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科目名（新ｶﾘ/旧ｶﾘ） 教員氏名 試験方法 試験実施日 試験実施時限 試験実施教室 試験時間 参照 参照物

キャリアデザイン論 大八木　智一 平常点

ソーシャルワークの基盤と専門職（専門）Ⅱ／コミュニティソーシャルワーク 宮城　孝 授業内試験（対面） 7/18（月） 1時限 Ｂ棟２０２ 60分 不可

刑事司法と福祉／司法福祉論 辰野　文理 授業内試験（対面） 7/18（月） 1時限 多現福‐３０１ 60分 不可

コンピュータ入門Ⅰ 但馬　文昭 平常点

子ども家庭福祉論／児童福祉論 岩田　美香 定期試験（対面） 7/25（月） 2時限 Ｂ棟２０２ 60分 不可

若者支援論 眞保　智子 レポート

臨床心理学概論／臨床心理学Ⅰ 金築　優 レポート

キャリアデザイン論 大八木　智一 平常点

経済学 石川　清貴 授業内試験（対面） 7/18（月） 3時限 多現福‐２０１ 60分 可 ノート、配布資料

社会思想史 楠　秀樹 レポート

コンピュータ入門Ⅰ 但馬　文昭 平常点

心理学的支援法／カウンセリング 末武　康弘 レポート

医療政策論 小磯　明 レポート

死生観とソーシャルワーク 佐藤　繭美 レポート

学習・言語心理学／学習心理学 金子　真人 授業内試験（対面） 7/18（月） 3時限 多現福‐３０２ 60分 可 教科書、レジュメ、ノート

精神生理学特講／精神生理学Ⅱ 望月　聡 授業内試験（対面） 7/18（月） 3時限 多現福‐心理実験 60分 可 制限無し

資格をめざすフランス語Ａ 小室　廉太

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（対面） 7/18（月） 4時限 Ｂ棟２０２ 60分 可 講義で配布した資料やノート、書籍など紙媒体全て

知覚・認知心理学／認知心理学Ⅰ 望月　聡 授業内試験（対面） 7/18（月） 4時限 多現福‐３０２ 60分 不可

関係行政論 小磯　明 レポート

基礎数学Ⅰ 鈴木　麻美

民法Ⅰ 松田　佳久

ビジネスコミュニケーション論Ⅰ 髙取　康之 平常点

English Communication 1A　／英語２　基礎 ANA M C MINDOG 授業内試験（対面） 7/19（火） 1時限 多現福‐２０４ 60分 不可

English Communication 1A　／英語２　中級 OLAGBOYEGA KOLAWOLE 平常点

English Communication 2A　／英語６　基礎 ジェイソン　ポール　スミス 平常点

心理的アセスメント／心理検査法Ⅰ（NOPQRSクラス） 小野　純平 レポート

産業・組織心理学 小林　由佳 定期試験（対面） 7/26（火） 1時限 多現福‐３０１ 60分 不可

文学 彭　丹

法学 清水　弥生 定期試験（対面） 7/26（火） 2時限 Ｂ棟２０２ 60分 不可

社会学特講 左古　輝人 授業内試験（対面） 7/19（火） 2時限 多社会‐５０４ 60分 可 自筆ノート、自筆メモ用紙

English Communication 1A　／英語２　基礎 OLAGBOYEGA KOLAWOLE 平常点

English Communication 1A　／英語２　中級 ANA M C MINDOG 授業内試験（対面） 7/19（火） 2時限 多現福‐２０４ 60分 不可

English Communication 2A　／英語６　基礎 ジェイソン　ポール　スミス 平常点

資格英語Ａ 山本　五郎 平常点

地域経営論 松本　昭 レポート

多文化ソーシャルワーク 中條　桂子 授業内試験（対面） 7/19（火） 2時限 多現福‐３０１ 60分 不可

心理的アセスメント／心理検査法Ⅰ（TUVWXYクラス） 小野　純平 レポート

ケアマネジメント論 柴崎　祐美 授業内試験（対面） 7/19（火） 2時限 多現福‐２０１ 60分 可 授業内配布資料のみ

English Communication 1A　／英語２　中級 OLAGBOYEGA KOLAWOLE 平常点

English Communication 1A　／英語２　中級 ANA M C MINDOG 授業内試験（対面） 7/19（火） 3時限 多現福‐２０４ 60分 不可

