
注意事項：すでに配布している『2011年度春学期定期試験・中間試験時間割』の表紙「定期試験注意事項（全学共通）」と、各学部および全学科目･教職に関する科目のページの備考欄をよく読んでおくこと。

　　　　　　　ただし、「定期試験注意事項（全学共通）」の11.については以下のとおり変更しているので、注意すること。

　　　　　　　　　・定期試験の追試験希望者（その試験を実施した学部の試験に関する規程に定める理由により欠席した学生）は8月2日（火）16時00分までに下記学部の事務室で手続きを行うこと。（8月1日（月）11時30分から変更）

　　　　　　　　　追試験時間割は、8月3日（水）15時00分に発表する。追試験は8月4日（木）から行う。

　　　　　　　　　　　（イ）所属学部開講の授業科目・「全学科目」および「教職に関する科目」・・・所属学部

　　　　　　　　　　　（ロ）他学部開講の授業科目・・・当該科目開講学部

　　　　　　　　　・8月1日（月）、2日（火）の振替試験を受験できない場合は、代替試験の受験を認めるので、別紙の「暴風警報発令による代替試験について」をよく読み手続きをすること。

　　　　　　　　　・8月1日（月）、2日（火）の振替試験および8月4日（木）、5日（金）の追試験期間中に行われる代替試験を受験できない場合、事前申請することで代替リポート試験の受験を認める（理工学部を除く）。

　　　　　　　　　　対象者は別紙の「暴風警報発令による代替リポート試験について」をよく読み手続きをすること。

科目名 担当者名 科目名 担当者名 科目名 担当者名 科目名 担当者名 科目名 担当者名

人権教育科目００２ 河村　克俊 △教育相談基礎論１ｸﾗｽ 善明　宣夫 △連携講座０１１ 定藤　繁樹
△人権教育科目００４ 立石　裕二 △発達・学習過程論2ｸﾗｽ 善明　宣夫
△教育相談基礎論2ｸﾗｽ 西川　隆蔵 英語科教育法Ａ3ｸﾗｽ 澤田　和哉

▲生徒指導論5ｸﾗｽ 小谷　正登
新約聖書入門Ⅰ 浅野　淳博 新約聖書ギリシャ語Ⅱ甲・乙 浅野　淳博 社会学原論Ｂ 荻野　昌弘

日本国憲法Ａ1 福嶋　敏明

フランス語ＢⅣ11ｸﾗｽ 小松　正道 西洋哲学史Ａ 村上　正治 キリスト教と言語 （代）Ａ．ルスターホルツ ドイツ語ＡⅣ8ｸﾗｽ 横田　一哉 英語ＡⅠ6ｸﾗｽ 横内　一雄
ドイツ語ＡⅢ2ｸﾗｽ 加藤　智也 臨床教育学資料研究1ｸﾗｽ 比山　園恵 美学概論 加藤　哲弘 芸術史（比較・交流） 河上　繁樹
美学芸術学入門 永田　雄次郎 日本語語彙論 橋本　行洋 日本史学史料研究ＡⅠ1ｸﾗｽ 原　朋志 日本史学史料研究ＢⅠ2ｸﾗｽ 生駒　孝臣
アジア史学入門 （代）後藤　裕加子 英米文学作品研究Ⅱ1ｸﾗｽ 横内　一雄 アジア史学史料研究ＢⅠ1ｸﾗｽ 阪倉　篤秀 アジア史学史料研究ＡⅠ1ｸﾗｽ 佐藤　達郎
地図を読む 荒山　正彦 アジア史学史料研究ＤⅠ1ｸﾗｽ 後藤　裕加子 アジア史学史料研究ＣⅠ1ｸﾗｽ 木村　秀海
臨床教育学特殊講義1ｸﾗｽ 津田　直子 英語史 山本　圭子 臨床心理学 米山　直樹
英米文学資料研究2ｸﾗｽ 花岡　秀 日本語学特殊講義1ｸﾗｽ 橋本　行洋 漢文1ｸﾗｽ 緒方　賢一
フランス語（総合）ＡⅠ2ｸﾗｽ 松山　博文 英米文学作品研究Ⅰ3ｸﾗｽ 横内　一雄 日本古代文学 高木　和子

