
この掲示は３ページ目まで続きます。
必ず最後のページまで確認するようにしてください。

　☆この掲示内容は、変更・追加する場合があるので、随時WEBサイトを確認してください。

試験日 時限 時間
2017年度以降入学者　科目名

（2016年度以前入学者　科目名）
担当教員 対象 教室

2 11:30-12:30
基礎数学Ⅱ

（同上）
倉田　俊彦 【火2受講者】全 G403

教養物理学ＬＡ
（原子から宇宙までⅠ）

石川　壮一 【火4受講者】全 G402

【火4受講者】文学部、人間環境学部、キャリアデザイン学部 G501

【火4受講者】法学部 G502

【火4受講者】経営学部、国際文化学部 G503

文化人類学Ｌ
（文化人類学Ⅱ）

阿部　朋恒 【火5受講者】全 G401

哲学ＬⅡ
（哲学Ⅱ）

大西　正人 【火5受講者】全 G503

7 20:00-21:00
哲学Ⅱ
（同上）

大西　正人 【土2受講者】全 G401

2 11:30-12:30
倫理学ＬⅡ
（倫理学Ⅱ）

田島　樹里奈 【水2受講者】全 G602

3 14:00-15:00
アジア・太平洋島嶼国際関係史Ｂ

（アジア・太平洋国際関係史）
今泉　裕美子 【水3受講者】全 S307

入門化学Ｂ
（物質と環境Ⅱ）

向井　知大 【水3受講者】全 G201

【水3受講者】経営学部、国際文化学部、人間環境学部、キャリアデ
ザイン学部 G401

【水3受講者】法学部、文学部 G402

倫理学Ⅱ
（同上)

田島　樹里奈 【水3受講者】全 G501

6 18:30-19:30
経済学Ⅱ
(同上）

水野　和夫 【水5受講者】全 G401

基礎数学Ⅱ
（同上）

池田　宏一郎 【木2受講者】全 G201

法学（日本国憲法）
（同上）

金子　匡良 【木2受講者】全 S205

経済学ＬＢ
（経済学Ⅱ）

水野　和夫 【木3受講者】全 G503

【木3受講者】法学部、文学部、経営学部 G601

【木3受講者】国際文化学部、人間環境学部、キャリアデザイン学部 G602

5 17:00-18:00
教養数学Ｂ

（同上）
倉田　俊彦 【木4受講者】全 G201

【木3受講者】国際文化学部、人間環境学部、キャリアデザイン学部 G501

【木3受講者】文学部、経営学部 G502

【木3受講者】法学部 G503

【木4受講者】文学部 G601

【木4受講者】法学部、経営学部、国際文化学部、人間環境学部、
キャリアデザイン学部 G602

【火4受講者】全 G402

【月3受講者】全 G403

【火1受講者】全 G501

【火2受講者】文学部、経営学部、国際文化学部、人間環境学部、
キャリアデザイン学部 G502

【火2受講者】法学部 G503

心理学Ⅱ
（同上）

心理学Ⅱ
（同上）

櫻井　登世子

小島　弥生

前川　明彦
地理学ＬＤ

（地理学Ⅱ）

中島　成久
文化人類学Ｌ

（文化人類学Ⅱ）

浅川　希洋志
心理学Ⅱ
（同上）6

7

18:30-19:30

20:00-21:00

15:30-16:30

4 15:30-16:30

2 11:30-12:30

4

２０１８年度　ILAC科目／市ヶ谷基礎科目・総合科目　定期試験時間割（秋学期）
　☆参照可否については、授業時に直接、担当教員より指示を受けてください。その際、「すべて参照可」という

指示であっても、携帯電話・通信機器・電子機器は参照できません。

1月22日(火)

1月23日(水)

1月24日(木)

4

6

15:30-16:30

18:30-19:30

文化人類学Ｌ
（文化人類学Ⅱ）

阿部　朋恒
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試験日 時限 時間
2017年度以降入学者　科目名

（2016年度以前入学者　科目名）
担当教員 対象 教室

3 14:00-15:00
法学Ⅱ
（同上）

石川　澄雄 【金3受講者】全 G502

倫理学Ⅱ
（同上)