English Communication 2A　／英語６　中級 ジェイソン　ポール　スミス 平常点

時事英語Ａ／英語５ 山本　五郎 平常点

環境政策論 藤澤　浩子 平常点

人権活動論 寺中　誠 レポート

高齢者福祉論 中村　律子 授業内試験（対面） 7/19（火） 3時限 Ｂ棟２０２ 60分 可 講義中に配布した資料とレジュメのみ

異文化心理学 奥山　今日子 レポート

心理療法／心理療法Ⅰ 津村　麻紀 授業内試験（対面） 7/19（火） 3時限 多現福‐３０１ 60分 不可

社会学 兼子　諭 レポート

企業と労働 澤木　朋子 レポート

Intensive English 2A （株）ウエストゲイト 平常点

授業内試験（対面） 7/19（火） 4時限 多現福‐２０３ 90分 可 教科書

定期試験（対面） 7/26（火） 4時限 多現福‐２０３ 60分 不可

職業社会論 依田　素味

4・5時限 居住福祉論 大原　一興 レポート

5時限 フランス語１Ａ 坂口　周輔 授業内試験（対面） 7/19（火） 5時限 多総合‐ＣＡＬＬＡ 60分 不可

火・水曜5時限Intensive English 1A （株）ウエストゲイト 平常点

異文化コミュニケーション論Ⅰ 髙取　康之 平常点

人体の構造と機能及び疾病／医学概論 瀬戸　宏明 授業内試験（対面） 7/20（水） 1時限 Ｂ棟２０２ 60分 不可

基礎英語Ａ／英語１（Ｄ・Ｋ・Ｔクラス） 浦川　智子 授業内試験（対面） 7/20（水） 1時限 多現福‐２０２ 60分 不可

基礎英語Ａ／英語１（Ｇ・Ｑ・Ｘクラス） 田高　信一 平常点

ＮＰＯ論 渡真利　紘一 レポート

住民参加の手法 杉崎　和久 平常点

精神保健福祉の原理／精神保健ソーシャルワークⅠ 國重　智宏 平常点

心理学研究法／心理測定法Ⅰ 菊池　理紗 レポート

創作表現論 金原　瑞人

日本語２Ａ 乾　浩

社会システム論 佐藤　成基

生涯学習論Ⅰ 荒井　容子

ＷＥＢデザイン 名児耶　厚 平常点

基礎英語Ａ／英語１（Ａ・Ｈ・Ｙクラス） 浦川　智子 授業内試験（対面） 7/20（水） 2時限 多現福‐２０２ 60分 不可

基礎英語Ａ／英語１（Ｅ・Ｉ・Ｕクラス） 田高　信一 平常点

基礎英語Ａ／英語１（Ｆ・Ｌ・Ｖクラス） 山本　五郎 平常点

心理学研究法／心理測定法Ⅰ 菊池　理紗 レポート

英語専門演習ⅡＡ 髙取　康之 平常点

日本語２Ａ 乾　浩

財政学Ⅰ 古市　将人

コンピュータ入門Ⅰ 名児耶　厚 平常点

基礎英語Ａ／英語１（Ｂ・Ｎ・Ｓクラス） 田高　信一 平常点

基礎英語Ａ／英語１（Ｃ・Ｏ・Ｗクラス） 山本　五郎 平常点

基礎英語Ａ／英語１（Ｊ・Ｐ・Ｒクラス） 浦川　智子 授業内試験（対面） 7/20（水） 3時限 多現福‐２０２ 60分 不可

日本手話言語２Ａ／日本手話２Ａ（中級） 宮本　一郎 定期試験（対面） 7/27（水） 3時限 多現福‐２０１ 60分 可 スピーチ原稿のみ可、教科書は不可

