
令和3年1月13日　更新

日程 時限 科目名 担当教員 クラス 教室 持込

1 絵画Ⅳ 渡抜 金1～2 1653 課題作品

5 版画基礎 古本 金3～4 19201 持込自由

7 材料学 栗田 金4 15201 ノート、配布資料

　　↑1/8(金)7限の「材料学」の試験は1/15(金)7限に振り替えて実施します

飯高

柴村

坂本

藤田

3 マルチメディア概論 佐野 火2 15201 事前に渡すA4サイズの紙に、自筆でメモしたもの

空間演出デザイン演習ⅠC 火3～4

＊空間デザイン演習ⅡA 金1～2

麻生典

麻生泰江

1 卒業研究Ⅱ 渡抜 水1～2 1654 課題作品

1 卒業研究Ⅱ 古本 水1～2 1655 持込自由

大日方

百瀬

進藤

荒巻

三枝

西川

真島

金

田

デザイン史

＊近代デザイン史

髙森

新

永岡 火1～2

藤本 水1～2

青木

佐藤昭

7 西洋美術史 井上友 水4 遠隔 ノート、配布資料

大日方

百瀬

進藤

荒巻

1/15（金） 7 材料学 栗田 金4 15201 ノート、配布資料

佐藤昭

青木

佐藤慈

佐野

星野

黒岩 水3～4

伊藤

羽太

趙

5 人間工学概論 青木 月3 15102 ×

持込自由

5 栗田 17702

1/8（金）

1/12（火）

1～7 卒業研究Ⅱ 火3～4 GD・ILD共同デザインアトリエ

プレゼンテーション用資料

8 意匠・商標法 火5 遠隔（リアルタイム） 持込自由

1/13（水）

1～7 卒業研究Ⅱ 木1～2 17201

3 井上友 水2 遠隔

5～7 卒業研究Ⅱ 水3～4
17号館4階

コミュニケーションラウンジ

18109卒業研究Ⅱ

作品、論文、その他（卒展資料等）

1～7 卒業研究Ⅱ 水3～4 GD・ILD共同デザインアトリエ 持込自由

ノート、配布資料

水3～4

持込自由5

モデル、プレゼンテーションデータ、

研究スクラップブック

作品、論文、その他（卒展資料等）

1/18（月）

1 サスティナブルデザイン論 月1 15102

1/14（木） 1～7 卒業研究Ⅱ 木1～2 17201

ノート、配布資料

1～7 ゼミナールⅡ 月1～2 17307 持込自由

1～7 卒業研究Ⅱ
17501

17502
持込自由

金3～4

令和２年度 芸術学部 後学期定期試験時間割表学生用

1限 9：00～9：50 6限 15：10～16：00

2限 10：10～11：00 7限 16：20～17：10

3限 11：20～12：10 8限 18：00～18：50

4限 12：50～13：40 9限 19：10～20：00

5限 14：00～14：50 10限 20：20～21：10

試験時間割

KSU　英語アチーブメントテスト　※オンラインで実施

対象者
（短大含） 再テスト

試験
時間

学籍番号の
下一桁

ログイン時間帯

0 9：00　〜　9：30

1 10：00　〜　10：30
2 11：00　〜　11：30
3 12：00　〜　12：30
4 13：00　〜　13：30

5 14：00　〜　14：30

6 15：00　〜　15：30
7 16：00　〜　16：30
8 17：00　〜　17：30
9 18：00　〜　18：30

（１年次【全員】が対象です。国語科目・数学科目の履修の有無にかかわらず、1年次は【必ず】受験してください。）
対象者

（短大含） 再テスト 試験時間 実施方法

＜注意事項＞
①テストの詳細については、12月10日(木)以降、基礎教育センターのホームページに掲載予定です。
　テストに関する重要事項を記載していますので、必ず事前に確認してください。
　https://www.kyusan-u.ac.jp/campus/facility/kiso/20atest/　または右記QRコードからアクセスしてください。
②再テストについて
　病気等のやむを得ない事情により受験することができなかった場合は、再テストを受験してください。
　申し込み手続きは必要ありません。再テスト対象者については、1月8日（金）にK's Lifeにて通知いたします。
　再テスト日時：令和3年1月9日（土）  国語：10時00分～　数学：11時00分～　

後学期に次の英語科目を履修している学生を対象として、標記のテストをオンラインで実施する。
「Reading & WritingⅡ」「Listening & SpeakingⅡ」
「Reading & WritingⅣ」「Listening & SpeakingⅣ」
テストの詳細は、語学教育研究センターのホームページ（http://lerc.kyusan-u.ac.jp/）
または右記QRコードから確認してください。

