2018年度

1限（9:00～10:00）

2限（10:40～11:40）

前期末試験

時間割

3限（13:00～14:00）

2018/7/16現在

4限（14:40～15:40）

5限（16:20～17:20）

経
営
学
部
人
間
健
康
学
部

7月30日
（月）

教
育
学
部

全
学
共
通
等

教育学概論(月1限)<丹下>
【持込条件：全て否】
A205: <HH13生・HH14生・HH15生・HH16生
・HH17生・HH18002～HH18052>
A207: <HH18053～HH18143>

音楽Ⅰ(月1限)<水野>
音楽Ⅰ(水2限)<矢内>
音楽Ⅰ(月1限)<酒井>
音楽Ⅰ(月1限)<鷲見>
音楽Ⅰ(月1限)<夏目>
音楽Ⅰ(月1限)<藤田>
※実技試験90分
【持込条件：試験曲の楽譜のみ可】
B001: <履修者全員>

音楽Ⅰ(月2限)<水野>
音楽Ⅰ(月2限)<酒井>
音楽Ⅰ(月2限)<鷲見>
音楽Ⅰ(月2限)<夏目>
音楽Ⅰ(月2限)<藤田>
※実技試験90分
【持込条件：試験曲の楽譜のみ可】
B001: <履修者全員>

経済学(月1限)<中山>
【持込条件：全て可】
A101: <RB14生・RB15生・RB16生・RB17生
・IB生・HH生・EC生>
A102: <RB18001～RB18052>
B201: <RB18053～RB18160>

食と健康(月2限)<尚>
【持込条件：自筆授業プリントのみ可】
A101: <RB生・IB生>
A102: <HH15生・HH16生・HH17001～HH17057>
A205: <HH17065～HH17122・HH18生>
A207: <EC生>

コミュニケーション技能(月1限)<堀内>
【持込条件：全て可】
B203: <履修者全員>

試

※授業時と異なる曜日・時限に試験が行われることがあるので注意してください

保育内容（音楽表現）(月5限)<水野>
保育内容（音楽表現）(火2限)<水野>
保育内容（音楽表現）(木5限)<水野>
【持込条件：全て可】
B201: <履修者全員>

英語ｵｰﾗﾙｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅠＢ(月3限)<トーマス>
【持込条件：全て否】
A205: <履修者全員>

わたしたちの身体(月4限)<尚>
わたしたちの身体(金4限)<尚>
【持込条件：自筆授業プリントのみ可】
A101: <月4クラス：RB16生・RB17生
・RB18003～RB18075>
A102: <月4クラス：RB18078～RB18159・IB生
・HH16生・HH17007～HH17030>
B201: <月4クラス：HH17033～HH17127
・HH18生・EC生>
<金4クラス：RB生・HH16生・HH18生>
A205: <金4クラス：HH17生・EC生>

東邦学園と中部圏(月5限)<榊>
【持込条件：全て否】
A207: <履修者全員>

2018年度

1限（9:00～10:00）
試

経
営
学
部

7月31日
（火）

人
間
健
康
学
部

2限（10:40～11:40）

総合ビジネス基礎［地域ビジネス基礎］(火1限)<中山>
【持込条件：全て可】
A101: <RB15生・RB16生・RB17生
・RB18001～RB18024>
A102: <RB18025～RB18069>
A205: <RB18070～RB18122>
A207: <RB18123～RB18160・IB生>

健康管理論(火1限)<尚>
【持込条件：自筆授業プリントのみ可】
B201: <履修者全員>

前期末試験

時間割

3限（13:00～14:00）
データベース論(火3限)<髙木>
【持込条件：自筆ノート、配布資料のみ可】
A103: <履修者全員>

2018/7/16現在

4限（14:40～15:40）
生産マネジメント論(火4限)<小野>
【持込条件：全て可】
B201: <履修者全員>

5限（16:20～17:20）
ホテル・ブライダル論［ホテル概論］(火5限)<倉井>
【持込条件：電卓のみ可】
A207: <履修者全員>

現代企業論(火3限)<山極>
【持込条件：全て可】
A101: <RB14生・RB15004～RB15099>
A102: <RB15100～RB15503・RB16003～RB16053>
A205: <RB16055～RB16601・RB17001～RB17052>
A207: <RB17054～RB17123>

