
１．赤文字の教室は、授業を行っている教室と違う教室です。

２．教室の配置等についてご不明な点がございましたら、お問い合わせください。

科目名 担当教員 クラス分け 教室 持込許可 備考

1 英語B　E3組 相原　信彦 A-205 ×

英語B（LL） E5組 南　貴子 A-305 ×

英語B　E8組 田吹　香子 I-207 ×

英語B（LL） E9組 納冨　未世 A-204 ×

中国語B　C3組 秋山　淳 A-107 ×

文学A 田口　寛 B-303
自筆ノート（自作メモ）、配布資料、参考文献可。
スマートフォン不可。

経済学史Ⅰ 荒井　智行 A-301 ×

水産経済論Ⅰ 板倉　信明 A-201 ×

現代韓国社会論 中川　圭輔 A-104
自筆ノートのみ持込可。
ノートのコピーや配布資料を貼付したノートは持込不可。

非営利組織マネジメント論 川野　祐二 B-101 自筆ノートのみ可

民法総論 平山　也寸志 A-101 ×

行政学 水谷　利亮 I-206 ×

2 英語B（作文） E2組 相原　信彦 A-205 ×

英語B（作文） E4組 田吹　香子 I-206 ×

英語B（LL） E12組 納冨　未世 A-203 ×

英語B　E14組 高路　善章 A-204 ×

中国語B  C1組 秋山　淳 A-107 ×

日本語C 重田　美咲 I-202 ×

英語実習g　EP1組 ｺﾚｯﾄ ﾎﾟｰﾙ I-201 Class notes

中国語実習g 馬　叢慧 I-207 ×

朝鮮語実習g 呉　香善 I-205 ×

政治 鈴木　陽一 A-103 ×

３・４年生 A-101

２年生 A-104

中国経済論Ⅰ 飯塚　靖 A-202 授業で配布したプリントと手書きのノートのみ持込可

４年生 A-201

２・３年生 A-301

120045～180050の学生 B-203

180051～182006の学生 B-303

環境資源経済学 諏訪　竜夫 A-108 ×

教育行政 天野　かおり B-306 ×

3 英語B　E6組 泉澤　みゆき A-108 ×

英語B（LL） E10組 ｻﾘﾊﾞﾝ ｸﾘｽﾃﾝ A-304 ×

英語B　E13組 山崎　優子 A-205 ×

中国語B　C2組 秋山　淳 A-107 ×

朝鮮語B　K2組 白川　春子 I-206 ×

日本語D 重田　美咲 I-202 ×

日本語演習a 三成　清香 I-205 ×

英語実習c　EP1組 ｺﾚｯﾄ ﾎﾟｰﾙ I-201 ×

英語実習c　EP3組 ﾋｯｸｽ ｼﾞｪｲﾑｽ A-204 ×

英語実習c　EP5組 ﾗｯﾂ ﾃﾞｲﾋﾞｯﾄﾞ B-306 ×

英語実習c　EP7組 ｹｲｽ ｽﾃｨｰﾌﾞﾝ B-305 ×

英語実習c　EP9組 ｸﾚｼｰﾆ ﾘｽﾞ A-106 ×

英語実習c　EP11組 ﾍﾞﾙ ﾁｬｰﾙｽﾞ A-203 ×

中国語実習c　CP1組 崔　云忠 I-207 ×

朝鮮語実習c 金　美羅 A-305 ×

経済地理学Ⅰ 外枦保　大介 B-303 ×

非営利組織論 川野　祐二 自筆ノートのみ可

金融論Ⅰ 森　祐司 ×

８月７日（水）

２０１９年度春学期定期試験時間割表（８月７日（水）・８日（木）分）

地域論 外枦保　大介 ×
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科目名 担当教員 クラス分け 教室 持込許可 備考

