
開講時

期

開講

曜時
科目名 教員氏名

前期 月6 生活と文化（中国古代の知識人） 飯島 和俊

前期 火5 心性と思想（帝から読む『源氏物語』） 春日 美穂

後期 火5 心性と思想（帝から読む平安文学） 春日 美穂

前期 木3 キリスト教概論Ａ 北沢 裕

前期 水3 美学・芸術学特殊講義ⅠＡ 藤原 えりみ

後期 水3 日本の基層文化（現代日本社会の「神道」） 齋藤 公太

前期 金3 心性と思想（芸術における身体と言語Ⅰ） 橋爪 恵子

後期 金3 心性と思想（芸術における身体と言語Ⅱ） 橋爪 恵子

再試時

限
再試時間

開講時

期

開講

曜時
科目名 教員氏名

披見

可否
披見可否の内容

前期 月3 医事法 廣瀬 美佳 可 全て（電子機器類を含む）

前期 水1 学校保健 川田 裕樹 可 電卓（検索機能のないもの）

前期 土2 環境経済の基礎 西林 勝吾 可 ①講義内で配布したレジュメ、②ノート

後期 土2 環境経済の基礎 西林 勝吾 可 ①講義内で配布したレジュメ、②ノート

後期 木3
情報の科学００２

/環境と技術（コンピュータと人間の社会）
坂本 正徳 可 すべて可。ただし、電卓および電子機器は不可

前期 火1 社会保障の基礎 田原 裕子 否

後期 火6 古典講読ⅢＢ 松本 久史 否

後期 木6 神道思想史学Ⅱ 松本 久史 否

後期 土2 人事管理 本田 一成 否

後期 水1 神道と文化 大東 敬明 否

後期 水2 古典講読ⅡＢ 小林 宣彦 否

後期 月6 古典講読ⅡＢ 小林 宣彦 否

前期 土2 アジア経済 高橋 克秀 否

後期 土2 地域経済統合 高橋 克秀 否

後期 木2 労働経済 榎 一江 否

後期 金2 ミクロ経済学 尾近 裕幸 否

平成30年度　後期　再試験

試験日：3月7日（木）　2～6限

試験会場：渋谷キャンパス　120周年記念2号館　２１０１教室

※試験開始15分前までに入室すること。学生証を必ず持参すること。

※通常の開講時間帯と再試験時間帯が異なる場合がありますので、ご注意ください。

次ページに　3限　掲載

平成30年度　後期　再試験　リポート科目

　　　       提出期限：3月7日（木）17時00分（締切厳守）

提出場所：渋谷教務課リポートボックス

提出先

渋谷

教務課

2限

11：10

～

12：10



再試時

限
再試時間

開講時

期

開講

曜時
科目名 教員氏名

披見

可否
披見可否の内容

後期 金2 日本文化史Ⅱ 竹本 千鶴 可 ノート・配布プリント

後期 水2 外国考古学Ⅱ 和田 浩一郎 可

ノート、必須課題の下書き（※本試験と同一問題な

ので詳細はK-SMAPYⅡの評価方法から確認するこ

と）

前期 金3 民事執行・保全法 大江 毅 可 電子機器を除くすべて

後期 金2 美学・芸術学特殊講義ⅡＢ 泉 美知子 可 直筆ノート・配布プリント・書籍（書籍はすべて可）

後期 水3 アメリカ経済 渋谷 博史 可
教科書『現代アメリカ経済社会：理念とダイナミズ

ム』

後期 水4 公共部門と財政 渋谷 博史 可
教科書『日本の社会保障システム：理念とデザイ

ン』

前期 月3 地域社会問題入門 山本 健太 可 ノート・教科書・授業時配布資料

後期 金3 西洋史概論Ⅱ 古山 正人 可
レジュメ・ノート（教科書と本、そしてそのコピー

は不可）

後期 土2 フランス語中級ＡⅡ 土屋 良二 可 教科書、プリント、ノート、仏和辞書

後期 金3 日本時代史Ⅱ 佐藤 長門 可 配付レジュメ・ノート

後期 水2
言語と思想００９

/心性と思想（論理的思考方法Ⅱ）
高橋 昌一郎 可 『東大生の論理』・『知性の限界』

後期 月3 情報文化論Ⅱ 高橋 昌一郎 可 教科書『反オカルト論』

後期 金2 比較文化論Ⅱ 高橋 昌一郎 可 ノート

前期 木1 中国語演習ⅢＡ 江林 佳恵 否

後期 木1 中国語演習ⅢＢ 江林 佳恵 否

後期 土1 中国語演習Ⅰ 針谷 壮一 否

後期 土3 環境・開発問題入門 中馬 祥子 否

