
■2015年度　現代福祉学部 春学期試験実施一覧
2015/7/14修正版

科目名 教員氏名 試験方法
試験

実施日
試験時間 参照 参照物

コミュニティソーシャルワーク 宮城　孝 授業内試験 7月20日 ６０分 不可

社会調査法Ⅰ 堀川　三郎 授業内試験 7月20日 ６０分

多現福‐２０１ 福祉コミュニティ学科

多現福‐２０２ 臨床心理学科

キャリアデザイン論 阪本　ちづみ 定期試験 7月27日 ６０分 不可

社会福祉概論 岩崎　晋也 授業内試験 7月20日 ６０分 一部可
A4版自筆メモ１枚（裏面利用可，コピー
不可）

若者支援論 眞保　智子 授業内試験 7月20日 ６０分 一部可 ノート（コピー不可，自筆のみ可）

臨床心理学 金築　優 定期試験 7月27日 ６０分 不可

福祉国家論 布川　日佐史 定期試験 7月27日 ６０分 不可

英語専門演習Ⅰ 髙取　康之 平常点

権利擁護と成年後見 西田　ちゆき 授業内試験 7月20日 ６０分 不可

基礎数学Ⅰ 鈴木　麻美 授業内試験 7月20日 ９０分

キャリアデザイン論 阪本　ちづみ 定期試験 7月27日 ６０分 不可 ※6/25修正

教育の制度・経営 乾　彰夫 定期試験 7月27日 ６０分

学習心理学 金子　真人 定期試験 7月27日 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

コミュニケーション論Ⅰ 藤田　真文 定期試験 7月27日 ６０分

カウンセリング 末武　康弘 定期試験 7月27日 ６０分 不可

環境倫理 壽福　眞美 定期試験 7月27日 ６０分

ケアマネジメント論 石井　享子 平常点

コミュニティ心理学/コミュニティ心理学Ⅰ 丹羽　郁夫 授業内試験 7月20日 ５０分 可

人格心理学 杉山　崇 平常点

医療政策論 小磯　明 レポート

民法Ⅰ 松田　佳久 定期試験 7月27日 ６０分

行政法Ⅰ 長谷部　俊治 授業内試験 7月21日 多大Ｂ‐２０１ ６０分

外国史Ⅰ 鈴木　茂 授業内試験 7月21日 ６０分 可
一部可（辞書　※電子辞書も可）授業で
配布したプリント・資料と各自のノートの
み参照可（コピー可）

精神保健ソーシャルワークⅠ 國重　智宏 授業内試験 7月21日 多現福‐３０２ ６０分 不可

社会・地歴科教育法 石出　法太 授業内試験 7月21日 ６０分

国際コミュニケーション英１Ａ キャシー　バード 平常点

英語２ コンシダイン　ダニエル 平常点

英語２ ジェイソン　ポール　スミス 平常点

国際コミュニケーション中3Ａ 謝　茘 平常点

コンピュータ入門Ⅰ 但馬　文昭 平常点

現代社会と社会教育 栗山　究 平常点

図書館演習 丹　一伸 平常点

人と環境 清水　隆 レポート

読書と豊かな人間性 野口　久美子 レポート

投映法特論 今村　祐子 授業内試験 7月21日 多現福‐３０２
※7/14修正
（【試験教室】心理実験→福
３０２へ変更）

６０分 不可

ホスピタリティ論/ホスピタリティ学原論 野口　洋平 授業内試験 7月21日 ６０分 可

英語１０ 髙取　康之 授業内試験 7月21日 ６０分 不可

財政学Ⅰ 関口　浩 定期試験 7月28日 ６０分

児童福祉論 岩田　美香 定期試験 7月28日 ６０分 不可

法学 清水　弥生 定期試験 7月28日 ６０分 不可

