
実施日 時限 科目名 クラス 教員名 教室 備考

英語AⅡ
18　1年生
向_技(O)

ジョン・ティルマント（非） S34 補講

複素関数論 　

解析学Ⅰ(理工) 　

環境保全論 　 塘　忠顕 M23 補講

情報処理Ⅰ 08

情報リテラシー 08

英語BⅡ
33　2年生
向_技(R)

齊藤　元康(非) S31 平常試験

英語BⅡ
34　2年生
向_技(R)

猪井　新一(非) S23 補講

英語BⅡ
37　2年生
向_技(O)

ジョン・ティルマント（非） S34 補講

フランス語アドバンスト演習Ⅰ② 　

フランス語基礎（特設）Ⅱ 　

ロシア語基礎（特設）Ⅱ 　 吉川　宏人 S28 補講

肢体不自由者教育概論 　 小檜山　宗浩 M22 補講

英語AⅡ
34　1年生
向_技(R)

長谷川　明子(非) S42 平常試験

英語AⅡ
35　1年生
向_技(R)

猪井　新一(非) S23 補講

英語AⅡ
38　1年生
向_技(O)

ジョン・ティルマント（非） S34 補講

声楽演奏研究Ⅱ 　 今尾　滋 合奏室 平常試験

現代英米文学 　 飯嶋　良太 M24 補講

演習Ⅳ 02

演習Ⅱ 02

演習Ⅳ 27

演習Ⅱ 27

演習Ⅱ(副演習) 27

専門演習 58 小島　健 S11 3-4時限　補講

声楽基礎Ⅱ 　 今尾　滋 合奏室 平常試験

演習Ⅳ 02

演習Ⅱ 02

令和３年度後期　平常試験・補講一覧（全科目）
補講期間：２月４日（金）～２月１４日（金）

2022/2/4(金)

1時限 中川　和重 M21 平常試験

2時限

木谷　徳智(非) IPC4 平常試験

長谷川　明子(非) S42 平常試験

3時限

阿部　浩一 C101 3-5時限　補講

照沼　かほる S38 3-4時限　補講

4時限

阿部　浩一 C101 3-5時限　補講

※ 「日本語の構造」、「分析化学概論」：　平常試験取り下げ．（1月20日更新）
※ 「「ドイツ語初級ⅡBC／ドイツ語基礎ⅡC」：　補講追加．（1月20日更新） 1月20日更新
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実施日 時限 科目名 クラス 教員名 教室 備考

