
試験日 曜日時限 試験時間 科目名 担当者 対象 教室

木1受講/法全、文全、営1年Q組、
営2～4年、キ全 856

木1受講/営1年N～O組 855

池田　宏一郎 木2受講者全 511

木2受講/法全、文全、営1年D組 551

木2受講/営1年E組、営2～4年 552

木2受講/営1年F組、環全 553

木2受講/法全 857

木2受講/文全、営全 856

木3受講/法全 561

木3受講/文1年 563

木3受講/文2～3年、キ1～2年 564

木3受講/営全、国全、環全 562

木3受講/キ3～4年 867

フランス語の世界Ⅰ 竹本　研史 木3受講者全 573

木3受講者全 511

木4受講/法全、文2年、営全 531

木4受講/文1年、文3～4年 835

生命科学Ⅰ 本川　達雄 木3受講者全 542

月5受講者全 834

水3受講/法1年 511

水3受講/法2年 531

水3受講/法3～4年 532

水3受講/文全 833

水4受講者全 835

水5受講者全 843

水3受講者全 542

木3受講者全 541

1

2

9:30～10:30

10:50～11:50

安東　祐希

小木曽　岳義

基礎数学Ⅰ

政治学Ⅰ 岡﨑　加奈子

呉　念聖文学Ⅰ

２０１６年度　市ヶ谷基礎科目・総合科目　定期試験時間割（春学期）

　☆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。

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

飯塚　務

水野　和夫

経済学Ⅰ15:50～16:505

13:10～14:103

4 14:30～15:30

論理学Ⅰ 白根　裕里枝

7月21日 木

基礎数学Ⅰ
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試験日 曜日時限 試験時間 科目名 担当者 対象 教室

２０１６年度　市ヶ谷基礎科目・総合科目　定期試験時間割（春学期）

　☆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。

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

火1受講者全 532

火2受講者全 835

月4受講者全 844

月5受講者全 542

木4受講者全 843

1 9:30～10:30 日本史Ⅰ 若月　剛史 金1受講者全 542

法学Ⅰ 石川　澄雄 金3受講者全 835

金3受講/営1年A～E組、営3～4年 843

金3受講/営1年F～Ｊ組 542

金3受講/営2年 541

金4受講/法全、文2～4年 858

金4受講/文1年 857

月1受講者全 835

月2受講者全 511

火4受講/国全 833

火4受講/環2～4年、キ1年 531

火4受講/キ2～4年 532

火4受講/環1年 834

火1受講者全 833

火2受講/法全、文全 531

火2受講/営全 511

火4受講者全 835

火5受講者全 532

7 19:00～20:00 法政学への招待 髙栁　俊男 金5受講者全 532

中平　千彦経済学Ⅰ14:30～15:304

徐　玄九社会学Ⅰ15:50～16:505

前川　佳夫

内藤　淳

法学Ⅰ19:00～20:007

2 10:50～11:50

マクロ経済学Ⅰ 福田　慎

心理学Ⅰ17:40～18:406

黒澤　礼子

櫻井　登世子

木7月21日

金7月22日
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試験日 曜日時限 試験時間 科目名 担当者 対象 教室

２０１６年度　市ヶ谷基礎科目・総合科目　定期試験時間割（春学期）

　☆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。

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

2
10:50～12:20
【90分】

朝鮮語１－Ⅰ,朝鮮語１Ⅰ
朝鮮語２－Ⅰ,朝鮮語２Ⅰ
朝鮮語（１）Ⅰ,朝鮮語（２）Ⅰ

朝鮮語１（国1年ＳＡ英語圏のみ）
朝鮮語２（国1年ＳＡ英語圏のみ）

内山　政春
神谷　丹路
新谷　あゆり
富所　明秀
安岡　明子

受講者全 511

火4受講/法全 531

火4受講/文全、営2～4年 532

火4受講/営1年K～Q組 834

火4受講/営1年R～U組 833

土2受講者全 835

月１受講/法1～2年 531

月１受講/法3～4年、文全、営全 532

月3受講者全 833

火3受講者全 511

月3受講者全 858

月4受講者全 857

火１受講者全 844

火2受講者全 857

火2受講/法全、文全 531

火2受講/営全、国全 532

火2受講/法全、文全、営1年 844

火2受講/営2～4年、国全、環全、キ全 843

火3受講/環全、キ1年 511

火3受講/キ2～4年 531

火4受講者全 843

火5受講者全 542

政治学Ⅰ 明田川　融 火4受講者全 856

大西　正人

1 9:30～10:30 法学Ⅰ 水野　圭子

松本　倫明天文学Ⅰ

地理学Ⅰ15:50～16:505

長沢　利明

高木　正

基礎数学Ⅰ 若井　健太郎9:30～10:301

10:50～11:502

14:30～15:30

鈴木　美伸キャリアデザイン入門

15:50～16:505

4

言語学Ⅰ 輿石　哲哉

倉田　俊彦基礎数学Ⅰ

7月26日

3 13:10～14:10 哲学Ⅰ

土7月23日

月7月25日

火
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試験日 曜日時限 試験時間 科目名 担当者 対象 教室