実施日

2年次
1月13日(水)
18：00～18：30

65分

令和3年
1月6日(水)

1年次
1月14日(木)
18：00～18：30

対象者全員が一斉に受験

数学
11:00～
11:45

令和3年
1月7日(木）

＜注意事項＞
①KSU　英語アチーブメントテスト結果は、１年次「Reading & WritingⅡ」及び「Listening & SpeakingⅡ」の授業成績
   各20%、２年次「Reading & WritingⅣ」及び「Listening & SpeakingⅣ」の授業成績各20%として評価されます。
   また、1年次については結果をもとに次年度のクラス分けを行います。受験しなかった場合、2年次での英語科目の
　履修登録ができませんので、必ず受験してください。
　
②以下の学生は受験対象外です。
・後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を履修している。
・ 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本テストと補講が重なった場合は、補講を優先してください。
　その場合、「再テスト」の対象となりますので、以下④のとおり、申込が必要です。

④再テストについて
　各学部の履修規程における「追試験」の条件に準じます。
　申込期間等詳細は、語学教育研究センターのホームページ（http://lerc.kyusan-u.ac.jp/）で確認してください。

国語・数学アチーブメントテスト　※オンラインで実施

実施日 科目

1年次
【全員】

令和3年
1月6日(水)

令和3年
1月9日(土)

10:00～

国語
10:00～
10:45

１．遠隔で行う試験については、必ず事前にK's Lifeの授業連絡等で実施方法を確認してください。

２．試験時間割外で試験を実施する科目もあります。授業内容やK's Lifeの連絡通知を注意して確認してください。

３．今後の予定により、予定が変更されることがあります。K's Life、教務部HPを都度、確認してください。

注意事項



□ドイツ語Ⅱ 重竹 金1 S503 対面 □中国語Ⅰ 海村 金2 S205 対面 □科学・技術史 菊地原 金3 N101 対面 □科学・技術史 菊地原 金4 N101 □中国語会話Ⅱ 李岩 金5 2W507 対面

1 □中国語Ⅰ 海村 金1 S205 対面 □中国語Ⅱ 荀 金2 S503 対面 □中国語Ⅱ 海村 金3 S205 対面 対面 □フランス語会話Ⅱ Beausir 金5 2W506 対面

月 ◇日本語初級Ⅳ 青木 金1 遠隔 ﾘｱﾙﾀｲﾑ ◇日本語中級Ⅱ 青木 金2 遠隔 ﾘｱﾙﾀｲﾑ □中国語会話Ⅰ 李岩 金3 S503 対面 対面

8 □フランス語会話Ⅱ Beausir 金3 S504 対面 □中国語Ⅱ 李岩 金4 2W507 対面

日 ◇日本語中級Ⅳ 青木 金3 遠隔 ﾘｱﾙﾀｲﾑ □フランス語会話Ⅱ Beausir 金4 2W506 対面

（金）

□文化人類学 高野 火1 S207 対面 ※教育制度論 佐喜本 火1 S101 対面 □文化人類学 高野 火2 S207 対面 □科学・技術史 菊地原 火3 S101 対面 □科学・技術史 菊地原 火4 S101 対面 □中国語Ⅱ 石川 火5 N501 対面

□フランス語会話Ⅱ Torres 火1 S205 対面 ※教育制度論 佐喜本 火3 N101 対面 □中国語Ⅰ 岡村 火2 S304 対面 □中国語Ⅱ 呉 火3 S304 対面 □中国語Ⅱ 宋 火4 S205 対面 □ドイツ語Ⅱ 山本 火5 S503 対面

1 ◇日本語初級Ⅱ 井料 火1 S503 対面 ※教育制度論 佐喜本 火5 N101 対面 □中国語会話Ⅱ チョウ 火2 S504 対面 □中国語Ⅱ チョウ 火3 S504 対面 □中国語会話Ⅱ 于 火4 S304 対面 □フランス語Ⅱ 任 火5 S205 対面

□博物館教育論 緒方 火1 N101 対面 □フランス語Ⅱ Torres 火2 S205 対面 □中国語Ⅱ 宋 火3 S205 対面 □ドイツ語Ⅰ 能木 火4 S506 対面 □フランス語会話Ⅱ Plaut 火5 S206 対面

