
令和４年度　後期試験時間割表

科目名 担当 教室 科目名 担当 教室 科目名 担当 教室 科目名 担当 教室 科目名 担当 教室

遺伝子制御学 佐藤壮一郎 ７ 量子力学入門 安田啓介 ６ 木質資源利用化学 辻山彰一 28 英語Ａ（２）（欧米） 柴田かよ子 26 日本古文書史料演習２ 藤本仁文 102

公衆栄養学 長幡友実 26 環境生物学 辻本善之 23 一般構造学 河合慎介 103 英語Ａ（２）（福祉） 塚脇由美子 102 生化学基礎 佐藤雅彦 105

森林植生学 平山貴美子 H1 発酵生理学 渡部邦彦 27 英語A（２）（食保・環情） 新池邦子 104 植物栄養学 間藤徹、小林優 103 英語Ｂ（２）（歴史） 塚脇由美子 204

基礎電磁気学 関原隆泰 101 中国文学史研究２ 林香奈 101 英語Ａ（２）（歴史） 柴田かよ子 ７ 英語A（２）（環デ） 新池邦子 104

生物学２ 山下博史 102 英語コミュニケーション演習 新池邦子 104

契約法 木戸茜 103 英語Ｂ（２）（公共・福祉）２ 竹下幸男 106

英語Ｂ（２）（日中） 竹下幸男 106 日本古文書史料演習4 横内裕人 204

英語Ｂ（２） （公共・福祉）１ 桂山康司 ５ 英語Ａ（２） （日中） 桂山康司 ５

理科教育法２ 内村浩 103 建築設備学1 長野和雄 26 社会保障論Ⅱ 中島正雄 H1 障害者福祉論Ⅱ 森井詳太 ４ 物権法 佐藤千恵 103

無機化学 斧田宏明 105 分析化学 矢内純太 103 住居・日本建築史 辻槙一郎 H1

食事安全性学 迎恵美子 205 構造力学２ 小坂郁夫 204 地球環境学 中尾淳 103

臨床栄養管理学 奥田奈賀子 206 農業経営学 中村貴子 206 放射線計測学 安田啓介 204

生化学I 高野和文 ７ 憲法２ 濵口晶子 ２ 線形代数学 岩崎雅史 ２ 植物分子生理学 佐藤雅彦 ２ 農業技術論 板井章浩 H1

刑法２ 嘉門優 62 京料理の科学 中村考志 ３ 博物館実習 大塚活美 ４ 公共政策特別講義Ⅶ 春日雅司 62 教育相談論 芦名猛夫 101

情報の科学／情報社会論 田伏正佳 H1 中国語1A(食保・環情) 三橋佳奈子 ５ 不法行為法 佐藤千恵 ５ 数学Ⅱ／統計学 岩崎雅史 H1 教育心理学／教育心理学Ｂ 木村洋太 103

英語Ｃ（２） （環デ） 田中祐子 103 材料力学 高濱淳一郎 64 政治学５（政治行動論） 秦正樹 ６ 基礎化学２ 椿一典 104 生物無機化学 神谷成敏 205

教育行政学 井上真求 106 量子力学 今井誠 65 近代建築史 笠原一人 63 英語学概論 山口美知代 206

食品機能学 亀井康富 66 栄養教育論I 吉本優子 66

ドイツ語１ｂ（食保、環情、環デ） 石澤将人 68 食生活環境論 岡真優子 H1

食品分析化学 田代有里、岡真優子 69 和食材料学 中村考志 71

分子栄養学Ⅰ 佐伯徹 H1 東洋史概論／東洋史 岡本隆司 102

栄養生理学 青井渉 H2 有機化学2 今吉亜由美 204

中国語ⅠA（公共） 銭彤 稲視

英語Ｃ（２） （農生） 田中祐子 103

英語C(2)(福祉) 福永眞理子 104

財政学Ⅱ 川勝健志 105

中国語１A　（環デ） 鄭愛莉 204

建築環境工学Ⅱ 石川敦雄 205

朝鮮語ⅡＡ（全学） 崔杉昌 ２ 行政法２ 若狭愛子 ３ 量子物理化学 リントゥルオト正美 62 漢文学基礎演習Ⅰa（日中奇数、文学部他学科） 大賀晶子 ６ 渓流水理学 高濱淳一郎 ５

朝鮮語１Ａ （公共政策学部） 李在桓 ４ 朝鮮語１Ａ （分子・農生・環情） 李在桓 ４ ミクロ経済学２ 三宅裕樹 63 精神障害者の生活支援システム 勇川昌史 63 法律学概論１／法律学Ⅰ 木戸茜 104

フランス語Ⅰｂ （生命環境学部） Rodolphe GICQUEL ５ フランス語Ⅰｄ （生命環境学部） Rodolphe GICQUEL ５ 臨床社会学 藤澤三佳 66 マクロ経済学Ⅱ 伊藤敦 H1 微分方程式論 岩崎雅史 204

