
＜注意＞変更・追加等が発生する場合があります。掲示は当日まで確認してください。
＜注意＞履修の手引きで指定の掲示版で確認するよう指示している科目については、 該当の掲示版で確認してください。

※定期試験時間割の発表は7月6日(月)10時～

作成日：2015/6/19（訂正日：2015/7/3）

曜日 時限 期間 実施日 実施教室

椎名　美智 火 3 春学期 英語の文法力Ⅰ 7月7日 561

ブライアン・ウィスナー 1 春学期 ２年次演習（４） S304

高橋　敏治 2 春学期 脳の科学 スカイホール 教室変更

ブライアン・ウィスナー 2 春学期 英語表現演習(Speaking)(7)A F406

高橋　敏治 5 春学期 精神保健学Ⅰ 855 教室変更

ブライアン・ウィスナー 2 春学期 英語表現演習(Writing)(6)A 562

ブライアン・ウィスナー 春学期 英語教育学演習Ａ F310

村上　直久 春学期 時事英語演習A 551

飯尾  秀幸 月 2 春学期 東洋古代史 7月13日 875

頼住　光子 火 2 春学期 日本思想史１ 7月14日 875

改訂

2015年度春学期　文学部専門科目　「授業内試験」一覧（掲示依頼分のみ)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※授業内試験実施日･曜日･時限順で掲載

基礎礎科目及び総合科目については市ヶ谷基礎科目及び総合科目掲示板をご覧ください。
他学部公開科目については主催学部の掲示板をご覧ください。

教員氏名
通常

科目名
授業内試験 備考

  教室変更・追加　対象者など
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7月9日

水

木

7月10日金
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曜日 時限 期間 実施日 実施教室
改訂教員氏名

