2019年度

春学期定期試験時間割

≪国際教養学部≫
2019/7/24修正

時間帯
⽇時

7/29
(⽉)

7/30
(⽕)

7/31
(⽔)

３ 限 ⽬（ １３︓００ 〜 １４︓００ ）

４ 限 ⽬（ １４︓３０ 〜 １５︓３０ ）

⽂学Ａ （⼤澤 耕史） ＜171＞
⻄洋史概説 （⽶岡 ⼤輔） ＜531＞【座席指定】
平和論Ａ （今野 泰三） ＜573＞【座席指定】
経済学Ａ （関川 靖） ＜552＞
⼼理学 （⼩澤 良） ＜542＞
地学Ａ （飯島 陽久） ＜553＞
道徳教育の理論と実践 （原⼝ 友輝） ＜533＞
スペイン語ⅠＣ （⽊越 勉） ＜0607＞
スペイン語ⅠＣ （伊藤 ゆかり） ＜0606＞
中国語ⅠＣ （武市 ⻘） ＜0608＞
中国語ⅠＣ （李 恩郷） ＜43B＞
中国語ⅠＣ （孟 ⽂蕾） ＜0809＞
フランス語ⅠＣ （フランク モラール） ＜42H＞
フランス語ⅠＣ （カシウス アンヌクレール） ＜43A＞
ドイツ語ⅠＣ （イミック） ＜42C＞
ドイツ語ⅠＣ （ミヒャエラ コッホ） ＜42G＞
ロシア語ⅠＣ （ペトリシェヴァ） ＜42B＞

１ 限 ⽬（ ９︓３０ 〜 １０︓３０ ）

哲学Ａ （⼤野 波⽮登） ＜132＞【レポート】
健康科学Ａ （鷲⾒ 勝博） ＜562＞
教育学Ａ （三浦 綾希⼦） ＜212＞
経済学Ａ （関川 靖） ＜543＞
地学Ａ （飯島 陽久） ＜573＞
法学 （⼿塚 崇聡） ＜553＞【座席指定】
⻄洋史Ａ （⽶岡 ⼤輔） ＜223＞【座席指定】
数学Ａ （加藤 直樹） ＜222＞
道徳教育の理論と実践 （原⼝ 友輝） ＜533＞
教職⼊⾨ （⼩峰 総⼀郎） ＜0703＞【座席指定】
論理的思考法 （松浦 明宏） ＜522＞【レポート】
統計学Ａ （馮 偉） ＜551＞
中国語ⅡＡ （孟 ⽂蕾） ＜0809＞
スペイン語ⅡＡ （伊藤 ゆかり） ＜0606＞
中国語ⅡＡ （武市 ⻘） ＜0608＞
スペイン語ⅡＡ （⽊越 勉） ＜0607＞
フランス語ⅡＡ （フランク モラール） ＜42H＞
現代海域世界論 （千葉 洋平） ＜42B＞
ドイツ語ⅡＡ （ミヒャエラ コッホ） ＜42G＞
ロシア語ⅡＡ （郡 伸哉） ＜43A＞

東洋史Ａ （⾼遠 拓児） ＜431＞【座席指定】
異⽂化研究 （明⽊ 茂夫） ＜222＞【座席指定】
ジェンダー論Ａ （⻲井 美穂） ＜223＞
論理学Ａ （松浦 明宏） ＜531＞【レポート】
グローバル・メディア論 （關野 伸之） ＜563＞
教育学Ａ （三浦 綾希⼦） ＜0603＞
化学Ａ （六⾞ 千鶴） ＜574＞【座席指定】
健康科学Ａ （鷲⾒ 勝博） ＜544＞
法学 （⼿塚 崇聡） ＜533＞【座席指定】
⻄洋史Ａ （⽶岡 ⼤輔） ＜562＞
⽇本国憲法 （川中 達治） ＜0703＞
英語資格対策ⅠＡ （柴⽥ 純⼦） ＜0801＞
政治学Ａ （伊藤 潤） ＜532＞
倫理学Ａ （寺⻄ 三千⼦） ＜571＞【座席指定】
イングリッシュ・スタディーズⅡ （千葉 洋平） ＜141＞
英語コミュニケーションⅠＡ （カレン ヤスダ） ＜0604＞
イングリッシュ・スタディーズⅡ （樹本 健） ＜0607＞
イングリッシュ・スタディーズⅡ （ダバンゾ クリストファ サムエル） ＜42B＞
イングリッシュ・スタディーズⅡ （モリタ チュア リアン） ＜42A＞
英語セミナーＡ （⼩牧 充世） ＜42H＞

