【裏面もあります】

2019年度

春学期定期試験時間割

≪スポーツ科学部≫

【重要】試験時間帯は、授業時間帯と異なります。試験開始時間をよく確認し、受験してください。
時間帯
⽇時

7/29
(⽉)

7/30
(⽕)

7/31
(⽔)

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 ）

５ 限 ⽬（ １６：００ 〜 １７：００ ）

コンピュータ処理論Ａ(⼭本 茂義)<823>
グローバル・メディア論(關野 伸之)<841>
エレメンタリー英語コミュニケーションＡ(中村 賢⼀)<846>
体育・スポーツ⼼理学(⼭⽥ 憲政)2年H班･3-4年<2121>【座席指定】
体育・スポーツ⼼理学(⼭⽥ 憲政)2年F-G班<2122>【座席指定】
体育・スポーツ⼼理学(⼭⽥ 憲政)2年I-J班<2123>【座席指定】
運動・スポーツ⽣理学Ⅰ(梅村 義久)2年C班･4年<2131>【座席指定】
運動・スポーツ⽣理学Ⅰ(梅村 義久)2年A-B班<2132>【座席指定】
運動・スポーツ⽣理学Ⅰ(梅村 義久)2年D-E班<2133>【座席指定】
運動・スポーツ⽣理学Ⅰ(梅村 義久)3年<2143>【座席指定】
哲学Ａ(成瀬 翔)康<2141>
哲学Ａ(成瀬 翔)競・教<2142>
エレメンタリー英語コミュニケーションＡ(垣内 友紀)<2152>
教育相談（カウンセリングを含む）(⾕⼝ 篤)<2153>
ベーシック英語コミュニケーションＡ(⼭⼝ 佐和⼦)<2154>
エレメンタリー英語コミュニケーションＡ(古⽥ 智⼦)<2155>

教育⽅法論(⼩嶋 季輝)<824>
ベーシック英語コミュニケーションＡ(川岸 貴⼦)<843>
エレメンタリー英語コミュニケーションＡ(中村 賢⼀)<846>
メディア英語Ａ(都築 雅⼦)<855>
⽇本国憲法(⻑尾 良⼦)<2123>【座席指定】
体育・スポーツ史(來⽥ 享⼦)2年<2131>【座席指定】
体育・スポーツ史(來⽥ 享⼦)1年H班･3-4年<2132>【座席指定】
体育・スポーツ史(來⽥ 享⼦)1年F-G班<2133>【座席指定】
体育・スポーツ史(來⽥ 享⼦)1年I-J班<2143>【座席指定】
教育相談（カウンセリングを含む）(⾕⼝ 篤)<2151>
エレメンタリー英語コミュニケーションＡ(垣内 友紀)<2152>
エレメンタリー英語コミュニケーションＡ(古⽥ 智⼦)<2155>
情報科学Ａ(柳本 哲也)<811>【レポート】

教育⽅法論(⼩嶋 季輝)<824>
⽇本史Ａ(⼿嶋 ⼤侑)<844>
フランス語演習Ⅰ(⽥中 聡⼦)<851>
メディア英語Ａ(都築 雅⼦)<855>
⽇本国憲法(⻑尾 良⼦)<2123>【座席指定】
体育・スポーツ原論(千葉 直樹)1年C班･2-4年<2131>【座席指定】
体育・スポーツ原論(千葉 直樹)1年D-E班<2132>【座席指定】
体育・スポーツ原論(千葉 直樹)1年A-B班<2133>【座席指定】
倫理学Ａ(藤井 千佳世)<2141>【座席指定】
情報科学Ａ(加藤 秀雄)康・教<2142>
情報科学Ａ(加藤 秀雄)競<2143>
英語資格対策ⅠＡ(吉岡 明⼦)<2151>
労働衛⽣学Ａ(柴⽥ 英治)<2155>【座席指定】

