
時限 科　　　目　　　名 担当教員 時間（分） 配当学科・時限 教室 持ち込み等

日本語初中級f(聴解) 高柳(真) 60 火Ⅰ・水Ⅰ B301 不可

生涯スポーツ概論 深山 60 水Ⅰ B302 不可
Ⅰ

生理化学I 額賀 80 水Ⅰ／水Ⅱ／集中 B102 不可

9:30 衛生・公衆衛生学 山崎(研) 60 水Ⅰ B308 不可

情報リテラシー演習 西川 60 水Ⅰ B309 不可～

現代思想　<東京キャンパス> 稲垣(秀) 50 水Ⅰ 3414 印刷した配布資料・自筆ノートのみ可

11:00 プログラミング　<東京キャンパス> 窪野 90 水Ⅰ・水Ⅱ 5201 授業時配布資料(中間試験含む)
・自筆ノート・Macのみ可

英米児童文学a 米川 60 火Ⅰ B303 不可

日本語基礎e(受容) 高柳(真) 60 金Ⅰ・金Ⅱ B301 不可

日本語初級c(文法1) 佐藤(恵)/中山 90 火Ⅰ・火Ⅱ・水Ⅰ・水Ⅱ B304 不可

日本語IIB 渡邊(拓) 60 水Ⅱ・金Ⅱ B303 不可

運動生理学 高橋(光) 50 水Ⅱ B302 不可
Ⅱ

視覚文化論 吉城寺 60 水Ⅱ B308 自筆ノート・自筆メモのみ可

11:10 アメリカ文化概論 大森(夕) 60 水Ⅱ B307 教科書のみ可

異文化間コミュニケーション論 林(千) 60 水Ⅱ B309 自筆ノートのみ可

～

生薬学 関根 70 火Ⅰ／火Ⅱ／集中 B102 不可

12:40 情報学特論I 岡崎(太) 50 水Ⅱ B103 教科書・配布資料・自作ノート
のみ可(いずれもコピー不可)

