
令和元年度　前期期間内試験時間割 2019/7/25　11:45

【渋谷キャンパス開講科目】

実施日　７月２６日（金）

時限 試験時間 科目名 教員氏名 開講曜時 対象学生 教室

環境政治学 佐藤　俊輔 金1 全学生 2202教室

政治学 宮下 大志 金1 全学生 2201教室

情報資源組織論Ⅰ 須永 和之 金1 全学生 2103教室

1年・4年 5201教室

2年・3年 5202教室

日本時代文学史Ⅰ 吉岡 真緒 金2 全学生 2202教室

商事決済法Ａ 渋谷 光義 金2 全学生 2201教室

4年 2103教室

2年・3年 2104教室

2年 2101教室

3年・4年 2102教室

比較芸術学Ａ 藤澤 紫 金3 全学生 2201教室

行政法ⅢＡ 高橋 信行 金3 全学生 1201教室

（専）憲法ⅠＡ/(専)憲法Ⅰ 平地 秀哉 金3 全学生 2403教室

地域文化と景観概論Ⅰ 三河 雅弘 金3 全学生 1101教室

生活と文化（『源氏物語』を読むⅠ）/國學院の学び（『源氏物語』を読むⅠ） 春日 美穂 金3 全学生 2303教室

２０世紀の政治Ａ 上神 貴佳 金3 全学生 1103教室

行政法ⅠＡ/行政法Ⅰ 平 裕介 金3 全学生 1105教室

1年 2103教室

2年・3年・4年 2104教室

1年・2年・4年 2101教室

3年 2102教室

政治学 宮下 大志 金3 全学生 2402教室

2年・3年 2301教室

1年・4年・互 2302教室

民事執行・保全法 西川 佳代 金3 全学生 2202教室

神道概論Ⅰ/神道概論 西岡 和彦 金3 全学生 5201教室

ミクロ経済学 尾近 裕幸 金3 全学生 5202教室

行政法ⅠＡ/行政法Ⅰ 森 稔樹 金4 全学生 2302教室

（専）行政法ⅠＡ/(専)行政法Ⅰ 川合 敏樹 金4 全学生 2103教室

1年 2101教室

2年・3年 2104教室

日本語史Ⅰ 二戸 麻砂彦 金4 全学生・科 2201教室

情報資源組織論Ⅰ 須永 和之 金4 全学生 2202教室

社会保障の基礎 田原 裕子 金5 全学生 2101教室

（専）会社法ⅠＡ/(専)会社法 中曽根 玲子 金5 全学生 2102教室

東アジア文化研究Ⅰ 池澤 優 金5 全学生・科 2301教室

伝承文学講読Ⅰ 佐伯 和香子 金5 全学生 2202教室

3年・4年 2103教室

1年・2年 2104教室

情報システム 高橋 尚子 金5 全学生 2201教室

神社祭式概論Ⅰ 星野光樹 金7 全学生・科 2202教室

憲法ⅠＡ/憲法Ⅰ 今井 健太郎 金7 全学生・科 2103教室

＊同じ科目名でも担当教員が異なる試験を受けた場合は無効となる。

＊同じ科目名でも授業開講曜日、時限が異なる試験を受けた場合は無効となる。

＊授業開講曜日、時限と異なる試験日程となっている場合があるので、受験時間を間違えないこと。

＊試験場への入場は、試験開始後25分まで許可する。途中退場は一切認めない。

金2

企業財務の基礎 紺野 由希子 金2

行政法ⅠＡ 平 裕介 金2

1限 9時30分～10時30分

2限 11時10分～12時10分

経済史の基礎 尾﨑 麻弥子

金3

4限 15時00分～16時00分 国際政治入門 佐藤　俊輔 金4

3限 13時20分～14時20分
考古学概論Ⅰ 青木 敬 金3

経済理論入門 野田 隆夫 金3

日本時代史Ⅰ 佐藤 長門

【注意】　科目名、担当教員名、授業開講曜日、時限をよく確認すること。

5限 16時40分～17時40分

日本の経済 野田 隆夫 金5

7限 20時00分～21時00分



令和元年度　前期期間内試験時間割 2019/7/25　11:45

【渋谷キャンパス開講科目】

実施日７月２７日(土)