英語２ キャシー　バード 平常点

英語２ コンシダイン　ダニエル 平常点

英語２ ジェイソン　ポール　スミス 平常点

国際コミュニケーション中2Ａ 謝　茘 授業内試験 7月21日 ６０分

コンピュータ入門Ⅰ 但馬　文昭 平常点

人権活動論 寺中　誠 レポート

図書館情報学概論Ⅰ 田村　貴紀 授業内試験 7月21日 ６０分 不可

経済学 赤石　秀之 授業内試験 7月14日 ６０分 不可

心理療法Ⅰ 津村　麻紀 授業内試験 7月21日 ６０分 不可

高齢者福祉論 中村　律子 定期試験 7月28日 ６０分 一部可 ノート（コピー不可），プリント（コピー可）

英語７ キャシー　バード 平常点

国際コミュニケーション英３Ａ コンシダイン　ダニエル 平常点

英語７ ジェイソン　ポール　スミス 平常点

教育原理 御園生　純 平常点

地方自治論 内藤　恒平 レポート

インテンシヴ・イングリッシュ５ WG 授業内試験 7月16日 ４５分 不可

英語２ ステラ　山崎 授業内試験 7月21日 ９０分 一部可
No books, no dictionaries. They must
bring their homework papers.

職業社会論 依田　素味 授業内試験 7月21日 多大Ｂ‐３０１ ６０分

情報サービス論 田村　貴紀 授業内試験 7月21日 ６０分

教職入門 綿貫　公平 授業内試験 7月21日 多社会‐３０１ ６０分

教育原理 御園生　純 平常点

環境政策論 藤澤　浩子 平常点

4・5時限 居住福祉論/居住福祉 大原　一興 レポート

インテンシヴ・イングリッシュ１ WG 授業内試験 7月17日 ４５分 不可

教職入門 綿貫　公平 授業内試験 7月21日 ６０分

認知心理学Ⅰ 石原　正規 定期試験 7月28日 ６０分 一部可 ノート（コピー不可）

英語２ ステラ　山崎 平常点

授業内で確認すること

英語補講 髙取　康之 授業内試験 7月20日 ６０分 不可 ※6/26修正

曜時
使用教室

（※変更・追加のみ記載）

月

1時限

＜定期試験時間割を確認すること＞

2時限

＜定期試験時間割を確認すること＞ 授業内で確認すること

＜定期試験時間割を確認すること＞

＜定期試験時間割を確認すること＞ 授業内で確認すること

4時限

＜定期試験時間割を確認すること＞

＜定期試験時間割を確認すること＞

3時限

授業内で確認すること

＜定期試験時間割を確認すること＞

＜定期試験時間割を確認すること＞ 授業内で確認すること

＜定期試験時間割を確認すること＞

5時限
＜定期試験時間割を確認すること＞ 授業内で確認すること

火

1時限

授業内で確認すること

※7/8修正
（【試験実施日】7月17日→7月21日へ変更）

授業内で確認すること

2時限

4時限 授業内で確認すること

授業内で確認すること

授業内で確認すること

5時限
授業内で確認すること

＜定期試験時間割を確認すること＞

＜定期試験時間割を確認すること＞ 授業内で確認すること

＜定期試験時間割を確認すること＞

＜定期試験時間割を確認すること＞

授業内で確認すること

3時限 ＜定期試験時間割を確認すること＞
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科目名 教員氏名 試験方法
試験