社会学入門　<東京キャンパス> 稲垣(秀) 50 水Ⅱ 3414 印刷した配布資料・自筆ノート
のみ可

理学療法評価学実習I 原田(恭)/大杉 60 火Ⅳ・火Ⅴ B101 不可

基礎の数学　<東京キャンパス> 戸田(容) 60 月Ⅲ 1401 不可

Introduction to Global Management 呉 60 水Ⅲ 1401 授業時配布プリントのみ可
〈東京キャンパス〉

日本語基礎d 本間 60 火Ⅲ・木Ⅰ・木Ⅱ・木Ⅲ B303 不可

日本語初級d(文法2) 佐藤(恵)/渡辺(昇) 90 木Ⅲ・木Ⅳ・金Ⅰ・金Ⅱ B307 不可

日本語中級b(文法) 本城 30 火Ⅰ・火Ⅱ B308 不可
Ⅲ

プログラミング応用　<東京キャンパス> 戸田(容) 60 水Ⅲ 1501 不可

13:30 経営組織論 松田(世) 45 水Ⅲ B101 自筆まとめシートのみ可(コピー不可)
※授業で希望者に配布済

～

経営情報基礎論 神余 60 火Ⅲ B301 Ｆ：教科書・配布プリント・電卓のみ可

Ｔ：指定用紙１枚のみ可

15:00 運動学実習 福祉総合学部教員 60 水Ⅲ・水Ⅳ・水Ⅴ B309 不可

生物学 光本 70 木Ⅰ／木Ⅱ／集中 B103 不可

医薬品化学I 高橋(た)/田嶋 75 金Ⅰ／集中 B102 不可

医薬品化学 高橋(た)/田嶋 75 金Ⅰ／集中 B102 不可

精神看護方法論 小林(み) 60 木Ⅴ B302 不可

Business and Society <東京キャンパス> 刈屋 60 水Ⅳ 3204 授業時配布資料のみ可

Ⅳ 簿記論 染谷 60 水Ⅳ・水Ⅴ B301 スマートフォン等の電子機器以外全て可

15:10 生物系演習 額賀 80 金Ⅰ／金Ⅱ／集中 B102 不可

～

コンピュータ応用論 岡崎(太) 50 水Ⅳ B206 不可

16:40 メディア基礎実習c <東京キャンパス> 大浦 90 水Ⅳ・水Ⅴ 3202 ノートPCを持参すること

日本語基礎c 柏倉 60 月1・月Ⅱ・火Ⅰ・火Ⅱ B308 不可

Ⅴ ファイナンシャルプランニング論b 神余 60 水Ⅴ B301 Ｆ：教科書・配布プリント・電卓のみ可

Ｔ：教科書・電卓のみ可

16:50
日本の文学a(古典) 岡田(美) 60 水Ⅴ B302 テキスト・自筆ノート・配布資料のみ可

～

器械運動 原田(睦) 90 水Ⅴ 体育館 運動着着用
18:20

　　３月　６日（水）



時限 科　　　目　　　名 担当教員 時間（分） 配当学科・時限 教室 持ち込み等

日本語基礎b(語彙) Van 60 水Ⅰ・水Ⅱ B303 不可

救急処置(実習を含む) 深山 60 木Ⅰ・木Ⅱ B307 不可

陸上競技 大塚/岡原 90 木Ⅰ・木Ⅱ グラウンド 運動できる服装
※雨天時スポーツ文化センター

Ⅰ
社会学入門 遠藤(惠) 60 木Ⅰ B301 配布資料・自筆ノートのみ可

9:30 異文化理解 戸田(徹) 60 木Ⅰ B302 不可

呼吸・循環系理学療法学 河辺/福祉総合学部教員 60 木Ⅰ B308 不可

～

化学系演習 石﨑/中村(洋) 80 集中 B102 不可

11:00 化学系演習 中村(洋)/亀井 80 火Ⅰ／火Ⅱ B102 不可

病原微生物学 平田(隆) 75 木Ⅰ B309 不可

アロマテラピー 中村(智) 70 木Ⅰ・木Ⅱ B304 不可

フランス語IB <東京キャンパス> R.Duchesnes 60 火Ⅰ・木Ⅰ 3205 不可

日本語IIA 芳賀(結) 60 火Ⅱ・木Ⅱ B303 不可

日本語上級a（総合） 芳賀(結) 60 火Ⅱ・木Ⅱ B303 不可

事業と継承 松田(世) 45 木Ⅱ B304 自筆まとめシートのみ可(コピー不可)
※授業で希望者に配布済

スポーツ社会学 石原 40 木Ⅱ B307 配布資料のみ可
Ⅱ

日本民俗学 遠藤(惠) 60 木Ⅱ B302 配布資料・自筆ノートのみ可

11:10 義肢補装具学 河辺 60 木Ⅱ B102 不可

地域福祉論 橋本(理) 60 木Ⅱ・木Ⅲ B301 指定プリント1枚のみ可～

薬物治療学I 三浦(剛) 60 木Ⅱ／木Ⅲ B101 不可

12:40 薬剤疫学 山村 70 火Ⅰ／火Ⅱ B103 電卓・配布プリント・辞書のみ可

地域包括ケア方法論a 川久保 60 水Ⅰ B309 不可

デジタルメディア論 西川 60 木Ⅱ B308 自筆ノートのみ可(ルーズリーフ不可)