前期 火2 博物館資料論 山田 磯夫 否

通年 火3 行政法Ⅰ 川合 敏樹 否

前期 金3 東洋史概論Ⅰ 江川 式部 否

通年 木3 会社法 森川 隆 否

後期 水2 東洋史概論Ⅱ 菊地 大 否

前期 水3 英語演習ⅢＡ 愛甲 雄一 否

前期 土2 経済法Ａ 天田 弘人 否

後期 火1 武道文化史 山田 佳弘 否

後期 火2 日本政治思想史Ｂ 小原 薫 否

後期 木3 国際政治Ｂ 磯村 早苗 否

後期 土1 中国語中級ＢⅡ 羅 奇 祥 否

前期 金1 民法・親族 中村 恵 否

次ページに　4～６限、コンピュータ教室実施科目（4限）　掲載

3限

13：20

～

14：20

※試験開始15分前までに入室すること。学生証を必ず持参すること。

※通常の開講時間帯と再試験時間帯が異なる場合がありますので、ご注意ください。



再試時

限
再試時間

開講時

期

開講

曜時
科目名 教員氏名

披見

可否
披見可否の内容

後期 火3 法学（日本国憲法） 井上 知樹 可 試験問題用紙のみ

通年 火3 憲法Ⅱ 平地 秀哉 可
教科書・ノートなど紙媒体のもの（※電子機器は不

可）

前期 木3 金融サービス法Ａ 鈴木 達次 可 指定六法のみ

後期 月3 商事決済法Ｂ 鈴木 達次 可 指定六法のみ

後期 木2 商取引法Ｂ 鈴木 達次 可 指定六法のみ

後期 木3 金融サービス法Ｂ 鈴木 達次 可 指定六法のみ

通年 木3 民事訴訟法 佐古田 真紀子 可 指定の披見可の用紙のみ

前期 火5 日本経済史 杉山 里枝 可 ノート

後期 火6 生活と文化（中・近世日本の誓約と作法） 大河内 千恵 可 授業時配布物・ノート

後期 火3 表現文化論ⅢＢ 山口 恭子 可 ノート・配布資料

後期 金4 社会学Ｂ 橋本 みゆき 可 電子機器以外持ち込み可

後期 火4 博物館展示論 青木 豊 可 電子系以外すべて

後期 金4 國學院の学問（古事記を諸分野から読む） 谷口 雅博 可 授業時配布プリント／ノート

前期 月5 ネットワーク型組織 小木曽 道夫 可 投影教材を撮影したもの以外は可

前期 月2 英米現代事情Ⅰ 岩瀬 由佳 否

後期 火2 民法・相続 桶田 和子 否

後期 月5 会社入門 星野 広和 否

通年 火4 刑法各論 甘利 航司 否

前期 木4 漢文学講読Ⅰ 佐川 繭子 否

前期 土4 マーケティングの基礎 白鳥 和生 否

後期 木4 経営戦略の基礎 藤山 圭 否

前期 水4 フランス語演習ⅢＡ 大原 宣久 否

後期 木3 國學院の学問（國學院と法制史学） 高塩 博 否

前期 月4 日本の基層文化（神道と日本人の信仰） 田沼 眞弓 否

前期 火3 国際法の基礎 宮内 靖彦 否

通年 火2 刑法総論 関 哲夫 否

前期 月6 伝承文学概説Ⅰ 飯倉 義之 可 ノート、プリントのみ

後期 火5 経済原論 森田 成也 可 教科書のみ

後期 月6 神道教化概論Ⅱ 新井 君美 可

教科書「改訂・神道教化概説」 庄本光政・澁川謙一

著、神社新報社／教科書「神道と神道教化」平井直

房著、神社新報社／授業時配布資料／ノート

後期 火5 映像文化論 小川 直之 可 ノート・配布資料

後期 木5 経営組織 藤山 圭 否

前期 木3 政治学概論 宮下大志・苅田真司 否

後期 木5 法制史Ｂ 高塩 博 否

6限

18：20

～

19：20

後期 水6 祝詞作文Ⅱ 星野光樹 否

再試時

限
再試時間

開講時

期

開講

曜時
科目名 教員氏名

披見

可否
披見可否の内容

4限

15：00

～

16：00

後期 火5 コンピュータ技術演習（活用入門） 草薙　彰吾 否

試験日：3月7日（木）　4限

試験会場：渋谷キャンパス　ＡＭＣ4階　コンピュータ教室3

4限

5限

15：00

～

16：00

16：40

～

17：40

※試験開始15分前までに入室すること。学生証を必ず持参すること。

※通常の開講時間帯と再試験時間帯が異なる場合がありますので、ご注意ください。