ソーシャルファイナンス論 徳永　洋子 授業内試験（対面） 7/20（水） 3時限 多現福‐心理実験 60分 可 ノート・配布資料・本など紙媒体

ソーシャルワークⅡ／ソーシャルワークⅡ（理論） 西田　ちゆき レポート

日本語２Ａ 乾　浩

日本語２Ａ 村上　佳恵

社会心理学Ⅰ 土倉　英志

コンピュータ入門Ⅰ 名児耶　厚 平常点

発展英語Ａ／英語７（英語学・英米文学入門） 浦川　智子 授業内試験（対面） 7/20（水） 4時限 多現福‐２０２ 60分 可 ノート、配布資料

授業内試験（対面） 7/20（水） 4時限 多現福‐２０１ 90分 可 教科書

定期試験（対面） 7/27（水） 4時限 多現福‐２０１ 60分 不可

地域文化政策論 須田　英一 レポート

心理学実験／心理学基礎実験Ⅰ（NOPQRSクラス） 長内　優樹 平常点

ビジネス日本語 村上　佳恵

心理学実験／心理学基礎実験Ⅰ（TUVWXYクラス） 長内　優樹 平常点

生命の科学Ⅰ 鞠子　茂
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日本手話言語１Ａ／日本手話１Ａ（初級）
※授業内試験と定期試験の計2回実施

宮本　一郎

日本手話言語１Ａ／日本手話１Ａ（初級）
※授業内試験と定期試験の計2回実施
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主催学部（社会）で確認してください。
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科目名（新ｶﾘ/旧ｶﾘ） 教員氏名 試験方法 試験実施日 試験実施時限 試験実施教室 試験時間 参照 参照物授業曜日・時限

English Communication 2A　／英語６　中級 深津　勇仁 授業内試験（対面） 7/21（木） 1時限 多現福‐２０４ 60分 不可

資格英語Ａ 相馬　美明 授業内試験（対面） 7/21（木） 1時限 多現福‐２０１ 60分 不可

社会福祉概論 平野　寛弥 授業内試験（対面） 7/21（木） 1時限 Ｂ棟２０２ 60分 可
配布したレジュメや自作資料は持ち込み可，ただしノートパソ
コンやタブレットの持ち込みは不可（７/７修正）

精神保健学 行實　志都子 授業内試験（対面） 7/21（木） 1時限 多現福‐３０２ 60分 可 授業時j配布プリント・自筆のノートのみ可

セルフヘルプグループ 横川　剛毅 レポート

行政法Ⅰ 天本　哲史

English Communication 2A　／英語６　上級 深津　勇仁 授業内試験（対面） 7/21（木） 2時限 多現福‐２０４ 60分 不可

雇用政策論 布川　日佐史 授業内試験（対面） 7/21（木） 2時限 多現福‐３０１ 60分 可 講義資料、ノート、電子ファイル、ＰＣ

ソーシャルイノベーション論 土肥　将敦 平常点

精神障害リハビリテーション論／精神科リハビリテーション学 行實　志都子 授業内試験（対面） 7/21（木） 2時限 多現福‐３０２ 60分 可 授業時配布プリント・自筆のノートのみ可