実施日
試験時間 参照 参照物曜時

使用教室
（※変更・追加のみ記載）

高齢者心理学 神前　裕子 レポート

国際コミュニケーション英２Ａ Terry K Fieldsend 授業内試験 7月15日 ６０分 可

中国語２A 江崎　隆哉 授業内試験 7月8日 1人5分 不可

日本語１Ａ 小宮　修太郎 授業内試験 7月15日 ８０分

スポーツマネジメント 川崎　登志喜 授業内試験 7月15日 ６０分 不可

企業と経済の動向 有田　五郎 授業内試験 7月15日 ６０分 可

社会システム論 佐藤　成基 定期試験 7月22日 ６０分

道徳教育指導論 水野　多満司 定期試験 7月22日 ６０分

文学 彭　丹 定期試験 7月22日 ６０分

人文特講Ⅰ 金原　瑞人 平常点

住民参加の手法 杉崎　和久 平常点

福祉科教育法 馬場　清 平常点

生涯学習論Ⅰ 荒井　容子 レポート

統計学 田戸岡　好香 レポート

精神医学 関谷　秀子 授業内試験 7月15日 ６０分 可

中国語５A 江崎　隆哉 授業内試験 7月15日 ７５分 一部可 中日辞典を必ず持参のこと

地誌 松永　和子 授業内試験 7月15日 ６０分 不可

英語７ 石川　郁二 授業内試験 7月15日 ６０分 不可

精神生理学Ⅰ 長山　恵一 授業内試験 7月15日 ６０分 不可

社会思想史/社会思想史Ⅰ 湯浅　誠 レポート ※7/8修正 （【試験方法】授業内試験→レポートへ変更）

英語７ Terry K Fieldsend 平常点

Webデザイン 名児耶　厚 平常点

英語７ Terry K Fieldsend 平常点

コンピュータ入門Ⅰ 名児耶　厚 平常点

女性学 熱田　敬子 レポート

図書館制度・経営論 岡谷　大 授業内試験 7月15日 ６０分

心理学基礎実験Ⅰ 長内　優樹 平常点

コンピュータ入門Ⅰ 名児耶　厚 平常点

政策評価論 牧瀬　稔 レポート

図書館情報資源概論 岡谷　大 授業内試験 7月15日 ６０分

教育方法論 酒井　英光 授業内試験 7月8日 ３０分

生命の科学Ⅰ 鞠子　茂 定期試験 7月22日 ６０分

心理学基礎実験Ⅰ 長内　優樹 平常点

心理検査法Ⅰ 小野　純平 レポート

精神保健学 行實　志都子 授業内試験 7月16日 ６０分 一部可 B5　自筆　両面１枚

英語１ 石川　郁二 授業内試験 7月16日 ６０分 不可

司法福祉論/更生保護 辰野　文理 授業内試験 7月16日 ２０分 不可

心理データ解析Ⅰ 服部　環 授業内試験 7月16日 ６０分 可

地域計画論 保井　美樹 授業内試験 7月16日 ６０分 可

コミュニティスポーツ 舟橋　弘晃 レポート

心理検査法Ⅰ 小野　純平 レポート

英語１０ 相馬　美明 授業内試験 7月16日 ６０分 不可

道徳教育指導論 田口　康大 授業内試験 7月16日 ９０分

社会問題論/生活問題論 湯浅　誠 授業内試験 7月16日 ６０分 不可

心理データ解析Ⅰ 服部　環 授業内試験 7月16日 ６０分 可

人文地理学Ⅰ 濱田　博之 授業内試験 7月16日 ９０分 不可

農山村とコミュニティ 図司　直也 定期試験 7月23日 ６０分 不可

教育心理学（教職・ＳＳＷ用） 中島　浩籌 レポート

多現福‐３０２
福祉コミュニティ学科２年生
（Ａ～Ｊクラス）

多現福‐心理実験

臨床心理学科，福祉コミュニ
