
※1～5講目は昼間コース、6～7講目は夜間主コースの試験です。
「科目名・教員名」

試験日

外国文学I 杉村　泰教 英語IC（E142C） ホルスト 外国語コミュニケーションIIa 杉浦　康則 日本語学 高野　寿子 社会思想史II 西永　亮 心理学II 杉山　成 英語ⅠB（E11B） 高橋　優季

英語IIA1/B1
（E209A1/B1）

大島　稔 英語IC（E153C） 大島　稔 マクロ経済学 山本　賢司 組織コミュニケーション論 阿部　孝太郎 物理学II 杉之原　立史 社会思想史II 西永　亮 英語ⅠB（E12B） 羽村　貴史

英語IIA1/B1
（E216A1/B1）

ケンプ 英語IC（E155C） ケンプ 経済データ解析論 瀬戸　篤 労働法 國武　英生 管理会計概論 堺　昌彦

英語IIA2/B2
（E236A2/B2）

ホルスト 英語IC（E156C） 杉村　泰教 商法III 河森　計二

計量経済学 岩澤　政宗

経営学説史 西村　友幸 計画数学II 片岡　駿

知的財産法 才原　慶道

計画科学II 原口　和也

現代の数学ＩＩ 赤塚　広隆

ドイツ語I-2（I-2c） 杉浦　康則 数学II 後藤　良彰 化学II 沼田　ゆかり 英語IC（E143C） 小林　敏彦 英語IC（E150C） ブランクレイ フランス語I-2 村山　紀明 数学II 後藤　良彰

フランス語I-2（I-2a） 尾形　弘人 ドイツ語IIA-2
（IIA-2a）

杉浦　康則 基礎数学B 赤塚　広隆 英語IC（E149C） ブランクレイ 英語IC（E152C） フリーゼン 中国語I-2 章　天明 商法I 高橋　周史

フランス語I-2（I-2b） 小澤　卓哉 ドイツ語IIB-2
（IIB-2a）

神　久聡 保険論 中浜　隆 英語IC（E151C） フリーゼン 英語IIA1/B1
（E212A1/B1）

マンビ 知的財産法 才原　慶道

フランス語I-2（I-2c） 村山　紀明 フランス語IIA-2
（IIA-2a）

尾形　弘人 民法II 岩本　尚禧 英語IIA1/B1
（E211A1/B1）

マンビ 英語IIA2/B2
（E229A2/B2）

小林　敏彦 計画科学 中村　隆志

フランス語I-2（I-2d） ヤウヤウイ フランス語IIA-2
（IIA-2b）

ヤウヤウイ 認知科学 佐山　公一 英語IIA1/B1
（E215A1/B1）

バロー 英語IIA2/B2
（E232A2/B2）

ケンプ

中国語I-2（I-2a） 章　天明 フランス語IIA-2
（IIA-2c）

小澤　卓哉 外国語上級II（ドイツ語） 副島　美由紀
英語IIA2/B2
（E231A2/B2）

ケンプ 英語IIA2/B2
（E235A2/B2）

バロー

中国語I-2（I-2b） 嘉瀨　達男 フランス語IIA-2（IIA-
2d）/IIB-2（IIB-2a）

村山　紀明 外国語上級II（韓国語） 千　永柱

中国語I-2（I-2c） 霜鳥　かおり
中国語IIA-2（IIA-
2a）

章　天明

スペイン語I-2 石井　登 中国語IIA-2（IIA-
2b）

嘉瀨　達男

ロシア語I-2 スペヴァコフスキー
中国語IIA-2（IIA-
2c）

霜鳥　かおり

中国語IIB-2 胡　慧君

韓国語I-2 千　永柱 スペイン語IIA-2 石井　登

ロシア語IIA-2 スペヴァコフスキー

ロシア語IIB-2 山田　久就

韓国語IIA-2 /
IIB-2

千　永柱

国際貿易理論 柴山　千里

租税法 石黒　匡人

英語IIA4（E266A4） クランキー 憲法・基礎I 坂東　雄介 英語IIA3（E245A3） クランキー 英語IC（E144C） 山本　久雄 経営学原理I（昼）/
経営学原理（夜）

加藤　敬太 生物学II 片山　昇

英語IIA4（E267A4） 西口　純代 民法IV 竹村　壮太郎 英語IIA3（E247A3） 鈴木　良克 英語IC（E147C） 鈴木　良克 化学II 沼田　ゆかり 会計学原理 坂柳　明