時限 試験時間 科目名 教員氏名 開講曜時 対象学生 教室

環境経済の基礎 西林 勝吾 土2 全学生 2101教室

神社ネットワーク論Ⅰ/神社ネットワーク論 黒﨑 浩行 土2 全学生・専 2202教室

3限 13時20分～14時20分 史学入門Ⅰ 山﨑 雅稔 土3 全学生 2104教室

6限 18時20分～19時20分 古典講読ⅡＡ 小林 宣彦 土6 全学生 2202教室

7限 20時00分～21時00分 神道史学ⅠＡ/神道史学Ⅰ 小林 宣彦 土7 全学生・科 2201教室

＊同じ科目名でも担当教員が異なる試験を受けた場合は無効となる。

＊同じ科目名でも授業開講曜日、時限が異なる試験を受けた場合は無効となる。

＊授業開講曜日、時限と異なる試験日程となっている場合があるので、受験時間を間違えないこと。

＊試験場への入場は、試験開始後25分まで許可する。途中退場は一切認めない。

2限 11時10分～12時10分

【注意】　科目名、担当教員名、授業開講曜日、時限をよく確認すること。



令和元年度　前期期間内試験時間割 2019/7/25　11:45

【渋谷キャンパス開講科目】

実施日　７月２９日（月）

時限 試験時間 科目名 教員氏名 開講曜時 対象学生 教室

民事法入門 姫野 学郎 月1 全学生 2102教室

日本史概論Ⅰ 高村 聰史 月1 全学生 2201教室

西洋史概論Ⅰ 宮崎 亮 月1 全学生・科 2104教室

佐藤 秀勝 全学生 2301教室

大江 毅 全学生 2101教室

鈴木 達次 全学生 2302教室

川村 尚子 全学生 2303教室

生産管理 門脇　一彦 月1 全学生 2202教室

簿記と財務報告Ｂ 中田 有祐 月2 全学生 2302教室

東洋史概論Ⅰ 菊地 大 月2 全学生 1105教室

経済学史 原谷 直樹 月2 全学生 2104教室

図書館概論 新藤　透 月2 全学生 2102教室

日本政治史Ａ 坂本 一登 月2 全学生 2103教室

2年・3年 2101教室

1年・4年 2201教室

古典講読ⅢＡ 松本 久史 月3 全学生・科 2302教室

1年 2201教室

2年・3年・4年 2202教室

（専）民法・総則 佐藤 秀勝 月3/木1 全学生 2103教室

法・T・W 2101教室

文・神・人・F 2104教室

ＥＵ経済 亀卦川 芽以 月3 全学生 2102教室

U 1201教室

V・Z 1202教室

文・経・神・人・科 1203教室

日本の金融システム 紺井 博則 月3 全学生 1101教室

1年・3年 2301教室

2年・4年 2303教室

2年 1103教室

3年 1104教室

1年・4年・科 1105教室

予算管理 東海林 孝一 月3 全学生 5202教室

3年・4年 5301教室

1年・2年 5302教室

文・神・経 2101教室

法・人・専 2102教室

神道と文化 新井 大祐 月4 全学生 2303教室

1年・2年 1101教室

3年・4年 1102教室

古典講読ⅡＡ 小林 宣彦 月4 全学生・科 1105教室

月4 3年 1103教室

月4 4年 1104教室

簿記と財務報告Ａ 中田 有祐 月4 全学生 2201教室

地域経済統合 亀卦川 芽以 月4 全学生 2302教室

アジア政治史Ａ 角崎 信也 月4 全学生 5201教室

神道と文化 塩川　哲朗 月4 全学生 5301教室

日本の基層文化（神道と日本人の信仰）/國學院の学び（神道と日本人の信仰）/日本事情/日本事情Ⅰ 田沼 眞弓 月4 全学生 5202教室

法・F・T 2104教室

文・人・W 2202教室

情報処理の基礎 岡田 長治 月5 全学生 2303教室

3年・4年 2301教室

2年 2302教室

神道と文化 新井 大祐 月5 全学生 5202教室

民法・総則 姫野 学郎 月5 全学生 5301教室

法社会学Ａ 前川 佳夫 月5 全学生 2201教室

日本時代史Ⅴ 岩橋 清美 月5 全学生 2102教室