⼼理学(丸⼭ 真名美)<825>
教育⽅法論(⼩嶋 季輝)<826>
⽇本史Ａ(⼿嶋 ⼤侑)<844>
健康科学Ａ(吉⼦ 彰⼈)<2132>【座席指定】
アスレティックトレーナー概論(倉持 梨恵⼦)<2133>【座席指定】
情報科学Ａ(加藤 秀雄)<2143>

衛⽣・公衆衛⽣学Ａ(渡邉
衛⽣・公衆衛⽣学Ａ(渡邉
衛⽣・公衆衛⽣学Ａ(渡邉
衛⽣・公衆衛⽣学Ａ(渡邉

スペイン語基礎Ａ(⽥中 敬⼀)<823>
中国語基礎Ａ(武市 ⻘)<824>
教育⽅法論(⼩嶋 季輝)<825>
情報サービス論(増井 史⼦)<828>
スペイン語基礎Ａ(古川 亜⽮)<843>
中国語基礎Ａ(加藤 寛昭)<845>
中国語基礎Ａ(⽅ 暁娟)<846>
フランス語基礎Ａ(中島 太郎)<851>
環境科学Ａ(楠美 順理)<852>
スペイン語基礎Ａ(⽊越 勉)<855>
保健科教育法ⅠＢ(⼩磯 透)<2121>【座席指定】
スポーツ社会学(⼩川 光⽣)競<2122>【座席指定】
スポーツ社会学(⼩川 光⽣)教<2123>【座席指定】
解剖・⽣理学Ｂ(松本 孝朗)1年H班･2-4年<2131>【座席指定】
解剖・⽣理学Ｂ(松本 孝朗)1年F-G班<2132>【座席指定】
解剖・⽣理学Ｂ(松本 孝朗)1年I-J班<2133>【座席指定】
⽣涯スポーツ論(菊池 秀夫)2年I-J班<2141>【座席指定】
⽣涯スポーツ論(菊池 秀夫)2年H班・3-4年<2142>【座席指定】
⽣涯スポーツ論(菊池 秀夫)2年F-G班<2143>【座席指定】
韓国朝鮮語基礎Ａ(⾦ 三淑)<2151>
ドイツ語基礎Ａ(今津 哲郎)<2154>
健康科学Ａ(太⽥ めぐみ)<2155>

スペイン語基礎Ａ(⽥中 敬⼀)<823>
中国語基礎Ａ(武市 ⻘)<824>
メディア英語Ａ(千葉 洋平)<828>
スペイン語基礎Ａ(古川 亜⽮)<843>
中国語基礎Ａ(加藤 寛昭)<845>
中国語基礎Ａ(⽅ 暁娟)<846>
フランス語基礎Ａ(中島 太郎)<851>
環境科学Ａ(楠美 順理)<852>
教育⽅法論(⼩嶋 季輝)<853>
スポーツ産業論(⼩川 光⽣)2年H班・3-4年<2122>【座席指定】
スポーツ産業論(⼩川 光⽣)2年D-G班<2123>【座席指定】
運動器の機能解剖学Ａ(岡村 幸枝)<2131>【座席指定】
東洋史Ａ(⾼遠 拓児)教<2132>【座席指定】
東洋史Ａ(⾼遠 拓児)競･康<2133>【座席指定】
⽂学Ａ(⼤澤 耕史)<2143>
韓国朝鮮語基礎Ａ(⾦ 三淑)<2151>【座席指定】
スペイン語基礎Ａ(千葉 裕太)<2153>
ドイツ語基礎Ａ(今津 哲郎)<2154>
⻄洋史Ａ(多⽥ 哲)<811>【レポート】

地学Ａ(奈良 郁⼦)<843>
ドイツ語基礎Ａ(橋本 亜季)<851>
体育科教育法ⅠＢ(杢⼦ 耕⼀)<2131>【座席指定】
倫理学Ａ(三⾕ ⻯彦)<2133>【座席指定】
韓国朝鮮語基礎Ａ(朴 美姫)<2152>
中国語基礎Ａ(梁 紅)<2153>
中国語基礎Ａ(王 岩)<2154>
スペイン語基礎Ａ(前⽥ 明美)<2155>
フランス語基礎Ａ(⽥崎 明⼦)<84B>
ロシア語基礎Ａ(佐藤 規祥)<85C>
⻄洋史Ａ(多⽥ 哲)<811>【レポート】