月 □フランス語会話Ⅳ ｶﾞﾝﾄﾞﾘﾖﾝ 火1 2Ｗ503 対面 ※工業科教育法 梅野 火2 8217 対面 □ドイツ語Ⅰ 能木 火3 S506 対面 □ドイツ語Ⅰ 山本 火4 S504 対面 ※教職論 田井 火6 S304 対面

□哲学の世界 國越 火2 遠隔 ﾘｱﾙﾀｲﾑ □フランス語Ⅳ 原田 火3 S505 対面 □フランス語Ⅱ 原田 火4 N501 対面 □法学 塩盛 火5 遠隔 ﾘｱﾙﾀｲﾑ

12 □フランス語会話Ⅱ ｶﾞﾝﾄﾞﾘﾖﾝ 火2 2Ｗ504 対面 □フランス語会話Ⅱ Torres 火3 S206 対面 □フランス語Ⅰ 任 火4 S501 対面

◇日本語初級Ⅱ 井料 火3 S503 対面 □フランス語会話Ⅰ Plaut 火4 S206 対面

日 □博物館概論 緒方 火3 N101 対面 ◇日本語初級Ⅱ 井料 火4 S503 対面

□科学の世界 鴈野 火3 遠隔 ﾘｱﾙﾀｲﾑ □博物館情報・メディア論 吉田 火4 S301 対面

（火） □フランス語会話Ⅵ ｶﾞﾝﾄﾞﾘﾖﾝ 火3 遠隔 ﾘｱﾙﾀｲﾑ □日本の歴史 吉原 火4 遠隔 ﾘｱﾙﾀｲﾑ

□法学 塩盛 火4 遠隔 ﾘｱﾙﾀｲﾑ

□中国語Ⅱ 荀 水1 S503 対面 □中国語Ⅱ 呉 水2 S503 対面 ※学校発達心理学 久木山 集中 N202 対面 □地学の世界 金光 水3 □地学の世界 金光 水4 □中国語Ⅰ 有働 水5 S304 対面

※教職特講 勝山 水1 遠隔 ﾘｱﾙﾀｲﾑ □中国語Ⅱ 荀 水2 S504 対面 □日本国憲法 宮内 月1 遠隔 ﾘｱﾙﾀｲﾑ 対面 対面 □中国語会話Ⅳ 呉 水5 S503 対面

1 □中国語Ⅱ 種村 水2 S205 対面 □日本国憲法 宮内 月2 遠隔 ﾘｱﾙﾀｲﾑ 対面 対面 □ドイツ語会話Ⅱ 赤木 水5 S205 対面

□中国語Ⅱ 王秀 水2 S501 対面 □日本国憲法 宮内 水3 遠隔 ﾘｱﾙﾀｲﾑ □中国語Ⅰ 有働 水3 S304 対面 □中国語Ⅱ 王秀 水4 S501 対面 □情報サービス論 野村 水5 遠隔 ﾘｱﾙﾀｲﾑ

月 □中国語会話Ⅰ 顧 水2 S206 対面 □日本国憲法 宮内 水4 遠隔 ﾘｱﾙﾀｲﾑ □中国語Ⅱ 王秀 水3 S501 対面 □中国語Ⅱ 于 水4 S303 対面

□中国語会話Ⅱ 王雲 水2 N501 対面 □中国語会話Ⅱ 王雲 水3 N501 対面 □中国語Ⅱ 有働 水4 S304 対面

13 □日本の歴史 吉原 水2 遠隔 ﾘｱﾙﾀｲﾑ □中国語会話Ⅱ 顧 水3 S205 対面 □中国語会話Ⅰ 陳秋 水4 S205 対面

□フランス語Ⅱ 甲斐 水2 遠隔 ﾘｱﾙﾀｲﾑ □ドイツ語Ⅱ 赤木 水3 S206 対面 □中国語会話Ⅰ 王雲 水4 N501 対面

日 □ドイツ語会話Ⅱ Reibert 水3 N502 対面 □中国語会話Ⅱ 顧 水4 S206 対面

□ドイツ語会話Ⅰ Reibert 水4 N502 対面

（水） □博物館資料保存論 吉田・高田 水4 S301 対面

□日本の歴史 吉原 水4 遠隔 ﾘｱﾙﾀｲﾑ

□ドイツ語Ⅰ 脇 木1 S205 対面 ※教育心理学 久木山 木2 S101 対面 □ドイツ語Ⅱ 脇 木2 S205 対面 □心の健康 [003] 安陪・幸地 木3 S101 対面 □中国語会話Ⅰ 陳秋 木4 S205 対面 □情報資源組織論 原野 木5 N204 対面