理論英語学資料研究2ｸﾗｽ 楠本　紀代美 ドイツ語（読む）Ⅲ2ｸﾗｽ 横田　一哉
ドイツ語（読む）Ⅲ１ｸﾗｽ 加藤　智也 社会学原論Ｂ 荻野　昌弘

日本国憲法Ａ1ｸﾗｽ 福嶋　敏明

社会調査論Ｂ1ｸﾗｽ 金　明秀 インターネットの社会学 鈴木　謙介 メディア特論Ｃ 岩本　茂樹 社会調査法Ａ1ｸﾗｽ 渡邊　勉 社会調査論Ａ3ｸﾗｽ 渡邊　勉
法社会学Ａ 守屋　明 社会福祉発達史 田中　和男 家族社会学Ｂ 久保田　裕之 情報メディア産業論 谷村　要 社会学原論Ｂ 荻野　昌弘
社会福祉学特論Ｋ 杉野　昭博 社会保障論Ａ2ｸﾗｽ 吉田　しおり マス・コミュニケーション論Ａ 森　康俊 応用社会心理学 豊沢　純子

臨床社会特論Ｄ1ｸﾗｽ 中西　尋子 基礎心理統計 吉田　寿夫
心理学研究 鈴木　まや 日本国憲法Ａ1ｸﾗｽ 福嶋　敏明

ヘルスプロモーション概論 河鰭　一彦
精神保健学 井出　浩
性格発達論Ａ 池埜　聡

経済法 久保　成史 行政法Ｂ（国家補償法） 前田　雅子 日本史Ａ 羽田　真也 キリスト教学Ｂ3ｸﾗｽ 栗林　輝夫 英語Ⅱ乙Ａ2ｸﾗｽ 安田　雅美
法社会学Ａ 守屋　明 民法Ｂ（物権）1ｸﾗｽ 草野　元己 犯罪と法１ｸﾗｽ （代）鮎川　潤 英語Ⅱ乙Ａ1ｸﾗｽ 安田　雅美 日本国憲法1ｸﾗｽ 長岡　徹
英米文学資料研究2ｸﾗｽ 花岡　秀 英米文学作品研究Ⅱ1ｸﾗｽ 横内　一雄 民法Ｂ（物権）2ｸﾗｽ 山本　貴揚 日本国憲法2ｸﾗｽ 福嶋　敏明 日本法史Ａ 守屋　浩光

英語史 山本　圭子 政治学入門Ａ （代）高島　千代 経済学基礎Ａ 森澤　龍也
英米文学作品研究Ⅰ3ｸﾗｽ 横内　一雄 地域政治Ｃ（中国外交政策と国際関係） 巴　殿君 社会学原論Ｂ 荻野　昌弘
社会保障論Ａ2ｸﾗｽ 吉田　しおり

工業経済論Ａ 野村　宗訓 行政法Ｂ（国家補償法） 前田　雅子 英語史 山本　圭子 自然現象の科学Ａ 小門　陽 日本国憲法Ａ1ｸﾗｽ 福嶋　敏明
現代社会論Ａ 荒木　康代 東洋史Ａ 矢島　洋一 社会科学入門Ａ 原田　哲史 経済と経済学の基礎Ａ2ｸﾗｽ 春井　久志 会計学Ａ 齋藤　雅子
経済事情Ｃ（２０１１） Ｆ．ローリンソン 経済統計学Ａ 根岸　紳 社会保障論Ａ2ｸﾗｽ 吉田　しおり 経済事情Ａ（２００８） 吉川　真裕