人間と社会（ワークルール入門）/法と社会参加（ワークルール入門） 本久 洋一 月5 全学生 2104教室

憲法ⅠＢ/憲法Ⅱ 大江 一平 月5 全学生 2101教室

神道と文化 小平 美香 月5 全学生 5201教室

神道史学ⅡＡ 松本 久史 月6 全学生・科 2202教室

民法・債権各論Ａ/民法･債権各論 川村 尚子 月6 全学生 2103教室

仏教文化研究Ⅰ 岡野 浩二 月7 全学生・科 2103教室

古典講読ⅢＡ 松本 久史 月7 全学生・科 2102教室

＊同じ科目名でも担当教員が異なる試験を受けた場合は無効となる。

＊同じ科目名でも授業開講曜日、時限が異なる試験を受けた場合は無効となる。

＊授業開講曜日、時限と異なる試験日程となっている場合があるので、受験時間を間違えないこと。

＊試験場への入場は、試験開始後25分まで許可する。途中退場は一切認めない。

1限 9時30分～10時30分

民事法入門 月1

2限 11時10分～12時10分

宇宙物理学入門/環境と技術（物質の起源）/人間と自然００３ 近藤 良彦 月2

3限 13時20分～14時20分

神道史学ⅠＡ/神道史学Ⅰ 小林 宣彦 月3

人間と社会（高齢者・障害者の生活と法/法と社会参加(高齢者・障害者の生活と法) 佐藤 彰一 月3

日本史概論Ⅰ 柴田 紳一 月3

西洋経済史 尾﨑 麻弥子 月3

国際政治Ａ 佐藤　俊輔 月3

文化景観各論Ⅱ 林 和生 月3

4限 15時00分～16時00分

世界宗教文化論Ⅰ/世界宗教文化論 ヘイブンズ・ノルマン 月4

日本史概論Ⅰ 山﨑 雅稔

5限 16時40分～17時40分

財政の基礎 根岸 毅宏 月5

6限 18時20分～19時20分

月4

環境法 川合 敏樹

ネットワーク型組織 小木曽 道夫 月4

7限 20時00分～21時00分

【注意】　科目名、担当教員名、授業開講曜日、時限をよく確認すること。



令和元年度　前期期間内試験時間割 2019/7/25　11:45

【渋谷キャンパス開講科目】

実施日　７月３０日（火）

時限 試験時間 科目名 教員氏名 開講曜時 対象学生 教室

2年 2101教室

3年・4年 2102教室

民法・物権Ａ/民法･物権 関 武志 火1 全学生 2104教室

上西 亘 全学生 2201教室

小濱 歩 全学生 1105教室

4年・科 5201教室

3年 5202教室

日本の政治Ａ 上神 貴佳 火1 全学生 2103教室

日本語学概説Ⅰ 三井 はるみ 火1 全学生 2301教室

刑事政策Ａ 安田 恵美 火1 全学生 2402教室

日本語学概説Ⅰ 小田 勝 火1 全学生 2202教室

（専）刑法総論Ⅰ/(専)刑法総論 関 哲夫 火1 全学生 2302教室

西洋史特殊講義 白川 耕一 火2 全学生 2402教室

法 2201教室

経 2202教室

F・T 2101教室

W 2102教室

4年 2103教室

2年・3年 2104教室

1年・3年 5201教室

2年・4年 5202教室

日本語学概説Ⅰ 諸星 美智直 火2 全学生 2301教室

経 2302教室

法 2303教室

W2年 1303教室

F 1304教室

W3年・T 1306教室

1年・4年 1203教室

2年・3年 1204教室

応用法律学(公務員試験対策・民法A) 廣瀬 美佳 火3 全学生 2102教室

2年 1103教室

3年・4年 1104教室

刑法各論Ⅱ 甘利 航司 火3 全学生 1101教室

文・経・人 2101教室

神・Z 2103教室

U・V 2104教室

F2年・F4年 5201教室

F3年 5202教室

T 5301教室

文・法・神・人・W 5302教室

文・経・神 1105教室

法・人 1201教室

1年・3年 2302教室

2年・4年 2303教室

1年・4年 2301教室

3年 2402教室

2年 2403教室

2年・3年 1402教室

1年・4年 1403教室

3年 2201教室

4年 2202教室

2年 1202教室