税法b　<東京キャンパス> 鈴木(勝) 60 木Ⅱ 1401 スマートフォン以外全て可

運動学I 栁澤(健) 40 木Ⅲ B301 不可

医療薬剤学III 寺島/松本(か) 80 月Ⅰ・水Ⅰ／月Ⅱ・水Ⅱ／集中 B101 不可

化学II 石﨑 80 月Ⅰ／月Ⅱ B102 不可
Ⅲ

サウンド表現論　<東京キャンパス> 吉岡(し) 60 木Ⅲ 4202 不可

13:30 コンピュータ応用論　<東京キャンパス> 相原 90 木Ⅱ／木Ⅲ／木Ⅳ 図書館ﾒﾃﾞｨｱﾌﾞｰｽ 不可

原価計算論II　<東京キャンパス> 鈴木(勝) 60 木Ⅲ 1401 スマートフォン以外全て可～

コンピューター応用論 西川 60 火Ⅱ／火Ⅲ／木Ⅲ B206 不可

15:00 コンピュータ技能II 西川 60 火Ⅳ B206 不可

慢性期クリニカルケア方法論 和野 90 水Ⅲ B103 不可

成人看護方法論（慢性期） 和野 90 水Ⅲ B103 不可

Business　English　Writing D.Whyte 60 木Ⅳ・木Ⅴ B307 不可

経営管理総論 松田(世) 45 木Ⅳ B302 自筆まとめシートのみ可(コピー不可)
※授業で希望者に配布済

フランスの社会と文化 吉城寺 60 木Ⅳ B309 自筆ノート・自筆メモのみ可

保育の心理学I 佐野 60 木Ⅳ B301 不可
Ⅳ

ゲノム創薬論 懸川 80 水Ⅰ B308 不可

15:10 先端医療論 懸川 80 水Ⅰ B308 不可

薬理学I 堀江 40 木Ⅰ／木Ⅱ／集中 B102 不可

～

情報処理応用論 西川 60 木Ⅳ B101 全て可

16:40 簿記論II　<東京キャンパス> 鈴木(勝) 60 木Ⅳ 1401 スマートフォン以外全て可

簿記論　<東京キャンパス> 鈴木(勝) 60 木Ⅳ 1401 スマートフォン以外全て可

メディア概論C 後岡/斉藤(好) 60 水Ⅳ・木Ⅳ B103 ワークシート・教科書・ノートのみ可
※メディア学部掲示板を確認すること。

写真概論 後岡 60 木Ⅳ B103 ワークシート・教科書・ノートのみ可

メディア概論A 後岡 60 木Ⅳ B103 ワークシート・教科書・ノートのみ可

Ⅴ ミュージアムと資料保存 吉城寺 60 木Ⅴ B301 自筆ノート・自筆メモのみ可

16:50

～

18:20

　　３月　７日（木）



時限 科　　　目　　　名 担当教員 時間（分） 配当学科・時限 教室 持ち込み等

The Great Directors in the World I R.Duchesnes 90 金Ⅰ 3202 不可
 <東京キャンパス>

日本語中級c(受容) 本城 30 金Ⅰ・金Ⅱ B303 不可

ビジネスキャリアI 松田(世) 30 金Ⅰ B308 学期末課題のみ可

ビジネスキャリアII 松田(世) 30 金Ⅰ B308 学期末課題のみ可

ビジネスキャリアII 石原 40 金Ⅰ B307 不可
Ⅰ

TOEIC II 戸田(徹) 60 金Ⅰ B301 不可

9:30 TOEIC II 川野 60 金Ⅰ B302 不可

情報メディア演習I 懸川 80 木Ⅱ・金Ⅰ L101 不可～

医療薬剤学演習 薬学部教員 80 集中 B102 不可

11:00 薬剤学演習 薬学部教員 80 集中 B102 不可

母性看護方法論 宮澤 60 金Ⅰ B309 不可

人体の構造機能b 後藤(茂) 90 金Ⅴ・土Ⅰ B101 全て可

人体の構造機能a 後藤(茂) 90 土Ⅰ・土Ⅱ・他　 B101 全て可

内科学 M.Maria 60 金Ⅰ・金Ⅱ B304 不可

中国語IB 小松(嵐) 50 金Ⅱ・金Ⅲ B303 不可

日本語IB 村上 70 火Ⅲ・金Ⅱ B304 不可

ミュージアムと情報・メディア 吉城寺 60 金Ⅱ B301 自筆ノート・自筆メモのみ可

言語学 吉田 60 金Ⅱ B302 配布プリント・自筆ノートのみ可
Ⅱ (コピー不可)

