
試験日 曜日 時限 科目名 教員氏名 時間 試験教室 対象

社会・地歴科教育法 石出　法太 60分 社１０２ 全

文化人類学 謝　茘 60分 B２０１ 全

金融システム論 田口　博雄 60分 社３０２ 全

行政法Ⅱ 長谷部　俊治 60分 社２０１ 全

市民社会とエスニシティ 吉村　真子 60分 社２０２ 全

2 編集出版論 坂巻　克巳 60分 B２０１ 全

映像ジャーナリズム論Ⅱ 足立　義則 60分 社３０１ 全

文化表象論 高橋　久美 60分 B３０１ 全

国際社会と民族 高橋　誠一 60分 社３０２ 全

地域研究（西欧） 吉田　公記 90分 社１０２ 全

社会保障法Ⅱ 長沼　建一郎 60分 社２０１ 全

環境社会学Ⅱ 堀川　三郎 60分 社３０３ 全

B２０１ 政策（全）

社２０２ 社会・メ社（全）

社会調査Ⅱ 多喜　弘文 60分 社２０１ 全

自然科学特講（地学） 澤柿　教伸 60分 社３０４ 全

自然科学特講（数学） 鈴木　麻美 60分 多研実地学 全

社１０２ 政策（全）

社３０２ 社会・メ社・他学部（全）

外書講読（英語）３-Ⅱ 水野　節夫 60分 社７１８ 全

4 統計学Ⅱ 鈴木　麻美 60分 社３０４ 全

社会学入門Ｂ 鈴木　智之 60分 社２０１ 全

国研：開発とジェンダー 吉村　真子 60分 社２０２ 全

社会学入門Ａ 佐藤　成基 60分 社２０１ 全

公共性とCommunicationⅡ 鈴木　宗徳 60分 B２０１ 全

環境経済学Ⅱ 藤井　康平 60分 社２０２ 全

3 環境問題Ｂ 藤井　康平 60分 B３０１ 全

図書館サービス概論 有山　裕美子 60分 社４０７ 全

哲学Ⅱ 大橋　基 60分 社２０１ 全

教育方法論 酒井　英光 40分 社１０２ 全

B２０１ 政策1年

B２０２ メ社１年・SA帰国者/SA参加者（2～4年生）

B３０１ 社会１年

身体論 越部　清美 60分 B３０１ 全

教育相談 沼田　あや子 60分 社１０２ 全

社会調査Ⅱ 堀川　三郎 60分 社５０１ 全

B２０１ メ社（全）

B３０１ 政策・社会・他学部（全）

統計調査法 大槻　茂実 60分 情実習２ 全

情報・メディア関係法Ⅱ 白田　秀彰 60分 社１０２ 全

Journalismの歴史と思想Ⅱ 別府　三奈子 60分 B２０１ 全

教育課程論 三浦　芳恵 60分 社２０２ 全

中小企業政策論 糸久　正人 60分 社２０１ 全

産業社会学Ⅱ 上林　千恵子 60分 B２０１ 全

ウェブ・ジャーナリズム論 藤代　裕之 60分 社３０２ 全

教育課程論 三浦　芳恵 60分 社１０２ 全

5 基礎数学Ⅱ 鈴木　麻美 60分 社３０５ 全

福祉社会学Ⅱ 堅田　香緒里 60分 B３０１ 全

芸術文化論 濱中　春 60分 B２０１ 全

Ｂ３０１ 社会・メ社（全）

社３０２ 政策・他学部（全）

社２０２ 社会・メ社（全）

社３０１ 政策（全）

B２０１ 社会（全）

B３０１ 政策・メ社・他学部（全）

2017年度　社会学部　秋学期授業内試験　時間割　（語学・他学部主催科目は除く）　

1月9日 火

1

4

1月10日 水

1

2

1月13日 土
TOEFL-ITP

（9：30集合・12：00終了予定）
※別途掲示を参照のこと

産業と企業の理論Ⅱ 糸久　正人 60分

3
都市政策論 間島　正秀 60分

1月11日 木

1

4

2

60分

3

4

1月19日 金

1

2

家族社会学Ⅱ 菊澤　佐江子 60分

1月15日 月

1

2

広告・ＰＲ論 青木　貞茂

※２０１４年度以降入学者向けの科目名称で表記しています。２０１３年度以前入学者は一部科目名称が異なる場合がありますので，各自ご確認ください。

国際関係論Ⅱ 二村　まどか 60分

5 音楽社会学 土橋　臣吾 60分

【受験上の注意】

1. 受験に際しては，学生証を必ず机上に提示すること。

2. 不正行為は絶対にしないこと。社会学部は試験時の不正行為に対して厳正な措置を講ずる。

3. 試験中は，スマートフォン・携帯電話・PHS・タブレット等，全ての電子機器の使用を禁止する（ス

マートウォッチを含む）。それらは試験開始前に電源を切ってカバンにしまうこと。受験の際は，「時

計」（腕時計等）を用意すること。

4. 今年度履修している科目に限り受験を認める（履修登録科目確認通知書で確認し，受験すること）。

