
2015/6/25修正版

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

1 社会システム論 佐藤　成基 社‐３０２ 全 ６０分

1 文学 彭　丹 社‐２０２ 全 ６０分

1 道徳教育指導論 水野　多満司 社‐１０２ 全 ６０分

5 生命の科学Ⅰ 鞠子　茂 Ｂ‐２０２ 現代福祉学部生 ６０分

福‐３０１ 福祉コミュニティ学科２年生

福‐３０２
福祉コミュニティ学科３年生
福祉コミュニティ学科４年生
他学部生

社‐２０２ 現代福祉学部受講者なし ６０分

社‐３０１ 現代福祉学部受講者なし ６０分

社‐２０２ 現代福祉学部生 ６０分

5 国際政治論 杉村　豪一 社‐３０１ 全 ６０分

5
福祉サービスの組織と経営
/社会福祉施設経営

千葉　正展 福‐３０１ 全 ６０分 可

3 社会心理学Ⅰ 水野　節夫 Ｂ‐３０１ 全 ６０分

3 地域ツーリズム 南　賢二 福‐３０１ 全 ６０分 可

5 教育心理学 安齊　順子 福‐３０１ 全 ６０分 不可

2 生徒・進路指導論 篠崎　修 社‐３０１ 全 ６０分

2 社会保障論 足利　聖治 福‐３０１ 全 ６０分 不可

4 情報資源組織論 長谷川　昭子 社‐３０４ 全 ６０分

1 キャリアデザイン論 阪本　ちづみ Ｂ‐３０１ 全 ６０分 不可

福‐３０１ 臨床心理学科生

福‐３０２
福祉コミュニティ学科生
現代福祉学科生

2 福祉国家論 布川　日佐史 Ｂ‐２０２ 全 ６０分 不可

3 キャリアデザイン論 阪本　ちづみ Ｂ‐３０１ 全 ６０分 不可 ※6/25修正

福‐３０１ 臨床心理学科２年生

福‐３０２
臨床心理学科３年生
臨床心理学科４年生

3 コミュニケーション論Ⅰ 藤田　真文 社‐３０２ 現代福祉学部生 ６０分

3 環境倫理 壽福　眞美 社‐４０６ 現代福祉学部生 ６０分

3 カウンセリング 末武　康弘 Ｂ‐２０２ 全 ６０分 不可

3 教育の制度・経営 乾　彰夫 社‐４０３ 全 ６０分

5 民法Ⅰ 松田　佳久 Ｂ‐２０１ 現代福祉学部生 ６０分

2 児童福祉論 岩田　美香 Ｂ‐２０２ 全 ６０分 不可

2 法学 清水　弥生 福‐２０４ 全 ６０分 不可

2 財政学Ⅰ 関口　浩 Ｂ‐３０１ 全 ６０分

3 高齢者福祉論 中村　律子 Ｂ‐２０２ 全 ６０分 一部可 ノート（コピー不可），プリント（コピー可）

5 認知心理学Ⅰ 石原　正規 福‐３０１ 全 ６０分 一部可 ノート（コピー不可）

7月30日（木） 3 福祉の思想と歴史
/福祉の思想と歴史Ⅰ

白川　耕一 心理実験 全 ６０分 不可

★１参照

★１参照
7月22日（水）

7月23日（木）

2

3

4

★１参照

3

7月28日（火）

★１参照

★１参照

★１参照

★１参照

★１参照

★１参照

★１参照

★１参照

★１参照

7月24日（金）

7月25日（土）

7月27日（月）

2

★１参照

★１参照

★１参照

農山村とコミュニティ 図司　直也

比較文化論Ⅰ 鈴村　裕輔

自然環境論Ⅰ/地球と自然Ⅰ 澤柿　教伸

臨床心理学 金築　優

学習心理学 金子　真人

６０分

★１参照

６０分 一部可 ノート（コピー可），教科書（書き込み可），プリント（コピー可）

不可

６０分 不可

■成績発表について 

  ２０１５年９月１６日（水）１０：００より情報システム上の「成績通知書」をもって発表します。 

  「法政大学情報ポータル」（http://www.as.hosei.ac.jp/）にアクセスし、各自必ず「成績通知書」を出力し、 

  確認してください。  ※事務課では成績通知書は配付しません。 

  

■成績調査について 

  受験した、あるいはレポートを提出した科目が  「D」・「E」評価だった場合にのみ，成績調査の申請ができます。 

   申請期間：２０１５年９月１６日（水）～２２日（火）１７時まで 

  現代福祉学部事務課で申請手続きを行ってください。  

  ※なお、調査申請手続きをする場合は必ず来校し、現代福祉学部事務課で行ってください。 

■注意事項 

★１ 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。 

★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 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。 

★４ 試験期間中は、大学行きバスの混雑が予想されます。また大雨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。 

★５ 試験中は、携帯電話・スマートフォン等を時計として使用することは出来ません。 

★６ 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。 

２０１５年度春学期 現代福祉学部 定期試験時間割表 

■夏季休暇期間の窓口業務 

   夏季休暇期間の現代福祉学部事務課窓口での受付は、以下の通りとなりますので 

   注意してください。 

     ８月４日（火）～９月１５日（火）     

     受付時間 ： ９：００～１６：００（昼休み１１：３０～１２：３０ は閉室） 

     休業日 ： 上記期間のすべての土曜日,日曜日,祝日  

      ※８月１３日（木）～８月１９日（水）は大学の夏季休業期間（一斉休暇）のため， 

    終日業務を行いません。 

      ※９月１６日（水）以降、通常通りとなります。 

■秋学期授業開始日について 

  秋学期授業開始日は９月１６日（水）です。  

★★★裏面も必ずご覧ください★★★ 

■秋学期履修登録変更について 

  ７月上旬に掲示しますので必ず確認してください。 


