○

□プログラミング導⼊ 林 ⽕2 Ｎ２０１ 対⾯ ○ □⽂学の世界 森誠 ⽕4 Ｎ２０２ 対⾯ ○

□プログラミング導⼊ 林 ⽕4 Ｎ２０１ 対⾯ ○

□博物館経営論 吉⽥公 ⽕4 １５２０１ 対⾯ ✕

□中国語会話Ⅰ 陳振 ⽕4 Ｓ２０５ 対⾯ ✕

※教育原理 松原 ⽔1 Ｎ２０１ 対⾯ ✕ □中国語会話Ⅰ ⽯川 ⽔2 Ｓ５０１ 対⾯ ✕ □科学の世界 鴈野 ⽔3 １２１０７ 対⾯ ○ □地理の世界 ⽅ ⽔4 Ｓ３０３ 対⾯ ✕ ※教育相談の⽅法・技術 髙松 ⽔5 ２Ｅ４０５ 対⾯ ○ □図書館概論 ⽮崎 ⽔6 Ｓ３０３ 対⾯ ○

7 □中国語Ⅰ 有働 ⽔1 ２Ｗ４０３ 対⾯ ✕ □中国語Ⅰ 有働 ⽔2 ２Ｗ４０３ 対⾯ ✕ □地理の世界 ⽅ ⽔3 Ｓ３０３ 対⾯ ✕ □科学・技術史/□科学の世界 横⼭ ⽔4 Ｎ２０１ 対⾯ ○ □図書館情報資源概論 ⽮崎 ⽔5 Ｓ３０３ 対⾯ ○

□中国語Ⅱ 古賀崇 ⽔1 ２Ｗ４０１ 対⾯ ✕ □中国語Ⅰ 古賀崇 ⽔2 ２Ｗ３０５ 対⾯ ✕ □現代の政治 川上 ⽔3 Ｓ１０１ 対⾯ ✕ □⾳楽概論 ⻑野 ⽔4 Ｎ１０１ 対⾯ ○ □現代の政治 川上 ⽔5 Ｓ４０２ 対⾯ ✕

⽉ □フランス語Ⅲ 原⽥ ⽔1 ２Ｅ５０７ 対⾯ ✕ □韓国語会話Ⅰ 崔 ⽔2 ２Ｗ５０５ 対⾯ ✕ □科学・技術史/□科学の世界 横⼭ ⽔3 Ｎ２０１ 対⾯ ○ □地学の世界/□地球環境 ⾦光 ⽔4 Ｓ３０５ 対⾯ ✕ □科学・技術史/□科学の世界 横⼭ ⽔5 Ｎ２０１ 対⾯ ○

□韓国語会話Ⅰ 崔 ⽔1 ２Ｗ５０５ 対⾯ ✕ □フランス語Ⅰ 甲斐 ⽔2 ２Ｗ５０４ 対⾯ ✕ □⾳楽概論 ⻑野 ⽔3 Ｎ１０１ 対⾯ ○ □中国語Ⅲ 呉 ⽔4 ２Ｗ５０６ 対⾯ ✕

27 ◇⽇本語上級Ⅰ ⾹⽉ ⽔1 ２Ｗ５０７ 対⾯ ✕ □ドイツ語会話Ⅱ 伊東 ⽔2 ２Ｗ５０８ 対⾯ ✕ □地学の世界/□地球環境 ⾦光 ⽔3 Ｓ３０２ 対⾯ ✕ □韓国語会話Ⅰ 李泰 ⽔4 Ｎ４０５Ａ 対⾯ ✕

□韓国語Ⅰ 髙⽊ ⽔1 ２Ｗ４０４ 対⾯ ✕ ◇⽇本語中級Ⅰ ⾹⽉ ⽔2 ２Ｗ５０７ 対⾯ ✕ □中国語Ⅴ 呉 ⽔3 ２Ｗ５０６ 対⾯ ✕ □中国語Ⅰ 荀 ⽔4 ２Ｗ４０３ 対⾯ ✕