フランス語２ｂ （全学） 阪口勝弘 ６ フランス語Ⅰｄ （文学部、公共政策学部） 阪口勝弘 ６ 森林資源育成学 隅田明洋 H1 英語Ｃ（２）（和食） 牧野内美帆 101

有機合成化学 椿一典 65 社会集団論特講 藤澤三佳 64 メディア・イングリッシュb 牧野内美帆 101

中国語2B（和食・公共） 銭彤 66 中国語1B（和食） 銭彤 66 政治学概論/政治学（教職） 玉井亮子 103

建築構造論２ 前野将輝 H1 基礎地学２ 小滝篤夫 H1

中国語ⅡA（日中） 林香奈 101 臨床栄養療法学 桑波田雅士 H2

中国語１A（分子・森林） 田村彩子 102 教育学概論２ 瀧本知加 101

中国語ⅡB（福祉　生命環境学部） 鄭愛莉 103 中国語１A（福祉） 田村彩子 102

中国語2A(歴史) 三橋佳奈子 106 中国語ⅠB　（公共） 鄭愛莉 103

ドイツ語Ⅱｂ（欧米以外） 村本容子 206 住空間計画学 鈴木健二 105

中国語1A(農生) 三橋佳奈子 106

朝鮮語ⅠＡ（文学部・食保・環デ・森林） 橋本妹里 205

ドイツ語Ⅰｄ（食保、環情、環デ） 村本容子 206

中国語ⅠＡ（日中） 小松謙 ２ 朝鮮語ⅡＢ（全学） 崔杉昌 ２ 日本語学概論Ⅱ/日本語学概論Ⅱ(教養展開科目) 市村太郎 ２ 医学概論 吉崎和男 ５ 英語Ａ（２）（農生） 中西佳世子 102

中国語1A（和食） 藤田優子 ６ 中国語2A（和食・公共） 藤田優子 ６ 栄養病理学 奥田奈賀子 ４ 英語Ｃ（２）（歴史） 中西佳世子 102 福祉サービスの組織と経営 森井詳太 206

タンパク質化学 田中俊一 ７ 朝鮮語１Ｂ （公共政策学部） 李在桓 24 西洋文化史史料演習２ 川分圭子 26 ◎英語Ｄ（２） （公共）偶数 Alan Mulvey 105

ドイツ語Ⅰｂ（分子、農生、森林） 和田資康 21 フランス語Ⅱｄ（全学） 江川記世子 25 英語Ｄ（２）（福祉）奇数 Hall William 69

朝鮮語１Ｂ （分子・農生・環情） 李在桓 24 食品化学 田代有里 26 ◎英語Ｄ（２） （福祉）偶数 Alan Mulvey 105

フランス語Ⅰｂ（文学部、公共政策学部） 江川記世子 25 量子ビーム工学Ⅱ 安田啓介 63 英語C (2) (分子) 土岐光一 204

朝鮮語ⅠＢ（文学部・食保・環デ・森林） 橋本妹里 26 細胞情報科学 織田 昌幸 H2

建築材料学 南宗和 27 中国語2A(福祉・生命環境) 三橋佳奈子 102

栄養管理学 青井渉 61 プログラミング 田伏正佳 103

司法福祉論 高原正興 63 ◎英語でディスカッションｂ Alan Mulvey 105

政治学２（政治理論） 玉井亮子 66 中国語2B（歴史） 銭彤 204

地方自治法 駒林良則 H2 ドイツ語Ⅱｄ（欧米） 森山靖子 205

生物統計学 美濃羽靖 稲視

中国語1A(歴史) 三橋佳奈子 102

資源植物学 板井章浩 103

中国語ⅠB（農生） 鄭愛莉 106

中国語1B（環デ） 銭彤 204

ドイツ語Ⅰｄ（日中、歴史、和食、公共政策学部） 森山靖子 205

凡例（教室）

１０１～２１１　　→　　稲盛記念会館の各教室

稲視　　→　　稲盛記念会館視聴覚室

情処　　→　　１号館情報処理室 ７１　　→　　７号館教室

２
月
９
日
　
木
曜
日

２・３・４・５・６・７　　→　　合同講義棟の各講義室 ６１～６９　　→　　６号館の各教室 演１（歴史）　　→　　歴彩館演習室１（歴史）

（１）　９：００　～　１０：２０ （２）　１０：３５　～　１１：５５ （３）　１２：５０　～　１４：１０ （４）　１４：３０　～　１５：５０

２
月
４
日
　
土
曜
日
（

予
備
日
）

２
月
６
日
　
月
曜
日

２
月
７
日
　
火
曜
日

２
月
８
日
　
水
曜
日

２
月
３
日
　
金
曜
日

◎印のある科目はオンライン試験です、学内でオンライン試験を受ける場合、配当教室で受験してください。
※試験開始時間及び教室については、一部、通常授業とは異なる場合がありますので御注意ください。

（５）　１６：１０　～　１７：３０

AV　　→　　歴彩館AV実習室

演２（歴史）　　→　　歴彩館演習室２（歴史）２１～２７　　→　　２号館の各教室 Ｈ１　　→　　６号館のホール１

Ｈ２　　→　　６号館のホール２