教育経営論(火1限)<丹下>
【持込条件：全て否】
A101: <履修者全員>

教
育
学
部
全
学
共
通
等

※授業時と異なる曜日・時限に試験が行われることがあるので注意してください

乳児保育(火4限)<芝田・岩原>
【持込条件：全て否】
A102: <履修者全員>

健康スポーツ心理学［スポーツ心理学］(火3限)<山村>
【持込条件：全て否】
B201: <RB生・HH14生・HH15生
・HH17002～HH17069>
B203: <HH17070～HH17127>

数理の世界(火4限)<成田>
【持込条件：A4の紙1枚のみ可】
A101: <履修者全員>

自然科学基礎(火5限)<髙木>
【持込条件：自筆ノート、小テスト用紙のみ可】
A205: <履修者全員>

2018年度

1限（9:00～10:00）
対人コミュニケーション(水1限)<佐藤>
【持込条件：配布資料、授業ノートのみ可】
A205: <履修者全員>

経
営
学
部

2限（10:40～11:40）
経営学Ⅰ(水2限)<田村>
経営学Ⅰ(木2限)<田村>
【持込条件：全て可】
A101: <水2クラス：RB17生・RB18001～RB18040>
A102: <水2クラス：RB18041～RB18080>
B201: <水2クラス：IB生>
<木2クラス：RB16生・RB17生
・RB18081～RB18120>
A205: <木2クラス：RB18121～RB18160>

前期末試験

時間割

3限（13:00～14:00）

2018/7/16現在

4限（14:40～15:40）

5限（16:20～17:20）

簿記Ⅰ(水2限)<深谷>
簿記Ⅰ(木2限)<深谷>
【持込条件：テキスト『入門商業簿記テキスト』
と電卓のみ可】
A101: <木2クラス：RB16生・RB17生
・RB18001～RB18029>
A102: 木2クラス：RB18030～RB18069>
B201: <水2クラス：全員>
A207: <木2クラス：RB18070～RB18080生・IB生>

会計監査論(水4限)<水野>
【持込条件：全て否】
A205: <履修者全員>

8月1日
（水）

人
間
健
康
学
部

解剖学(水1限)<谷村>
解剖学(水2限)<谷村>
【持込条件：教員指定のA4（青色）用紙のみ可】
A101: <水1クラス：HH17生・HH18002～HH18060>
A102: <水1クラス：HH18063～HH18142>
<水2クラス：HH13生・HH15生>
B201: <水2クラス：HH16生・HH18生>

教
育
学
部

全
学
共
通
等

※授業時と異なる曜日・時限に試験が行われることがあるので注意してください

憲法(水3限)<江場>
キャリア基礎ⅠＢ(水4限)<小川>
憲法(水4限)<江場>
キャリア基礎ⅠＢ(水5限)<小川>
【持込条件：自筆のノート、配布したプリントのみ可】 【持込条件：全て否】
A101: <水3クラス：RB生・IB生・HH15生
B201: <水4クラス：HH18001～HH18121>
・HH17生・HH18003～HH18020>
A101: <水4クラス：HH18122～HH18140>
A102: <水3クラス：HH18035～HH18142・EC生>
<水5クラス：全員>
B201: <水4クラス：RB生・HH生>
A207: <水4クラス：EC生>
【注意】
※4限から5限に変更になりました。

キャリア基礎ⅠＢ(水4限)<小川>
キャリア基礎ⅠＢ(水5限)<小川>
【持込条件：全て否】
B201: <水4クラス：HH18001～HH18121>
A101: <水4クラス：HH18122～HH18140>
<水5クラス：全員>

2018年度

1限（9:00～10:00）

経
営
学
部

人
間
健
康
学
部
8月2日
（木）

2限（10:40～11:40）

前期末試験

時間割

3限（13:00～14:00）

観光交通論［交通論］(木1限)<浅野健>
【持込条件：全て可】
B201: <履修者全員>

日本経済論(木2限)<岩本>
【持込条件：全て可】
A205: <RB14生・RB15生・RB16001～RB16071>
A207: <RB16072～RB16109・RB17生・IB生>