ティ学科２年生（Ｋ・Ｌクラ
ス），福祉コミュニティ学科３
年生

英語専門演習Ⅱ 石川　郁二 授業内試験 7月16日 ６０分 不可

英語７ 相馬　美明 授業内試験 7月16日 ６０分 不可

心理学 服部　環 授業内試験 7月16日 ６０分 不可

福祉の思想と歴史/福祉の思想と歴史Ⅰ 白川　耕一 定期試験 7月30日 ６０分 不可

比較文化論Ⅰ 鈴村　裕輔 定期試験 7月23日 ６０分

まちづくりの思想 水野　雅男 平常点

芸術療法 蜂谷　和郎 平常点

教育心理学（教職・ＳＳＷ用） 中島　浩籌 レポート

インテンシヴ・イングリッシュ６ WG 授業内試験 7月16日 ４５分 不可

英語１ 石川　郁二 授業内試験 7月16日 ６０分 不可 ※7/2更新

英語１ 相馬　美明 授業内試験 7月16日 ６０分 不可

多社会‐２０２

ソーシャルイノベーション論/社会起業論 土肥　将敦 授業内試験 7月16日 ７０分 不可

自然環境論Ⅰ 澤柿　教伸 定期試験 7月23日 ６０分

芸術療法 蜂谷　和郎 平常点

国際政治論 杉村　豪一 定期試験 7月23日 ６０分

福祉サービスの組織と経営/社会福祉施設経営 千葉　正展 定期試験 7月23日 ６０分 可

現代レジャー論 谷本　都栄 レポート

多大Ｂ‐２０１

英語１０ 西尾　洋子 授業内試験 7月17日 ６０分 不可

英語１ 中村　佳代子 授業内試験 7月17日 ６０分 不可

多現福‐３０２ 福祉コミュニティ学科２年生

多現福‐３０１
福祉コミュニティ学科３・４年
生

英語１ 齋藤　元治 授業内試験 7月17日 ６０分 不可

哲学Ⅰ 齋藤　範 授業内試験 7月17日 ６０分 一部可
自筆ノート（試験直前に教員が自筆ノー
トをチェックし使用の可否を決定します）

中国語４A 邱　奎福 授業内試験 7月17日 ６０分 不可

4時限
授業内で確認すること

5時限

授業内で確認すること

授業内で確認すること

＜定期試験時間割を確認すること＞ 授業内で確認すること

水

1時限
＜定期試験時間割を確認すること＞ 授業内で確認すること

＜定期試験時間割を確認すること＞ 授業内で確認すること

＜定期試験時間割を確認すること＞ 授業内で確認すること

2時限

3時限

６０分 可 ※6/26修正

＜定期試験時間割を確認すること＞

＜定期試験時間割を確認すること＞ 授業内で確認すること

木

1時限

2時限
授業内で確認すること

＜定期試験時間割を確認すること＞

3時限

ソーシャルワークⅡ 稲沢　公一 授業内試験 7月16日

金 1時限

福祉社会学Ⅰ 堅田　香緒里 授業内試験 7月17日

６０分
授業内で確認すること

※6月26日修正

＜定期試験時間割を確認すること＞ 授業内で確認すること

5時限
＜定期試験時間割を確認すること＞

＜定期試験時間割を確認すること＞

4時限

多総合-LLC→多現福-３０２

哲学Ⅰ 大橋　基 授業内試験 7月16日

６０分
授業内で確認すること

※6月26日修正

保健医療サービス 田代　千惠美 授業内試験 7月17日 ６０分 一部可
ノート（コピー不可），教科書（書き込み
可），プリント（コピー可）
※6月26日修正
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科目名 教員氏名 試験方法
試験