地学Ａ(髙妻 真次郎)<823>
情報資源組織論(増井 史⼦)<828>
道徳教育の理論と実践(原⼝ 友輝)<841>
ジェンダー論Ａ(⻲井 美穂)<846>
ドイツ語基礎Ａ(橋本 亜季)<851>
英語資格対策ⅠＡ(⼤橋 秀夫)<855>
倫理学Ａ(三⾕ ⻯彦)<2131>【座席指定】
保健科教育法ⅠＢ(⼩磯 透)<2133>【座席指定】
東洋史Ａ(⾼遠 拓児)<2141>【座席指定】
韓国朝鮮語基礎Ａ(朴 美姫)<2152>
中国語基礎Ａ(梁 紅)<2153>
中国語基礎Ａ(王 岩)<2154>
スペイン語基礎Ａ(前⽥ 明美)<2155>
フランス語基礎Ａ(⽥崎 明⼦)<84B>
ロシア語基礎Ａ(佐藤 規祥)<85C>
スポーツ法学(⽯堂 典秀)<811>【レポート】

健康学概論(坂本 ⿓雄)教(2年A-B班)<2131>【座席指定】
健康学概論(坂本 ⿓雄)教(2年C班･3-4年)･競<2132>【座席指定】
健康学概論(坂本 ⿓雄)康<2133>【座席指定】

物理学Ａ(三浦 浩治)<823>
エレメンタリー英語リーディングＡ(坂⽥ 智恵⼦)<824>
エレメンタリー英語リーディングＡ(岡⽥ 聖⼦)<825>
政治学Ａ(⼩林 正嗣)<841>
教職⼊⾨(⽔⾕ 茂)<842>
エレメンタリー英語コミュニケーションＡ(⼤﨑 晴美)<843>
経済学Ａ(打⽥ 委千弘)<845>
ベーシック英語リーディングＡ(栂 正⾏)<846>
韓国朝鮮語演習Ⅰ(⾦ 三淑)<853>
インターミディエイト英語リーディングＡ(樹本 健)<2131>
エレメンタリー英語リーディングＡ(柳澤 幾美)<2151>
英語資格対策ⅠＡ(武井 暁⼦)<2152>
エレメンタリー英語コミュニケーションＡ(若槻 なぎさ)<2153>
エレメンタリー英語コミュニケーションＡ(⽥村 知⼦)<2155>
インターミディエイト英語コミュニケーションＡ(林 みどり)<84D>
哲学Ａ(⼤野 波⽮登)<411>【レポート】
教育原論(⼤内 裕和)<811>【レポート】

物理学Ａ(三浦 浩治)<823>
エレメンタリー英語リーディングＡ(坂⽥ 智恵⼦)<824>
エレメンタリー英語コミュニケーションＡ(岡⽥ 聖⼦)<825>
教職⼊⾨(⼭⽥ 宏)<826>
アドバンスト英語リーディングＡ(⼤⽊ ひろみ)<828>
政治学Ａ(⼩林 正嗣)<841>
ベーシック英語コミュニケーションＡ(⼤﨑 晴美)<843>
経済学Ａ(打⽥ 委千弘)<845>
インターミディエイト英語コミュニケーションＡ(菅沼 智⼦)<851>
⻄洋史Ａ(望⽉ 秀⼈)<855>
インターミディエイト英語リーディングＡ(樹本 健)<2131>
エレメンタリー英語リーディングＡ(柳澤 幾美)<2151>
メディア英語Ａ(野村 昌司)<2152>
エレメンタリー英語コミュニケーションＡ(若槻 なぎさ)<2153>
エレメンタリー英語コミュニケーションＡ(⽥村 知⼦)<2155>
ロシア語演習Ⅰ(ペトリシェヴァ)<84C>
インターミディエイト英語コミュニケーションＡ(林 みどり)<84D>
哲学Ａ(⼤野 波⽮登)<411>【レポート】
教育原論(⼤内 裕和)<811>【レポート】

