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試験実施日 時限 科目名称 代表教員氏名 教室 クラス情報 試験時間 参照 参照物

　B２０２ 全

　社会調査法Ⅱ 　堀川　三郎 社会３０６ 全 ６０分

　基礎数学Ⅱ 　河瀬　彰宏 社会１０２ 全 ６０分

　行政法Ⅱ 　長谷部　俊治 Ｂ３０１ 全 ６０分

2 　地域社会学 　森久　聡 Ｂ３０１ 全 ６０分

福祉３０１ 全 ６０分

福祉３０１ 全
１４時４０分

開始

社会２０１
現代福祉学部生，
経済学部生，社会政策科学科，
メディア社会学科

社会２０２ 社会学科

　金融システム論 　田口　博雄 社会１０２ 全 ６０分

　環境自治体論 　田中　充 社会３０２ 全 ６０分

　産業社会学Ⅱ 　上林　千恵子 Ｂ２０１ 全 ６０分

　財政学Ⅱ 　関口　浩 Ｂ２０２ 全 ６０分

1 　比較文化論Ⅱ 　彭　丹 社会２０１ 全 ６０分

福祉３０１ 　社会学科，メディア社会学科

福祉３０２
　現代福祉学部生，
　社会政策科学科

　社会学理論 　佐藤　成基 Ｂ３０１ 　 全 ６０分

　社会ネットワーク論Ⅱ 　宇野　斉 社会４０５ 全 ６０分

　認知心理学Ⅱ 　石原　正規 福祉３０２ 全 ６０分 一部可  ノート（コピー不可）

社会２０１
　現代福祉学部生，
　社会学部２・３・４年生

社会２０２ 　社会学部１年生

Ｂ２０１ 　社会学科

Ｂ３０１
　現代福祉学部生，
　社会政策科学科，メディア社会学科

Ｂ２０１
　現代福祉学部生，
　メディア社会学科

Ｂ３０１ 　社会政策科学科，社会学科

3 　企業経営論Ｂ 　永岡　文庸 経済３０５
　現代福祉学部生，
　社会学部生，経済学部４年生

６０分 不可

5 　環境倫理 　壽福　眞美 社会２０２ 全 ６０分

1 　外国史Ⅱ 　鈴木　茂 経済２０２ 全 ６０分 一部可  自分のノートと授業中に配布した資料のみ可（コピー可）

福祉３０１
　現代福祉学科３年生・４年生，
　福祉コミュニティ学科２年生

福祉３０２ 　福祉コミュニティ学科３年生

Ｂ２０１ 　社会学科

Ｂ３０１
　現代福祉学部生，
　経済学部生，人間環境学部生，
　 社会政策科学科，メディア社会学科

　教育課程論 　渡辺　大輔 社会１０２ 全 ６０分

1 　生徒・進路指導論 　宮下　　聡 社会３０４ 全 ６０分

3 　資料組織演習 　長谷川　昭子 社会３０４ 全 ６０分

1 　地域福祉論 　宮城　孝 Ｂ２０２ 全 ６０分 不可

3 　ソーシャルワークⅠ 　佐藤　繭美 Ｂ２０２ 全 ６０分 不可

　家族福祉論 　小林　理 Ｂ２０２ 全 ６０分 一部可  ノート（コピー：不可），プリント（コピー：不可）

　カウンセリングⅡ 　清水　幹夫 福祉３０２ 全 ６０分 不可

　※電話による成績照会，進級・卒業の可否に関する問い合わせには一切応じません。
　※成績調査の期間（下記参照）を過ぎますと，調査申請には応じられません。
 　  必ず期間内に成績通知書を確認してください。
　※大学の図書館の書籍等を未返却の者は，返却の確認が取れるまでは成績を確認することができません。
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１月２３日
（水）

　地方財政論 ６０分　関口　浩

2

１月２２日
（火）

3

６０分

６０分

　水野　節夫 ６０分 　★３参照

　加藤　徹郎

　東郷　正美

　鞠子　茂

　コミュニケーション論Ⅱ2

６０分

　★３参照

１月２６日
（土）

１月２８日
（月）

4

　自然環境論Ⅱ4

　生命の科学Ⅱ5

　社会心理学Ⅱ
3

１月２４日
（木）

１月２５日
（金）

６０分

　鷹野　吉章
　福祉行財政と福祉計画/
　福祉計画論

2

リスニング・テスト（追試）
　※12月に実施したリスニング・テストを未受験の以下の学生
　　　①現代福祉学部「英語５」履修者でテストを欠席した学生
　　　②「英語５」を他科目に振り替えている学生

　★３参照

１月２１日
（月）

　TOEFL（R) - ITP
　　※現代福祉学部１年生全員（必ず全員受験すること）

９:３０～１１:３０

プレイスメント・テスト（追試）
　※11月に実施したプレイスメント・テストを未受験の以下の学生
　　　①現代福祉学部「英語３」履修者でテストを欠席した学生
　　　②「英語３」を他科目に振り替えている学生

3

　国際法 　渡部　茂己 　★３参照６０分

　★３参照

　★３参照

1

　★３参照

■成績発表について 

  ２０１３年３月４日（月）１０：００より 成績通知書をもって発表します。 

■成績調査について 
  後期修了科目のうち，受験した，あるいはレポートを提出した科目が 「Ｄ」｢Ｅ｣評価だった場合に限り，

成績調査を行います。（｢Ａ+｣～｢Ｃ｣評価については調査不可。） 

■注意事項 
★１ 他学部公開科目の定期試験については、主催学部の定期試験時間割表で確認をしてください。 

★２ 履修している科目のうち、実施方法が定期試験と発表されているもので、この時間割表に記載されていない 科目がある場合は、必ず現代福祉学部事務課に問い合わせてください。 

★３ 社会学部主催の科目は、参照の可否が発表されていません。必ず授業内で確認してください。 

★４ 受験には学生証が必要です。必ず忘れずに持参してください。 

★５ 試験期間中は、大学行きバスの混雑が予想されます。また大雪等天候の交通機関への影響にも注意し、十分余裕を持って登校してください。 

★６ 試験中は、携帯電話・ＰＨＳ等を時計として使用することは出来ません。 

★７ 試験終了後，学生証の忘れ物が多く出ています。退出の際には必ず確認しましょう。 

２０１２年度後期 現代福祉学部 定期試験時間割

★★★裏面も必ずご覧ください★★★ 
■新年度および学位授与式について 
  新年度の ガイダンス、および卒業対象者の学位授与式についてのご案内を ３月に郵送します。必ず確認してください。 

【成績調査受付】 ３月４日（月）～８日（金） 

※ただし福祉ｺﾐｭﾆﾃｨ学科３年生及び臨床心理学科３年生の留級者  ３月４日（月）のみ 

【取扱時間】 ９:００～１７:００（厳守） 【受付場所】 現代福祉学部事務課 

①「法政大学情報システム（http://www.as.hosei.ac.jp）」にアクセスする。 

②「法政大学情報ポータル」のメインメニューから「単位修得状況照会」を選択する。 

③「成績通知書」を必ず【出力】し確認して下さい。 


