
■更新情報
12/7：　地域形成論（担当教員：小島　聡）の対面試験が追加となりました。

12/15： キャリア研究調査法入門（担当教員：仲　修平）がオンライン試験に変更となりました。

12/24： 憲法Ⅱ（担当教員：建石　真公子）が期末レポートに変更となりました。　（※1/20_文言修正を行いました）

1/13：　行政法入門Ⅱ（担当教員：髙橋　滋）、行政救済法Ⅱ（担当教員：髙橋　滋）がオンライン試験に変更となりました。

1/14：　西洋哲学史Ⅱ－２（担当教員：菅沢　龍文）が代替措置に変更となりました。　（※1/21_文言修正を行いました）

1/18：　ミクロ経済学入門Ⅱ（担当教員：宮澤　信二郎）がオンライン試験に変更となりました。

1/18：　戦略論入門（担当教員：福島　英史）がオンライン試験に変更となりました。

1/19：　戦略論入門（担当教員：工藤　悟志）がオンライン試験に変更となりました。

1/19：　簿記入門Ⅱ（担当教員：倉田　幸路）、会計学入門Ⅱ（担当教員：倉田　幸路）、検定会計Ⅱ（担当教員：倉田　幸路）の定期試験が中止となりました。

1/20：　法学Ⅱ（担当教員：内藤　淳）がオンライン試験に変更となりました。

1/21：　原価計算論Ⅱ（担当教員：福田　淳児）がレポートに変更となりました。

1/21：　企業結合法（担当教員：柴田　和史）がオンライン課題に変更となりました。

■2021年度秋学期 定期試験期間
2022年1月19日（水）～1月31日（月）

■試験時間割
1限：10:00～11:00／2限：11:30～12:30／3限：14:00～15:00／4限：15:30～16:30

5限：17:00～18:00／6限：18:30～19:30／7限：20:00～21:00

■定期試験実施科目一覧

試験時間割 授業主催学部 科目名 担当教員名 授業曜日時限 備考

経営学部 情報学基礎 児玉　靖司 月曜1時限

経営学部 戦略論入門 工藤　悟志 月曜2時限 オンラインに変更（1/19）

経営学部 経営分析論Ⅱ 福多　裕志 月曜2時限

経営学部 流通論Ⅱ 横山　斉理 月曜2時限

国際文化学部 情報システム概論 和泉　順子 月曜2時限

経営学部 ミクロ経済学入門Ⅱ 宮澤　信二郎 月曜3時限 オンラインに変更（1/18）

経営学部 経営戦略論Ⅱ 吉田　健二 月曜3時限

試験時間割・教室は 国際文化学部 情報システム概論 和泉　順子 月曜3時限

情報システムから キャリアデザイン学部 キャリア研究調査法入門 仲　修平 月曜4時限 オンラインに変更（12/15）

確認してください。 キャリアデザイン学部 国際関係論Ⅱ 趙　宏偉 月曜4時限

確認方法はこちら 市ヶ谷リベラルアーツセンター 朝鮮語１Ⅱ 内山　政春 月曜4時限

文学部 心理学測定法Ⅱ 菊池　理紗 月曜4時限 オンライン

国際文化学部 情報システム概論 櫻井　茂明 月曜4時限

市ヶ谷リベラルアーツセンター 法学Ⅱ 内藤　淳 月曜5時限 オンラインに変更（1/20）

文学部 心理学測定法Ⅱ 菊池　理紗 月曜5時限 オンライン

法学部 企業結合法 柴田　和史 月曜5時限 オンライン課題に変更（1/21）

市ヶ谷リベラルアーツセンター 基礎数学Ⅱ 江口　直日 火曜1時限

経営学部 金融論Ⅱ 片桐　満 火曜1時限

市ヶ谷リベラルアーツセンター 基礎数学Ⅱ 江口　直日 火曜2時限

経営学部 原価計算論Ⅱ 福田　淳児 火曜3時限 レポートに変更（1/21）

法学部 憲法Ⅱ 建石　真公子 火曜3時限 期末レポートに変更（12/24）

※一覧で確認したい 国際文化学部 メディア情報基礎 菊池　司 火曜4時限

場合は、以下から 市ヶ谷リベラルアーツセンター 法学Ⅱ 内藤　淳 火曜5時限 オンラインに変更（1/20）

確認してください。 法学部 憲法Ⅱ 建石　真公子 火曜5時限 期末レポートに変更（12/24）

時間割一覧 法学部 国際法基礎理論 森田　章夫 火曜5時限

国際文化学部 メディア情報基礎 菊池　司 火曜5時限

経営学部 簿記入門Ⅱ 倉田　幸路 水曜1時限 定期試験中止（1/19）

文学部 西洋哲学史Ⅰ－２　 奥田　和夫 水曜2時限

文学部 日本言語学概論B 尾谷　昌則 水曜2時限

文学部 英語音声学Ｂ 川﨑　貴子 水曜2時限

法学部 行政法入門Ⅱ 髙橋　滋 水曜2時限 オンラインに変更（1/13）

国際文化学部 Philosophy-Public Sphere 石田　安実 水曜2時限 オンライン

人間環境学部 憲法の基礎 塚林　美弥子 水曜3時限

文学部 言語学概論Ｂ 石井　創 水曜3時限
オンライン（90分）
試験時間の変更（12/21）

国際文化学部 情報システム概論 中村　文隆 水曜3時限

市ヶ谷リベラルアーツセンター 朝鮮語２Ⅱ 内山　政春 水曜4時限

国際文化学部 情報システム概論 中村　文隆 水曜4時限

2021年度秋学期 定期試験実施科目一覧

・下表の科目は定期試験を対面もしくはオンラインで実施します。
　備考欄に「オンライン」と記載のある科目は、定期試験において同時双方向型のリアルタイムオンライン試験を実施する科目となります。
・定期試験期間中は通常授業とは異なる時間割を設定します。なお、対面試験とオンライン試験は、別日で試験日の設定をします。
・試験実施の詳細は各学部web掲示板等を確認してください。
・新型コロナウイルス感染症の感染状況に応じては、対面試験が中止となる可能性があります。