⽇ ◇⽇本語上級Ⅲ 塩⽥ ⽔2 Ｎ４０１ 対⾯ ✕ □中国語Ⅰ 有働 ⽔3 ２Ｗ３０５ 対⾯ ✕ □フランス語Ⅰ 甲斐 ⽔4 ２Ｗ５０４ 対⾯ ✕

□韓国語会話Ⅱ ⽥畑 ⽔2 ２Ｗ４０１ 対⾯ ✕ □フランス語Ⅰ 甲斐 ⽔3 ２Ｗ５０４ 対⾯ ✕ □韓国語Ⅰ 平⼭ ⽔4 Ｎ４０６Ａ 対⾯ ✕

(⽔) □韓国語Ⅰ ⾦元 ⽔2 ２Ｗ３０２ 対⾯ ✕ □ドイツ語会話Ⅰ 伊東 ⽔3 ２Ｗ５０８ 対⾯ ✕ □韓国語会話Ⅰ 髙⽊ ⽔4 ２Ｗ４０１ 対⾯ ✕

□韓国語Ⅱ 髙⽊ ⽔2 ２Ｗ４０４ 対⾯ ✕ ◇⽇本語中級Ⅰ ⾹⽉ ⽔3 ２Ｗ５０７ 対⾯ ✕ □中国語会話Ⅰ 王雲 ⽔4 ２Ｅ３０９ 対⾯ ✕

□中国語会話Ⅰ 王雲 ⽔2 ２Ｗ６０５ 対⾯ ✕ □ドイツ語Ⅱ ⾚⽊ ⽔3 ２Ｅ４０２ 対⾯ ✕ □中国語Ⅰ 王秀 ⽔4 ２Ｅ４０７ 対⾯ ✕

□中国語Ⅰ 王秀 ⽔2 ２Ｅ４０７ 対⾯ ✕ □韓国語Ⅰ ⾦元 ⽔3 ２Ｗ４０３ 対⾯ ✕ □博物館資料保存論 吉⽥公 ⽔4 １５２０１ 対⾯ ✕

□韓国語会話Ⅲ ⾦活 ⽔2 ２Ｅ３０８ 対⾯ ✕ □韓国語会話Ⅰ 髙⽊ ⽔3 ２Ｗ４０１ 対⾯ ✕ 髙⽥真

□世界の歴史 ⽚桐 ⽔2 Ｎ３０１ 対⾯ ✕ □中国語会話Ⅰ 王雲 ⽔3 ２Ｅ３０９ 対⾯ ✕ □中国語Ⅰ 王晨 ⽔4 Ｎ４０４Ａ 対⾯ ✕

□中国語Ⅰ 王秀 ⽔3 ２Ｅ４０７ 対⾯ ✕

□世界の歴史 ⽚桐 ⽔3 Ｎ３０１ 対⾯ ✕

□中国語Ⅰ 王晨 ⽔3 Ｎ４０４Ａ 対⾯ ✕

□博物館資料論 中込 ⽔3 ２W６０１ 対⾯ ✕

髙⽥真

※教育原理 松原 ⽊1 Ｓ４０１ 対⾯ ✕ □⽇本国憲法 宮内 ⽊1 ○ ※教育の⽅法・技術 佐喜本 ⽊2 ２Ｅ３０９ 対⾯ ○ □⽣物の世界 髙橋 ⽊3 Ｎ１０１ 対⾯ ○ ※教育の⽅法・技術 佐喜本 ⽊4 ２Ｗ３０４ 対⾯ ○ ※教育原理 松原 ⽊5 ２Ｅ４０６ 対⾯ ✕ ※教育の⽅法・技術 佐喜本 ⽊6 Ｓ２０５ 対⾯ ○

7 □現代の経営 鈴⽊ ⽊1 Ｓ１０１ 対⾯ ✕ □⽇本国憲法 宮内 ⽊2 ○ □⼈権・同和問題 井上 ⽊3 Ｎ３０３ 対⾯ ○ □⼈権・同和問題 井上 ⽊4 Ｎ３０３ 対⾯ ○ □児童サービス論 森佳 ⽊5 Ｓ３０３ 対⾯ ○