教育原論(酒井 博世)<842>
数学Ａ(本村 良祐)教・康<2121>
数学Ａ(本村 良祐)競<2122>
安全教育(⿊⽥ 真⼆)教･康<2131>【座席指定】
安全教育(⿊⽥ 真⼆)競<2132>【座席指定】
教職⼊⾨(武 ⼩燕)<2151>
英語セミナーＡ(若槻 なぎさ)<2153>

教育学Ａ(酒井 博世)<842>
地学Ａ(河村 善也)<843>
数学Ａ(本村 良祐)教・康<2121>
数学Ａ(本村 良祐)競<2122>

バイオメカニクス(桜井
バイオメカニクス(桜井
バイオメカニクス(桜井
バイオメカニクス(桜井

伸⼆)⽕3クラス(2年F-G班)<2133>【座席指定】
伸⼆)⽕3クラス(2年H班･3-4年)<2132>【座席指定】
伸⼆)⽕4クラス(2年D班)<2131>【座席指定】
伸⼆)⽕4クラス(2年E班･3-4年)<2143>【座席指定】

≪ 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（1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。特に５限注意。

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。
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。
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。

「バイオメカニクス」etc.
②表内の「教」はスポーツ教育、「競」は競技スポーツ科、「康」はスポーツ健康科、「Ａ〜Ｊ」は班を⽰します。
⾃分の所属班を確認する場合は、新CUBICS「授業・時間割照会」画⾯で班が表⽰されていますので、確認してください。

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。

③< >内は試験教室です。

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。

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。

【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。
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。

丈眞)康<2131>【座席指定】
丈眞)教<2132>【座席指定】
丈眞)競(3年D-F班)<2133>【座席指定】
丈眞)競(3年G-H班･4年)<2143>【座席指定】

【裏面もあります】

2019年度

春学期定期試験時間割

≪スポーツ科学部≫

【重要】試験時間帯は、授業時間帯と異なります。試験開始時間をよく確認し、受験してください。
時間帯
⽇時

8/1
(⽊)

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 ）

５ 限 ⽬（ １６：００ 〜 １７：００ ）

中国語基礎Ｂ(許 暁敏)<824>
スペイン語基礎Ｂ(古屋 雄⼀郎)<825>
韓国朝鮮語基礎Ｂ(キム チョン)<841>
ドイツ語基礎Ｂ(⼭本 弘之)<845>
中国語基礎Ｂ(神⾕ 修)<2111>
ジェンダー論Ａ(⼄部 由⼦)<2123>
保健科教育法Ⅱ(⼩磯 透)<2131>【座席指定】
スポーツ経営学(菊池 秀夫)<2133>【座席指定】
中国語基礎Ｂ(楊 紅雲)<2151>
スペイン語基礎Ｂ(ハンコ レオニダス)<2153>
スペイン語基礎Ｂ(アルファロ ペレス フランシスコ オスワルド)<2154>
フランス語基礎Ｂ(植⽥ 裕志)<2155>
ロシア語基礎Ｂ(ダツエンコ イーホル)<85C>

スペイン語基礎Ｂ(⽥中 敬⼀)<823>
中国語基礎Ｂ(許 暁敏)<824>
スペイン語基礎Ｂ(古屋 雄⼀郎)<825>
韓国朝鮮語基礎Ｂ(キム チョン)<841>
道徳教育の理論と実践(原⼝ 友輝)<843>
ドイツ語基礎Ｂ(⼭本 弘之)<845>
⾔語学Ａ(中⾺ 隼⼈)<846>
中国語基礎Ｂ(神⾕ 修)<2111>
経済学Ａ(⾦ 炫成)<2121>
ジェンダー論Ａ(⼄部 由⼦)<2123>【座席指定】
法学(⼿塚 崇聡)<2133>【座席指定】
教職⼊⾨(⼩峰 総⼀郎)<2141>
保健科教育法Ⅱ(⼩磯 透)<2142>【座席指定】
中国語基礎Ｂ(楊 紅雲)<2151>
スペイン語基礎Ｂ(千葉 裕太)<2153>
フランス語基礎Ｂ(植⽥ 裕志)<2155>
ロシア語基礎Ｂ(ダツエンコ イーホル)<85C>
論理学Ａ(松浦 明宏)<431>【レポート】
⽇本史Ａ(安原 功)<811>【レポート】

