平成30年度

第2期終了科目・学年末試験追試験時間割（熊谷）

◎指定された期間に申し込みをしていない学生は追試験を受験することができない。
◎追試験の時間帯は通常の授業時間と異なるので注意すること｡
◎学生証・追試験願のコピーを必ず持参のこと。
◎理由を問わず、追試験の再試験は実施しない 。
◎追試験の実施方法については、特別に指示が無い限り定期試験の実施方法に
準ずる。

(※１) 本掲載後、ホームページ上では追試験時間割の変更は掲載しないので、
学内掲示にて必ず最終確認を行うこと。
(※２) 追試験当日に欠席をする場合は、必ず受験時間前までに
熊谷学事課（048-536-6013）まで連絡を入れること。
(※３) 参考文献が定期試験の問題と変更になっている場合があるので注意すること。
平成３１年２月６日 熊谷学事課

平成30年度 第2期終了科目・学年末試験追試験時間割（熊谷）
日程 2月12日（火）
追試験会場
A202
１時限

２時限

火/1限 地理情報科学の基礎

鈴木（厚）

月/3限 地図と測量の科学

月/5限 法学/法学Ⅱ

金子 月/3限 心理学A/心理学ⅡA

矢澤 火/2限 保育内容の研究（環境）A 二宮 月/3限 児童福祉論Ⅱ

進藤 金/2限 社会福祉原論Ⅱ

蟻塚

火/4限 地誌学概論

山下 木/4限 高齢者福祉論Ⅱ

土屋 水/1限 憲法[人権]（週2回：水曜１・2限） 岩元 火/4限 地域福祉論Ⅱ

稲葉 火/2限 教育方法論ⅡA

村上

金/1限 環境気象学概論

中川 水/3限 英語２/英語Ⅰ②（社福C） 吉村 木/2限 仏教社会福祉Ⅱ

石川 月/1限 地域自然情報の活用

鈴木（重）

月/2限 自然科学論Ⅱ

溝口 金/3限 特別活動の研究B

渡辺 火/4限 ソーシャルワーク総論Ⅱ 岩崎 木/3限 福祉サービスの組織と経営Ⅱ 土屋 木/2限 環境水文学概論

安原

木/4限 教育職の研究

石島 月/2限 生活指導の研究ⅠA

大津 月/5限 ジオインフォマチックス 三島 木/3限 キャリア開発基礎講座ⅡB

大山 木/4限 教育職の研究B

石本

火/3限 風土と人間生活

島津 月/2限 自然災害のメカニズム 北沢 水/2限 地域データ分析法

米林 金/1限 労働と法

濱畑

通常期

島津 木/3限 生活指導の研究ⅡA
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担当

通常期

１４：４０～１５：４０
科目名

５時限

通常期

担当

１３：３０～１４：３０
科目名

４時限

担当

通常期

１１：３０～１２：３０
科目名

３時限

１０：２０～１１：２０
科目名

石本 火/2限 都市地理学

清水 木/4限 心理学ⅡC

亀井 木/3限 環境生物学概論

担当

通常期

１５：５０～１６：５０
科目名

担当

伊藤 月/2限 ヨーロッパ・アフリカ地誌 伊藤

平成30年度 第2期終了科目・学年末試験追試験時間割（熊谷）
日程 2月13日（水）
追試験会場
A202
１時限

通常期

１０：２０～１１：２０
科目名

木/2限 道徳教育の研究A

２時限

担当

通常期

１１：３０～１２：３０
科目名

石本 土/2限 測量数学

３時限

担当

通常期

１３：３０～１４：３０
科目名

４時限

担当

通常期

１４：４０～１５：４０
科目名

５時限

担当

通常期

１５：５０～１６：５０
科目名

担当

三澤 金/4限 メディアと法

一戸 木/4限 キャリア開発基礎講座ⅡC 大山 金/4限 英会話２/英会話Ⅱ（子福C） 中島

木/2限 空間情報システムの基礎 後藤 金/3限 法律学概説

岡崎 火/4限 くらしと法

濱畑 水/1限 中国の言語と文化ⅡA

賀

金/4限 現代日本の政治と社会 井之口 火/2限 社会学ⅡA

関水 木/4限 保育内容の研究（健康）B 泉 水/2限 中国の言語と文化ⅡB

賀

ソーシャルワーク論Ⅱ
（平成28年度以降入学
安達 月/5限 障害者福祉論Ⅱ
月/4限 生）

児嶋 金/2限 教育相談

村尾 木/2限 地域研究５

本岡

月/3限 社会心理学入門

清水 火/4限 博物館教育論A

倉田 木/4限 博物館経営論B

阿由葉

水/3限 社会科・地理歴史教育論Ⅱ 石出 火/2限 ソーシャルワーク論Ⅳ

岩崎 木/3限 地域開発と環境問題

本岡 土/4限 博物館展示論B

阿由葉

木/2限 生活指導の研究ⅠB

金山 月/4限 体育講義

小山 月/2限 生物学Ⅰ

須田

齊藤 月/2限 環境同位体化学

金山 木/3限 生活指導の研究ⅠC

5時限「英会話２/英会話Ⅱ（子福C）」の試験実施教室はA１０４教室で行います。
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日程

平成30年度 第2期終了科目・学年末試験追試験時間割（熊谷）
2月14日（木） 追試験会場
2月14日（木）は実施しない
１時限

通常期

１０：２０～１１：２０
科目名

２時限

担当

通常期

１１：３０～１２：３０
科目名

３時限

担当

通常期

１３：３０～１４：３０
科目名
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４時限

担当

通常期

１４：４０～１５：４０
科目名

５時限

担当

通常期

１５：５０～１６：５０
科目名

担当

