
定期試験に際しての注意事項 
 

試験に際しては、以下の注意事項をよく読んで、試験に備えてください。また試験会場では、試験監督の指示に従ってください。 
【試験の時間割】 

試験時間割は【学習支援システムのお知らせ】【学部ホームページ】で発表します。発表後に変更が生じた場合も【学習支援システムのお知らせ】及び

【学部ホームページ】にて発表しますので必ず確認してください。 

試験時間割は通常の授業曜日・時限・教室と異なります。また同じ名前の科目が複数ある場合があるので注意してください。 

試験時間は、通常授業時間と開始・終了時間が異なる時限があるので注意してください。また、時間に余裕を持って早めに登校してください。 

また、2021年度秋学期は試験時間が例年と異なりますので、注意してください。 

 

◇試験時間◇ 
１時限 2時限 3時限 4時限 5時限 

10：00～11：30 11：50～13：20 14：00～15：30 15：50～17：20 17：40～19：10 

 

【試験時間の重複】 

履修科目の試験実施時間が重複した学生は 12月23日(木)までに各学部担当に申し出て下さい。期日以降の申し出は一切受け付けません。 

 

【予備日】 

今回の定期試験予備日は1月27日（木）、1月28日（金）、1月31日（月）です。交通機関・天候の乱れ等により、試験を実施する場合がある場合は

別途案内します。 

 

【代替試験日】 

 試験を欠席した学生のうち，代替試験を実施することになった場合は 2月4日（金）に実施します。 

 

【登録していない科目の受験】 

未登録の科目を受験しても、その結果は無効となります。試験に際しては、必ず自分の登録した科目を確認の上受験するようにしてください。 

 

【教室及び座席の並び方】 

定期試験時間割で指定された教室で受験してください。座席は前列にならい前後がまっすぐになるよう、また隣の人とは一つ席を離れて座ってください。 

 

【学生証】 

試験を受けるためには学生証の提示が必要です。受験の際、学生証は机の端に写真面を表にして置いてください。万一、学生証を忘れた場合は試験

実施本部（東館2階の体育館）で「仮受験許可証」の交付を受けてください。 

 

【参照物】 

「参照可」の科目では指定されたもの以外の参照は不正行為となります。参照物は必ず自分のものを使用してください。特に「自筆」と指定がある場合は、

他人のノートや教科書をコピーして貼り付けてあるものは「自筆」とはみなされず、不正行為の対象となります。また、試験中のノート等の貸し借りも不正行為

となります。 

 

【不正行為（カンニング）】 

 不正行為は絶対に行わないでください。疑わしい行為も慎んでください。また、答案を提出しないで試験会場から退出した場合も不正行為となるので、白

紙の場合でも氏名・学生証番号を記入して必ず提出してください。万が一、不正行為を行った場合は成績無効や退学など厳重に対処します。詳細は掲示

板もしくは試験会場の掲示を確認してください。 

 

【携帯電話・スマートウォッチ等の通信機器】 

 いかなる形態でも通信機器の使用は禁止しますので、電源を切り必ずかばん等にしまってください。時計や電卓の代用として使用することも出来ません。 

 

【退室許可と遅刻の場合の取扱い】  

<退室>退室は原則として試験開始後30分を経過した時点で監督者の指示のもと可能となります。 

<遅刻>遅刻は試験開始後３０分までしか認められません。これ以降の受験はできません。ただし、交通機関の事故等、本人の責によらない不測の事態 

により遅れた場合は、「遅延証明書」等の書類を持って速やかに試験実施本部（東館2階の体育館）に申し出て、指示を受けてください。 

※ 個人的な理由による遅刻は認められません。 

※ 遅れた時間以上の遅延証明(例えば試験開始から 30分遅れた場合は、30分以上の遅延証明)でなければ認められません。 

※ 証明書の提出によって無条件に受験できるとは限りません。 

 

【試験の欠席】 

 定期試験において病気等により受験ができなかった場合、以下の通り該当科目教員への連絡を受け付けます。 

１．対象（次のいずれかに該当する者とします。これ以外の理由による欠席には対応しません。） 

（１）病気等のため受験ができなかった者。ただし、試験当日が病気等であり受験できない旨を証明する医師の診断書の提出が必要です。 

（２）親族（原則として親、兄弟、祖父母を範囲とする）の逝去または葬儀により受験ができなかった者。ただし、試験当日に逝去または葬儀があったこ

とを証明できる会葬礼状等の提出が必要です。 

 

 

 



