
追試
時限

追試
時間

教室
開講
曜時

科目名称 教員氏名
披見
可否

披見内容

月1 東洋美術史Ａ 片岡 直樹 可 授業時配付プリント、ノート。

月6 民法・債権各論Ａ 川村 尚子 可 六法のみ。

火1 国際法の基礎 江藤 淳一 可 国際条約集

火1 刑事政策Ａ 安田 恵美 可
紙媒体のみ（PC,タブレットの電子機器の持込不可）。本授業に関係のな
い紙媒体を持ち込み、試験中に閲覧している場合には不正行為とみな
します。

火2 中国地域文化論Ⅰ 黒澤 直道 可 自筆ノートおよび配布資料のみ。

木2 商取引法Ａ 鈴木 達次 可 指定六法（ポケット六法・デイリー六法）のみ持ち込み可。

金1 環境と経済 古沢 広祐 可
テキスト『食べるってどんなこと？　あなたと考えたい命のつながあい』
平凡社、授業での配布プリント、筆記ノート。

金2 日本文学史Ⅱ 中村 正明 可 授業時配布資料・ノートのみ持ち込み可。

月1 民事法入門 川村 尚子 不可

月2 東洋史概論Ⅰ 菊地 大 不可

火1 心理学Ａ 伊澤 冬子 不可

火1 日本の政治Ａ 上神 貴佳 不可

火1 日本語学概説Ⅰ 小田 勝 不可

火1 神道と文化 小濱 歩 不可

火1 民法・物権Ａ 関 武志 不可

火1 日本語学概説Ⅰ 三井 はるみ 不可

火2 論語演習 青木 洋司 不可

火2 日本政治思想史Ａ 小原 薫 不可

水2 神社祭祀演習ⅢＡ 後藤 正明 不可

水2 法と社会参加（企業での活動と法） 中川 徹也 不可

水2 比較政治Ａ 藤嶋 亮 不可

金1 中国原典研究Ⅱ 青木 洋司 不可

金1 英語演習ⅡＡ 淺井 理恵子 不可

金1 ドイツ語Ⅲ 岩田 正之 不可

金1 神道神学Ⅰ 西岡 和彦 不可

金2 伝承文学研究ⅠＢ 佐々木 美智子 不可

金2 中国語Ⅰ 馬場 将三 不可

金3 経済理論入門 野田 隆夫 不可

土1 中国語演習ⅠＡ 白井 重範 不可

土1 心性と思想（日本人の死生観Ⅰ） 正野 泰周 不可

月2
環境と技術（物質の起源）/
宇宙物理学入門

近藤 良彦 可
ノート（授業資料にあげたサブノートを含む）、電卓（電卓機能のみのも
ので電子辞書等は不可）、授業中に配布した資料

月3 東洋地域史Ⅰ 鈴木 英夫 可 ノート、授業時配布資料

月3 医事法 廣瀬 美佳 可 全て(電子機器類を含む)

火3 法学（日本国憲法） 井上 知樹 可
最終授業日に配布した試験問題用紙併設の答案構成欄に自筆自書の
書込みをした試験問題用紙のみ、教場への持込みを認容する。PCによ
り作成したもの、及び、その貼付は持込みを禁止する。

水2 宗教学Ⅰ 石井 研士 可 全て

水2 簿記と財務報告Ａ 若林 利明 可
電卓のみ（通信機能付きの機種、及び電子辞書が内蔵されている機種
は認めない）

水3 日本経営史 高橋 清美 可 教科書・ノート・配布資料

木3 中国学入門 青木 洋司 可 教科書・プリント・ノート

木3 金融サービス法Ａ 鈴木 達次 可 指定六法（ポケット六法・デイリー六法）のみ持ち込み可。

金2 地域文化資源論 佐々木 和博 可 ノート，授業時配布プリント

金3 神道思想史学Ⅰ 遠藤　潤 可 すべて|ただし、PC、タブレット、電子辞書、電子文具をのぞく。

金3 日本時代史Ⅰ 佐藤 長門 可 授業時に配布したレジュメ、およびノート
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月3 ＥＵ経済 亀卦川 芽以 不可