通常
科目名

授業内試験 備考
  教室変更・追加　対象者など

大沢　ふよう 春学期 ２年次演習（６） 878B

米家　志乃布 春学期 歴史地理学（１） S305

桜井　美加 春学期 発達臨床心理学Ⅰ 551

松本　剣志郎 春学期 日本史概説Ⅲ 867

結城　英雄 春学期 英米文学講義ⅠＡ 834

秋山　孝信 春学期 英語・言語学特殊講義Ａ 0509C

大沢　ふよう 春学期 英語学演習(1)Ａ 878B

小倉　淳一 春学期 日本史概説Ⅰ スカイホール 教室変更

西前　明 春学期 言語学講義ⅡＡ 552

坂本　勝 春学期 日本文芸史ⅠA さったホール 教室変更

結城　英雄 春学期 英米文学演習(3)Ａ S503

足立　にれか 春学期 対人認知論 554

野川　美穂子 春学期 音楽芸能史特殊研究A スカイホール 教室変更

春学期 日本文芸研究特講（５）近世A

春学期 日本文芸研究特講（４）近世Ａ

平野　登士 春学期 科学哲学１ 1002

小田　宏信 5 春学期 人文地理学特講（１） 552

さったホール 教室変更

水 7月15日

日暮　聖

1

2

3
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曜日 時限 期間 実施日 実施教室
改訂教員氏名

通常
科目名

授業内試験 備考
  教室変更・追加　対象者など

岡　秀一 春学期 生物・土壌地理学及び実験Ⅰ 地理学実験室（1）1300

加納　格 春学期 西洋史概説Ⅲ 877 1週間前に問題掲示

中俣　均 春学期 地理学概論（２） 833

春学期 民俗学Ⅰ

春学期 民俗学Ⅰ（資格）

結城　英雄 春学期 ２年次演習（３） 0603

猪原　敬介 春学期 言語心理学 S306

大橋　基 春学期 哲学特講（６）－１ スカイホール 教室変更

小原　丈明 春学期 地誌学概論（２） S307

結城　英雄 春学期 英文学史Ａ 877

吉村　浩一 春学期 認知心理学特講 S402

川鍋　義一 春学期 日本文芸批評史A 866

酒井　健 年間 哲学演習（４） 0610

塩沢　裕仁 春学期 東洋考古・美術史 S307

結城　英雄 春学期 英米文学特殊講義Ⅲ 554

春学期 日本文芸研究特講（１１）漢文A

春学期 日本文芸研究特講（７）漢文Ａ

小寺　浩二 春学期 海洋・陸水学及び実験Ⅰ 地理学実験室（2）1200

穂苅　友洋 春学期 英語表現演習(Speaking)(4)A 1103

吉村　浩一 春学期 社会心理学特講 573

宇都宮　美生 春学期 東洋史概説Ⅲ 573

大塚　紀弘 春学期 日本古文書学Ⅰ 史学科資料室・整理室

S307

S306

5

木 7月16日

山本　志乃

黒田　真美子

1

2

3

4



曜日 時限 期間 実施日 実施教室
改訂教員氏名

通常
科目名

授業内試験 備考
  教室変更・追加　対象者など

春学期 社会思想１（社会学概論）１

春学期 社会思想１（社会学概論）１（教職）

春学期 日本文芸研究特講（７）近代A

春学期 日本文芸研究特講（５）近代Ｃ

大塚　修 春学期 東洋中世史 541

大塚　紀弘 春学期 日本史特講Ⅱ 857

中俣　均 春学期 文化地理学（１） スカイホール 教室変更

芦沢　知絵 春学期 東洋近現代史 563

大塚　修 春学期 イスラム世界論Ⅰ S306

劉　傑 春学期 日本現代史 564

春学期 歴史思想（史学概論）

春学期 史学概論

川﨑　貴子 春学期 応用言語学 さったホール
教室変更
A4サイズの紙の片面に、手書きで書いた
ノート1枚のみ、持ち込み可

7/3

佐藤　匠 春学期 日本史特講Ⅰ 857

佐藤  典人 春学期 気候・気象学及び実験Ⅰ S205 教室変更

塩沢　裕仁 春学期 東洋史概説Ⅰ 877

松本　力 春学期 哲学特講（３）－１ 860

阿部　真弓 春学期 日本文芸研究特講（３）中世A S306

狩野　真規 春学期 自然地理学特講（３） 551

春学期 日本文芸研究特講（１５）沖縄文芸A

春学期 日本文芸研究特講（１４）沖縄文芸Ａ
S505

856

551 持ち込み可

6

木 7月16日

遠隔講義室 教室変更高口　智史

岩野　卓司

福  寛美

金 7月17日

山田　朋子

2

3

4

1



曜日 時限 期間 実施日 実施教室
改訂教員氏名

通常
科目名

授業内試験 備考
  教室変更・追加　対象者など

春学期 美術史（日本）Ａ

春学期 美術史（日本）Ａ（資格）

伊藤　達也 春学期 社会経済地理学（２） S505

春学期 考古学概論

春学期 考古学概論（資格）

小寺　浩二 春学期 地誌学概論（１） 地理学実験室（2）1200

長井  純市 春学期 日本近代史 552

宮川　雅 春学期 米文学史Ａ 562

黒田　真美子 春学期 中国文芸史A 860

後藤　篤子 春学期 西洋古代史 857

田口　雄作 春学期 世界地誌（３） スカイホール 教室変更

本間　久英 春学期 地球科学概論Ⅰ 地理学実験室（1）1300

利根川　真紀 春学期 英米文学特殊講義Ⅰ S403

中丸　宣明 春学期 文学概論A S406

長井  純市 春学期 日本史特講Ⅸ 542

本間　久英 春学期 地質・岩石学及び実験 地理学実験室（1）1300

後藤　篤子 春学期 西洋史概説Ⅰ 542

春学期 日本文芸研究特講（１１）漢文A

春学期 日本文芸研究特講（７）漢文Ｃ

東洋哲学史１ 552 担当教員変更 6/29

スカイホール 教室変更

0609LL

S405稲本　万里子

大東　俊一
計良　隆世

春学期

金 7月17日

小倉　淳一

月 7月20日

6

2

3

4

5

黒田　真美子 6



曜日 時限 期間 実施日 実施教室
改訂教員氏名

通常
科目名

授業内試験 備考
  教室変更・追加　対象者など

大沢　ふよう 春学期 英語学講義Ａ スカイホール 教室変更

小井  高志 春学期 西洋近代史 554

佐藤  円 春学期 西洋史特講Ⅵ 573

星野　勉 年間 倫理学概論 855

前杢　英明 春学期 地形学及び実験Ⅰ 地理学実験室（1）1300

大沢　ふよう 春学期 英語史Ａ スカイホール 教室変更

小原　丈明 春学期 人文地理学特講（３） 553

武田　昭彦 春学期 美学・芸術学１ 877

市瀬　龍太郎 春学期 人工知能 868A 教室変更

松本　力 年間 哲学演習（１） F404

春学期 心理学１（心理学概論）１

春学期 心理学概論

春学期 日本文芸研究特講（１３）演劇A

春学期 日本文芸研究特講（１０）演劇Ｃ

春学期 日本文芸研究特講（１０）言語A

春学期 日本文芸研究特講（８）言語Ａ

岡野　幸江 春学期 日本文芸史ⅡA 858

坂本　勝 春学期 日本文芸史ⅠA S406

後藤　浩子 5 春学期 特別講義（比較経済史）A 870 ※他学部公開科目（経済学部主催）
市ヶ谷キャンパス開催科目のため掲載しています。

S305

532

868B

尾谷　昌則

2

3

4

5

6

火 7月21日

上野　火山

矢口　幸康


