
開講

時期

開講

曜時
科目名 教員氏名

前期 水2 個人と国際法 新倉　圭一郎

前期 金3 倒産法 大江　毅

後期 月4 言語学特殊講義Ⅱ 岡田　一祐

後期 月4 美学Ａ 櫻井　一成

後期 月4 社会学Ｂ 橋本　みゆき

後期 火4 経済学特論(ジェンダーと経済) 高橋　幸

後期 水3 地域社会問題 福井　一喜

後期 水4 調査研究入門 福井　一喜

後期 金2 中国語演習IVＢ 　 針谷　壮一

後期 金3 生活と文化（『源氏物語』を読むII） 　 春日　美穂

後期 金3 哲学概論Ｂ 齋藤　元紀

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 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。

前期 木2 組織行動 本田　一成 可 K-SMAPYⅡで配布した授業資料、ノート（コピー可）

前期 金2 商事決済法Ａ 渋谷　光義 可 指定六法

後期 月3 アンケート調査入門 小木曽　道夫 可 全て

後期 木2 環境と技術（コンピュータと人間の社会） 坂本　正徳 可 電子機器を除くすべて可。

後期 木2 商取引法Ｂ 鈴木　達次 可 ポケット六法（有斐閣）・デイリー六法（三省堂）

後期 木2 労働法Ｂ 本久　洋一 可 指定六法

後期 金2 商事決済法Ｂ 渋谷　光義 可 指定六法

後期 金3 和の心・技・体（茶道入門） 　 竹本　千鶴 可 ノート・配布プリント

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 金4 会社入門 清水　健太 可 配布資料・自筆メモ書き・教科書

前期 月4 地域経済統合 亀卦川　芽以 不可

前期 月5 人間と社会（ワークルール入門） 本久　洋一 不可

前期 火2 博物館資料論 山田　磯夫 不可

前期 水4 日本語学講読Ⅰ 竹部　歩美 不可

令和元年度　後期　再試験　リポート科目

　　　       提出期限：3月7日（土）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

令和元年度　後期　再試験

試験日：3月7日（土）

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。
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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 金3 神道思想史学Ⅰ 遠藤　潤 不可

前期 金3 民事執行・保全法A 西川　佳代 不可

後期 月4 アジア政治史Ｂ 角崎　信也 不可

後期 月4 政治家論 坂本　一登 不可

後期 月5 人間と社会（企業での活動と法） 中川　徹也 不可

後期 火2 経営学特論（みずほ証券） 木村　秀史 不可

後期 火2 国際経営 細井　長 不可

後期 水1 外国語学Ⅱ（英） 野呂　健 不可

後期 水2 環境と技術（未来社会の予測とデザイン思考） 　 天野　明夫 不可

後期 木3 世界の経済 木村　秀史 不可

後期 木3 経営組織 藤山　圭 不可

後期 木4 漢文学講読Ⅱ 佐川　繭子 不可

後期 木5 経営戦略の基礎 藤山　圭 不可

後期 金1 社会保障の基礎 田原　裕子 不可

後期 土1 心性と思想（日本人の死生観II） 正野　泰周 不可

※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。
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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 日本史概論Ⅰ 柴田　紳一 可 授業時に配付した資料とノートのみ

前期 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。

前期 木6 倫理学Ａ 鎌田　東二 可 教科書、授業プリント、ノート

後期 月3 現代日本経済 橋元　秀一 可 電子機器を除くすべて。

後期 火6 祭祀学Ⅱ 加瀬直弥 可 教科書・ノート・配布資料

後期 水3 経営史 高橋　清美 可 紙媒体のみ

後期 水6 神道と環境Ⅱ 渋澤　寿一 可 ノート・参考書・辞書・文献

後期 木2 法律学特殊講義（犯罪学Ｂ） 安田　恵美 可 授業レジュメ・教科書・犯罪白書・再犯防止白書・ノート

後期 木3 金融サービス法Ｂ 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。

後期 木3 行政法ⅡＢ 村山　美樹 可 指定六法

後期 木4 民法・相続 犬伏　由子 可 指定の六法

後期 木4 生活と文化（武道の特性と国際化） 　 田村　昌大 可 ノート

後期 金6 人間と社会（平安貴族社会と陰陽道） 高田　義人 可 配布プリント（K-SMAPYⅡよりダウンロード可）と各自のノートのみ

通年 月6 民法・債権各論Ｂ（振替科目） 川村　尚子 可 指定六法

通年 火2 刑法総論（通年科目） 関　哲夫 可
〇教科書（関　哲夫『講義・刑法総論（第２版）』2018年・成文堂）

〇六法〇レジュメ

前期 水4 生活と文化（歌で聴くドイツの歴史） 遠藤　紀明 不可

前期 木3 政治学概論 宮下　大志 不可

前期 金1 政治学 宮下　大志 不可

後期 月3 キャリアデザイン（ＳＰＩ非言語項目対策） 　 伊部　宣孝 不可

後期 火5 会社入門 星野　広和 不可

後期 水2 ＮＧＯ・ＮＰＯと社会 中馬　祥子 不可

後期 水2 比較政治Ｂ 藤嶋　亮 不可

後期 木3  フランス語演習IIIＢ 　 篠原　洋治 不可

後期 木3 政党論 宮下　大志 不可

後期 木5 環境・開発問題入門 中馬　祥子 不可

後期 木6 楚辞演習 宮内　克浩 不可

後期 木7 祝詞作文Ⅱ 星野光樹 不可

後期 金1 心性と思想（インドの神話と文化） 興津　香織 不可

後期 金2 企業監査 金子　良太 不可

後期 金2 フランス語中級ＡⅡ 中田　健太郎 不可

後期 金3 環境と技術（エネルギー問題） 真下　俊樹 不可

後期 土3 日本の経済 大西　祥惠 不可

※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。
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