□韓国語会話Ⅰ 韓 ⽊1 ２Ｗ３０５ 対⾯ ✕ ◇⽇本の歴史Ⅰ 松⽊ ⽊2 ２Ｗ５０３ 対⾯ ○ □中国語会話Ⅰ 陳⻘ ⽊3 Ｓ３０５ 対⾯ ✕ □中国語Ⅰ 陳⻘ ⽊4 Ｓ３０５ 対⾯ ✕ □中国語Ⅰ 陳⻘ ⽊5 Ｓ３０５ 対⾯ ✕

⽉ □フランス語Ⅰ 河野敦 ⽊1 ２Ｗ３０１ 対⾯ ✕ □中国語Ⅰ 呉 ⽊2 ２Ｗ５０８ 対⾯ ✕ □韓国語会話Ⅰ 朴順 ⽊3 ２Ｅ４０６ 対⾯ ✕ □韓国語会話Ⅰ 朴順 ⽊4 ２Ｅ４０６ 対⾯ ✕

□中国語Ⅱ 古賀崇 ⽊1 Ｎ５０２ 対⾯ ✕ □韓国語会話Ⅰ 韓 ⽊2 ２Ｗ３０５ 対⾯ ✕ □韓国語Ⅲ 安 ⽊3 Ｎ４０４Ａ 対⾯ ✕ □韓国語Ⅰ ⽩岩 ⽊4 ２Ｅ４０４ 対⾯ ✕

28 □韓国語Ⅱ 朴順 ⽊1 ２Ｅ４０６ 対⾯ ✕ □フランス語Ⅰ 河野敦 ⽊2 ２Ｗ３０１ 対⾯ ✕ □韓国語Ⅰ ⽩岩 ⽊3 ２Ｅ４０４ 対⾯ ✕ □韓国語Ⅰ ⽥畑 ⽊4 Ｎ４０２ 対⾯ ✕

□韓国語Ⅰ 鄭 ⽊1 ２Ｗ３０６ 対⾯ ✕ □中国語Ⅰ 古賀崇 ⽊2 Ｎ５０２ 対⾯ ✕ ◇⽇本語中級Ⅲ 増⽥ ⽊3 ２Ｗ５０３ 対⾯ ✕ □韓国語会話Ⅱ 成 ⽊4 ２Ｅ３０８ 対⾯ ○

⽇ □中国語Ⅰ 杉本 ⽊1 Ｎ４０５Ａ 対⾯ ✕ □韓国語Ⅰ 朴順 ⽊2 ２Ｅ４０６ 対⾯ ✕ □中国語Ⅰ 杉本 ⽊3 Ｓ５０７ 対⾯ ✕ □⽇本の歴史 吉原 ⽊4 Ｎ２０３ 対⾯ ○

□AI導⼊ 林 ⽊1 Ｎ２０１ 対⾯ ○ □ドイツ語Ⅰ 尾張 ⽊2 ２Ｅ４０２ 対⾯ ✕ □⽇本の歴史 吉原 ⽊3 Ｎ２０４ 対⾯ ○ □⽣涯学習概論 吉⽥公 ⽊4 １５２０１ 対⾯ ✕

(⽊) □ドイツ語Ⅰ 脇 ⽊1 ２Ｗ４０１ 対⾯ ○ □中国語Ⅰ 杉本 ⽊2 Ｎ４０５Ａ 対⾯ ✕ □世界の歴史 ⽚桐 ⽊3 Ｓ１０１ 対⾯ ✕ □中国語Ⅰ 王晨 ⽊4 Ｓ５０４ 対⾯ ✕

□AI導⼊ 林 ⽊2 Ｎ２０１ 対⾯ ○ □ドイツ語Ⅰ 脇 ⽊3 ２Ｗ４０１ 対⾯ ○ □ドイツ語Ⅰ 脇 ⽊4 ２Ｗ４０１ 対⾯ ○

□世界の歴史 ⽚桐 ⽊2 Ｎ３０１ 対⾯ ✕

※教育相談の⽅法・技術 髙松 ⾦1 Ｓ４０４ 対⾯ ○ ※教育相談の⽅法・技術 髙松 ⾦2 Ｓ４０４ 対⾯ ○ ◇⽇本の⽂化Ⅰ 波多野 ⾦3 ２Ｅ４０６ 対⾯ ○ □世界の歴史 野⽥ ⾦4 Ｓ４０１ 対⾯ ○ □法学 中島 ⾦5 Ｓ４０４ 対⾯ ○

