
1．この時間割には「非対面（オンライン）での定期試験」を実施する科目が掲載され

　  ています。掲載のない科目については、「レポート課題等その他の方法」により成

　  績評価を行う科目です。

2．時限の「開始時刻」と「終了時刻」が以下のとおり通常授業と異なります。ご注意

　  ください。

3．定期試験の「実施方法」や「持込許可」については、Googleドライブの「共有ｱｲﾃ

　  ﾑ-share-★★授業関係★★-2020年度秋学期-★定期試験・ﾚﾎﾟｰﾄ-定期試験」にあ

　  る「各科目の定期試験情報」を確認してください。

4．定期試験が予定の日時に実施できない事態が発生した場合、2月3日（水）及び2月

　  4日（木）についても定期試験を実施することがあります。

時限 講義名 担当教員
英語D　E2組 田吹　香子
英語D（LL）　E3組 ｻﾘﾊﾞﾝ ｸﾘｽﾃﾝ
文学B 田口　寛
中国語D　C3組 秋山　淳
英語実習h　EP1組 ｺﾚｯﾄ ﾎﾟｰﾙ
中国語実習h 馬　叢慧
国際経営論 中川　圭輔
英語D　E11組 田吹　香子
中国語D　C1組 秋山　淳
英語実習e　EP1組 ｺﾚｯﾄ ﾎﾟｰﾙ
英語実習e　EP3組 ﾋｯｸｽ ｼﾞｪｲﾑｽ
朝鮮語実習e KP1組 崔　相振
行政法Ⅱ 大野　悠介
英語実習e　EP5組 ﾗｯﾂ ﾃﾞｲﾋﾞｯﾄﾞ
英語D（LL）　E6組 高路　善章
英語実習e　EP7組 ｹｲｽ ｽﾃｨｰﾌﾞﾝ
英語実習e　EP9組 ｸﾚｼｰﾆ ﾘｽﾞ
英語実習e　EP11組 ﾍﾞﾀﾑ ﾘｰ ﾏｼｭｰ
中国語D　C2組 秋山　淳
英語実習e　EP2組 ｺﾚｯﾄ ﾎﾟｰﾙ
健康 鍵村　昌範
法学総論 最首　太郎
英語実習e　EP4組 ﾋｯｸｽ ｼﾞｪｲﾑｽ
英語実習e　EP6組 ﾗｯﾂ ﾃﾞｲﾋﾞｯﾄﾞ
英語実習e　EP8組 ｹｲｽ ｽﾃｨｰﾌﾞﾝ
英語実習e　EP10組 ｸﾚｼｰﾆ ﾘｽﾞ
英語実習e  EP12組 ﾍﾞﾀﾑ ﾘｰ ﾏｼｭｰ
英語D（作文）　E13組 高路　善章
朝鮮語実習e KP2組 崔　相振

5限 憲法ＩＩ 大野　悠介

2限

3限

4限

2020年度 秋学期 定期試験時間割

【1時限】 9：00～10：00　　【2時限】11：00～12：00　　【昼休憩】12：00～13：00
【3時限】13：30～14：30  　【4時限】15：30～16：30      【5時限】 17：30～18：30

1限

1月27日(水)
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時限 講義名 担当教員
英語実習f　EP2組 ﾃﾞｲｳﾞｨｰｽ ﾏｯｸｽ

