最終更新日 Last Update： 2020/01/14

2019度Aセメスター（A2ターム） 時間割表
Exam Schedule A Semester, A2 Term 2019
1限 Period 1(08:40～ )

2限 Period 2(10:35～ )

3限 Period 3(13:10～ )

4限 Period 4(15:05～ )

5限 Period 5(17:00～ )

社会行動論（北村 英哉）
Life Science (PEAK)（SHEFFERSON
Richard）

Mathematics II ① (PEAK)（MATSUO
Atsushi）

スペイン語一列②（渡辺 暁）

数理科学基礎（補修）（白石 潤一）
音楽論（Hermann Gottschewski）
日本語日本文学Ⅱ（田村 隆）
世界史論（杉山 清彦）
相対論（大川 祐司）
物理科学Ⅱ（文科生）（横倉 祐貴）
微生物の科学（大西 康夫）

法と社会（西土 彰一郎）
法と社会（山元 一）
数理科学概論Ⅰ(文科生)（小林 俊行）
基礎統計（丸山 祐造）

社会生態学（松原 宏）
人間行動基礎論（理科生）（大久保 街亜）

Mathematics I ① (PEAK)（BAO Yuanyuan）

教育臨床心理学（前田 基成）
適応行動論（大槻 久）

教育実践・政策学入門（北村 友人）
現代工学概論（六川 修一）
分子生命科学（濡木 理）
地球惑星環境学入門（高橋 嘉夫）

中国語一列②（王 英輝）
中国語一列②（小方 伴子）

比較社会論（重田 園江）
現代思想（池田 喬）
記号論理学Ⅰ（文科生）（藤川 直也）
現代国際社会論（石井 梨紗子）
日本国憲法（渋谷 秀樹）
政治経済学（丸川 知雄）
化学平衡と反応速度（奥野 将成）
宇宙科学Ⅰ（文科生）（土井 靖生）

フランス語一列②（飛嶋 隆信）

演劇論Ⅰ（松岡 心平）

地域文化論Ⅱ（谷垣 真理子）
量子論（菊川 芳夫）
海の生命科学（浅川 修一）

科学史（東 慎一郎）
現代教育論（橋本 和幸）
統計物理学（福島 孝治）
宇宙科学Ⅰ（理科生）（鈴木 建）

ドイツ語一列②（三宅 晶子）
フランス語一列②（飛嶋 隆信）
スペイン語一列②（栗林 ゆき絵）
教育臨床心理学（石垣 琢麿）
認知脳科学（石金 浩史）
健康スポーツ医学（福井 尚志）

法Ⅱ（北村 朋史）
政治Ⅱ（伊藤 武）
経済Ⅱ（丸山 真人）
社会Ⅱ（井上 彰）
哲学Ⅱ（高村 夏輝）
歴史Ⅱ（桜井 英治）
心理Ⅱ（本吉 勇）
Science and Technology Studies (PEAK)
（HASHIMOTO Takehiko）

歴史と文化（守川 知子）
Economics and Statistics (PEAK)（Griffen
Andrew Shields）

数理科学基礎（補修）（入江 慶）
日本文化論Ⅰ（品田 悦一）
世界史論（小田 悠生）
情報メディア伝達論（越塚 登）
解析力学（加藤 光裕）
進化学（青木 誠志郎）
惑星地球科学Ⅱ（文科生）（小河 正基）
基礎統計（佐藤 俊樹）

中国語一列②（山影 統）

現代哲学（石原 孝二）
科学哲学（上田 知夫）
比較文学（佐藤 光）
国際関係論（湯川 拓）
国際関係史（酒井 哲哉）
歴史と文化（岩本 通弥）
環境物質科学（松尾 基之）
生態学（山道 真人）
情報認知科学（鈴木 宏昭）
科学技術社会論（藤垣 裕子）
環境・エネルギー工学基礎Ⅱ（山口 和也）
数理科学概論Ⅱ(文科生)（山本 昌宏）

認知脳科学（岡ノ谷 一夫）

ドイツ語一列②（日名 淳裕）
Law and Political Science (PEAK)（FOOTE
DANIEL HARRINGTON）

経済Ⅱ（竹野 太三）
哲学Ⅱ（山本 芳久）
歴史Ⅰ（大塚 修）
ことばと文学Ⅲ（矢田 勉）
精神分析学（原 和之）
惑星地球科学Ⅱ(理科生)（磯﨑 行雄）

ドイツ語一列②（足立 信彦）
ドイツ語一列②（稲葉 治朗）
ドイツ語一列②（久保 哲司）
フランス語一列②（坂本 さやか）
フランス語一列②（篠原 学）
フランス語一列②（増田 一夫）
フランス語一列②（三浦 篤）
フランス語一列②（山田 広昭）
中国語一列②（相原 まり子）
中国語一列②（岩月 純一）
中国語一列②（韓 燕麗）
（合併）中国語一列②（河野 直恵）
中国語一列②（瀬地山 角）
中国語一列②（谷垣 真理子）
中国語一列②（波多野 真矢）
中国語一列②（吉川 雅之）
中国語一列②（渡辺 剛）
スペイン語一列②（川崎 義史）
スペイン語一列②（栗林 ゆき絵）
（合併）スペイン語一列②（中島 聡子）
（合併）韓国朝鮮語一列②（三ツ井 崇）
（合併）イタリア語一列②（宮坂 真紀）
イタリア語一列②（山﨑 彩）

英語一列①

線型代数学②

生命科学Ⅱ

ドイツ語一列②（足立 信彦）
ドイツ語一列②（一條 麻美子）
フランス語一列②（郷原 佳以）
フランス語一列②（斎藤 かぐみ）
フランス語一列②（篠原 学）
フランス語一列②（鈴木 順子）
フランス語一列②（伊達 聖伸）
フランス語一列②（中田 健太郎）
フランス語一列②（原 和之）
フランス語一列②（森元 庸介）
（合併）中国語一列②
（伊藤 徳也・石井 剛・阿古 智子）
中国語一列②（大橋 義武）
中国語一列②（下出 宣子）
中国語一列②（田原 史起）
中国語一列②（波多野 真矢）
中国語一列②（松本 秀士）
中国語一列②（楊 凱栄）
中国語特修（谷垣 真理子）
（合併）ロシア語一列②（ロシア語担当教員）
（合併）スペイン語一列②（三浦 麻衣子）
韓国朝鮮語一列②（生越 直樹）
イタリア語一列②（池上 俊一）
イタリア語一列②（村松 真理子）

構造化学

スペイン語一列②（渡辺 暁）
アルゴリズム入門

微分積分学②

図形科学Ａ

振動・波動論

電磁気学Ａ
電磁気学Ｂ

法Ⅱ（石川 健治）
法Ⅱ（福岡 安都子）
法Ⅱ（森田 修）
政治Ⅱ（浅野 豊美）
数学Ⅰ（長谷川 立）
1月22日(水) 数学Ⅱ（坂井 秀隆）
Jan 22 (Wed) 数学Ⅱ（辻 雄）
心理Ⅱ（伊村 知子）

1月23日(木)
Jan 23 (Thu)

1月24日(金)
Jan 24 (Fri)

1月27日(月)
Jan 27 (Mon)

1月28日(火)
Jan 28 (Tue)

1月29日(水)
Jan 29 (Wed)

1月30日(木)
Jan 30 (Thu)

1月31日(金)
Jan 31 (Fri)

【注】 ・担当教員名は、合併試験や複数の教員が担当する科目の試験についても、1名分のみが表示されています。
・赤字は当初版からの変更箇所です。