児童精神医学 関谷　秀子 授業内試験（対面） 7/21（木） 2時限 多現福‐心理実験 60分 不可

英語専門演習ⅠＡ 髙取　康之 平常点

英語１０（アメリカン・コミュニケーション・パターンズ） 相馬　美明 授業内試験（対面） 7/21（木） 2時限 多現福‐２０１ 60分 不可

フランス語セミナーＡ 橋本　到

国際コミュニケーション中１Ａ 謝　茘

社会福祉調査 岡田　栄作 レポート

発展英語Ａ／英語７（原書講読入門） 相馬　美明 授業内試験（対面） 7/21（木） 3時限 多現福‐２０１ 60分 不可

時事英語Ａ／英語５ 深津　勇仁 授業内試験（対面） 7/21（木） 3時限 多現福‐２０４ 60分 不可

福祉国家論 布川　日佐史 レポート

農山村とコミュニティ 図司　直也 レポート

発達心理学 前田　基成 定期試験（対面） 7/28（木） 3時限 Ｂ棟２０２ 60分 可 教科書、配付資料のみ

芸術療法 蜂谷　和郎 平常点

英語１０（Critical Thinking） 山本　五郎 平常点

Intensive English 2B （株）ウエストゲイト 平常点

資格英語Ａ 深津　勇仁 授業内試験（対面） 7/21（木） 4時限 多現福‐２０４ 60分 不可

コミュニティマネジメント入門／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

哲学Ⅰ 大橋　基

自然環境論Ⅰ 吉岡　美紀

5時限 福祉サービスの組織と経営 千葉　正展 授業内試験（対面） 7/21（木） 5時限 多現福‐３０１ 60分 可 すべて

木・金曜5時限Intensive English 1B （株）ウエストゲイト 平常点

ホスピタリティ論 野口　洋平 授業内試験（対面） 7/15（金） 1時限 多現福‐２０２ 60分 不可

English Communication 2A　／英語６　中級 喜多　球美 授業内試験（対面） 7/15（金） 1時限 多現福‐２０１ 90分 不可

English Communication 2A　／英語６　中級 IVAN BOTEV 平常点

発展英語Ａ／英語７（ビジネス英語入門） 松下　晴彦 授業内試験（対面） 7/15（金） 1時限 多総合‐ＣＡＬＬＡ 60分 不可

資格英語Ａ 宮本　正治 平常点

心理学 前田　基成 授業内試験（対面） 7/15（金） 1時限 Ｂ棟２０２ 60分 可 教科書、配付資料のみ

都市住宅政策論 水野　雅男 授業内試験（対面） 7/15（金） 1時限 多現福‐心理実験 60分 不可

心理学統計法／心理データ解析Ⅰ（TUVWXYクラス） 服部　環 授業内試験（対面） 7/15（金） 1時限 多現福‐コンピ実 60分 可 教科書、配付資料、電子ファイル（自作を含む）、PC

司法・犯罪心理学 西田　俊男 レポート

日本語３Ａ 宮本　典以子

教育学 藤本　典裕 レポート

English Communication 1A　／英語２　上級 IVAN BOTEV 平常点

English Communication 2A　／英語６　上級 喜多　球美 授業内試験（対面） 7/15（金） 2時限 多現福‐２０１ 90分 不可

発展英語Ａ／英語７（ビジネス英語入門） 松下　晴彦 授業内試験（対面） 7/15（金） 2時限 多総合‐ＣＡＬＬＡ 60分 不可

時事英語Ａ／英語５ 宮本　正治 授業内試験（対面） 7/15（金） 2時限 多現福‐２１１ 60分 可 辞書のみ持ち込み可（電子辞書は可、スマホは不可）

中国語１Ａ 邱　奎福 授業内試験（対面） 7/15（金） 2時限 多現福‐心理実験 90分 不可

社会問題論 髙良　麻子 レポート

Communitey Based inclusive Development 佐野　竜平 平常点

コミュニティスポーツ 遠藤　華英 レポート

心理学統計法／心理データ解析Ⅰ（NOPQRSクラス） 服部　環 授業内試験（対面） 7/15（金） 2時限 多現福‐コンピ実 60分 可 教科書、配付資料、電子ファイル（自作を含む）、PC