□中国語Ⅰ 杉本 木1 S206 対面 ※教育心理学 久木山 木3 N101 対面 □ドイツ語会話Ⅱ 深水 木2 S305 対面 □心の健康 [004] 幸地・安陪 木3 N101 対面 □中国語会話Ⅱ 陳振 木4 S506 対面

1 □中国語会話Ⅱ 石川 木1 N501 対面 ※教育心理学 久木山 木5 N101 対面 □中国語Ⅱ 古賀 木2 S304 対面 □中国語Ⅰ 杉本 木3 S304 対面 ※道徳教育論 田井 木4 N101 対面

月 □日本の歴史 吉原 木1 遠隔 ﾘｱﾙﾀｲﾑ □中国語Ⅱ 杉本 木2 S206 対面 □中国語Ⅳ 古賀 木3 S503 対面 □博物館資料論 中込・高田 木4 N204 対面

14 □中国語会話Ⅰ 王暁 木1 遠隔 ﾘｱﾙﾀｲﾑ □中国語会話Ⅱ 呉 木2 S503 対面 □中国語会話Ⅱ 陳秋 木3 S205 対面

日 □日本の歴史 吉原 木2 遠隔 ﾘｱﾙﾀｲﾑ □ドイツ語Ⅱ 脇 木3 S305 対面

（木） □中国語会話Ⅰ 王暁 木2 遠隔 ﾘｱﾙﾀｲﾑ □ドイツ語会話Ⅱ 深水 木3 S206 対面

□中国語Ⅰ 王暁 木3 遠隔 ﾘｱﾙﾀｲﾑ

1
月
15
日

（金）

□中国語Ⅱ 堤 月1 S504 対面 □中国語Ⅰ 胡 月2 S206 対面 □課題解決演習Ｂ 酒井 月3 N201 対面 □中国語Ⅱ 陳青 月4 S305 対面 □地理の世界 石丸 月5 S101 対面

□中国語会話Ⅱ 呉 月1 S304 対面 □中国語Ⅱ 堤 月2 S504 対面 □中国語Ⅰ 陳青 月3 S305 対面 □中国語Ⅱ 胡 月4 S206 対面 □中国語Ⅱ 種村 月5 S205 対面

1 □中国語会話Ⅱ 王晨 月1 S503 対面 □中国語会話Ⅱ 王晨 月2 S503 対面 □中国語Ⅰ 堤 月3 S503 対面 □中国語会話Ⅰ 陳振 月4 S505 対面 □中国語会話Ⅰ 陳振 月5 S505 対面

月 □現代の政治 西 月1 遠隔 ﾘｱﾙﾀｲﾑ □日本の歴史 吉原 月2 遠隔 ﾘｱﾙﾀｲﾑ □中国語Ⅰ 胡 月3 S206 対面 □ドイツ語会話Ⅰ Minino 月4 S205 対面 □図書館総合演習 野村 月5 遠隔 ﾘｱﾙﾀｲﾑ

18 ◇日本語中級Ⅱ 姚 月1 遠隔 ﾘｱﾙﾀｲﾑ ◇日本語初級Ⅳ 姚 月2 遠隔 ﾘｱﾙﾀｲﾑ □ドイツ語会話Ⅱ Minimo 月3 S205 対面

日 □日本の歴史 吉原 月3 遠隔 ﾘｱﾙﾀｲﾑ

（月） ◇日本語初級Ⅳ 姚 月3 遠隔 ﾘｱﾙﾀｲﾑ

令和2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）　後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 7時限  （１６：２０～１７：１０） 8時限  （１８：００～１８：５０）

科目・担当 クラス 教室 方法 科目・担当 クラス 教室 方法 科目・担当 クラス 方法 科目・担当 クラス 教室教室 方法 科目・担当 クラス 教室 方法 科目・担当 クラス 教室 方法 科目・担当 クラス 教室 方法

★K'sLifeの通知は、必ず確認するようにしてください。

経済学部・商学部：S101 経済学部・商学部：S101

その他の学部：N101 その他の学部：N101

2021.1.12更新

１・２年：2E406

３・４年：2E407

科目名 担当者 曜日時限 科目名 担当者 曜日時限

□心理学概説 樋渡 月1 □人権・同和問題 井上 木3

□心理学概説 樋渡 月2 □人権・同和問題 井上 木4

□心理学概説 熊木 金4 □科学の世界 角田 月6

□現代の政治 鎌田 火2 □中国語Ⅰ 種村 水3

□現代の政治 川上 水1 ◇日本の文化Ⅱ 波多野 金2

□現代の政治 川上 水2 ※教科指導法研究Ⅰ(工業)