1年・3年・4年・専 1205教室

情報メディアの活用 須永 和之 火3 全学生 1102教室

3年・科 2301教室

4年 2302教室

1年・4年 5301教室

2年・3年 5302教室

神道と文化 鈴木 聡子 火4 全学生 2303教室

経 2104教室

文・法・神 2201教室

伝承文学概説Ⅰ 大石 泰夫 火4 全学生 2102教室

日本の政治Ａ 上神 貴佳 火4 全学生 2402教室

日本語音声学Ⅰ 三井 はるみ 火4 全学生・院 1201教室

経済史の基礎 杉山 里枝 火4 全学生 1105教室

2年・3年 2101教室

4年 2103教室

日本語学講読Ⅰ 小田 勝 火4 全学生 2202教室

1年 1101教室

2年・3年・4年 1103教室

1年・3年・科 5201教室

2年・4年 5202教室

1限 9時30分～10時30分

国際法の基礎 江藤 淳一 火1

神道と文化 火1

火2

経営学特論（産業情報分析） 紺野 由希子 火2

日本の基層文化（民俗宗教論）/日本文化を知る（民俗宗教論） 茂木 栄 火2

心理学Ａ 伊澤 冬子 火1

神道と文化 宮本 誉士 火2

現代日本経済 中村 宗悦

神道と文化 島田 潔 火2

3限 13時20分～14時20分

財務会計 金子 良太 火3

法学（日本国憲法） 井上 知樹

2限 11時10分～12時10分

日本経済史 杉山 里枝 火3

会社入門 紺野 由希子 火3

火3

憲法ⅠＢ/憲法Ⅱ 平地 秀哉 火3

犯罪学入門 安田 恵美

宗教社会学Ⅰ/宗教社会学 黒﨑 浩行 火3

流通システム 矢嶋 剛 火4

日本美術史Ａ 藤澤 紫

火3

考古学各論Ⅰ 谷口 康浩 火3

不動産登記法 齋藤 隆夫 火3

行政と市民生活（行政学へのいざない）/人間と社会（行政学へのいざない） 若林 悠 火3

日本時代史Ⅴ 根岸 茂夫 火3

神道と文化 島田 潔 火4

西洋地域史Ⅰ 川村 信郎 火4

4限 15時00分～16時00分

火4

経営理論入門 星野 広和 火4

金融の基礎 木村 秀史 火4



令和元年度　前期期間内試験時間割 2019/7/25　11:45

【渋谷キャンパス開講科目】

実施日　７月３０日（火）

時限 試験時間 科目名 教員氏名 開講曜時 対象学生 教室

3年 2201教室

4年 2202教室

民俗学史Ⅰ 大石 泰夫 火5 全学生 1105教室

3年・4年 2101教室

1年・2年 2102教室

世界の経済 木村 秀史 火5 全学生 2104教室

科学的思考法/環境と技術（科学的とは何か） 柴﨑 和夫 火5 全学生 5202教室

西洋美術史ⅡＡ 小池 寿子 火5 全学生・互 5201教室

祭祀学Ⅰ 加瀬直弥 火6 全学生・科・互 2201教室

1年・2年 2101教室

3年・4年 2104教室

国学概論Ⅰ 星野光樹 火6 全学生 2202教室

神社ネットワーク論Ⅰ 黒﨑 浩行 火6 全学生 2103教室

7限 20時00分～21時00分 宗教行政研究Ⅰ 髙野 裕基 火7 全学生・科 2202教室

＊同じ科目名でも担当教員が異なる試験を受けた場合は無効となる。

＊同じ科目名でも授業開講曜日、時限が異なる試験を受けた場合は無効となる。

＊授業開講曜日、時限と異なる試験日程となっている場合があるので、受験時間を間違えないこと。

＊試験場への入場は、試験開始後25分まで許可する。途中退場は一切認めない。

5限 16時40分～17時40分

経営管理 星野 広和 火5

社会のなかの人間０８５/人間と社会（身体文化論）/國學院の学び（身体文化論） 高橋　幸 火5

6限 18時20分～19時20分

言語と思想０６０/心性と思想（言語・心理・催眠Ⅰ）/國學院の学び（言語・心理・催眠） 藤野 敬介 火6

【注意】　科目名、担当教員名、授業開講曜日、時限をよく確認すること。
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【渋谷キャンパス開講科目】