原価計算論(木3限)<深谷>
【持込条件：テキスト『スッキリわかる日商
原価計算初級』と電卓のみ可】
A205: <RB12生・RB14生・RB15生・RB16生
・RB17001～RB17070>
A207: <RB17071～RB17122>

プログラムデザイン(木1限)<葛原>
【持込条件：全て否】
A103: <履修者全員>

運動生理学(木2限)<中野>
【持込条件：全て否】
B201: <履修者全員>

教育心理学(水3限)<橘>
教育心理学(木3限)<橘>
【持込条件：全て可】
A101: <水3クラス：HH18001～HH18074>
A102: <水3クラス：HH18075～HH18143>
B201: <水3クラス：HH14生・HH15生
・HH16生・HH17生>
<木3クラス：全員>

生理学(木1限)<中野>
生理学(金3限)<中野>
【持込条件：全て否】
A101: <木1クラス：HH13生・HH15生・HH16生
・HH17生・HH18002～HH18059>
A102: <木1クラス：HH18060～HH18109>
A205: <木1クラス：HH18110～HH18120>
<金3クラス：HH16生・HH17生
・HH18007～HH18038>
A207: <金3クラス：HH18040～HH18143>

2018/7/16現在

4限（14:40～15:40）

5限（16:20～17:20）

金融論(木4限)<岩本>
【持込条件：全て可（電卓持込可）】
B201: <履修者全員>

教
育
学
部

全
学
共
通
等

※授業時と異なる曜日・時限に試験が行われることがあるので注意してください

統計学(火4限)<岩本>
統計学(木5限)<岩本>
【持込条件：全て可（電卓持込可）】
A101: <火4クラス：RB13生・RB15生・RB16生
・RB17001～RB17058>
A102: <火4クラス：RB17062～RB17115
・IB生・HH17生>
A205: <火4クラス：HH13生・HH16生・EC生>
<木5クラス：全員>

2018年度

1限（9:00～10:00）
経
営
学
部

2限（10:40～11:40）
財務管理論(金2限)<井藤>
【持込条件：全て可】
B201: <履修者全員>

前期末試験

3限（13:00～14:00）

4限（14:40～15:40）

人間と健康(火3限)<渡辺>
人間と健康(金4限)<渡辺>
【持込条件：配布資料、小テスト、
自己のノートのみ可】
B201: <火3クラス：HH15生・HH18005～HH18118>
A101: <火3クラス：HH18119～HH18142>
<金4クラス：全員>

教
育
学
部

全
学
共
通
等

2018/7/16現在

経営管理論Ⅰ(金3限)<小野>
【持込条件：全て可】
B201: <履修者全員>

人
間
健
康
学
部

8月3日
（金）

時間割

入門コンピュータ(月2限)<杉谷>
入門コンピュータ(月3限)<杉谷>
入門コンピュータ(月2限)<髙木>
入門コンピュータ(月3限)<成田>
入門コンピュータ(火1限)<成田>
入門コンピュータ(火1限)<正岡>
入門コンピュータ(水1限)<正岡>
入門コンピュータ(金1限)<中島俊>
入門コンピュータ(金3限)<中島俊>
【持込条件：教科書『コンピュータリテラシー
2018年版』のみ可】
A101: <火1クラス（正岡）：全員>
A102: <月3クラス（成田）：全員>
A103: <金1クラス（中島俊）：RB16生・
RB17037～RB17083>
A205: <月2クラス（杉谷）：全員>
<水1クラス（正岡）：HH14生・HH15生
・HH16生・HH17003～HH17032>
A207: <水1クラス（正岡）：HH17039～HH17112>
<金3クラス（中島俊）：全員>
B201: <月3クラス（杉谷）：全員>
<月2クラス（高木）：全員>
<金1クラス（中島俊）：RB17084～RB17122>
B203: <火1クラス（成田）：全員>

ジェンダー論(金2限)<中島美>
【持込条件：全て可】
A101: <RB生・EC生>
A102: <HH13生・HH14生・HH15生
・HH16001～HH16009>
A205: <HH16010～HH16098>

※授業時と異なる曜日・時限に試験が行われることがあるので注意してください

日本語Ｃ(金3限)<伊藤恵>
【持込条件：全て否】
A101: <履修者全員>

5限（16:20～17:20）