英語IIA4（E268A4） マーフィー 統計科学 小泉　大城 英語IIA3（E248A3） 山本　久雄 人間と文化論 中村　史

産業組織論 土居　直史

持込は、紙媒体の物はすべて可とする（自
筆か否かを問わない。コピーも書籍もすべ
て可）。他方、電子媒体（携帯電話、電卓
など）はすべて不可とする。

教科書・テキスト,配布プリント,自筆ノート,
電卓（関数電卓不可・携帯等電子機器の
付随機能不可）,辞書,判例なし六法（書込
不可）

電卓（関数電卓不可・携帯等電子機器の
付随機能不可）および，指定のA4レポート
用紙1枚のみの持込を許可する．

指定のA4レポート用紙の扱いについて
は，講義中にアナウンスする．

教科書・テキスト,配布プリント,自筆ノート,
電卓（関数電卓不可・携帯等電子機器の
付随機能不可）,辞書

A4版の紙１枚（裏・表に手書きで書きたい
ことを記入。その紙は答案と共に提出す
る。）

教科書・テキスト（柴山千里・手塚崇史著
『日本人だけが知らない「貿易救済措置」』
小樽商科大学出版会）

教科書・テキスト,配布プリント,自筆ノート,
電卓（関数電卓不可・携帯等電子機器の
付随機能不可）,辞書,判例なし六法（書込
不可）

60

60

80 80 60 60

70 60

判例なし六法（書込不可）,自筆のA４用紙
メモ１枚（表裏可）

電卓（関数電卓不可・携帯等電子機器の
付随機能不可）

50 60

2/5
（水）

50 40 50 60

50 70 60 60

80

60

60

80

60

60 60

80 80

60 60

80 60

80 60 60

60 80 80 60 80

80 80 60 60 60

0

60 80 60 80 60 70

教科書・テキスト,配布プリント,自筆ノート

80 70 60 80 80 60

80 60 50

教科書・テキスト,配布プリント,自筆ノート
教科書・テキスト,配布プリント,自筆ノート,
判例なし六法（書込不可）

60 80

2/4
（火）

60 80 70 60 60

80 80 70 60

80

60

80

教科書・テキスト（角野信夫『マネジメントの歴
史』（文眞堂））,配布プリント,自筆ノート

自筆ノート（A4 の用紙１枚のみ（両面使用
可））

60 80

80

80 60 80

80

電卓（関数電卓不可・携帯等電子機器の
付随機能不可）

電卓（関数電卓不可・携帯等電子機器の
付随機能不可）

判例なし六法（書込不可）

60 60 80 80

50 60  － 

40 50

2/3
（月）

60 80 80 80 60

80 80 80 60

実施時間（分） ※同じ内容を科目区分別にしたものを掲示しています。特に持込条件等で見づらい部分は、
そちらをご覧ください。「持込条件、備考」

＊空欄は持込不可

1 2 3 4 5 6 7

本学ホームページ「在学生」内の「学生への連絡事項」からもダウンロード可能です。
※学生センター内での試験時間割の配布は1月7日（火）からを予定しています。

　2019年度　後期期末試験時間割
試験期間：2020年2月3日（月）～2月10日（月）

時間割の読み方

裏面に続く 



※1～5講目は昼間コース、6～7講目は夜間主コースの試験です。
「科目名・教員名」

試験日

実施時間（分） ※同じ内容を科目区分別にしたものを掲示しています。特に持込条件等で見づらい部分は、
そちらをご覧ください。「持込条件、備考」

＊空欄は持込不可

1 2 3 4 5 6 7

時間割の読み方

ドイツ語I-2（I-2a） 高橋　希衣 生物学II 片山　昇 英語IA（E117A）
（再履修）

リームスト 英語IC（E145C） マーフィー 英語IC（E146C） マーフィー 簿記原理A（昼/夜） 坂柳　明 ドイツ語I-2 杉浦　康則

ドイツ語I-2（I-2b） 佐藤　和枝 ドイツ語IIA-2
（IIA-2a）

副島　美由紀 国際機構論 張　博一 英語IC（E158C） リームスト 英語IC（E160C） リームスト 簿記原理B（昼/夜） 市原　啓善 フランス語I-2 尾形　弘人