⽂学Ａ （⼤澤 耕史） ＜562＞
東洋史Ａ （⾼遠 拓児） ＜241＞【座席指定】
ジェンダー論Ａ （⻲井 美穂） ＜223＞
中京⼤学を知る （阿部 英樹） ＜531＞【レポート】
化学Ａ （六⾞ 千鶴） ＜574＞【座席指定】
⽇本国憲法 （川中 達治） ＜0703＞
国際社会概論Ｂ （伊藤 潤） ＜532＞【レポート】
⽣物学Ａ （桑村 哲⽣） ＜524＞【レポート】
異⽂化研究 （林 久博） ＜572＞
英語資格対策ⅠＡ （浅井 良策） ＜0807＞
英語コミュニケーションⅠＡ （カレン ヤスダ） ＜0604＞
英語セミナーＡ （今井 隆夫） ＜0608＞
イングリッシュ・スタディーズⅡ （ダバンゾ クリストファ サムエル） ＜42B＞
イングリッシュ・スタディーズⅡ （モリタ チュア リアン） ＜42A＞
イングリッシュ・スタディーズⅡ （樹本 健） ＜0607＞
イングリッシュ・スタディーズⅡ （千葉 洋平） ＜141＞

図書館制度・経営論 （中川 豊） ＜531＞
国際社会概論Ｂ （伊藤 潤） ＜521＞【レポート】

ジェンダー論Ａ （⻲井 美穂） ＜241＞
情報科学Ａ （鈴⽊ 知多男） ＜0706＞
哲学概論 （松浦 明宏） ＜523＞【レポート】
経済学Ａ （⾦ 炫成） ＜0701＞
博物館経営論 （⻲井 哲也） ＜524＞【レポート】
英語資格対策ⅠＡ （今井 隆夫） ＜232＞
英語セミナーＢ （⽊村 友保） ＜521＞
イングリッシュ・ワークショップⅠＡ （ボウデン） ＜0605＞
イングリッシュ・ワークショップⅠＡ （ポール タナー） ＜0604＞
イングリッシュ・ワークショップⅠＡ （ジョン エスポジート） ＜0606＞
イングリッシュ・ワークショップⅠＡ （テリー ワコーズ） ＜0607＞

職業と社会 （⼤内 裕和） ＜171＞【レポート】
健康科学Ａ （渡邊 航平） ＜554＞【座席指定】
⾔語学Ａ （⽩井 賢⼀郎） ＜544＞
国際法Ａ・B （⼩坂⽥ 裕⼦） ＜213＞【座席指定】
郷⼟の⺠俗特論 （⼩早川 道⼦） ＜132＞【レポート】
情報科学Ａ （鈴⽊ 知多男） ＜0706＞
⽇本史Ａ （⼩原 嘉記） ＜531＞
教育学Ａ （三浦 綾希⼦） ＜533＞
コンピュータ処理論Ａ （⼭本 茂義） ＜162＞
平和論Ａ （今野 泰三） ＜164＞【座席指定】
近現代ヨーロッパ思想 （藤井 千佳世） ＜141＞【座席指定】【レポート】
⽣物学Ａ （桑村 哲⽣） ＜551＞【レポート】
英語資格対策ⅠＡ （⼤橋 秀夫） ＜0701＞
メディア英語Ａ （野村 昌司） ＜541＞
⽂学Ａ （飯野 朋美） ＜173＞
東洋史Ａ （岡﨑 清宜） ＜571＞
イングリッシュ・ワークショップⅠＡ （ボウデン） ＜0605＞
イングリッシュ・ワークショップⅠＡ （ポール タナー） ＜0604＞
イングリッシュ・ワークショップⅠＡ （ジョン エスポジート） ＜0606＞
イングリッシュ・ワークショップⅠＡ （テリー ワコーズ） ＜0607＞
英語セミナーＡ （⽊村 友保） ＜521＞