２．手続方法 

  欠席することが分かったら至急、必ず学務課に電話連絡をしてください。その後、診断書または会葬礼状等を持参し、できるだけ早く学務課で所定用

紙にて手続きを行ってください。書類の提出は連絡日もしくは試験日を含めて５日以内を限度とします。電話連絡のない場合、期限内に書類が提出さ

れない場合は受け付けできません。 

    連絡先：理工学部042-387-6033  生命科学部042-387-6406    時間：平日9:00～17:00(11:30～12:30除く)、土曜日 9:00～12:00 

３．注意事項 

この手続きは欠席科目の補完措置を補償するものではありません。 

小金井事務部学務課  理工・生命科学部担当 



定期試験に際して情報科学部・理工学部・生命科学部の学生諸君へ 
 

試験は学生と教員との信頼にもとづいて行われるものであり、信頼関係を覆すことになる不正行為については、教授会はその当事者に対して下記により

厳重に対処します。学生諸君は、充分な試験勉強をし、相互が不快な思いをしないためにも疑わしい行為を慎んで、試験に臨むことを切に希望します。 

 

記 

 

試験等における不正行為の処分基準 

１ 処分基準 

（１）定期試験（それに相当する授業内試験を含む）における不正行為 

不正行為様態 処分内容 
①計画性の弱い、または偶発的な不正行為 

例： 

ａ．他人の答案の覗き見 

ｂ．問題・答案用紙配布後の話し合い 

ｃ．参照可の資料等の貸借 

ｄ．不審な挙動を注意した監督者の指示に従わない 

ｅ．答案の持ち帰り 

 

○厳重注意、譴責または１カ月未満の停学 

○当該科目は無効（Ｅ評価） 

② 計画性が強い、または意図的な不正行為 

例： 

ａ．参照不可の試験でカンニングペーパー使用 

ｂ． 〃 机上への書き込み 

ｃ． 〃 テキスト・ノート等の閲覧 

ｄ．参照可の試験で許可されたもの以外の参照・使用 

ｅ．許可されていない機器（携帯電話・スマートフォン等）の持ち込み、使用 

ｆ．答案用紙の交換（行為の態様により③の受験依頼に該当） 

ｇ．組織的なカンニング行為 

 

○停学１カ月以上３カ月未満 

○当該科目は無効（Ｅ評価）に加え、原則として当該学期全履修科目

の受験を無効（Ｅ評価） 

③ 受験依頼（いわゆる替え玉受験） 

例： 

ａ．依頼された他人が本人になりすまして受験（本人の学生証使用） 

ｂ．答案提出直前に依頼した学生の氏名に書き換えて提出 

 

○停学３カ月以上６カ月未満または無期停学 

○当該学期全履修科目の単位を無効（Ｅ評価） 

※上記③に関し、依頼を受けて受験行為を行った者も学則上の処分の対象となりうる。 

 

（２）論文（卒業論文を含む）、レポート、作品等の成績評価に関わる提出課題における不正行為 

不正行為様態 処分内容 
① 剽窃（ひょうせつ）行為 

例： 

ａ．他人の論文、出版物、ウェブサイト、作品等から、適切な引用処理を行わずに限定的に流

用した 

 

○厳重注意または譴責 

② 悪質な剽窃（ひょうせつ）行為 

例： 

ａ．他人の論文、出版物、ウェブサイト、作品等から、適切な引用処理を行わずに流用した 

ｂ．他人と示し合わせ、他人とほぼ同一の内容で課題を作成し提出した 

ｃ．他人が作成した論文等を、自己の氏名に書き換えて提出した 

ｄ．指導にも関わらず繰り返し剽窃行為を行った 

 

○停学３カ月未満 

○当該科目は無効（Ｅ評価） 

③代筆依頼 

例： 

ａ．論文・レポート等の作成を代行する企業・個人等の他者に作成を請け負わせ、納品物を自

己が作成したものとして提出した 

 

○停学３カ月以上６カ月未満 

○当該科目は無効（Ｅ評価） 

④その他不正行為 

例： 

ａ．データの捏造（ねつぞう）、改竄（かいざん）。 

○停学３カ月未満 

○当該科目は無効（Ｅ評価） 

※上記③に関し、依頼を受けて代筆行為を行った者も学則上の処分の対象となりうる。 

 

（３）授業・試験等の出席に関わる不正行為 

不正行為様態 処分内容 
①代返行為・虚偽申告 

例： 

ａ．他人に依頼し自己の出席報告を行わせた 

ｂ．他人から依頼を受け他人の出席報告を行った 

ｃ．出席報告書（出席カード等）の偽造により提出した 

ｄ．欠席理由に係る証明書類（診断書等）を偽造または虚偽の内容により提出した 

※出席報告には、口頭によるもの、出席カード等紙面によるもの、学生証の情報を読み取る

もの、各種システムを介して行うもの、いずれも含む。 

 