＜注意事項＞
・以下の「授業曜日時限」は通常授業のものです。定期試験の時間割とは異なりますのでご注意ください。
・授業を「オンラインのみ」で実施している科目が対面試験を行う場合があります。下表に自分の履修科目が含まれているか必ず確認してください。
・オンライン試験の受験用教室はありませんので、ご自宅等で受験してください。

＜2021年度秋学期定期試験における新型コロナウイルスワクチン接種への対応について＞
・新型コロナウイルスワクチン接種の予約（接種機関に関わらず）をする際は、なるべく各自の試験日の前日および当日を避けてください。
・自治体等によりワクチン接種日が指定され変更できない等の場合には、未受験代替措置の対象になります。所属学部の事務に、予めご相談ください。
　ただし、ワクチン接種日を選択できる場合に試験日を選び、試験を欠席したときには、未受験代替措置の対象にはなりません。
・ワクチン接種後の副反応による発熱等のため試験を欠席する場合は、大学規定の事由の「病気・怪我」に該当しますので、試験後所定の申請期間内に
  診断書またはワクチン接種日がわかる書類（接種記録書または接種済証の写し）を添付して、未受験代替措置の申請をしてください。
  この申請を行わない場合、欠席した試験の代替措置は講じません。

試験時間割を【12月20日（月）AM10：00】に公開しました。
情報システムから、定期試験を実施する科目の試験時間割・教室を確認してください。

https://hosei-keiji.jp/wp-content/uploads/02_exam_fall_shikenjouhousyoukai.pdf
https://hosei-keiji.jp/wp-content/uploads/01_exam_fall_teikishikennjikannwari.pdf


試験時間割 授業主催学部 科目名 担当教員名 授業曜日時限 備考

キャリアデザイン学部 アジア社会論Ⅱ 趙　宏偉 木曜1時限

文学部 日本文芸研究特講（７）漢文Ｂ 遠藤　星希 木曜2時限

文学部 英語音声学Ｂ 川﨑　貴子 木曜2時限

法学部 現代情報法Ⅱ 鈴木　秀美 木曜2時限

キャリアデザイン学部 ビジネスキャリア入門Ｄ 藤井　辰紀 木曜3時限 オンライン

試験時間割・教室は 市ヶ谷リベラルアーツセンター 教養数学Ｂ 小木曽　岳義 木曜3時限

情報システムから 経営学部 システム管理論Ⅱ 児玉　靖司 木曜3時限

確認してください。 文学部 日本文芸研究特講（５）近代Ｂ 佐藤　未央子 木曜3時限

確認方法はこちら 国際文化学部 メディア情報基礎 和泉　順子 木曜3時限

市ヶ谷リベラルアーツセンター 教養数学Ｂ 小木曽　岳義 木曜4時限

市ヶ谷リベラルアーツセンター 朝鮮語２Ⅱ 内山　政春 木曜4時限

人間環境学部 地域形成論 小島　聡 木曜4時限 対面試験追加（12/7）

法学部 国際法基礎理論 森田　章夫 木曜5時限

経営学部 会計学入門Ⅱ 坂上　学 金曜1時限

※一覧で確認したい 文学部 西洋哲学史Ⅱ－２　 菅沢　龍文 金曜1時限
代替措置に変更（1/14）
※詳細は学習支援システムをご確認ください。

場合は、以下から 法学部 商法総則・商行為法Ⅰ 橡川　泰史 金曜1時限

確認してください。 経営学部 会計学入門Ⅱ 倉田　幸路 金曜2時限 定期試験中止（1/19）

時間割一覧 法学部 行政救済法Ⅱ 髙橋　滋 金曜2時限 オンラインに変更（1/13）

市ヶ谷リベラルアーツセンター 経済学ＬＢ 中平　千彦 金曜3時限

国際文化学部 メディア情報基礎 米倉　明男 金曜3時限

経営学部 検定会計Ⅱ 倉田　幸路 金曜4時限 定期試験中止（1/19）

国際文化学部 メディア情報基礎 佐藤　雅明 金曜4時限

市ヶ谷リベラルアーツセンター 法学Ⅱ 内藤　淳 金曜5時限 オンラインに変更（1/20）

国際文化学部 メディア情報基礎 佐藤　雅明 金曜5時限

市ヶ谷リベラルアーツセンター 教養数学Ｂ 倉田　俊彦 集中・その他

経営学部 戦略論入門 福島　英史 集中・その他 オンラインに変更（1/18）

https://hosei-keiji.jp/wp-content/uploads/02_exam_fall_shikenjouhousyoukai.pdf
https://hosei-keiji.jp/wp-content/uploads/01_exam_fall_teikishikennjikannwari.pdf