フランス語I-2（I-2a） デュボア ドイツ語IIA-2
（IIA-2b）

佐藤　和枝 意思決定論II 片岡　駿 英語IIA2/B2
（E237A2/B2）（再履修） カルヤヌ 英語IIA2/B2

（E234A2/B2）
エドワーズ 哲学 久保田　顕二 中国語I-2 藤井　得弘

フランス語I-2（I-2b） 江口　修 ドイツ語IIA-2
（IIA-2c）

高橋　希衣 英語IIA2/B2
（E233A2/B2）

エドワーズ コンピュータネットワーク論 三谷　和史 社会保障法 片桐　由喜

フランス語I-2（I-2c） 尾形　弘人 フランス語IIA-2
（IIA-2a）

デュボア 情報処理基礎 沼澤　政信

フランス語I-2（I-2d） 高橋　純 フランス語IIA-2
（IIA-2b）

高橋　純 外国語上級II（ロシア語） 山田　久就

中国語I-2（I-2a） 嘉瀨　達男 フランス語IIA-2
（IIA-2c）

江口　修 初級日本語 高野　寿子

中国語I-2（I-2b） 楊　志剛 フランス語IIA-2（IIA-
2d）/IIB-2（IIB-2b）

尾形　弘人

中国語I-2（I-2c） 章　天明

スペイン語I-2 ロペスハラ 中国語IIA-2（IIA-
2a）

嘉瀨　達男

ロシア語I-2 山田　久就 中国語IIA-2（IIA-
2b）

楊　志剛

経営学原理II 加藤　敬太 中国語IIA-2（IIA-
2c）

章　天明

スペイン語IIA-2 ロペスハラ

経営システム基礎 平沢　尚毅 スペイン語IIB-2 石井　登

上級日本語Ⅱ 高野　寿子 ロシア語IIA-2 山田　久就

国際マクロ経済学 廣瀬　健一

民法・基礎I 橋本　伸

行政法II 齋藤　健一郎

ビジネス英語II クランキー

英語IC（E141C） 高橋　優季 英語IIA1/B1
（E210A1/B1）

斉藤　京子 統計学B 劉　慶豊 英語学概論I 西口　純代 英語ⅠD（E12D） 西口　純代 英語ⅡA2（E23A2） 西口　純代

英語IC（E154C） 斉藤　京子 英語IIA1/B1
（E217A1/B1）（再履修） 高橋　優季 国際法 張　博一 経済と統計 劉　慶豊

情報数理 沼澤　政信 国際法 張　博一

憲法II 小倉　一志 日本文学IA / IB 中村　史 政治学II 大場　崇代 心理学II 杉山　成

英語学概論I 西口　純代

持込条件について、特に記載のない場合は以下のとおりとする。
・持込条件が空欄の場合は、「持込み不可」。

・自筆とはその人自身が書いたものであり、ワープロ打ち等は含まない。またコピーも認めない。

・六法・辞書とは紙媒体を指し、電子媒体のものは認めない。

○試験時間割配付後に追加された科目、通常授業中に試験実施する科目、レポート等を課す科目もあります。詳しくは掲示をご覧ください。
○試験教室及び座席番号は、試験当日の朝に学生センター入り口横（1講目の科目のみ）、大学会館2F、3号館1Fに掲示します。
　 また、本学ホームページ「在学生」内の「学生への連絡事項」にも掲載いたします。
○期末試験開始時刻

1講目

2講目

3講目

4講目

5講目

6講目

7講目 19時30分～

教科書・テキスト,配布プリント,自筆ノート,
電卓（関数電卓不可・携帯等電子機器の
付随機能不可）,辞書,判例なし六法（書込
不可）

配布プリント（黄色プリント）,辞書（スマート
フォンを辞書として用いてはならない（一
切使用不可））

9時20分～

11時00分～

13時00分～

14時40分～

16時20分～

17時50分～

教科書・テキスト,自筆ノート

2/10
（月）

80 60 60 40

50

自筆ノート

70 70

60

自筆ノート,条約集
電卓（関数電卓不可・携帯等電子機器の
付随機能不可）

50 50

電卓（関数電卓不可・携帯等電子機器の
付随機能不可）

2/7
（金）

50 80 60 50

80 50 70

50

80

70

80

60

設計内容を見るため、すべての資料等を
持ち込み可とする。

80 60

60

80 60

60 60

60 60

60

60 80

辞書

80 70 80

80 60

60 60 60

70

70

自筆ノート

60 50 80 60
自筆ノート（A4 の用紙１枚のみ（両面使用
可））,電卓(関数電卓可・プログラミング機
能可)

6060 80 80 50 80 60

80 80 80

電卓（関数電卓不可・携帯等電子機器の
付随機能不可）

60 60

電卓（関数電卓不可・携帯等電子機器の
付随機能不可）

2/6
（木）

50 60 80 80 80

80 60 70 80

80