□日本国憲法 堀澤 木1 ※教科指導法Ⅰ(工業)

□日本国憲法 堀澤 木2 ※社会科教育法 藤瀬 火2

□日本国憲法 大谷 火1 ※教科指導法研究Ⅱ(社会)

□日本国憲法 大谷 火2 ※教科指導法Ⅱ(社会)

□哲学の世界 安居 火1 ※情報科教育法 角 土1・2

□哲学の世界 安居 火2 ※教科指導法Ⅰ(情報) 角 土3・4

□哲学の世界 安居 木1

□哲学の世界 安居 木2

火1梅野

藤瀬 火3

※課題の詳細や配信日・提出締切など、
　 担当教員からの指示をよく確認してください。

◆遠隔試験（オンデマンド）

　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】 1月8日（金）～18日（月）

　【時間】 8：00～19：00

　【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。

※「心の健康」の自分の教室が

分からない場合、K'sLifeの

授業連絡を確認してください。

1月 8日（金）7限目実施予定科目を

1月15日（金）7限目に振替えて実施

1月 8日（金）8限目実施予定科目を

1月15日（金）8限目に振替えて実施



担当教員氏名 科目名 持ち込み物件

あ ◇日本語初級Ⅳ

◇日本語中級Ⅱ

◇日本語中級Ⅳ

安陪 大治郎

幸地 英理子
□心の健康

ノート・配布資料

※自筆の講義資料とノート類に限る（ミニッツペーパーは不可）

井上 法久 □人権・同和問題 テキスト・ノート・配布資料

※教科指導法研究Ⅰ(工業)

※教科指導法Ⅰ(工業)

※工業科教育法 テキスト・ノート・配布資料

□中国語会話Ⅰ

□中国語Ⅰ

大谷 美咲 □日本国憲法 持込自由

か 角田 佳充 □科学の世界 持込自由

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・配布資料

國越 道貴 □哲学の世界 持込自由

熊木 悠人 □心理学概説 持込自由

幸地 英理子

安陪 大治郎
□心の健康

ノート・配布資料

※自筆の講義資料とノート類に限る（ミニッツペーパーは不可）

さ 酒井 順一郎 □課題解決演習Ｂ 持込自由

塩盛 俊明 □法学 ノート・配布資料

重竹 芳江 □ドイツ語Ⅱ 辞書（独和辞典）

た ※教職論

※道徳教育論

高野 誠司 □文化人類学 持込自由

□中国語Ⅰ

□中国語Ⅱ

な 西 貴倫 □現代の政治 持込自由

□フランス語Ⅰ

□フランス語Ⅱ

能木 敬次 □ドイツ語Ⅰ 持込自由

□情報サービス論

□図書館総合演習

は 波多野 真理子 ◇日本の文化Ⅱ 持込自由

原野 綾子 □情報資源組織論 テキスト・ノート・配布資料・辞書（電子辞書可。但し通信機能があるものは不可。）

樋渡 孝徳 □心理学概説 ノート・配布資料

深水 沙織 □ドイツ語会話Ⅱ（木3クラス） テキスト・ノート・配布資料・辞書（独和辞典）

※社会科教育法

※教科指導法研究Ⅱ(社会)

※教科指導法Ⅱ(社会)

堀澤 明生 □日本国憲法 テキスト・ノート・配布資料・辞書（六法（判例のないもの））

ま

よ 吉原 弘道 □日本の歴史 持込自由

わ □ドイツ語Ⅰ

□ドイツ語Ⅱ

2020.12.25更新

王 暁芳 持込自由

令和2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）

後学期定期試験持ち込み物件一覧表

青木 志穂子 持込自由

梅野 貴俊
持込自由

田井 康雄 持込自由

種村 由季子 持込自由

任 春江 テキスト

脇 崇晴
テキスト・ノート・配布資料・辞書

※ドイツ語辞典（Google翻訳などの翻訳ツールは使用不可）

野村 知子 配布資料

藤瀬 泰司 持込自由

宮内 紀子 □日本国憲法
テキスト・ノート・配布資料

※指定の教科書・レジュメ・ノート（講義中の口述説明を書いた自筆のもの）のみ
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