実施日　７月３１日（水）

時限 試験時間 科目名 教員氏名 開講曜時 対象学生 教室

神社祭式概論Ⅰ/神社祭式概論 鈴木 聡子 水1 全学生・専 2201教室

渡辺 瑞穂子 全学生 2303教室

秋野　淳一 全学生 2302教室

農業経済 久保田 裕子 水1 全学生 2104教室

環境・開発問題入門 中馬 祥子 水2 全学生 2201教室

国学概論Ⅰ 松本 久史 水2 全学生 2103教室

人間と社会（企業での活動と法）/法と社会参加（企業での活動と法） 中川 徹也 水2 全学生 2104教室

神道教化概論Ⅰ/神道教化概論 藤本 頼生 水2 全学生・専・科 5201教室

神道と文化/神道と文化９９９ 有働 智奘 水2 全学生 1105教室

（専）刑法各論Ⅰ/(専)刑法各論 甘利 航司 水2 全学生 2403教室

神道と文化 渡辺 瑞穂子 水2 全学生 2303教室

簿記と財務報告Ａ 若林 利明 水2 全学生 2302教室

近代日本経済史 中村 宗悦 水2 全学生 2101教室

社会運動論 和田　悠 水2 全学生 2202教室

消費者主権の経済学 久保田 裕子 水2 全学生 2301教室

学校図書館メディアの構成 須永 和之 水2 全学生 2402教室

東洋史概論Ⅰ 江川 式部 水3 全学生・科 2101教室

社会のなかの人間０３６/人間と社会（現代日本社会の「宗教」） 大道 晴香 水3 全学生 2201教室

1年 2101教室

2年・3年・4年 2201教室

経済理論入門 野口 尚洋 水4 全学生 2104教室

芸術と人間０４８/芸術と人間４８/生活と文化（歌で聴くドイツの歴史） 遠藤 紀明 水4 全学生 1105教室

6限 18時20分～19時20分 法学（日本国憲法） 山崎 英壽 水6 全学生 2202教室

＊同じ科目名でも担当教員が異なる試験を受けた場合は無効となる。

＊同じ科目名でも授業開講曜日、時限が異なる試験を受けた場合は無効となる。

＊授業開講曜日、時限と異なる試験日程となっている場合があるので、受験時間を間違えないこと。

＊試験場への入場は、試験開始後25分まで許可する。途中退場は一切認めない。

1限 9時30分～10時30分 神道と文化 水1

2限 11時10分～12時10分

3限 13時20分～14時20分

4限 15時00分～16時00分

法学（日本国憲法） 山崎 英壽 水4

【注意】　科目名、担当教員名、授業開講曜日、時限をよく確認すること。
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【渋谷キャンパス開講科目】