森村　修 【金3受講者】全 S201

経済学ＬＢ
（経済学Ⅱ）

中平　千彦 【金3受講者】全 S205

法学（日本国憲法）
（同上）

石川　澄雄 【金4受講者】全 G403

倫理学ＬⅡ
（倫理学Ⅱ）

森村　修 【金4受講者】全 S202

【月5受講者】全 G401

【月4受講者】全 G402

1 10:00-11:00
法学Ⅱ
（同上）

水野　圭子 【月1受講者】全 G201

2 11:30-12:30
確率の世界Ｂ
（確率・統計）

池田　宏一郎 【月2受講者】全 G502

法学Ⅱ
（同上）

山本　圭子 【月3受講者】全 G201

社会学Ⅱ
（同上）

菅野　摂子 【月3受講者】全 G401

マクロ経済学Ⅱ
（同上）

福田　慎 【月3受講者】全 G503

倫理学ＬⅡ
（倫理学Ⅱ）

佐藤　英明 【月4受講者】全 G401

地理学ＬＤ
（地理学Ⅱ）

高木　正 【月4受講者】全 531

福祉社会論Ｂ
（福祉社会論）

菅野　摂子 【月4受講者】全 532

【月3受講者】経営学部、国際文化学部、人間環境学部 G401

【月3受講者】文学部 G402

【月3受講者】法学部、キャリアデザイン学部 G403

【月4受講者】法学部、人間環境学部 G502

【月4受講者】経営学部2-4年、国際文化学部 G503

【月4受講者】経営学部1年 G601

【月4受講者】文学部、キャリアデザイン学部 G602

地理学Ⅱ
（同上）

高木　正 【月5受講者】全 531

【月3受講者】全 G402

【月4受講者】全 G403

【火1受講者】全 G401

【火2受講者】全 G402

【木1受講者】全 G501

【木2受講者】全 G502

4 15:30-16:30
社会思想Ⅱ

（同上）
福田　名津子 【火3、火4受講者】全 G601

【火4受講者】全 G401

【火3受講者】全 G402

基礎数学Ⅱ
（同上）

若井　健太郎

基礎数学Ⅱ
（同上）

松田　直祐

教養数学Ｂ
（同上）

平田　康史

法学Ⅱ
（同上）

内藤　淳

教養生物学ＬＡ
（生命科学Ⅱ）

水澤　博

宗教論Ⅱ
（同上）

若林　明彦

14:00-15:00

15:30-16:30

17:00-18:00

20:00-21:00

10:00-11:00

17:00-18:005

3

4

5

7

1

4

5

7

15:30-16:30

17:00-18:00

20:00-21:00

1月28日(月)

1月29日(火)

1月25日(金)
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試験日 時限 時間
2017年度以降入学者　科目名

（2016年度以前入学者　科目名）
担当教員 対象 教室

朝鮮語１Ⅱ , 朝鮮語２Ⅱ
朝鮮語（１）Ⅱ , 朝鮮語（２）Ⅱ
朝鮮語１－Ⅱ , 朝鮮語２－Ⅱ
朝鮮語３（国１年ＳＡ英語圏のみ）
朝鮮語４（国１年ＳＡ英語圏のみ）

神谷　丹路
黒澤　朋子

新谷　あゆり
高橋　梓

富所　明秀

人間環境学部、キャリアデザイン学部、法学部・文学部・経営学部
の水2受講者（高橋梓先生）、金4受講者（神谷丹路先生） G402

朝鮮語１Ⅱ , 朝鮮語２Ⅱ
朝鮮語（１）Ⅱ , 朝鮮語（２）Ⅱ
朝鮮語１－Ⅱ , 朝鮮語２－Ⅱ
朝鮮語３（国１年ＳＡ英語圏のみ）
朝鮮語４（国１年ＳＡ英語圏のみ）

神谷　丹路
黒澤　朋子

新谷　あゆり
高橋　梓

富所　明秀

国際文化学部、法学部・文学部・経営学部（水2高橋梓先生受講者、
金4神谷丹路先生受講者は除く） G403

【水4受講者】全 G401

【木2受講者】全 G402

【水5受講者】全 G401

【水4受講者】全 G402

【木3受講者】全 G403

【月3受講者】キャリアデザイン学部 G401

【月3受講者】経営学部1年 G402

【月3受講者】法学部 G403

【月3受講者】文学部、経営学部2-4年、国際文化学部、人間環境学部 G501

【木1受講者】全 G401

【金5受講者】全 G402

【火4受講者】全 G403

【火5受講者】全 G501

【木4受講者】全 G401

【木3受講者】全 G402

【木4受講者】全 G401

【木3受講者】全 G402

【金3受講者】全 G403

【水4受講者】全 G402

【水3受講者】全 G403

西洋史ＬＢ
（西洋史Ⅱ）

宮﨑　亮

西洋史Ⅱ
（同上）

中村　純

教養数学Ｂ
（同上）

小木曽　岳義

入門化学Ｂ
（物質と環境Ⅱ）

中田　和秀

入門物理学Ｂ
（原子から宇宙までⅡ）

石川　壮一

教養生物学ＬＣ
（生命科学Ⅱ）

本川　達雄

社会思想Ⅱ
（同上）

熊沢　敏之

4 15:30-16:30

5 17:00-18:00

1 10:00-11:00

2 11:30-12:30

3 14:00-15:00

1 10:00-11:00

4

6

15:30-16:30

18:30-19:30

1月30日(水)

1月31日(木)
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