7 □⽇本国憲法 城下 ⾦1 Ｎ２０１ 対⾯ ○ □ドイツ語会話Ⅰ 重⽵ ⾦2 ２Ｗ４０７ 対⾯ ○ ※教科指導法Ⅱ(理科) 森藤 ⾦3 ８２０８ 対⾯ ✕ □⽣物の世界 髙橋 ⾦4 Ｎ２０３ 対⾯ ○ □フランス語会話Ⅰ Beausir ⾦5 ２Ｗ３０５ 対⾯ ✕

□現代の政治 鎌⽥ ⾦1 Ｓ４０１ 対⾯ ○ □世界の歴史 野⽥ ⾦2 Ｎ２０２ 対⾯ ○ □⽣物の世界 髙橋 ⾦3 Ｎ２０３ 対⾯ ○ □法学 中島 ⾦4 Ｓ４０４ 対⾯ ○

⽉ □フランス語Ⅱ 河野敦 ⾦1 ２Ｗ３０１ 対⾯ ✕ □⽇本国憲法 城下 ⾦2 Ｎ２０１ 対⾯ ○ □⼈権・同和問題 貞永 ⾦3 Ｎ１０１ 対⾯ ○ □法学 岸⽥ ⾦4 Ｓ４０２ 対⾯ ○

□韓国語会話Ⅰ 李始 ⾦1 ２Ｅ４０４ 対⾯ ✕ □⼈権・同和問題 貞永 ⾦2 Ｎ１０１ 対⾯ ○ □法学 岸⽥ ⾦3 Ｓ４０２ 対⾯ ○ □韓国語Ⅰ 藤 ⾦4 ２Ｅ４０５ 対⾯ ✕

29 □中国語会話Ⅰ 王⼀ ⾦1 Ｓ５０５ 対⾯ ✕ □現代の政治 鎌⽥ ⾦2 Ｓ４０１ 対⾯ ○ □現代の政治 李鍾 ⾦3 Ｓ４０３ 対⾯ ✕ □中国語会話Ⅰ 張 ⾦4 Ｓ３０５ 対⾯ ✕

□中国語Ⅰ 海村 ⾦1 ２Ｅ３０７ 対⾯ ✕ □現代の政治 李鍾 ⾦2 Ｓ４０３ 対⾯ ✕ □韓国語Ⅰ 藤 ⾦3 ２Ｅ４０５ 対⾯ ✕ □フランス語会話Ⅰ Beausir ⾦4 ２Ｗ３０５ 対⾯ ✕

⽇ □韓国語Ⅰ 朴煕 ⾦1 ２Ｅ４０６ 対⾯ ✕ □韓国語Ⅲ 藤 ⾦2 ２Ｅ４０５ 対⾯ ✕ □中国語会話Ⅱ 張 ⾦3 Ｓ３０５ 対⾯ ✕ □ドイツ語Ⅰ 篠崎 ⾦4 ２Ｗ５０８ 対⾯ ✕

□アカデミック⽇本語 ⻘⽊ ⾦1 ２Ｗ５０７ 対⾯ ✕ □中国語会話Ⅰ 張 ⾦2 Ｓ３０５ 対⾯ ✕ □フランス語会話Ⅰ Beausir ⾦3 ２Ｗ３０５ 対⾯ ✕ □中国語Ⅰ 種村 ⾦4 ２Ｅ５０７ 対⾯ ✕

(⾦)  （聞く・話す）B □中国語Ⅰ 種村 ⾦2 ２Ｅ５０７ 対⾯ ✕ □ドイツ語Ⅰ 篠崎 ⾦3 ２Ｗ５０８ 対⾯ ✕ □韓国語会話Ⅰ ⾦静 ⾦4 Ｓ２０５ 対⾯ ✕