実施日　８月１日（木）
時限 試験時間 科目名 教員氏名 開講曜時 対象学生 教室

人事管理 本田 一成 木1 全学生 2201教室

会社法の基礎 森川 隆 木1 全学生 2101教室

日本の経済 杉山 里枝 木1 全学生 2104教室

図書館概論 新藤　透 木1 全学生 2102教室

日本政治史Ａ 坂本 一登 木1 全学生 2202教室

4年 5201教室

3年 5202教室

民法・債権各論Ｂ 姫野 学郎 木2 全学生 2102教室

刑法各論Ⅰ/刑法各論 甘利 航司 木2 全学生 2303教室

4年 2301教室

2年・3年 2302教室

2年 2101教室

3年・4年 2103教室

会社入門 藤山 圭 木2 全学生 1105教室

民法・債権各論Ｂ 川村 尚子 木2 全学生 1201教室

1年・2年 2104教室

3年 2201教室

4年 2202教室

日本経済と政策 橋元 秀一 木2 全学生 1203教室

日本語学概説Ⅰ 吉田 永弘 木3 全学生 1303教室

神道史学ⅡＡ 松本 久史 木3 全学生・科 2201教室

宗教行政研究Ⅰ 藤本 頼生 木3 全学生・科 1201教室

F 1101教室

T 1103教室

W 1104教室

3年 2202教室

4年 2301教室

2年1組～11組 2101教室

3年・4年 2102教室

2年12組～16組 2302教室

2年 2303教室

3年・4年 2403教室

2年 1105教室

3年・4年 1203教室

3年 5202教室

4年 5301教室

基礎漢文学 鈴木 崇義 木3 全学生 5201教室

考古学各論Ⅶ/歴史考古学Ⅰ 青木 敬 木3 全学生 5302教室

（専）憲法ⅡＡ/(専)憲法Ⅱ 福岡 英明 木3 全学生 2103教室

政治学概論 苅田 真司/宮下 大志 木3 全学生・科 2104教室

日本の経済 根岸 毅宏 木4 全学生 1105教室

3年 2101教室

4年 2201教室

漢文学講読Ⅰ 佐川 繭子 木4 全学生 2202教室

国際関係史Ａ 芝崎 祐典 木4 全学生 5301教室

4年 2103教室

2年・3年・科 2104教室

西洋政治史Ａ 浅井 亜希 木4 全学生 1101教室

細谷 圭 全学生 5201教室

中泉 真樹 全学生 5202教室

日本語史Ⅰ 諸星 美智直 木4 全学生 2301教室

日本の経済 髙木 康順 木4 全学生 2302教室

東洋地域史Ⅲ 樋口 秀実 木4 全学生 2303教室

開発経済 中馬 祥子 木5 全学生 5201教室

調査研究入門 本田 一成 木5 全学生 2104教室

消費者法 吉松 惠子 木5 全学生 2101教室

社会経済学入門 秋山 誠一 木5 全学生 2201教室

経営組織 藤山 圭 木5 全学生 5202教室

（専）行政法ⅡＡ 村山　美樹 木5 全学生 2102教室

仏教概論Ａ 浅野 守信 木5 全学生 2202教室

民法・物権Ａ/民法･物権 関 武志 木6 全学生 2303教室

倫理学Ａ 鎌田 東二 木6 全学生・科 2101教室

思想と文化０５０/心性と思想（仏教の神々と信仰Ⅰ） 浅野 守信 木6 全学生 2201教室

神道概論Ⅰ/神道概論 西岡 和彦 木6 全学生・院・科 2302教室

7限 20時00分～21時00分 祝詞作文Ⅰ 星野光樹 木7 全学生 2202教室

＊同じ科目名でも担当教員が異なる試験を受けた場合は無効となる。

＊同じ科目名でも授業開講曜日、時限が異なる試験を受けた場合は無効となる。

＊授業開講曜日、時限と異なる試験日程となっている場合があるので、受験時間を間違えないこと。

＊試験場への入場は、試験開始後25分まで許可する。途中退場は一切認めない。

1限 9時30分～10時30分

2限 11時10分～12時10分

組織行動 本田 一成 木2

（専）商取引法Ａ/商取引法Ａ 鈴木 達次 木2

犯罪学Ａ/法律学特殊講義（犯罪学Ａ） 安田 恵美 木2

人間と社会（身体文化論）/國學院の学び（身体文化論） 高橋　幸 木2

木3

経営戦略の基礎 藤山 圭 木3

マクロ経済学 細谷 圭 木3

3限 13時20分～14時20分

世界の経済 細井 長 木3

（専）金融サービス法Ａ/金融サービス法Ａ 鈴木 達次 木3

民事訴訟法ⅠＡ/民事訴訟法 佐古田 真紀子

【注意】　科目名、担当教員名、授業開講曜日、時限をよく確認すること。

木4

日本の経済 木4

5限 16時40分～17時40分

6限 18時20分～19時20分

行政法ⅡＡ 村山　美樹 木3

4限 15時00分～16時00分

国際私法Ａ 佐々木 雄一 木4

社会経済学入門 秋山 誠一
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