
担当教員から「持込不可」の指定がある科目一覧

試 験 日 時 限 科 目 名 担 当 者

7月29日(木) 1 芸術Ａ 岡田・若井

7月29日(木) 2 Communicative English ⅠJE(16) 竹中

7月29日(木) 2 ドイツ語ⅠJE(5) ノイマン

7月29日(木) 2 ドイツ語ⅠM(7) アルベルス

7月29日(木) 2 韓国語Ⅰ（2） 谷﨑

7月29日(木) 2 韓国語Ⅰ（3） 宮島

7月29日(木) 3 Communicative English ⅠA(4) 竹中

7月29日(木) 3 ドイツ語Ⅲ（3） 渡部

7月29日(木) 3 ドイツ語Ⅲ（4） アルベルス

7月29日(木) 3 フランス語Ⅲ（1） 園部

7月29日(木) 3 中国語Ⅲb　イ 緒方

7月29日(木) 3 韓国語Ⅰ（4） 宮島

7月29日(木) 3 韓国語Ⅰ（5） 崔

7月29日(木) 3 韓国語Ⅲ（2） 谷﨑

7月29日(木) 3 韓国語会話Ⅲ(2) 平（水）

7月29日(木) 4 数学Ｃ　イ 末永

7月29日(木) 4 数学Ｃ　ハ 林（純）

7月29日(木) 4 数学Ｆ 宮﨑（隼）

7月29日(木) 5 がんの科学、細胞が現代社会に訴えること 松田　(他)

7月29日(木) 5 若年層の疾病と健康管理B 横平　(他)

7月29日(木) 5 防災リテラシー養成講座(災害を知る)B 磯打　(他)

7月29日(木) 6 フランス語Ⅰ（1）～（3） 園部　他

7月30日(金) 2 論理学Ａ 三宅

7月30日(金) 2 心理学Ｄ 岡田・大久保

7月30日(金) 4 ドイツ語ⅠJE(3) ノイマン

7月30日(金) 4 ドイツ語ⅠJE(4) アルベルス



試 験 日 時 限 科 目 名 担 当 者

8月2日(月) 2 フランス語会話Ⅲ（1） 園部

8月2日(月) 2 中国語Ⅲaロ 張

8月2日(月) 2 中国語会話Ⅲ 李（佳）

8月2日(月) 2 韓国語Ⅲ（1） 谷﨑

8月2日(月) 2 韓国語会話Ⅲ(1) 平（水）

8月2日(月) 3 韓国語Ⅰ(1) 平（水）

8月3日(火) 1 物理学Ａイ 丸

8月3日(火) 1 物理学Ａロ 松本（洋）

8月3日(火) 1 物理学Ａハ 前山

8月4日(水) 1 Communicative English ⅢLJ(8) 竹中

8月4日(水) 2 Communicative English ⅠJE(8) 竹中

8月9日(月) 4 フランス語会話Ⅲ(2) 太田

７/19掲示



持ち込み：

連絡事項:

持ち込み：なし

連絡事項：筆記用具以外、持ち込み不可とします。

7/19 　掲示

持ち込み：不可

連絡事項：資料の持ち込みは認めません．

7/19 　掲示
試験実施予定日：７月２９日（木）　４校時
試験科目：数学Ｆ
（担当教員：宮﨑　隼人）

連絡事項：教科書・辞書の持ち込みはできません。

7/19 　掲示
試験実施予定日：７月２９日（木）　４校時
試験科目：数学Cイ
（担当教員： 末永　慶寛）

試験範囲は7月中旬までに周知する。
授業でも言ったように、レポート課題はなくなったので注
意すること。試験と出席、授業中の課題で評価する。

7/19 　掲示
試験実施予定日：７月２９日（木）　３校時
試験科目：韓国語Ⅲ（2）
（担当教員： 谷﨑　美津子）

持ち込み：なし

7/19 　掲示
試験実施予定日：７月２９日（木）　３校時
試験科目：ドイツ語Ⅲ（３）
（担当教員：渡部　祐加 ）

許可しない

令和３年度全学共通科目第１学期末・第２Ｑ末試験に関するお知らせ

試験実施予定日：７月２９日（木）　２校時
試験科目：韓国語Ⅰ（2）
（担当教員： 谷﨑　美津子）

持ち込み：なし

連絡事項：教科書・辞書の持ち込みはできません。



持ち込み：

連絡事項：

持ち込み：

連絡事項：

持ち込み：

連絡事項：

 

持ち込み：
 

7/19 　掲示

授業で配付したすべての資料の持込可

7/19 　掲示
試験実施予定日：７月３０日（金）　２校時
試験科目：論理学Ａ
（担当教員： 三宅　岳史）

意味論の真理分析、構文論の規則などについてはそれらが
載っているプリントを試験当日に配ります。したがって、問題の
解き方などは復習する必要がありますが、必ずしも規則などを
丸暗記する必要はありません。