実施日
試験時間 参照 参照物曜時

使用教室
（※変更・追加のみ記載）

セルフヘルプグループ 沖倉　智美 レポート

日本語２Ａ 長谷川　由香 レポート

自然地理学Ⅰ 原　芳生 授業内試験 7月17日 ６０分 一部可 教科書

英語１ 松下　晴彦 授業内試験 7月17日 ６０分 不可

都市住宅政策論 水野　雅男 授業内試験 7月17日 ６０分 不可

英語７ 西尾　洋子 授業内試験 7月17日 ６０分 不可

英語１０ 石川　郁二 授業内試験 7月17日 ６０分 不可

英語１０ 中村　佳代子 授業内試験 7月17日 ６０分 不可

教育学 藤本　典裕 授業内試験 7月17日 多大Ｂ‐２０２ ９０分 一部可
ノート（コピー不可），プリント（コピー
可），論述用メモ可

地域の歴史と文化 馬場　憲一 授業内試験 7月17日 ６０分 可

公的扶助論 布川　日佐史 授業内試験 7月17日 多現福‐３０１ ６０分 不可

中国語補講 櫻井　幸江 授業内試験 7月10日 ６０分 不可

英語１ 齋藤　元治 授業内試験 7月17日 ６０分 不可

倫理学Ⅰ 齋藤　範 授業内試験 7月17日 ６０分 一部可
自筆ノート（試験直前に教員が自筆ノー
トをチェックし使用の可否を決定します）

中国語１A 邱　奎福 授業内試験 7月17日 ６０分 不可

日本語３Ａ 宮本　典以子 平常点

英語６ 宮本　正治 平常点

ボランタリーアクション 安藤　雄太 レポート

地域遺産マネジメント論 須田　英一 レポート

日本語２Ａ 長谷川　由香 レポート

国際コミュニケーション中1Ａ 謝　茘 授業内試験 7月17日 ６０分

英語７ 松下　晴彦 授業内試験 7月17日 ６０分 不可

英語６ 西尾　洋子 授業内試験 7月17日 ６０分 不可

心理測定法Ⅰ 倉住　友恵 授業内試験 7月17日 ６０分 不可

英語６ 中村　佳代子 授業内試験 7月17日 ６０分 不可

中国語３A 櫻井　幸江 授業内試験 7月17日 ６０分 不可

英語１０ 齋藤　元治 授業内試験 7月17日 ６０分 不可

社会心理学Ⅰ 水野　節夫 定期試験 7月24日 ６０分

地域ツーリズム 南　賢二 定期試験 7月24日 ６０分 可

英語６ 宮本　正治 平常点

日本語３Ａ 宮本　典以子 平常点

コミュニティアート 吉野　裕之 レポート

日本語２Ａ 長谷川　由香 レポート

英語１０ 松下　晴彦 授業内試験 7月17日 ６０分 不可

英語６ 西尾　洋子 授業内試験 7月17日 ６０分 不可

心理測定法Ⅰ 倉住　友恵 授業内試験 7月17日 ６０分 不可

英語６ 中村　佳代子 授業内試験 7月17日 ６０分 不可

英語６ 宮本　正治 平常点

インテンシヴ・イングリッシュ２ WG 授業内試験 7月17日 ４５分 不可

教育心理学 安齊　順子 定期試験 7月24日 ６０分 不可

ソーシャルマネジメント論 川久保　カロリーナ レポート

日本史Ⅰ 岩橋　清美 授業内試験 7月18日 ６０分 一部可 プリント・自筆ノート

ソーシャルファイナンス論 雨宮　寛 レポート

生徒・進路指導論 篠崎　修 定期試験 7月25日 ６０分

社会保障論 足利　聖治 定期試験 7月25日 ６０分 不可

児童サービス論 松田　ユリ子 平常点

視聴覚教育Ⅰ 有田　寛之 授業内試験 7月18日 ６０分

学校経営と学校図書館 松田　ユリ子 平常点

情報資源組織論 長谷川　昭子 定期試験 7月25日 ６０分

視聴覚教育Ⅱ 有田　寛之 平常点

協同組合論 小林　元

生命倫理/現代倫理 齋藤　有紀子 平常点

　 ※　定期試験期間の時間割は、別途掲示にてお知らせいたします。
　 ※　通常授業を行っている曜日・時限・教室と異なる場合があるので、十分注意してください。 
   ※　履修中の科目の試験方法が発表されていない場合は、現代福祉学部事務課 まで問い合わせてください。 
       （ただし市ヶ谷の公開科目については、各学部の掲示板で確認してください。） 
　 ※　社会学部・経済学部公開科目のうち定期試験科目は、各学部の定期試験時間割を参照してください。 
 　※　経済学部棟・社会学部棟の教室で開講されている他学部主催科目については、現代福祉学部と当該学部の両方の掲示板を 
　　　 確認してください。（特に教室変更については注意してください。） 
　 ※　市ヶ谷キャンパスで行われる「資格課程科目」についてはキャリアデザイン学部の掲示板で確認してください。 
   ※  レポートの場合は、「レポート課題」掲示も参照してください。（先生方から課題が提出された科目のみ掲示しています。） 
　 ※　演習・実習科目は、原則として試験は行われません。（担当教員の指示に従ってください。） 

金

2時限

3時限

授業内で確認すること

＜定期試験時間割を確認すること＞ 授業内で確認すること

＜定期試験時間割を確認すること＞

4時限

5時限
＜定期試験時間割を確認すること＞

授業内で確認すること

集中授業 後日，掲示します

集中授業

土

1時限

2時限
＜定期試験時間割を確認すること＞ 授業内で確認すること

＜定期試験時間割を確認すること＞

3時限
授業内で確認すること

4時限
＜定期試験時間割を確認すること＞
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