健康科学Ａ （森⾕ 敏夫） ＜563＞【座席指定】
⽇本史Ａ （⼩久保 嘉紀） ＜543＞【座席指定】
⾔語学Ａ （⽩井 賢⼀郎） ＜573＞
政治学Ａ （⼭岸 健太郎） ＜0706＞【座席指定】
地域公共論 （⼿塚 崇聡） ＜561＞【座席指定】
⽣物学Ａ （桑村 哲⽣） ＜523＞【レポート】
平和論Ａ （今野 泰三） ＜531＞【座席指定】
⽂学Ａ （飯野 朋美） ＜0703＞【座席指定】
⽇本国憲法 （稲葉 ⼀⼈） ＜532＞
情報科学Ａ （柳本 哲也） ＜524＞【レポート】
経済学Ａ （⻄村 嘉夫） ＜552＞【座席指定】
英語資格対策ⅡＡ （都築 雅⼦） ＜0810＞
英語コミュニケーションⅠＡ （カレン ヤスダ） ＜0809＞
英語セミナーＡ （林 みどり） ＜43K＞
英語資格対策ⅠＡ （武井 暁⼦） ＜43B＞

⽂学Ａ （深⾕ ⼤） ＜563＞【座席指定】
⽇本史Ａ （⼩久保 嘉紀） ＜544＞【座席指定】
政治学Ａ （⼭岸 健太郎） ＜0603＞【座席指定】
⻄洋史Ａ （⼩島 崇） ＜532＞
コンピュータ処理論Ａ （⼭本 茂義） ＜562＞
経済学Ａ （⻄村 嘉夫） ＜552＞【座席指定】
異⽂化研究 （栂 正⾏） ＜42G＞【レポート】
教職⼊⾨ （⼩峰 総⼀郎） ＜521＞【座席指定】
メディア英語Ａ （⽥村 知⼦） ＜0604＞【座席指定】
英語資格対策ⅡＡ （都築 雅⼦） ＜0810＞
メディア英語Ａ （スティーブン クラーク） ＜0605＞
演習Ⅰ （林 みどり） ＜43K＞【レポート】
演習Ⅴ （樹本 健） ＜43G＞【レポート】

教育原論 （江頭 智宏） ＜0806＞
図書館概論 （中川 豊） ＜0805＞

地理学Ａ （柿原 昇） ＜0703＞
地学Ａ （髙妻 真次郎） ＜163＞
教育⽅法論 （⼩嶋 季輝） ＜542＞
ジェンダー論Ａ （柳本 祐加⼦） ＜543＞
教育学Ａ （⽟⽊ 博章） ＜552＞
⽇本史Ａ （関⼝ 哲⽮） ＜553＞
英語コミュニケーションⅡＡ （⼩倉 フラーダニエル） ＜551＞
イングリッシュ・ワークショップⅡ （ジョン エスポジート） ＜0606＞
イングリッシュ・ワークショップⅡ （ショーン マーク オコネル） ＜0604＞【レポート】
イングリッシュ・ワークショップⅡ （モリタ チュア リアン） ＜0608＞
イングリッシュ・ワークショップⅡ （エンドリア テオベスタ） ＜0607＞
中国語ⅠＤ （明⽊ 茂夫） ＜0808＞
スペイン語ⅠＤ （千葉 裕太） ＜0605＞
スペイン語ⅠＤ （⽊越 勉） ＜233＞
ドイツ語ⅠＤ （樋⼝ 恵） ＜42i＞
ロシア語ⅠＤ （郡 伸哉） ＜42K＞

⽂学Ａ （深⾕ ⼤） ＜431＞【座席指定】
化学Ａ （岡本 五⽉） ＜223＞
ジェンダー論Ａ （柳本 祐加⼦） ＜554＞
地理学Ａ （柿原 昇） ＜0703＞
地学Ａ （髙妻 真次郎） ＜163＞
法学 （酒井 誠） ＜222＞
物理学Ａ （⿑藤 史郎） ＜533＞【座席指定】
平和論Ａ （⾦城 美幸） ＜0705＞【座席指定】
⽇本史Ａ （関⼝ 哲⽮） ＜553＞
環境科学Ａ （⽯⽥ 理永） ＜532＞
教育学Ａ （⽟⽊ 博章） ＜552＞
東アジア近代史 （⾼遠 拓児） ＜0702＞
応⽤スペイン語Ａ （⽊越 勉） ＜233＞
応⽤ドイツ語Ａ （樋⼝ 恵） ＜42i＞
応⽤フランス語Ａ （ガルデー レティシア） ＜42K＞
応⽤ロシア語Ａ （⼭崎 タチアナ） ＜42A＞
英語資格対策ⅡＡ （千葉 洋平） ＜541＞
メディア英語Ａ （⼩倉 フラーダニエル） ＜551＞
国際教養学⼊⾨Ａ（⾔語） （⼤橋 秀夫） ＜213＞
イングリッシュ・ワークショップⅡ （ショーン マーク オコネル） ＜0604＞【レポート】
イングリッシュ・ワークショップⅡ （エンドリア テオベスタ） ＜0607＞
イングリッシュ・ワークショップⅡ （ジョン エスポジート） ＜0606＞
イングリッシュ・ワークショップⅡ （モリタ チュア リアン） ＜0608＞
教育⽅法論 （⼩嶋 季輝） ＜542＞