税務会計論 堀川　雅史

英語実習f　EP4組 ｸﾞﾘﾌｨｽ ﾛｰﾘｰ

英語実習f　EP6組 ｸﾚｼｰﾆ ﾘｽﾞ

英語実習f　EP8組 ﾜｯﾄ ｱﾝﾄﾞﾘｭｰ

英語実習f　EP10組 ｹｲｽ ｽﾃｨｰﾌﾞﾝ

英語実習f  EP12組 ｺﾚｯﾄ ﾎﾟｰﾙ

日本語実習h　1組 三成　清香

日本語実習h　2組 渡辺　真由美

英語実習f　EP1組 ﾃﾞｲｳﾞｨｰｽ ﾏｯｸｽ

英語実習f　EP3組 ｸﾞﾘﾌｨｽ ﾛｰﾘｰ

経営情報学入門 中岡　伊織

英語実習f　EP5組 ｸﾚｼｰﾆ ﾘｽﾞ

英語実習f　EP7組 ﾜｯﾄ ｱﾝﾄﾞﾘｭｰ

英語実習f　EP9組 ｹｲｽ ｽﾃｨｰﾌﾞﾝ

英語実習f　EP11組 ｺﾚｯﾄ ﾎﾟｰﾙ

日本語実習j　2組 渡辺　真由美

英語実習h　EP2組 ﾃﾞｲｳﾞｨｰｽ ﾏｯｸｽ

言語A 西田　光一

簿記原理Ⅳ 梅田　勝利

管理科学Ｉ 中岡　伊織

時限 講義名 担当教員
英語H(時事）　E1組 高路　善章

英語H(時事）　E3組 細木　由紀子

国際関係論Ⅱ 岩野　雅子

英語H(ｴｯｾｲ・物語）　E10組 田吹　香子

国際経済学入門（国） 魏　芳

英語H(作文）　E9組 細木　由紀子

英語H(ｴｯｾｲ・物語）　E11組 田吹　香子

中国語H　C2組 秋山　淳

中国語H　C3組 馬　叢慧

日本語実習e　1組 重田　美咲

英語実習b　EP2組 ﾍﾞﾀﾑ ﾘｰ ﾏｼｭｰ

保険論 伊藤　豪

英語実習b　EP4組 ｹﾝﾌﾟ ﾆｺﾗｽ

英語実習b　EP7組 ﾊﾞｰｸﾞ ﾏｲｹﾙ

英語実習b　EP10組 ﾜｯﾄ ｱﾝﾄﾞﾘｭｰ

英語実習b　EP12組 ｹｲｽ ｽﾃｨｰﾌﾞﾝ

英語実習b　EP15組 ﾗｯﾂ ﾃﾞｲﾋﾞｯﾄﾞ

英語実習b　EP17組 ﾃﾞｲｳﾞｨｰｽ ﾏｯｸｽ

日本語実習b　1組 清水　順子

英語M　E1組 渡部　明子

中国語M　C1組 篠原　征子

フランス語M 中川　裕二

中国語実習b　CP1組 馬　叢慧

1月29日(金)

3限

4限

5限

1限

3限

1月28日(木)

2限
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時限 講義名 担当教員
ドイツ語M 西田　雅弘

英語実習b　EP3組 ﾃﾞｲｳﾞｨｰｽ ﾏｯｸｽ

英語実習b　EP5組 ﾜｯﾄ ｱﾝﾄﾞﾘｭｰ

英語実習b　EP6組 ｹｲｽ ｽﾃｨｰﾌﾞﾝ

英語実習b　EP8組 ﾗｯﾂ ﾃﾞｲﾋﾞｯﾄﾞ

英語実習b　EP11組 ﾊﾞｰｸﾞ ﾏｲｹﾙ

英語実習b　EP14組 ｹﾝﾌﾟ ﾆｺﾗｽ

英語実習b　EP16組 ﾍﾞﾀﾑ ﾘｰ ﾏｼｭｰ

英語M　E2組 渡部　明子

中国語M　C3組 木村　裕章

中国語M　C4組 篠原　征子

中国語M　C5組 岡村　和世

中国語実習b　CP2組 馬　叢慧

英語実習b　EP1組 ｺﾚｯﾄ ﾎﾟｰﾙ

健康科学　2組 松﨑　守利

異文化交流B 木村　裕章

英語実習b　EP9組 ﾃﾞｲｳﾞｨｰｽ ﾏｯｸｽ

英語実習b　EP13組 ﾍﾞﾀﾑ ﾘｰ ﾏｼｭｰ

中国語M　C2組 篠原　征子

中国語M　C6組 岡村　和世

時限 講義名 担当教員
英語C　E1組 高本　孝子

英語C（LL）　E11組 細木　由紀子

中国語C　C1組 馬　叢慧

英語C　E3組 三宅　啓子

英語C　E4組 谷國　晶洋

英語C　E6組 村田　希巳子

英語C　E8組 細木　由紀子

英語C（LL）　E14組 高本　孝子

中国語C　C2組 馬　叢慧

英語G（時事）　E1組 関口　奈津恵

英語G（時事）　E2組 村田　希巳子

道徳教育 天野　かおり

英語G（時事）　E5組 谷國　晶洋

英語G（作文）　E8組 三宅　啓子

英語G(ｴｯｾｲ・物語）　E11組 細木　由紀子

英語C　E12組 高本　孝子

中国語C　C3組 馬　叢慧

中国語G　C1組 篠原　征子

英語G（作文）　E7組 関口　奈津恵

英語G（作文）　E9組 三宅　啓子

英語G(ｴｯｾｲ・物語）　E12組 細木　由紀子

英語G（ｴｯｾｲ・物語）　E13組 谷國　晶洋

英語G(ｴｯｾｲ・物語）　E14組 村田　希巳子

中国語G　C2組 篠原　征子

中国語G　C3組 木村　裕章

中国語演習c 木村　裕章

教育原理 天野　かおり

2月1日(月)

4限

5限

1限

1月29日(金)

2限

3限

4限

5限
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時限 講義名 担当教員

1限 韓国経済論 中川　圭輔

Foreign Studies B ｻﾘﾊﾞﾝ ｸﾘｽﾃﾝ

商業英語 田代　安彦

国際政治経済学Ⅰ 岡本　次郎

英語演習c　1組 高路　善章

英語演習c　2組 高本　孝子

経済原論Ⅰ（国・公） 関野　秀明

自治体法務論 大野　悠介

英語演習d　1組 ｻﾘﾊﾞﾝ ｸﾘｽﾃﾝ

英語演習d　2組 高本　孝子

思想 西田　雅弘

人間と物質 髙橋　洋

宇宙と地球 佐々木　実

経済原論Ⅰ（経） 関野　秀明

2月3日（水）・4日（木）

定期試験が1月27日（水）～2月2日（火）の間に実施できない事態が発生した場合、

定期試験を実施することがあります。

2限

3限

4限

5限

2月2日(火)
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