２０１６年度　市ヶ谷基礎科目・総合科目　定期試験時間割（春学期）

　☆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。

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

情報リテラシーⅠ

重定　如彦
色川　進

四手井　綱章
中村　文隆

受講者全 511

水1受講/法全、文全、営全、環全、キ全 553

水1受講/国全、G全 554

水2受講者全 855

水2受講/環1年A～D組 856

水2受講/環1年E～G組 857

水2受講/環2～4年 858

水2受講/キ全 834

木3受講者全 855

地理学Ⅰ 前川　明彦 水3受講者全 835

水3受講/国全、環1年A～G組 541

水3受講/環1年H～L組、環2～4年 542

5 15:50～16:50 文化人類学Ⅰ 長島　怜央 水4受講者全 835

水5受講/法全、文全 833

水5受講/営全、環全、キ全 834

関口　和男宗教論Ⅰ13:10～14:103

谷口　力哲学Ⅰ

14:30～15:304

9:30～10:301

就業基礎力養成Ⅰ 鈴木　美伸

前畑　明美地理学Ⅰ17:40～18:406

水7月27日
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試験日 曜日時限 試験時間 科目名 担当者 対象 教室

２０１６年度　市ヶ谷基礎科目・総合科目　定期試験時間割（春学期）

　☆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。

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

木1受講者全 541

木5受講者全 552

水4受講/法全、営全 532

水4受講/文1年A～I組 833

水4受講/文1年L～N組、文2～4年 834

水5受講者全 835

月3受講者全 844

月4受講/法全、文全、営2～4年 843

月4受講/営1年 542

4 14:30～15:30 地理学Ⅰ 片岡　義晴 木4受講者全 542

5 15:50～16:50 情報リテラシーⅡ

重定　如彦
色川　進

四手井　綱章
中村　文隆

受講者全 511

水3受講者全 511

水4受講者全 531

木3受講者全 834

木4受講者全 833

木5受講者全 532

霜田　幸雄

水澤　博

向井　知大

中田　和秀

物質と環境Ⅰ17:40～18:40

平良　好利政治学Ⅰ9:30～10:30

6

生命科学Ⅰ13:10～14:103

1

木7月28日
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試験日 曜日時限 試験時間 科目名 担当者 対象 教室

２０１６年度　市ヶ谷基礎科目・総合科目　定期試験時間割（春学期）

　☆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。

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

金1受講者全 531

金2受講者全 532

月3受講者全 833

水4受講者全 834

金2受講/法全、国全、環全 834

金2受講/文全、院全 833

金2受講/営全、キ全 835

金4受講/法全 531

金4受講/文全、環全、キ全、院全 511

金4受講/営全、国全 532

金3受講者全 511

金4受講者全 531

月3受講者全 542

月4受講者全 843

金3受講者全 856

金4受講者全 855

月4受講者全 542

木4受講者全 541

火4受講者全 833

木4受講者全 835

火3受講者全 551

火4受講者全 552

水3受講者全 855

水4受講者全 553

金4受講者全 554

金7月29日

1

池田　宏一郎

平田　康史

村上　雅彦

教養数学Ａ15:50～16:50

佐藤　英明

森村　修

倫理学Ⅰ14:30～15:30

倉田　俊彦

石川　澄雄10:50～11:502

伊藤　直樹

4

石川　壮一

原子から宇宙までⅠ

小池　康郎

9:30～10:30

5

法学（日本国憲法）
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試験日 曜日時限 試験時間 科目名 担当者 対象 教室

２０１６年度　市ヶ谷基礎科目・総合科目　定期試験時間割（春学期）

　☆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。

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

火4受講者全 835

火5受講者全 541

火6受講者全 856

金5受講者全 844

以上

市ヶ谷リベラルアーツセンター

金7月29日 中村　純西洋史Ⅰ17:40～18:406
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