5. 試験時間割表では一部通常の時限・教室に変更がある。試験日程・試験教室はすべて，この試

験時間割表に従って行われるので十分注意して受験すること。

6. 同一科目で受験教室が複数ある場合，学部・学科・学年別等で指定された教室で受験すること。

7. 試験期間中ではバスの混雑が予想されるので，遅刻しないよう余裕を持って早めに登校すること。

8. 時間割表は，コース・プログラム名は省略している。

9. その他受験上の注意は監督者及び掲示の指示に従うこと。

【他学部主催科目について】

他学部主催の科目については，原則この試験時間割表には含まれていない。各学部掲示板・または

各学部窓口で必ず確認すること。「受験上の注意」も各学部でルールが異なるので，事前に各学部掲

示板・各学部窓口で必ず確認すること。

【秋学期追試験について】

秋学期試験実施科目をやむをえない事情で受験できなかった場合，以下の要領で追試験を行う。

受験を希望する場合は，内容を確認し，社会学部事務課まで申請すること。

◆日時

２０１８年２月２日（金）９：４５集合

◆試験会場 社２０１教室

◆申請受付期間

２０１８年１月１０日（水）～１月２７日（土） （月～金：９～１７時，土：９～１２時【厳守】）

※「情報資源組織演習」のみ１月２９日（月）まで受付 （９～１７時 【厳守】）

◆申請受付場所・時間

社会学部事務課窓口＜月～金：９～１７時，土：９～１２時（厳守）＞

◆注意事項

1. 事情を証明する書類（診断書等）を必ず添付して申請してください。

2. 経済学部合併科目・公開科目，現代福祉学部合併科目・公開科目の申請については，追試験の

有無を各学部事務課で確認した上で，社会学部事務課で手続きを行ってください。

3. 市ヶ谷キャンパス公開科目については，各学部でルールが異なります。市ヶ谷キャンパス各学部

担当窓口で追試験の有無を確認し，各学部の指示に従って社会学部事務課で申請を行ってくださ

い（追試験は市ヶ谷キャンパスで実施）。

4. 追試験を受験できない場合は，未受験となります（追試の追試はありません）。

5. 追試験は，試験日当日に全科目を実施します。

6. 追試験を行う科目は「授業内試験」「定期試験」のみです。論文試験の科目は追試験を行いませ

ん（論文は定められた提出期間内に提出してください）。

【秋学期終了科目の成績発表について】

秋学期終了科目の成績発表・成績調査を以下の日程で行います。

詳細は社会学部掲示板に掲示している「秋学期終了科目の成績発表について」を必ず確認してくだ

さい。

なお，「成績通知書」の窓口での配付は行いません。また，成績に関する電話でのお問い合わせに

は一切応じられません。

◆成績発表日時

【３・４年生】２０１８年２月２８日（水）１０時開始（予定）

【１・２年生】２０１８年２月２８日（水）１４時開始（予定）

【秋学期終了科目の成績調査について】

秋学期終了科目のうち，受験した科目が「Ｅ」評価または「Ｄ」評価の場合のみ，成績調査を受け付

けます。成績調査の申請は必ず本人が社会学部事務課窓口で行ってください。電話・郵送・代理人な

どによる申請は一切受付けません。また，下記申請期間を過ぎた場合にも，一切受付けません。別

途掲示も必ず参照してください。

◆申請受付期間・時間

２０１８年２月２８日（水）～３月６日（火）

月～金：９～１７時（１１：３０～１２：３０を除く），土：９～１２時（厳守）

◆申請受付場所

社会学部事務課窓口

◆注意事項

※「Ｅ」評価については，授業に出席し，試験を受験（レポート提出）したにも関わらず，「Ｅ」評価がつ

いた場合のみ調査を行います。

※「Ｄ」評価については，担当教員の成績記載の誤りの有無についてのみ調査を行います（答案の内

容について再評価は行いません）。

※「Ａ+」～「Ｃ」評価については，成績調査を一切受付けません。

※他学部の公開科目については，上記受付期間に社会学部事務課で手続きを行ってください。

【学位授与式について】

学位授与式は，２０１８年３月２４日（土）午前９時４５分から日本武道館にて実施します。詳細は，卒

業発表の２月２８日（水）以降，社会学部ウェブサイトに掲載します。

【新年度ガイダンス日程について】

２月２８日（水）以降，社会学部ウェブサイトに掲載します。ガイダンス日程や健康診断，演習１の説

明会・選考会の予定，各種実習・抽選科目のガイダンスや手続きなど，重要な内容ですので，必ず確

認をしてください。