化学Ａ （岡本 五⽉） ＜431＞
倫理学Ａ （三⾕ ⻯彦） ＜574＞【座席指定】
経済学Ａ （⻑⾕ 理恵⼦） ＜132＞【座席指定】
⼼理学 （⻘柳 眞紀⼦） ＜544＞【座席指定】
⻄洋史Ａ （⽵尾 美⾥） ＜212＞【座席指定】
⽣物学Ａ （⽯⽥ 典⼦） ＜221＞
平和論Ａ （⾦城 美幸） ＜562＞【座席指定】
哲学Ａ （⿑藤 安潔） ＜241＞
環境科学Ａ （⽯⽥ 理永） ＜561＞

⽂学Ａ （深⾕ ⼤） ＜431＞【座席指定】
⻄洋史Ａ （⽵尾 美⾥） ＜213＞【座席指定】
倫理学Ａ （三⾕ ⻯彦） ＜574＞【座席指定】
⽣物学Ａ （⽯⽥ 典⼦） ＜221＞
経済学Ａ （⻑⾕ 理恵⼦） ＜132＞【座席指定】
哲学Ａ （⿑藤 安潔） ＜241＞
環境科学Ａ （⽯⽥ 理永） ＜561＞
⽇本事情ⅡＡ （柿原 昇） ＜0802＞
学習・発達論 （⻘柳 眞紀⼦） ＜544＞
情報資源組織論 （河合 章） ＜551＞

中国語ⅠＤ （吉川 次郎） ＜0810＞

２ 限 ⽬（ １１︓００ 〜 １２︓００ ）

５ 限 ⽬（ １６︓００ 〜 １７︓００ ）

2019年度

春学期定期試験時間割

≪国際教養学部≫
2019/7/24修正

時間帯
⽇時

8/1
(⽊)

8/2
(⾦)

１ 限 ⽬（ ９︓３０ 〜 １０︓３０ ）

２ 限 ⽬（ １１︓００ 〜 １２︓００ ）

３ 限 ⽬（ １３︓００ 〜 １４︓００ ）

４ 限 ⽬（ １４︓３０ 〜 １５︓３０ ）

ジェンダー論Ａ （⾵間 孝） ＜213＞
教養テーマ講義Ｃ （明⽊ 茂夫） ＜574＞【座席指定】
⻄洋史Ａ （多⽥ 哲） ＜523＞【レポート】
東洋史Ａ （⾼遠 拓児） ＜531＞【座席指定】
倫理学Ａ （藤井 千佳世） ＜541＞【座席指定】
健康科学Ａ （今 有礼） ＜571＞
哲学Ａ （井上 寛雄） ＜572＞
コンピュータ処理論Ａ （⼭本 茂義） ＜141＞
メディア英語Ａ （ピッコロ） ＜43L＞
イングリッシュ・スタディーズⅠＡ （武井 暁⼦） ＜42F＞
イングリッシュ・スタディーズⅠＡ （栂 正⾏） ＜42E＞
イングリッシュ・スタディーズⅠＡ （林 みどり） ＜42K＞
イングリッシュ・スタディーズⅠＡ （⼤﨑 晴美） ＜42i＞
中国語ⅡＢ （⼤沼 正博） ＜0606＞
スペイン語ⅡＢ （古川 亜⽮） ＜0607＞
スペイン語ⅡＢ （⽊越 勉） ＜0608＞
ドイツ語ⅡＢ （イミック） ＜43D＞
フランス語ⅡＢ （ペロンセル） ＜43C＞
フランス語ⅡＢ （伊藤 進） ＜43G＞
ロシア語ⅡＢ （ペトリシェヴァ） ＜43F＞