□韓国語会話Ⅰ 李始 ⾦2 ２Ｅ４０４ 対⾯ ✕ □中国語Ⅰ 種村 ⾦3 ２Ｅ５０７ 対⾯ ✕ □ドイツ語会話Ⅰ Ivica ⾦4 ２Ｗ４０１ 対⾯ ○

□韓国語会話Ⅱ ⾦静 ⾦2 Ｎ４０４Ａ 対⾯ ✕ □韓国語Ⅱ 李始 ⾦3 ２Ｅ３０６ 対⾯ ✕ □AI導⼊ 林 ⾦4 Ｓ１０１ 対⾯ ○

□中国語会話Ⅰ 王⼀ ⾦2 Ｓ５０５ 対⾯ ✕ □韓国語会話Ⅰ ⾦静 ⾦3 Ｓ２０５ 対⾯ ✕ □博物館概論 吉⽥公 ⾦4 １５１０１ 対⾯ ✕

□中国語Ⅰ 海村 ⾦2 ２Ｅ３０７ 対⾯ ✕ □中国語会話Ⅰ 王⼀ ⾦3 Ｓ５０５ 対⾯ ✕

□韓国語Ⅰ 朴煕 ⾦2 ２Ｅ４０６ 対⾯ ✕ □ドイツ語会話Ⅰ Ivica ⾦3 ２Ｗ４０１ 対⾯ ○

□アカデミック⽇本語 ⻘⽊ ⾦2 ２Ｗ５０７ 対⾯ ✕ □中国語Ⅰ 海村 ⾦3 ２Ｅ３０７ 対⾯ ✕

 （聞く・話す）B □プログラミング導⼊ 林 ⾦3 Ｎ２０４ 対⾯ ○

科⽬・担当 ク ラ ス 教室

令和４年度 全学共通科⽬（基礎教育・外国語・教職・司書・学芸員・社会教育主事） 前学期定期試験時間割表
1時限  （９：００〜９：５０） 2時限  （１０：１０〜１１：００） 3時限  （１１：２０〜１２：１０） 4時限  （１２：５０〜１３：４０） 5時限  （１４：００〜１４：５０） 6時限  （１５：１０〜１６：００） 7時限  （１６：２０〜１７：１０） 8時限  （18：00〜18：50） 9時限  （19：10〜20：00）

ク ラ ス 教室 ⽅法⽅法 持込 科⽬・担当 ⽅法 持込持込 科⽬・担当 ク ラ ス 教室 科⽬・担当 持込 科⽬・担当 ク ラ ス 教室ク ラ ス 教室 ⽅法 科⽬・担当 ク ラ ス 教室 ⽅法⽅法 持込

遠隔
リアルタイム

遠隔
リアルタイム

⽅法 持込

/※教育の⽅法・技術（情報通信技術を含む） /※教育の⽅法・技術（情報通信技術を含む）

持込 科⽬・担当 ク ラ ス 教室教室 ⽅法持込 科⽬・担当 ク ラ ス

 ⼤学のパソコンを使⽤して遠隔試験を受験したい場合、
 以下のパソコン教室を使⽤してください。

 【期間】 7⽉25⽇(⽉)、26⽇(⽕)、27⽇(⽔)、28⽇(⽊)、29⽇(⾦)
 【時間】 8：30〜19：00 
 【教室】 パソコン教室2・3（中央会館4階）

 また、試験で使⽤していない通常教室は開放していますので、
 ⾃習や遠隔試験の受験等で使⽤してください。

◆遠隔試験で使⽤可能なパソコン教室等

◆注意事項  ※必ず確認してください。
・遠隔試験（リアルタイム）の場合、試験⽇程に記載の時間に担当教員から
 課題等が通知されます。詳細については、担当教員の指⽰を確認してください。