演習Ⅳ 27

演習Ⅱ 27

演習Ⅱ(副演習) 27

専門演習 58 小島　健 S11 3-4時限　補講

演習Ⅳ 02

演習Ⅱ 02

6時限 英語(夜) 04 長谷川　明子(非) S38 平常試験

2022/2/5(土) 3時限 子どもの生活と社会(夜) 　 坂本　篤史 人315演 補講

英語BⅠ
12　2年生
向_総合

飯嶋　良太 AV教室 補講

英語BⅠ
16　2年生
向_総合

渡邊　真由美(非) S36 平常試験

英語BⅠ
19　2年生
向_総合

長谷川　明子(非) S42 平常試験

英語BⅠ 51上級 ジョン・ティルマント（非） S34 補講

外国語応用コミュニケーション(英語) Ⅵ レジス・ドラビゾン(非) S12 補講

金融論入門 　

入門金融論 　

 分析化学概論  　  石川　大太郎 S11  平常試験

土質力学 　 原田　茂樹 M3 平常試験

英語AⅠ
15　1年生
向_総合

ジョン・ティルマント（非） S34 補講

英語AⅠ
18　1年生
向_総合

長谷川　明子(非) S42 平常試験

英語AⅠ 41上級 渡邊　真由美(非) S36 平常試験

数理統計学 　

統計学概論 　

中級簿記 　 平野　智久 S21 平常試験

水資源利用学 　 申　文浩 AV教室 平常試験

アグリビジネス論 　 原田　英美 M3 補講

英語AⅠ
33　1年生
向_総合

長谷川　明子(非) S42 平常試験

英語AⅠ
37　1年生
向_総合

渡邊　真由美(非) S36 平常試験

英語AⅠ
39　1年生
向_総合

ジョン・ティルマント（非） S34 補講

英語AⅠ 44基礎 飯嶋　良太 AV教室 補講

国語科教育法Ⅲ 　 佐藤　佐敏 人201演 平常試験

彫刻Ⅲ 　 新井　浩 彫刻実 補講

地域社会教育計画論 　 淺野　かおる S38 補講

2022/2/4(金)

4時限

照沼　かほる S38 3-4時限　補講

5時限

オンデマンド 平常試験

3時限

4時限

阿部　浩一 C101 3-5時限　補講

2022/2/7(月)

1時限

小島　健 オンデマンド 平常試験

2時限 井上　健
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実施日 時限 科目名 クラス 教員名 教室 備考

数学Ⅲ（統計学） 　 中川　和重 M21-22 平常試験

循環型産業論 　 西嶋　大輔 M2 平常試験

フランス語応用Ⅱ A

フランス語中級 C

中国語応用Ⅱ B

中国語アドバンスト演習Ⅱ②

中国語中級 H

中国語応用Ⅱ C

ロシア語応用Ⅱ A

ロシア語アドバンスト演習Ⅱ②

英語BⅠ 91基礎 長谷川　明子(非) S42 平常試験

フランス語初級Ⅱ AC

フランス語基礎Ⅱ A

フランス語基礎Ⅱ B 寺本　弘子(非) S35 平常試験

中国語初級Ⅱ BE

中国語基礎Ⅱ B

中国語基礎（特設）Ⅱ B 井上　浩一(非) S34 平常試験

ロシア語基礎Ⅱ A クズネツォ－ワ・Ｍ S28 補講

租税法Ⅱ 　 稲村　健太郎 S33 平常試験

里山管理論 石井　秀樹 M2 平常試験

フランス語基礎Ⅱ D 平手　伸昭(非) S21 補講

フランス語基礎Ⅱ E 寺本　弘子(非) S35 平常試験

中国語基礎（特設）Ⅱ D 手代木　有兒 S36 補講

中国語初級Ⅱ GM

中国語基礎Ⅱ G

中国語基礎Ⅱ I 池澤　實芳（非） S38 平常試験

中国語基礎Ⅱ J 呉　怡芬(非) オンデマンド 平常試験と補講

ロシア語基礎Ⅱ C クズネツォ－ワ・Ｍ S28 補講

国語科学習指導論 B 佐藤　佐敏 M3 平常試験

算数科学習指導論 B 森本　明 L3 補講

家庭科教育法Ⅰ 　 角間　陽子 人208演 補講

2022/2/7(月) 4時限

平常試験

吉川　宏人 S28 補講

2時限

平手　伸昭(非) S21 補講

呉　怡芬(非) オンデマンド

1時限

平手　伸昭(非) S21 補講

手代木　有兒 S36 補講

井上　浩一(非) S34

平常試験と補講

3時限

井上　浩一(非) S34 平常試験

2022/2/8(火)
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実施日 時限 科目名 クラス 教員名 教室 備考

英語AⅠ
72　1年生
向_総合

飯嶋　良太 AV教室 補講

言葉の発達と保育 　

保育内容（言葉） 　

美術科教育法Ⅰ 　 降籏　孝(非) 臨セ造形教室 補講

5時限 美術科教育法Ⅲ 　 降籏　孝(非) 臨セ造形教室 補講

英語BⅠ
36　2年生
向_総合

長谷川　明子(非) S42 平常試験

英語BⅠ 53上級 照沼　かほる S33 補講

英語コミュニケーションⅡ A ジョン・ティルマント（非） S13 補講

情報リテラシー 06 木谷　徳智(非) IPC4 平常試験

英語BⅡ
11　2年生
向_技(R)