倫理学Ａ （藤井 千佳世） ＜431＞【座席指定】
ジェンダー論Ａ （⾵間 孝） ＜241＞
地理学Ａ （平井 正春） ＜554＞【座席指定】
哲学Ａ （井上 寛雄） ＜563＞
地学Ａ （河村 善也） ＜574＞
健康科学Ａ （今 有礼） ＜213＞【座席指定】
コンピュータ処理論Ａ （北村 勇吉） ＜542＞
英語資格対策ⅡＡ （柴⽥ 純⼦） ＜0801＞
教育原論 （⼤内 裕和） ＜0704＞【レポート】
教養テーマ講義Ａ （柳本 哲也） ＜0604＞【レポート】
教養テーマ講義Ｄ （多賀 敏⾏） ＜0606＞
ことばと⽂化Ａ （伊藤 進） ＜523＞【レポート】
メディア英語Ａ （チャールズ レイシー） ＜0608＞
イングリッシュ・スタディーズⅠＡ （武井 暁⼦） ＜42F＞
イングリッシュ・スタディーズⅠＡ （栂 正⾏） ＜42E＞
イングリッシュ・スタディーズⅠＡ （林 みどり） ＜42K＞
イングリッシュ・スタディーズⅠＡ （⼤﨑 晴美） ＜42i＞

物理学Ａ （⿑藤 史郎） ＜532＞【座席指定】
現代思想概論 （藤井 千佳世） ＜523＞【座席指定】【レポート】
地誌Ａ （北⽥ 晃司） ＜0603＞
情報科学Ａ （鈴⽊ 知多男） ＜0706＞
メディア英語Ａ （野村 昌司） ＜552＞
英語資格対策ⅠＡ （萩 三恵） ＜551＞
英語セミナーＡ （多賀 敏⾏） ＜0806＞
中国語ⅠＡ （⼤沼 正博） ＜0607＞
フランス語ⅠＡ （中島 太郎） ＜42B＞
フランス語ⅠＡ （ペロンセル） ＜0605＞
スペイン語ⅠＡ （アルファロ ペレス フランシスコ オスワルド） ＜42A＞
スペイン語ⅠＡ （ハンコ レオニダス） ＜42C＞
スペイン語ⅠＡ （バレラ） ＜42E＞
スペイン語ⅠＡ （ビジャロボス） ＜42F＞
ドイツ語ⅠＡ （林 久博） ＜42G＞
ロシア語ⅠＡ （郡 伸哉） ＜42i＞

地理学Ａ （北⽥ 晃司） ＜431＞
情報科学Ａ （鈴⽊ 知多男） ＜0706＞
スペイン語スペイン・ラテンアメリカ⽂化研究ⅡＡ （伊藤 ゆかり） ＜173＞
応⽤哲学 （松浦 明宏） ＜523＞【レポート】
物理学Ａ （⿑藤 史郎） ＜531＞【座席指定】
コンピュータ処理論Ａ （⼭本 茂義） ＜571＞
英語セミナーＡ （多賀 敏⾏） ＜0806＞
博物館資料保存論 （千枝 ⼤志） ＜141＞
英語資格対策ⅠＡ （萩 三恵） ＜551＞
英語コミュニケーションⅠＡ （マイルス リチャード） ＜42B＞

⽇本国憲法 （中⽥ 静） ＜544＞
国際教養学⼊⾨Ｂ（歴史） （多⽥ 哲） ＜212＞【レポート】
化学Ａ （三輪 實） ＜552＞
中国語ⅡＣ （許 麗） ＜571＞
中国語ⅡＣ （吉川 次郎） ＜572＞
フランス語ⅡＣ （ペロンセル） ＜551＞
ロシア語ⅡＣ （⼭路 明⽇太） ＜0808＞
ドイツ語ⅡＣ （⿑藤 公輔） ＜541＞
スペイン語ⅡＣ （バレラ） ＜43A＞
スペイン語ⅡＣ （アルファロ ペレス フランシスコ オスワルド） ＜43F＞
スペイン語ⅡＣ （ビジャロボス） ＜0608＞
スペイン語ⅡＣ （ハンコ レオニダス） ＜43i＞

化学Ａ （三輪 實） ＜554＞
⽇本国憲法 （中⽥ 静） ＜544＞
東洋史Ａ （渡 昌弘） ＜561＞【座席指定】
数学Ａ （泉 順） ＜531＞【座席指定】
情報科学Ａ （柳本 哲也） ＜523＞【レポート】
環境科学Ａ （楠美 順理） ＜542＞
倫理学Ａ （寺⻄ 三千⼦） ＜0705＞【座席指定】
中国語ⅠＢ （吉川 次郎） ＜572＞
スペイン語ⅠＢ （バレラ） ＜43B＞
スペイン語ⅠＢ （アルファロ ペレス フランシスコ オスワルド） ＜43E＞
スペイン語ⅠＢ （ハンコ レオニダス） ＜43J＞
スペイン語ⅠＢ （ビジャロボス） ＜0608＞
フランス語ⅠＢ （エンドリア テオベスタ） ＜42L＞
フランス語ⅠＢ （ガルデー レティシア） ＜42F＞
ドイツ語ⅠＢ （⿑藤 公輔） ＜541＞
ロシア語ⅠＢ （ペトリシェヴァ） ＜0607＞