3 地域政策Ⅰ 杉浦　勝章 A-301 ×

企業分析論Ⅰ 島田　美智子 A-101 計算機能のみの電卓，定規，赤ペン

国商３年生 A-201

経済、国商４年生 A-202

行政法Ⅰ 山本　真敬 A-103 ×

4 英語B　E7組 南　貴子 A-107 ×

英語B　E11組 山崎　優子 A-205 ×

英語B（再履修） E15組 泉澤　みゆき A-108 ×

朝鮮語B　K1組 呉　香善 A-304 ×

朝鮮語演習b 白川　春子 I-201 ×

日本語実習d　1組 清水　順子 I-205 ×

日本語実習d　2組 三成　清香 I-202 ×

英語実習c　EP2組 ｺﾚｯﾄ ﾎﾟｰﾙ I-206 ×

英語実習c　EP4組 ﾋｯｸｽ ｼﾞｪｲﾑｽ A-204 ×

英語実習c　EP6組 ﾗｯﾂ ﾃﾞｲﾋﾞｯﾄﾞ B-306 ×

英語実習c　EP8組 ｹｲｽ ｽﾃｨｰﾌﾞﾝ B-305 ×

英語実習c　EP10組 ｸﾚｼｰﾆ ﾘｽﾞ A-106 ×

英語実習c　EP12組 ﾍﾞﾙ ﾁｬｰﾙｽﾞ A-203 ×

中国語実習c　CP2組 崔　云忠 I-207 ×

統計入門（国） 大内　俊二 B-303 電卓のみ

国際法 最首　太郎 A-103 自筆のノートのみ可

5 朝鮮語演習a 白川　春子 I-205 ×

国商・公マネ A-201

経済 A-301

商学総論 柳　純 B-303 自筆ノート、配布資料のみ

教育心理学 谷口　弘一 I-202 ×

科目名 担当教員 クラス分け 教室 持込許可 備考

1 人事労務管理論 萩原　久美子 B-203 ×

2 Foreign　Studies A ｻﾘﾊﾞﾝ ｸﾘｽﾃﾝ I-205 × 試験時間80分

経済政策Ⅰ 横山　寛和 A-301 ×

労働経済論 田中　裕美子 A-104 自筆ノートおよび配付資料のみ持込可

企業金融論 森　祐司 I-206 ×

都市社会学 加来　和典 A-203 ×

経済・公マネ、
科目等履修生、特別聴講学生

B-203

国商 B-303

プログラミング 佐々木　実 A-303 ×

２年生 A-101

３・４年生、特別聴講学生 A-202

国商 A-201

経済・公マネ A-205

経済法 渕川　和彦 A-107 全て持込可（但し、電子機器は除く）。

3 英語演習a　2組 下條　かおり A-305 ×

日本事情A（留学生のみ） 重田　美咲 A-108 ×

哲学概論 桐原　隆弘 A-104 テキスト、自筆ノート、配布資料

社会 加来　和典 A-204 ×

国商１年生、公マネ A-101

経済、国商２～４年生 A-301

２年生 B-101

３・４年生 B-203

経営組織論 村田　和博 B-303 ×

２年生 A-201

３・４年生、特別聴講学生 A-205

国際関係論Ⅰ 鈴木　陽一 I-207 ×

国際マクロ経済学 西戸　隆義 自筆ノート

福祉 難波　利光 テキスト、手書きノート

原価計算論Ⅰ 島田　美智子 計算機能のみの電卓，定規，赤ペン

経営管理論Ⅰ 村田　和博 ×

会社法Ⅰ 久保　佳納子 ×

統計入門（経・公） 大内　俊二 電卓のみ

８月８日（木）

経営学入門 萩原　久美子 ×

消費者法 平山　也寸志 ×
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科目名 担当教員 クラス分け 教室 持込許可 備考

4 英語演習b　1組 ｻﾘﾊﾞﾝ ｸﾘｽﾃﾝ A-304 × 試験時間80分

英語演習b　2組 下條　かおり A-305 ×

中国語演習b 秋山　淳 I-202 ×

論理 桐原　隆弘 A-104 ×

生命と生態 髙橋　洋 A-301 ×

社会保障論 難波　利光 A-201 手書きノート

地誌学Ｉ 外枦保　大介 A-101 ×

専門特講B（生命保険概論） 永岡　勇幸 I-201 15コマの講義で使用した資料全部

人文地理学概論 佐藤　裕哉 A-107 ×

5 人文地理B 佐藤　裕哉 A-201 配布資料、参考文献（印刷物に限る）

自然の法則B 佐々木　実 I-206 ×

２～４年生 B-203

１年生 B-303
憲法Ｉ 山本　真敬 ×
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