照沼　かほる S33 補講

英語BⅡ
17　2年生
向_技(O)

ジョン・ティルマント（非） S34 補講

英語BⅡ 53上級 川崎　和基(非) S36 補講

 日本語の構造  　  井本　亮 S31  平常試験

生活経営学 　 角間　陽子 人208演 補講

情報システムの運用 　 杉浦　茂樹(非) IPC2 補講

3時限 英語AⅡ
14　1年生
向_技(R)

川崎　和基(非) S36 補講

住民自治と法(夜) 　

地方自治と法(夜) 　

英語AⅡ
13　1年生
向_技(R)

荒　哲(非) S21 試験返却

日本事情Ⅳ 　 永島　恭子(非) S24 平常試験と補講

英語コミュニケーションⅥ 　 Ｒ・スコット(非) S13 平常試験

器楽演奏研究Ⅱ 　 金谷　昌治（非） 合奏室 補講

経済政策 　 熊沢　透 オンデマンド 平常試験

英語AⅡ
33　1年生
向_技(R)

荒　哲(非) S21 試験返却

ドイツ語初級Ⅱ BC

ドイツ語基礎Ⅱ C

フランス語初級Ⅱ AC

フランス語基礎Ⅱ C

中国語基礎Ⅱ D 解　澤春(非) S34 平常試験

中国語初級Ⅱ BE

中国語基礎Ⅱ E

中国語基礎Ⅱ F 手代木　有兒 S36 補講

2時限

2022/2/8(火)

4時限 佐藤　佐敏 M1 平常試験

池澤　實芳（非） S38 平常試験

2022/2/9(水)

1時限

2時限

6時限 上床　悠 M22

齊藤　寛(非) S13 補講2022/2/10(木)

平常試験

1時限

長谷川　明子(非) S42 平常試験
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実施日 時限 科目名 クラス 教員名 教室 備考

ロシア語基礎Ⅱ B 吉川　宏人 S28 補講

英米文学演習Ⅵ 　 飯嶋　良太 人502 補講

器楽基礎Ⅱ 　 金谷　昌治（非） 合奏室 補講

比較社会論 　 クズネツォ－ワ・Ｍ オンデマンド 補講

作物育種学 　 高橋　秀和 S44 補講

中国語中級 J

中国語応用Ⅱ E

中国語上級 B 手代木　有兒 経402演 補講

英語コミュニケーションⅡ B 藤平　明彦　Ａ(非) S41 補講

行政法総論Ⅰ 　 上床　悠 オンデマンド 平常試験

民法(不法行為) A 山﨑　暁彦 オンデマンド 平常試験

労働経済 　 熊沢　透 M22 平常試験

フランス語基礎Ⅱ F 長谷川　明子(非) S42 平常試験

中国語初級Ⅱ GM

中国語基礎Ⅱ M

ロシア語基礎Ⅱ D クズネツォ－ワ・Ｍ S28 補講

声楽アンサンブルⅡ 　 今尾　滋 声楽室 平常試験

地域社会と文化コース型
問題探究セミナーⅢ

行：G 真歩仁　しょうん 行411演 補講

財務諸表論Ⅰ 　 平野　智久 S21 平常試験

数学科教育法Ⅰ 　 森本　明 M1 補講

民法(不法行為) B 山﨑　暁彦 オンデマンド 平常試験

地域経済論Ⅱ 　

地域経済論 　

1時限 英語BⅠ 52基礎 荒　哲(非) S21 試験返却

2時限 英語AⅠ
19　1年生
向_総合

荒　哲(非) S21 試験返却

3時限 英語AⅠ
34　1年生
向_総合

荒　哲(非) S21 試験返却

4時限 数学Ⅲ（統計学） 　 中川　和重 M21-22 補講

2022/2/10(木)

2時限

5時限

吉田　樹 オンデマンド 平常試験

2022/2/14(月)

3時限

解　澤春(非) S34 平常試験

4時限

解　澤春(非) S34 平常試験
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