⾔語学Ａ(野⽥ ⼤志)<823>
スペイン語基礎Ｂ(古屋 雄⼀郎)<825>
⽇本国憲法(中⽥ 静)<841>
論理学Ａ(井上 研)<842>
道徳教育の理論と実践(原⼝ 友輝)<843>
ドイツ語基礎Ｂ(樋⼝ 恵)<851>
フランス語基礎Ｂ(⼤⼝ 嘉介)<852>
ジェンダー論Ａ(⼄部 由⼦)<2122>【座席指定】
教職⼊⾨(⼩峰 総⼀郎)<2141>【座席指定】
教育学Ａ(野村 駿)<2143>
中国語基礎Ｂ(王 麗英)<2152>
韓国朝鮮語基礎Ｂ(朴 勝姫)<2153>
中国語基礎Ｂ(周 先⺠)<2154>
ロシア語基礎Ｂ(⼭路 明⽇太)<84C>
⽇本史Ａ(安原 功)<811>【レポート】

スペイン語基礎Ｂ(古屋 雄⼀郎)<825>
⽇本国憲法(中⽥ 静)<841>
ドイツ語基礎Ｂ(樋⼝ 恵)<851>
フランス語基礎Ｂ(⼤⼝ 嘉介)<852>
トレーニング論Ａ(髙橋 繁浩)3-4年・科⽬等履修⽣<2131>【座席指定】
トレーニング論Ａ(髙橋 繁浩)2年<2132>【座席指定】
化学Ａ(六⾞ 千鶴)<2142>【座席指定】
中国語基礎Ｂ(王 麗英)<2152>
韓国朝鮮語基礎Ｂ(朴 勝姫)<2153>
中国語基礎Ｂ(周 先⺠)<2154>
ロシア語基礎Ｂ(⼭路 明⽇太)<84C>

学校保健Ａ(家⽥
学校保健Ａ(家⽥
学校保健Ａ(家⽥
学校保健Ａ(家⽥

エレメンタリー英語リーディングＡ(平郡 秀信)<824>
エレメンタリー英語コミュニケーションＡ(岡⽥ 聖⼦)<825>
インターミディエイト英語コミュニケーションＡ(ジョン エスポジート)<828>
インターミディエイト英語リーディングＡ(光沢 隆)<852>
ベーシック英語リーディングＡ(中沢 まゆ⼦)<855>
スポーツ医学Ａ(光⼭ 浩⼈)康<2132>【座席指定】
スポーツ医学Ａ(光⼭ 浩⼈)競<2133>【座席指定】
エレメンタリー英語リーディングＡ(橋本 直⼦)<2151>
エレメンタリー英語コミュニケーションＡ(垣内 友紀)<2152>
エレメンタリー英語リーディングＡ(⼦安 恵⼦)<2153>
インターミディエイト英語コミュニケーションＡ(林 淑蕙)<2154>
インターミディエイト英語リーディングＡ(祖⽗江 美穂)<2155>

