
＜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板で確認するよう指示している科目については、 該当の掲示板で確認してください。

※定期試験時間割の発表は12月16日(金)10時～

作成日：2016/11/24（12/16訂正）

曜日 時限 期間 実施日 実施教室

年間 論理学概論

秋学期 論理学概論２

ブライアン・ウィスナー 金 2 秋学期
Second Language
Learning and Teaching 12月16日 870

柏木　一朗 1 日本史Ⅰ F402

飯尾  秀幸 東洋史特講Ⅰ 875

長井  純市 日本近代史料学 552

呉羽　正昭 5 社会経済地理学（４）（エコツーリズム） 867

心理学史

心理学１（心理学史）２

椎名　美智 2 英語の文法力Ⅱ S307

日本文芸研究特講（２）中古Ｄ

日本文芸研究特講（１）古代Ｂ

月

11/29

火 秋学期 12月20日

S505

改訂

2016年度秋学期　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

7

2 秋学期 12月19日

加藤　昌嘉

古川　聡 1 S306 1月10日（火）1限から変更

安東　祐希 水 1 12月14日 G602 教室変更



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

長井  純市 日本史概説Ⅳ G401

結城　英雄 英米文学講義ⅠＢ S305

日本文芸研究特講（４）近世Ｂ

日本文芸研究特講（５）近世B

心理学史

心理学１（心理学史）２

大沢　ふよう 英語学講義Ｂ 562

前杢　英明 地形学及び実験Ⅱ 地理学実験室（1）1300

大沢　ふよう 英語史Ｂ 562

小原　丈明 社会経済地理学（１） 532 教室変更

武田　昭彦 美学・芸術学２ 877

前杢　英明 地形学及び実験Ⅱ 地理学実験室（1）1300

小島　尚人 英米文学特殊講義Ⅳ 571

森田　貴子 日本史特講Ⅹ F309

及川　亘 日本中世史 878B

大沢　ふよう 英語学概論Ｂ S307

阿部　真弓 日本文芸史ⅠB S406

岡野　幸江 文学概論B G601

秋学期

浅沼　博

水

1

12月21日

S305

2

3

4

5

1月10日

S306 12月20日（火）1限に変更

火 秋学期

古川　聡 1 11/29

6

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

桜井　美加 1 発達臨床心理学Ⅱ 551

秋山　孝信 英語・言語学講義Ａ 855

阿部　真弓 日本文芸史ⅠB G401

大沢　ふよう 英語学演習(1)Ｂ 572

大塚　紀弘 日本史概説Ⅱ 877

川﨑　貴子 英語音声学Ｂ S406

教室変更
Ａ4サイズの白い紙（ルーズリーフなどの線
は入っていてかまいません）に、片面だけ手
書きしたノート1枚に限り、持ち込み可。

結城　英雄 英米文学演習(3)Ｂ S503

野川　美穂子 3 音楽芸能史特殊研究B 844 教室変更

比較文化論（１）

比較文化論

中俣　均 1 地理学史（２） S407

ブライアン・ウィスナー 英語表現演習(Speaking)(7)B F309

結城　英雄 英文学史Ｂ 562

川鍋　義一 3 日本文芸批評史B 866

佐藤  典人 3 地理学概論（１） G503

1 文化地理学（２） 552

2 日本地誌（１） S307

562

木 秋学期
2

1月12日

秋学期

吉川　信

1月11日

中俣　均 金 秋学期 1月13日

水

2

5



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

伊藤　達也 世界地誌（４） 877

早川　理穂 西洋史特講Ⅲ 858

黒田　真美子 3 中国文芸史B 860

中丸　宣明 4 文学概論B S406

酒井　健 5 年間 哲学演習（４） 0609LL

日本文芸研究特講（７）漢文Ｄ

日本文芸研究特講（１１）漢文Ｂ

民俗学Ⅱ

民俗学Ⅱ（資格）

片岡　義晴 社会経済地理学（３） 532 教室変更

社会思想１（社会学概論）２

社会思想１（社会学概論）２（教職）

吉村　浩一 認知心理学 S306

志内　一興 西洋史特講Ⅰ 554

塩沢　裕仁 東洋史特講Ⅳ S307

言語心理学特講

教育心理学特講

穂苅　友洋 英語表現演習(Writing)(1)Ｂ 0805

日本文芸研究特講（７）漢文Ｂ

日本文芸研究特講（１１）漢文B

Academic Writing B

時事英語演習B

黒田　真美子

穂苅　友洋

山本　志乃 1

865

木 秋学期 1月19日

福田　由紀

月

黒田　真美子

2

岩野　卓司

3

4

12/8持ち込み可

秋学期

秋学期6

1月16日

0609LL

S307

S307

S307

2

心理学実験室（1100）



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

宇都宮　美生 東洋史概説Ⅳ 573

大塚　紀弘 日本古文書学Ⅱ 史学科資料室・整理室

小泉　吉永 日本史特講Ⅴ 遠隔講義室

稲田 奈津子 1 日本史特講Ⅲ 858

相原　博 哲学特講（５）－２ F310

大塚　修 イスラム世界論Ⅱ S306

劉　傑 日本現代史料学 564 実施しません。詳細は教員に確認すること。 12/16

佐藤  典人 気候・気象学及び実験Ⅱ 857 教室変更

塩沢　裕仁 東洋史概説Ⅱ 877

福田　由紀 教育心理学 Ｇ402

前杢　英明 地図学Ⅱ 地理学実験室（1）1300

日本文芸研究特講（１４）沖縄文芸Ｂ

日本文芸研究特講（１５）沖縄文芸B

松本　剣志郎 日本近世史 G602

稲本　万里子 5 美術史（日本）Ｂ S406

以　　　上

S505
4

金

福  寛美

2

3 秋学期 1月20日

5木 秋学期 1月19日


