
実施形態 科目名 担当者 クラス 持込 実施形態 科目名 担当者 クラス 持込 実施形態 科目名 担当者 クラス 持込 実施形態 科目名 担当者 クラス 持込 実施形態 科目名 担当者 クラス 持込

対面 法学 坂口 滋行 木3 持込自由 対面 文化人類学 高野 誠司 水2 持込自由 対面 現代の政治 川上 耕平 火3 × 木1 対面 現代の政治 鎌田 厚志 月5 持込自由

対面 中国語Ⅰ 李 岩 月4 × 対面 法学 大谷 美咲 火2 持込自由 金3 木2

対面 中国語Ⅰ 岡村 真寿美 火3 × 遠隔
（リアルタイム） 日本国憲法 宮内 紀子 火2 テキスト、ノート、配布資料 金4 対面 現代の経済 関根 順一 木4 教科書

対面 中国語Ⅰ 種村 由季子 金2 × 対面 人権・同和問題 貞永 靖 金2 テキスト、ノート、配布資料 対面 科学・技術史 横山 尊 金3 持込自由 対面 現代の政治 鎌田 厚志 月4 持込自由

対面 中国語Ⅰ 海村 佳惟 金1 × 対面 科学の世界 髙橋 直樹 月3 A4メモ用紙１枚
（ただし印刷したものでないこと） 対面 文学の世界 田中 真理 月3 ノート、配布資料 対面 現代の政治 川上 耕平 火4 ×

対面 フランス語会話Ⅰ ｶﾞﾝﾄﾞﾘﾖﾝ
ﾌｧﾋﾞｱﾝ 火2 × 木3 月2

火3 木4 水4

木3 対面 中国語会話Ⅰ 于 佳 火3 × 木3

対面 中国語会話Ⅰ チョウ ロ 火2 × 対面 地理の世界 石丸 哲史 月4 ×

対面 フランス語Ⅰ 木下 樹親 火3 × 水4

水5

火1 木1 対面 簿記論 篠原 淳 水3 電卓 対面 簿記論 髙橋 聡 火4 電卓 対面 ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ情報ｼｽﾃﾑ論 秋吉 浩志 金5 ×

水5 木2 対面 初級簿記 篠森 英佐 火3・4 電卓 対面 簿記論 田中 勝 木4 電卓 遠隔
（リアルタイム） 流通入門 秦 小紅 木5 テキスト、ノート、配布資料

対面 ファイナンス論 船岡 健太 木1 電卓 対面 簿記論 奥薗 幸彦 火2 電卓、定規 遠隔
（リアルタイム） ビジネスシミュレーション 木下 耕二 火3 持込自由 対面 経営戦略論 松尾 知也 火3 × 遠隔

（リアルタイム） 中小企業論 木下 耕二 火5 持込自由

対面 金融論 髙山 浩二 金1 × 遠隔
（リアルタイム） 経営管理総論 西村 香織 水4 テキスト、ノート、配布資料

③追試験を個人の事情で受験できなかった場合（ネットワーク環境含む）は、再度の追試験は実施しませんので、必ず決められた試験日時で受験してください。

⑦追試験についての問い合わせは教務課に連絡をしてください。（教務課商学部担当：092-673-5906）

対面 日本の歴史 吉原 弘道 配布資料

対面

成末 繁郎
ノート、配布資料、辞書

※留学生のみ
辞書持ち込み可

対面 文化人類学

対面

ノート、配布資料

①対面試験の場合、当日は「学生証」と「追試験申込書・受験票」を持参してください。
②遠隔試験の場合、実施時間までに必ずK'slifeを確認し受験してください。また、ネットワーク環境が整った場所で受験してください。
　※自宅のネットワーク環境が不安定な場合や不安な方は、大学内のPC教室も利用可能です。（1号館6階　OA3教室）

④レポート等による追試験の場合、提出締切日・時間に遅れた場合は受け付けません。時間に余裕をもって提出をしてください。
　また、一度提出したレポート等は、提出締切日前であっても加筆・修正はできません。

岸田 優法学対面

8
月
17
日

（火）

※対面試験教室　Ｓ１０１教室（１号館１階）

ノート、配布資料梶原 忠裕地学の世界対面

⑤追試験を受験しなかった場合、追試験料を返金することはできません。
⑥追試験時間割及び持ち込み物件など、追試験に関する確認については、全て自己責任となります。

◎当日は受験票・学生証を忘れずに必ず持参して下さい。（対面試験の場合）

自筆ノート、テキスト
（※プリント、コピー不可）

池内 秀己経営学入門対面

8
月
18
日

（水）

×原 康記経営史対面

紙ベースの物は持込自由
（共用は不可）。
電子辞書は不可。

月5前田 淳国際金融論

音楽概論 長野 俊樹 ノート配布資料

世界の歴史 ×片桐 康宏

対面

令和３年度   商学部（CB/CC/NC）前学期追試験時間割
2限（10：10～11：00） 3限（11：20～12：10） 4限（12：50～13：40) 5限（14：00～14：50) 6限（15：10～16：00)

「中国語会話Ⅰ」
リスニング問題が含まれるため、

S302教室で実施します。

⚠レポート科目⚠

・「経営学入門」（木1 木村隆之）
・「経営学入門」（木2 木村隆之）
・「経営管理論史」（火3 菊池英貴）
・「経営管理論史」（火4 菊池英貴）
・「保険論」（木5 根本篤司）
・「法学」（水2 松山祐平）
・「健康学」（水3 原巌）

※レポート科目の課題内容については、
担当教員からの授業連絡を事前に必ず確認してください。

「中国語Ⅰ」
リスニング問題が含まれるため、

S302教室で実施します。

⚠注意事項⚠ ※必ず読むこと！

「日本の歴史」
試験に使用したプリント2枚
を提出してください。
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