⽇本事情ⅡＡ(柿原 昇)<821>
韓国朝鮮語応⽤Ⅰ(キム チョン)<823>
エレメンタリー英語リーディングＡ(平郡 秀信)<824>
エレメンタリー英語コミュニケーションＡ(岡⽥ 聖⼦)<825>
英語資格対策ⅡＡ(千葉 洋平)<828>
道徳教育の理論と実践(原⼝ 友輝)<841>
エレメンタリー英語コミュニケーションＡ(川岸 貴⼦)<843>
哲学Ａ(久保⽥ 進⼀)<845>
インターミディエイト英語コミュニケーションＡ(⼩倉 フラーダニエル)<846>
ドイツ語応⽤Ⅰ(樋⼝ 恵)<851>
インターミディエイト英語リーディングＡ(光沢 隆)<852>
フランス語応⽤Ⅰ(丸岡 美紀⼦)<854>
ベーシック英語リーディングＡ(中沢 まゆ⼦)<855>
平和論Ａ(今野 泰三)<2123>【座席指定】
倫理学Ａ(藤井 千佳世)<2131>【座席指定】
スポーツ医学Ａ(光⼭ 浩⼈)教･康<2132>【座席指定】
スポーツ医学Ａ(光⼭ 浩⼈)競<2133>【座席指定】
物理学Ａ(⿑藤 史郎)<2141>
化学Ａ(六⾞ 千鶴)<2143>【座席指定】
エレメンタリー英語リーディングＡ(橋本 直⼦)<2151>
エレメンタリー英語コミュニケーションＡ(垣内 友紀)<2152>
インターミディエイト英語リーディングＡ(⼦安 恵⼦)<2153>
エレメンタリー英語コミュニケーションＡ(林 淑蕙)<2154>
インターミディエイト英語リーディングＡ(祖⽗江 美穂)<2155>

インターミディエイト英語リーディングＡ(千葉 洋平)<828>
道徳教育の理論と実践(原⼝ 友輝)<841>
英語コミュニケーションⅠＡ(⼩倉 フラーダニエル)<846>
エレメンタリー英語リーディングＡ(中沢 まゆ⼦)<855>
⽂学Ａ(⼤澤 耕史)<2112>
教育学Ａ(三浦 綾希⼦)<2123>
社会学Ａ(中根 多惠)<2132>
体育科教育法Ⅱ(杢⼦ 耕⼀)<2133>【座席指定】
保健科教育法ⅠＡ(家⽥ 重晴)<2141>【座席指定】
化学Ａ(六⾞ 千鶴)<2143>【座席指定】
法学(緒⽅ あゆみ)<2151>
ベーシック英語コミュニケーションＡ(井上 真紀)<2154>
エレメンタリー英語リーディングＡ(⽊下 恭⼦)<2155>

東洋史Ａ(⻑井 千秋)<823>
⼼理学(⻘柳 眞紀⼦)<828>
エレメンタリー英語リーディングＡ(川岸 貴⼦)<843>
エレメンタリー英語リーディングＡ(菅沼 智⼦)<851>
メディア英語Ａ(ジェームス ヴェニーマ)<852>
インターミディエイト英語リーディングＡ(中沢 まゆ⼦)<855>
⽂学Ａ(⼤澤 耕史)<2112>
教育相談（カウンセリングを含む）(⼩松原 智⼦)<2121>
社会学Ａ(中根 多惠)<2132>
ベーシック英語コミュニケーションＡ(井上 真紀)<2154>
エレメンタリー英語リーディングＡ(⽊下 恭⼦)<2155>

スポーツ情報リテラシー(⾦⼦潤代表)⽔2クラス<2133>【座席指定】
スポーツ情報リテラシー(梅村義久代表)⽔3クラス<2132>【座席指定】
スポーツ情報リテラシー(梅村義久代表)⽔4クラス<2143>【座席指定】
スポーツ情報リテラシー(梅村義久代表)⽊2クラス<2131>【座席指定】
スポーツ情報リテラシー(梅村義久代表)⽊3クラス<2142>【座席指定】

8/2
(⾦)

8/3
(⼟)

《予備⽇》

重晴)競3年D-E班<2131>【座席指定】
重晴)康･競(3年H班･4年)<2132>【座席指定】
重晴)教･科⽬等履修⽣<2133>【座席指定】
重晴)競3年F-G班<2143>【座席指定】

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（1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。特に５限注意。

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。
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。
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。

「バイオメカニクス」etc.
②表内の「教」はスポーツ教育、「競」は競技スポーツ科、「康」はスポーツ健康科、「Ａ〜Ｊ」は班を⽰します。
⾃分の所属班を確認する場合は、新CUBICS「授業・時間割照会」画⾯で班が表⽰されていますので、確認してください。

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。

③< >内は試験教室です。

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。

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。

【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。
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。