英語１０（Media English ～現代社会を読み解く） 西尾　洋子 授業内試験（対面） 7/15（金） 2時限 多現福‐２０４ 60分 不可

ドイツ語コミュニケーションⅠＡ 北岡　幸代

ドイツ語セミナーＡ 布川　恭子

日本語３Ａ 村上　佳恵

日本語３Ａ 宮本　典以子

文化人類学 松井　生子 レポート

English Communication 1A　／英語２　上級 IVAN BOTEV 平常点

資格英語Ａ 喜多　球美 授業内試験（対面） 7/15（金） 3時限 多現福‐２０１ 90分 不可

資格英語Ａ 松下　晴彦 授業内試験（対面） 7/15（金） 3時限 多総合‐ＣＡＬＬＡ 60分 不可

時事英語Ａ／英語５ 西尾　洋子 授業内試験（対面） 7/15（金） 3時限 多現福‐２０４ 60分 不可

中国語１Ｂ 邱　奎福 授業内試験（対面） 7/15（金） 3時限 多現福‐心理実験 90分 不可

地域問題入門 野田　岳仁 授業内試験（対面） 7/15（金） 3時限 Ｂ棟２０２ 60分 不可

国際協力論／国際支援論 佐野　竜平 レポート

英語１０（現代社会を考える：環境） 宮本　正治 授業内試験（対面） 7/15（金） 3時限 多現福‐２０２ 60分 可 辞書のみ持ち込み可（電子辞書は可、スマホは不可）

ドイツ語コミュニケーションⅡＡ 北岡　幸代

フランス語コミュニケーションＡ 余語　毅憲

日本語１Ａ 須賀　和香子

日本語３Ａ 宮本　典以子

発展英語Ａ／英語７（ライティング） 喜多　球美 授業内試験（対面） 7/15（金） 4時限 多現福‐２０１ 90分 不可

時事英語Ａ／英語５ 西尾　洋子 授業内試験（対面） 7/15（金） 4時限 多現福‐２０４ 60分 不可

地域遺産マネジメント論 須田　英一 レポート

日本語１Ａ 須賀　和香子

フランス語１Ｂ 余語　毅憲 授業内試験（対面） 7/15（金） 5時限 多総合‐ＣＡＬＬＡ 60分 不可

日本語１Ａ 三松　国宏

日本語１Ａ 村上　佳恵

福祉の思想と歴史 白川　耕一 定期試験（対面） 7/23（土） 1時限 多現福‐２０３ 60分 不可

精神保健福祉制度論Ⅰ／精神保健福祉論Ⅰ 三木　良子 授業内試験（対面） 7/16（土） 1時限 多現福‐２０４ 60分 不可

社会保障論 足利　聖治 定期試験（対面） 7/23（土） 2時限 多現福‐３０１ 60分 不可

精神保健福祉制度論Ⅱ／精神保健福祉論Ⅱ 三木　良子 授業内試験（対面） 7/16（土） 2時限 多現福‐２０４ 60分 不可

■注意事項

木

金

主催学部（社会）で確認してください。

4時限

5時限

1時限

2時限

2時限

3時限

4時限

1時限

2時限

3時限

1時限

土

主催学部（社会）で確認してください。

主催学部（社会）で確認してください。

主催学部（経済）で確認してください。

※試験教室は新型コロナウイルスの対応により変更する可能性があります。

※2022年度春学期定期試験については、定期試験であっても授業時間割と同じ時間割にて実施いたします。

※他学部主催科目については、主催学部の学部ホームページ等を確認してください。

※市ヶ谷キャンパスで行われている資格課程の試験方法については学習支援システム（Hoppii）を確認してください。

※多摩キャンパスで行われている教職・資格課程科目については、「【教職・資格（多摩）】2022年度　経済・社会・現代福祉学部生用まとめページ※随時更新

（https://www.hosei.ac.jp/tama/important/article-20220215154037/）」や学習支援システム（Hoppii）にて確認してください。

※試験の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

主催学部（経済）で確認してください。

主催学部（社会）で確認してください。

主催学部（経済）で確認してください。

主催学部（社会）で確認してください。

主催学部（社会）で確認してください。

主催学部（社会）で確認してください。

主催学部（社会）で確認してください。

時限 【参考】授業時間割

1 09：20～11：00

2 11：10～12：50

昼休み 12：50～13：40

3 13：40～15：20

4 15：30～17：10

5 17：20～19：00