経済分析のための数学ツールＡ 新海　哲哉 経済学トピックスＪ（２００９） 井口　泰

英米文学資料研究2ｸﾗｽ 花岡　秀 英米文学作品研究Ⅱ１ｸﾗｽ 横内　一雄 英語史 山本　圭子 会社法 保久　行弘 社会学原論Ｂ 荻野　昌弘
マーケティング入門1ｸﾗｽ （代）川端　基夫 教養基礎Ｄ（異文化）１ｸﾗｽ （代）藤野　真子 英米文学作品研究Ⅰ3ｸﾗｽ 横内　一雄 日本国憲法Ａ1ｸﾗｽ 福嶋　敏明

教養基礎Ｅ（国際問題）１ｸﾗｽ 森　康一 ビジネス情報特論Ｄ（４０４） 水野　敬三
財務諸表論 井上　達男

物理と確率 石井　博昭 日本国憲法 長岡　徹 経済学 河野　正道 有機化学Ⅰ 山田　英俊 自然科学史 井上　尚之
物理化学Ⅴ 増尾　貞弘 常微分方程式 北原　和明 線形代数学Ⅲ 大崎　浩一 分子生命情報学 岡田　孝
最適化理論 西関　隆夫 構造・フォノン 水木　純一郎

電子商取引 松村　寛一郎

日本国憲法 長岡　徹 コミュニケーション総論2ｸﾗｽ Heffernan 建築数理の基礎 馬場　研介 コミュニケーション総論1ｸﾗｽ 陣内　正敬 自然科学史 井上　尚之
国際経営学 梅野　巨利 建築一般構造Ⅰ 瀧野　敦夫 電子商取引 松村　寛一郎 環境政策論 久野　武
政策トピックスＧ 松木　真一 都市経済論 斉藤　憲晃 英語音声学 本田　盛

サイバー経済論 中野　幸紀

アドヴォカシー論 杉野　昭博 社会保障論Ａ 陳　礼美 芸術（音楽） 小味渕　彦之 ヘルスプロモーション概論 河鰭　一彦
権利擁護と成年後見 杉野　昭博 社会福祉の歴史 田中　和男 救急法概論 甲斐　知彦 精神保健学 井出　浩
社会組織論 小野　達也 性格発達論Ａ 池埜　聡
スポーツバイオメカニックス 河鰭　一彦
特別支援教育論Ｂ 山本　健治 教育課程総論 冨江　英俊 キリスト教と文化2ｸﾗｽ 田淵　結

地理学概論 金子　直樹 学校教育論 （代）冨江　英俊

簿記基礎1ｸﾗｽ 王　イク アメリカの外交1ｸﾗｽ 楠 綾子 英語史 山本　圭子 経営学基礎1ｸﾗｽ 榎本　悟 アメリカ経済史 浅羽　良昌
国際企業経営論 ブングシェ 朝鮮半島論1ｸﾗｽ 平岩　俊司
アジア経済論Ａ 高阪　章

備考 ◎△印:授業は上ケ原キャンパスで行われているが、理工学部と総合政策学部の学生は神戸三田キャンパスで定期試験を受験すること。

◎▲印:授業は神戸三田キャンパスで行われているが、神･文･社会･法･経済･商･人間福祉･教育・国際学部の学生は上ケ原キャンパスで定期試験を受験すること。

関西学院大学

8月1日（月）振替試験＜7月19日（火）Ⅲ～Ⅴ時限、7月20日（水）Ⅰ～Ⅱ時限の振替＞時間割

Ⅰ
9:00～学部/ｾﾝﾀｰ

総合政策学部

法学部

経済学部

Ⅲ
13:30～

Ⅳ
15:10～

Ⅴ
16:50～

商学部

理工学部

教育学部

国際学部

Ⅱ
11:10～

全学科目・
教職に関する

科目

人間福祉学部

神学部

文学部

社会学部