○厳重注意、譴責または１カ月未満の停学 

 

（４）不正行為を複数回行った場合 

過去、不正行為により処分を受けたことがある者が、在学中に再び前記（１）～（３）のいずれかの不正行為を行った場合には、処分を加重し、基準より重い処分を行う

ことがある。 

 

２ 懲戒処分の発効日 

原則として当該学期の定期試験期間最終日の翌日とする。 

 

３ 本基準の適用日 

２０１８年４月１日から                                                                                    以上 



定期試験当日の電車遅延について 
〈試験当日は不測の事態に備え、余裕をもって登校しましょう。〉 

 

もし、試験当日に電車の遅延にあった場合は、以下の要領で対応してください。 

 

試験日に大学へ向かう際、３０分を越える電車の遅延により遅刻をする場合は、必ず当該試験日当日に駅で遅延

証明書を受け取り、下記の手続きをしてください。 

 

〈遅延証明書について〉 

・遅延証明書を受領する際は、日付・時間等の必要項目が記入されているか確認してください。 

・大学から駅に記載内容の確認をすることがありますので、自分で記入せず、必ず駅員の方に記入してもらってくだ

さい。 

 

〈試験開始後３０分以内に到着した場合〉 

・試験教室に向かってください。遅刻は試験開始後３０分までしか認められません。 

・試験時間の保障を希望する場合は、遅延証明書を提示のうえ、試験監督に申し出てください。 

・遅刻理由が本人の責によるものは、試験時間の保障は認められません。そのまま受験してください。 

 

〈試験開始後３０分を越えて到着した場合〉 

・遅延証明書を持って、登校後すぐに、東館２階体育館の試験実施本部に来てください。実施本部への到着時間等

を確認し、試験時間の保障を認めることがあります。 

・遅刻理由が本人の責によるものは、試験時間の保障は認められません。試験受験不可となります。 

 

〈注意事項〉 

・自宅以外（大学に登録してある住所以外）より登校した場合、電車遅延による遅刻をしても、試験時間の保障は認

められません。（通学定期券の区間外、学生証裏面に記載されている通学区間外の遅延についても認められませ

んので、ご注意ください。学生証裏面の通学区間は、必ず記載しておいてください。） 

・遅れた時間以上の遅延証明でなければ、試験時間の保障は認められません。初めから遅刻入室を想定して登校

した場合は、認められません。 

・渋滞等によるバスの遅延は、対象外です。 

以上 

法政大学小金井事務部学務課 



2021年度秋学期　定期試験時間割
理工・生命科学部共通　教養・教職科目
　　　　　　　

☆定期試験時間割☆
  1限 10:00～11:30
  2限 11:50～13:20
  3限 14:00～15:30
  4限 15:50～17:20
  5限 17:40～19:10

試験日 時
限

科目名 読替科目名 教員名 試験時間 試験教室 授業曜日時限 配当年次

１月２５日（火）

3 技術者倫理 詫間　直樹 60 Ｅ208 火曜3時限 1

1/1 ページ 理工・生命科学部教養系科目
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2021年度秋学期 定期試験時間割
生命科学部　環境応用化学科

☆定期試験時間割☆
  1限 10:00～11:30
  2限 11:50～13:20
  3限 14:00～15:30
  4限 15:50～17:20
  5限 17:40～19:10

試験日 時限 科目名 読替科目名 教員名 試験時間 試験教室 （参考）　授業期間の曜日時限

１月１９日（水）

1・2 応用化学実験　ＩＩＢ 小安　智士 60 Ｅ209 水曜1時限

3 有機化学　ＩＩ 杉山　賢次 90 Ｅ208 水曜3時限

１月２０日（木）


4 無機化学概論 明石　孝也 90 Ｅ202 木曜4時限

１月２１日（金）

1 無機化学　ＩＩ 石垣　隆正 90 Ｅ102 金曜1時限

2 バイオエンジニアリング 稲本　進 90 Ｅ105 金曜2時限

１月２４日（月）

4 基礎有機化学　ＩＩ 河内　敦 60 Ｅ201 月曜4時限

１月２５日（火）

1・2 応用化学実験　ＩＢ 木口　崇彦 60 Ｅ107 火曜1時限

2 蛋白質構造機能学　ＩＩ 曽和　義幸 60 Ｅ207 火曜2時限

3 高分子化学 渡辺　敏行 90 Ｅ101 火曜3時限

4 環境化学工学概論 森　隆昌 90 Ｅ201 火曜4時限

4 物質循環化学 明石　孝也 60 W303 火曜4時限

5 化学熱力学　Ｉ 森　隆昌 90 Ｅ202 火曜5時限
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