月3 国際政治Ａ 佐藤　俊輔 不可

火1 神道と文化 上西 亘 不可

火2 神道と文化 島田 潔 不可

火3 神社管理研究Ⅰ 藤本 頼生 不可

火3 人間と社会（行政学へのいざない） 若林 悠 不可

火4 経営理論入門 星野 広和 不可

水2 環境・開発問題入門 中馬 祥子 不可

木3 宗教行政研究Ⅰ 藤本 頼生 不可

木5 開発経済 中馬 祥子 不可

金2 教育と社会 岩本 俊一 不可

金2 考古学各論Ⅲ 寺前 直人 不可

金2 フランス語Ⅲ 中田 健太郎 不可

金2 英文法Ａ 福井 崇史 不可

金2 政治変動論 藤嶋 亮 不可

金3 数的推論（ＳＰＩ非言語項目対策） 伊部　宣孝 不可

金3 行政法ⅢＡ 高橋 信行 不可

金3 入門フランス語 中田 健太郎 不可

金3 比較政治入門 藤嶋 亮 不可

金4 国際政治入門 佐藤　俊輔 不可

土2 心性と思想（生命の誕生をめぐる生命倫理） 正野 泰周 不可

火4 日本美術史Ａ 藤澤 紫 可
1.テキスト『遊べる浮世絵　体験版江戸文化入門』（藤澤紫著・東京書
籍） |2.授業時配布レジュメ |3.ノート|

火4 流通システム 矢嶋 剛 可 ノート、配布資料のみ可。

火5 東洋史概論Ⅱ 相原 佳之 可 教場にて指示する。

水4 神道と環境Ⅰ 渋澤 寿一 可 ノート、文献、参考書、辞書は持ち込み可

金4 仏教文化研究Ⅰ E･ｼﾂｹﾀﾝﾂ 可 テキスト、講義ノート、配布資料

月3 西洋経済史 尾﨑 麻弥子 不可

月4 神道と文化 塩川　哲朗 不可

月4 中国古典読法Ⅲ 長谷川 清貴 不可

火3 生活と文化(日本文化の普遍性と固有性) 長又 高夫 不可

火5 経営管理 星野 広和 不可

水4 中国語Ⅰ 宮本 厚子 不可

木4 コリア語Ⅰ 李 英 珠 不可

木5 選挙論 大川 千寿 不可

金2 行政法ⅠＡ 平 裕介 不可

金3 行政法ⅠＡ 平 裕介 不可

金4 古典講読ⅠＡ 武田 秀章 不可

土4 企業問題入門 白鳥 和生 不可

火3 日本経済史 杉山 里枝 可 ノート

火5 人間と社会（暮しの中の法律実務） 森田 聡 可 すべて（電子機器類含む）

木6 倫理学Ａ 鎌田 東二 可 教科書、授業プリント、ノート

金6 日本時代史Ⅶ 柴田 紳一 可 配付された資料と各自のノートのみ

金7 憲法ⅠＡ 今井 健太郎 可 六法（判例付き、書き込み有でも可）。|ノート。

月5
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 不可
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3限
13：20

～
14：20

CP3 月2 コンピュータと情報 木野 富士男 不可

追試
時限

追試
時間

教室
開講
曜時

科目名称 教員氏名 披見可否 披見内容

月2 日本政治史Ａ 坂本 一登 可 授業中に配布したレジュメとノート（教科書・参考書は不可）

水2 神道と文化 渡辺 瑞穂子 不可

水4 生活と文化（歌で聴くドイツの歴史） 遠藤 紀明 不可

金1 政治学 宮下 大志 不可

水4 経済理論入門 野口 尚洋 可 すべての持ち込みを許可します。

金3 考古学概論Ⅰ 青木 敬 可 配布資料、ノート

水4 法学（日本国憲法） 山崎 英壽 不可

木3 経営戦略の基礎 藤山 圭 不可

木3 世界の経済 細井 長 不可

木4 国際関係史Ａ 芝崎 祐典 不可

金2 現代社会論 小原 薫 不可

木4 西洋政治史Ａ 浅井 亜希 可
B5またはA4サイズの紙を使用し、授業時に指示した方法で作成したメ
モ1枚のみ持ち込みを可とする。

木4 日本の経済 髙木 康順 不可

木4 日本の経済 中泉 真樹 不可

木5 経営組織 藤山 圭 不可

5限
16：40

～
17：40

1105教室 金7 少年法Ａ 佐々木 光明 不可

追試
時限

追試
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開講
曜時

科目名称 教員氏名 披見可否 披見内容

2限
11：10

～
12：10

1105教室 木2 会社入門 藤山 圭 不可

4限

令和元年度　前期　「渋谷開講科目」　追試験

試験日：8月7日（水）　教室：1105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追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。

11：10
～

12：10
2限

令和元年度　前期　「渋谷開講科目」　追試験

試験日：8月6日（火）　教室：ＣＰ3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追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。

令和元年度　前期　「渋谷開講科目」　追試験

試験日：8月8日（木）　教室：1105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追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。
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