試験実施予定日：７月３０日（金）　２校時
試験科目：決算書のしくみ
（担当教員： 繁本　知宏）

シンプルな機能の電卓のみ可（スマホ等の電卓機能は使用禁
止。忘れた場合は手計算で対応すること）

7/20 　掲示

なし

マークシート方式（選択肢問題）で行います。
授業で各先生が強調した部分を中心に勉強してください。

7/19 　掲示
試験実施予定日：７月２９日（木）　５校時
試験科目：生命保険を考える
（担当教員：矢野　弦一）

教科書のみ

教科書のみ持ち込み可とします。書き込みは自由ですがノート
やメモ等、教科書以外の紙類、携帯を見ること行為は不正とみ
なします。
テスト終了後、まとめの授業をおこないます。

7/19 　掲示
試験実施予定日：７月２９日（木）　５校時
試験科目：若年層の疾病と健康管理B
（担当教員：横平　政直）

試験実施予定日：７月２９日（木）　５校時
試験科目：金融とキャリア　～生命保険、損害保険、信託銀行は役に立っているか?～
（担当教員：三好　秀和）



連絡事項：

持ち込み：

連絡事項：

連絡事項：

連絡事項：

7/19 　掲示
試験実施予定日：７月３０日（金）　５校時
試験科目：Communicative English ⅢT（８）
（担当教員： ブロックスホーム）

Prepare and deliver a 3-5 minute presentation in front of
other class members. Details of the presentation will be
released in the final class on July 21st. Students will deliver
presentations in student number order.

7/19 　掲示

7/19 　掲示
試験実施予定日：７月３０日（金）　５校時
試験科目：Communicative English ⅢED(8)
（担当教員：森川　光与 ）

コロナの状況によってはオンラインに切り替える場合もありま
す。いずれの場合も事前にお知らせします。

7/19 　掲示
試験実施予定日：７月３０日（金）　４校時
試験科目：Communicative English ⅢT（２）
（担当教員： ブロックスホーム）

Prepare and deliver a 3-5 minute presentation in front of
other class members. Details of the presentation will be
released in the final class on July 21st. Students will deliver
presentations in student number order.

7/19 　掲示
試験実施予定日：７月３０日（金）　４校時
試験科目：Communicative English ⅠL(8)
（担当教員：ヒル ）

Closed book.

試験実施予定日：７月３０日（金）　４校時
試験科目：Communicative English ⅠL(1)
（担当教員：森川　光与 ）

コロナの状況によってはオンラインに切り替える場合もありま
す。いずれの場合も事前にお知らせします。



連絡事項：

連絡事項：

連絡事項：

持ち込み：

連絡事項：

連絡事項：

連絡事項：

試験実施予定日：８月３日（火）　３校時
試験科目：バレーボールＡ
（担当教員： 石田　佳二）

運動のできる服装で来てください。シューズも忘れずに。

7/19 　掲示

試験実施予定日：８月３日（火）　１校時
試験科目：物理学Ａ　ハ
（担当教員：前山　祥一 ）

筆記用具・定規以外持込不可

7/19 　掲示

試験科目：物理学Ａ　ロ
（担当教員： 松本　洋明）

なし

持ち込みは不可です。
筆記用具のみ机の上において試験を受験ください。

7/19 　掲示

試験科目：韓国語Ⅲ（1）
（担当教員： 谷﨑　美津子）

持ち込み：不可

教科書・辞書の持ち込みはできません。

7/19 　掲示
試験実施予定日：８月３日（火）　１校時

試験科目：Communicative English ⅠT(8)
（担当教員： 杉田　貴瑞）

持ち込み不可です。

7/19 　掲示
試験実施予定日：８月２日（月）　２校時

試験実施予定日：７月３０日（金）　５校時
試験科目：Communicative English Ⅲ　ED（８）
（担当教員： ヒル）

There will be an option to do an online speech on July 21st or
do a face-to-face speech on July 30th.

7/19 　掲示
試験実施予定日：８月２日（月）　２校時



連絡事項：

連絡事項：

連絡事項：

連絡事項：

試験実施予定日：８月４日（水）　２校時
試験科目：Communicative English Ⅰ　JE（５）
（担当教員：森川　光与 ）

コロナの状況によってはオンラインに切り替える場合もありま
す。いずれの場合も事前にお知らせします。

7/19 　掲示

試験実施予定日：８月４日（水）　１校時
試験科目：Communicative English Ⅲ　LJ（７）
（担当教員：森川　光与 ）

コロナの状況によってはオンラインに切り替える場合もありま
す。いずれの場合も事前にお知らせします。

7/19 　掲示

試験実施予定日：８月４日（水）　１校時
試験科目：Communicative English Ⅲ　LJ（６）
（担当教員： ヒル）

There will be an option to do an online speech on July 28th or
do a face-to-face speech on August 4th.

7/19 　掲示

試験実施予定日：８月３日（火）　４校時
試験科目：バレーボールB
（担当教員： 石田　佳二）

運動のできる服装で来てください。シューズも忘れずに。

7/19 　掲示
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