臨床薬理学 児玉 90 水Ⅱ B101 不可
11:10

有機化学II 中村(洋) 70 月Ⅰ／月Ⅱ B102 不可

～

疾病治療学b 後藤(茂) 90 土Ⅱ・土Ⅲ B308 全て可

臨床心理学 太田(幸) 60 金Ⅱ B309 不可
12:40

法律学概論　<東京キャンパス> 宮﨑 90 金Ⅱ 1401 ポケット六法のみ可

制作演習ｂ(アナウンス）　 和田 60 金Ⅱ 3202 自筆ノート・ノートPCのみ可

英語プレイスメントテスト 90 B103 不可

日本語初中級g(読解) 高見(研) 80 火Ⅱ・金Ⅲ B301 不可

Ⅲ 分析科学I 新垣 60 月Ⅰ／月Ⅱ B102 不可

地域包括ケア方法論b 鈴木(明) 60 水Ⅴ・金Ⅲ B101 不可
13:30

心理学 金丸 60 金Ⅲ B302 自筆ノート・配布資料のみ可

～ 英語科教育法II 磐崎 60 金Ⅲ B308 不可

地理学b 齋野 60 土Ⅱ B309 配布プリント・自筆ノートのみ可
15:00

英語プレイスメントテスト 90 3203 不可
〈東京キャンパス〉

TOEIC:Grammar & Listening　I F.T.Abigai 60 金Ⅳ・金Ⅴ B301 不可
Ⅳ

微生物学II 北村(昭) 70 水Ⅰ／水Ⅱ B102 不可
15:10

Webデザイン 小波津 90 木Ⅲ C2-105 テキスト・授業時配布プリント
(自筆)のみ可

～

英語科教育法III 磐崎 60 金Ⅳ B302 不可
16:40

Ⅴ

16:50

～

18:20

　　３月　８日（金）



時限 科　　　目　　　名 担当教員 時間（分） 配当学科・時限 教室 持ち込み等

臨床薬物動態学 長谷川/松本(か) 80 火Ⅰ／火Ⅱ／集中 B102 不可
Ⅰ

9:30

～

11:00

臨床栄養学 太田(篤) 70 金Ⅰ／金Ⅱ B101 不可
Ⅱ

医療薬剤学I 秋元/長谷川/松本(か) 80 集中 B102 不可
11:10

医療薬剤学I 冨山 90 木Ⅰ／木Ⅲ B102 不可～

12:40

物理製剤学II 佐田 80 木Ⅰ／木Ⅱ／集中 B102 電卓のみ可
Ⅲ

製剤学II 佐田 80 木Ⅰ／木Ⅱ／集中 B102 電卓のみ可
13:30

公衆衛生学 山崎(研) 70 木Ⅰ／木Ⅱ／集中 B101 不可～

データ構造とアルゴリズム論 濱田 60 土Ⅲ B301 不可
15:00

漢方医学 奥山 70 火Ⅱ B101 不可
Ⅳ

プログラミング 濱田 60 土Ⅳ・土Ⅴ B301 不可
15:10

～

16:40

Ⅴ

16:50

～

18:20

　　３月　９日（土）



時限 科　　　目　　　名 担当教員 時間（分） 配当学科・時限 教室 持ち込み等

日本語初級c(文法1) 張(継)/柏倉 90 月Ⅰ・月Ⅱ・火Ⅰ・火Ⅱ B301 不可

Ⅰ 中国語IB 李(頴) 60 月Ⅰ・月Ⅱ B302 不可

健康管理概論 高橋(光)/柿木 60 月Ⅰ B103 不可
9:30

日本の文学b(近・現代) 渡邊(拓) 60 月Ⅰ B308 自筆ノートのみ可

～

臨床栄養学 酒井(健) 80 月Ⅰ／集中 B101 不可

薬理学III 田嶋 70 火Ⅰ／火Ⅱ B102 不可
11:00

日本語中級a(文字・語彙) 後藤(美) 30 月Ⅱ・月Ⅲ B301 不可

日本語中級a(文字・語彙) 渡邊(美) 30 金Ⅰ・金Ⅱ B302 不可
Ⅱ

経営戦略論　＜東京キャンパス＞ 松田(世) 45 月Ⅱ 1501 自筆まとめシートのみ可(コピー不可)
※授業で希望者に配布済

11:10
日本語学概論b 野々口 60 月Ⅱ B103 自筆ノートのみ可(コピー不可)