⽂学Ａ （森 まさし） ＜431＞
哲学Ａ （井上 寛雄） ＜171＞
異⽂化研究 （井出 勉） ＜554＞
社会学Ａ （渡邉 康雄） ＜0701＞
英語資格対策ⅠＡ （⼾⾕ 鉱⼀） ＜551＞
情報科学Ａ （柳本 哲也） ＜523＞【レポート】
環境科学Ａ （楠美 順理） ＜521＞

哲学Ａ （井上 寛雄） ＜171＞
社会学Ａ （渡邉 康雄） ＜0701＞
英語資格対策ⅠＡ （⼾⾕ 鉱⼀） ＜551＞
応⽤スペイン語Ｃ （バレラ） ＜0608＞
応⽤中国語Ｃ （明⽊ 茂夫） ＜0605＞
応⽤ドイツ語Ｃ （⿑藤 公輔） ＜0606＞
応⽤ロシア語Ｃ （⼭路 明⽇太） ＜0607＞

8/3
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《予備⽇》

５ 限 ⽬（ １６︓００ 〜 １７︓００ ）
児童サービス論 （⾶⽯ 眞理⼦） ＜522＞

⾃然災害等の影響で試験が実施されなかった場合は、この予備⽇に実施します。時間割は、試験中⽌の翌⽇にALBOで案内します。必ず確認してください。

≪ 注意事項 ≫
①受験の前には必ず【学⽣便覧】の試験に関連する内容を確認してください。

⑪時間割発表後の変更については、ALBOで案内します。必ず確認してください。

②試験は、履修登録している曜⽇・時限で受験してください。【⼀部指定科⽬除く】

⑫病気等で試験を⽋席した場合の追試験申請については、【学⽣便覧】の「試験・追試験」項を参照してください。

同⼀科⽬名・同⼀担当者の科⽬の場合であっても、履修登録している時間帯の試験しか受験できません。
③学⽣証は机上に置いてください。忘れた場合は、学⽣⽀援課（4号館1階）で｢仮学⽣証｣の発給を受けてください（⼿数料500円）。

備考

④試験室では１⼈置きに前列からつめて着席してください。

≪ 時間割表の⾒⽅ ≫

⑤指定の持込物、筆記⽤具及び学⽣証以外は机上に出してはいけません。

①授業曜⽇と異なる時間帯で試験を実施する場合がありますので注意してください。

⑥試験中は携帯電話・スマートフォン等の電源は必ず切ってください。時計として使うことも禁⽌です。

②複数教室にまたがる場合は、学部・学年・班等で指定されています。

⑦遅刻者の⼊室は試験開始後20分まで認めます。退室は30分経過後認めますが、退室後に再⼊室することはできません。

③< >内は試験教室です。

⑧【レポート】科⽬も筆記試験同様、試験開始後20分までに⼊室してください。これ以降の⼊室は⼀切認められません。

④英語・第⼆外国語・全学開放科⽬・他学部開講科⽬・司書・教職科⽬など、他学部・他学科・他コースで履修している場合は、主開講学部の時間割を参照してください。

⑨【座席指定】は、受験の際の座席が指定されます。 時間に余裕を持って、試験室へ移動してください。
⑩答案は⾃⾝で提出してください。場外への持ち出しは禁⽌です。

【重要①】不正とみなされる⾏為は、絶対にしないでください。 例 ︓ 「カンニングペーパーの所持」「物品の貸し借り」「私語」「机上への⽂字・図形などの書き込み」
また、Apple Watch等の時間を計る以外の機能がついた時計等の使⽤・所持も不正⾏為とみなされます。ノートパソコンを持ち込むこともできません。
定期試験において不正⾏為をした場合、当該定期試験期間中に受験した全科⽬（レポート科⽬を除く）の成績評価は「Ｆ」（不受験）となり、かつ有期停学に処せられます。
【重要②】廊下で騒いだり、試験中の教室へ⼊室することは、試験中の学⽣の妨げになりますので、絶対にしないでください。