・全学共通科⽬（基礎教育・外国語・教職・司書・学芸員・社会教育主事）の
 持ち込み許可物件については、別途記載しています。各⾃で確認してください。

・試験時間割外で、遠隔試験を実施する科⽬もあります。
 授業科⽬担当教員からの連絡通知を注意して確認してください。

科⽬名 担当者 クラス
□法学 ⼤⾕ ⾦1
□哲学の世界 安居 ⾦1
□哲学の世界 安居 ⾦2
□哲学の世界 安居 ⾦3

遠隔（オンデマンド）



科⽬名 持込物件

朝倉 拓郎 □現代の政治 配布資料

井上 法久 □⼈権・同和問題 テキスト、配布資料、⾃筆ノート

Ivica Taskovic □ドイツ語会話Ⅰ 電⼦辞書（和独）

梅野 貴俊 ※⼯業科教育法 ノート、学習指導要領（⼯業⾼校）

⼤⾕ 美咲 □法学 ノート、配布資料

岡⽥ 希世⼦ □消費者リテラシー テキスト、A4の紙1枚（指定紙）

□地学の世界

□地球環境

鎌⽥ 厚志 □現代の政治 持込⾃由

鴈野 重之 □科学の世界 テキスト、ノート

岸⽥ 優 □法学 ノート、配布資料

□⼼理学概説

□⼼理学の世界

古賀 正之 □ドイツ語Ⅰ テキスト、配布資料

※教育の⽅法・技術

※教育の⽅法・技術（情報通信技術を含む）

貞永 靖 □⼈権・同和問題 テキスト、ノート、配布資料、授業で作成した⼩レポート

重⽵ 芳江 □ドイツ語会話Ⅰ 辞書（独和辞典） ※電⼦辞書は不可

城下 健太郎 □⽇本国憲法 ⾃筆ノートのみ許可（印刷物を貼り付けた場合は不可）

□現代の経済

□社会科学の世界

成 儒彬 □韓国語会話Ⅱ テキスト

⾼野 誠司 □⽂化⼈類学 持込⾃由

髙橋 直樹 □⽣物の世界 ノート、配布資料（ノートの内容や配布資料への書き込みは印刷したものでないこと）

※教科指導法Ⅱ(数学)

※数学科教育法

※教育相談の⽅法・技術

⽴花 奈央 ◇⽇本語中級Ⅰ ノート、配布資料

⽥中 真理 □⽂学の世界 ノート、配布資料

⼾⽥ 宏治 ◇⽇本の政治経済Ⅰ ノート

中島 ⼀能 □法学 ノート、配布資料、六法

⻑野 俊樹 □⾳楽概論
ノート、配布資料
※持込ノートは⾃筆（⼿書き）のみ可。（コピーやプリントアウトは不可）
 配布資料はプリントアウト可。

成末 繁郎 □⽂化⼈類学 ノート、配布資料

能⽊ 敬次 □ドイツ語Ⅰ 持込⾃由、辞書（独和辞典）

野⽥ 徹 □世界の歴史 ノート、配布資料

波多野 真理⼦ ◇⽇本の⽂化Ⅰ ノート、配布資料、辞書（国語辞典など）

□プログラミング導⼊

□AI導⼊

松⽊ 俊曉 ◇⽇本の歴史Ⅰ ノート、配布資料

松原 岳⾏ ※教育の⽅法・技術 ノート

宮内 紀⼦ □⽇本国憲法
テキスト、ノート（講義中の⼝頭説明をメモしたもの）、配布資料
※テキスト・ノートはコピー・他⼈のものは使⽤禁⽌

森 誠⼦ □⽂学の世界 ⾃筆で書いたプリント・ノート及び授業時配布プリント

森 佳江 □児童サービス論 テキスト、ノート、配布資料

□図書館情報資源概論

□図書館概論

□科学・技術史

□科学の世界

吉原 弘道 □⽇本の歴史 配布資料

ワ 脇 崇晴 □ドイツ語Ⅰ テキスト、ノート、配布資料、辞書（ドイツ語辞典）

ナ

ハ
林 政喜 ノート、配布資料

マ

ヤ

⽮崎 美⾹ テキスト、ノート、配布資料

横⼭ 尊 持込⾃由

タ
髙松 勝也 持込⾃由

令和４年度　全学共通科目（基礎教育・外国語・留学生・教職・司書・学芸員・社会教育主事）
前学期定期試験持ち込み物件一覧表

担当教員氏名

ア

カ

梶原 忠裕 ノート、配布資料

幸地 英理⼦ 配布資料、配布資料のワークシート

サ

佐喜本 愛 授業中に指⽰したもの

関根 順⼀ テキスト
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