～

細胞生理学 神谷 75 水Ⅰ／水Ⅱ B102 不可

臨床薬物動態論 大森(直) 60 月Ⅱ B101 電子辞書のみ可
12:40

心理学　＜東京キャンパス＞ 金丸 60 月Ⅱ 1401 自筆ノート・配布資料のみ可

日本語初級b(語彙) 張(継)/中山 60 月Ⅲ・木Ⅰ B301 不可

スポーツ心理学 深山 60 月Ⅲ B103 不可

薬物治療学III 佐々木(英) 60 木Ⅰ／木Ⅱ B101 不可

Ⅲ 物理化学 新垣/秋元 80 集中 B102 不可

物理化学 森(健) 80 水Ⅰ／水Ⅱ B102 不可
13:30

Ｗｅｂデザイン <東京キャンパス> 小波津 90 月Ⅲ 3203 テキスト・授業時配布プリント
(自筆)のみ可～

小児看護方法論 高田 60 火Ⅴ B302 不可

15:00 人体の構造II 高見(茂) 60 月Ⅲ B308 不可

就労支援 大井 90 月Ⅲ B303 A4用紙1枚のみ可

会計監査論 島崎 45 月Ⅲ B309 テキスト・電卓のみ可

コンピュータ応用論 本田 60 月Ⅳ B206 テキストのみ可

日本語の文法a 野々口 50 月Ⅳ B301 不可
Ⅳ

子ども家庭福祉論 所 60 月Ⅳ・月Ⅴ B302 不可

15:10 薬学外国書講読 奥山/平田 70 金Ⅰ／金Ⅱ B101 不可

音声表現AII　<東京キャンパス> 小波津 60 月Ⅳ 4202 楽譜のみ
～

人体の機能II 高見(茂) 60 月Ⅳ B308 不可

16:40 障がい者福祉論 大井 90 月Ⅳ・月Ⅴ B309 A4用紙1枚のみ可

会計学II 島崎 45 月Ⅳ B102 テキスト・電卓のみ可

English　Pronunciation J.Knight 30 月Ⅴ・火Ⅴ B301 Oral Testプリントのみ可
Ⅴ

日本語教授法b(コースデザイン・評価) 林(千) 60 月Ⅳ B302 自筆ノートのみ可
16:50

経営分析論II 島崎 45 月Ⅴ B308 テキスト・電卓のみ可～

18:20

　　３月１１日（月）



時限 科　　　目　　　名 担当教員 時間（分） 配当学科・時限 教室 持ち込み等

整形外科学 福祉総合学部教員 60 他 B101 不可
Ⅰ

学校保健学 出原 60 火Ⅰ B301 不可
9:30

～

11:00

ソーシャルワーク論II 小川 70 火Ⅱ・火Ⅲ B301 不可
Ⅱ

福祉の財政と計画 清水(正) 50 火Ⅱ B302 不可

11:10 精神保健福祉援助技術総論 堀 50 火Ⅱ・火Ⅲ B308 不可

急性期クリニカルケア方法論 四十竹 50 火Ⅱ B101 不可

～

生活文化デザイン 後岡 60 火Ⅱ B309 ワークシート・教科書・ノートのみ可

12:40 臨床免疫学 後藤(武) 75 火Ⅱ B303 不可

中国語コミュニケーション　<東京キャンパス> 呉 60 火Ⅲ 1501 不可

線形代数学　<東京キャンパス> 戸田(容) 60 火Ⅲ 1503 不可

Ⅲ 理学療法評価学I 原田(恭) 90 火Ⅲ B301 不可

看護方法論b 星野 80 火Ⅲ・火Ⅳ・火Ⅴ B302 不可
13:30

総合演習I（PC1年次） 薬学部教員 80 集中 B101 不可

～

総合演習I（PC2年次） 薬学部教員 80 集中 B102 不可

総合演習II（PC2年次） 薬学部教員 80 集中 B102 不可
15:00

総合演習III（PC3年次） 薬学部教員 80 集中 B103 不可

総合演習IV（PC3年次） 薬学部教員 80 集中 B103 不可

ソーシャルワークの基礎 清水(正) 70 火Ⅳ B301 不可

Ⅳ コンピュータ応用論　<東京キャンパス> 桃塚 90 火Ⅳ 図書館ﾒﾃﾞｨｱﾌﾞｰｽ 不可

総合演習I（PC1年次） 薬学部教員 80 集中 B101 不可
15:10

総合演習I（PC2年次） 薬学部教員 80 集中 B102 不可

～

総合演習II（PC2年次） 薬学部教員 80 集中 B102 不可

総合演習III（PC3年次） 薬学部教員 80 集中 B103 不可
16:40

総合演習IV（PC3年次） 薬学部教員 80 集中 B103 不可

総合演習I（PC2年次） 薬学部教員 80 集中 B102 不可
Ⅴ

総合演習II（PC2年次） 薬学部教員 80 集中 B102 不可
16:50

総合演習III（PC3年次） 薬学部教員 80 集中 B103 不可～
総合演習IV（PC3年次） 薬学部教員 80 集中 B103 不可

18:20

　　３月１２日（火）


