
令和4年度　渋谷キャンパス前期期間内試験時間割表

【試験期間】

　令和4年7月25日（月）～30日（土）

【試験上の注意】

　＊授業時と同じように着座不可の紙が貼られていない席に着席すること。

　＊授業開講曜日・時限・教室が授業時と異なっている場合があるので、よく確認すること。

　＊同じ科目名でも授業開講曜日・時限・担当教員が異なる科目の試験を受けた場合は無効となる。

　＊試験場への入場は、試験開始後25分まで許可する。途中退場は一切認めない。

7月25日（月）　

時限 試験時間 授業名称 教員名称 開講曜時 学年・学部・学科 教室

民事法入門 門広　乃里子 月1 全学生 2201

日本経済と政策 橋元　秀一 月1 全学生 2202

民事法入門 岡田　康夫 月1 全学生 5201

民事法入門 川村　尚子 月1 全学生 5202

民事法入門 佐藤　秀勝 月1 全学生 5301

地域研究（EUの政治） 佐藤　俊輔 月2 全学生 2102

日本政治史Ａ 坂本　一登 月2 全学生 2103

社会政策論 /雇用と社会政策 大西　祥惠 月2 全学生 2201

英米地域文化論I 岩瀬　由佳 月2 全学生 2202

予算管理 東海林　孝一 月2 全学生 2302

刑法総論I 大塚　雄祐 月2 全学生 5202

マクロ経済Ⅰ /マクロ経済学 細谷　圭 月3 全学生 2104

古典講読IIＡ 小林　宣彦 月3 全学生 2201

刑法総論II 大塚　雄祐 月3 全学生 2202

神道史学IＡ 小林　宣彦 月4 全学生 2101

会計入門 中田　有祐 月4 全学生 2104

政治家論 坂本　一登 月4 全学生 2201

西洋地域史I 川村　信郎 月4 全学生 5201

民事訴訟法IＡ 佐古田　真紀子 月4 全学生 5202

神道と文化 有働　智奘 月4 全学生 5301

神道と文化 新井　大祐 月4 全学生 5302

神道と文化 宮本　誉士 月5 全学生 2201

環境法 川合　敏樹 月5 全学生 2202

神道と文化 大貫　大樹 月5 全学生 5301

情報処理の基礎 岡田　長治 月6 全学生 2103

古典講読IIＡ 小林　宣彦 月6 全学生 2201

神道史学IＡ 木村　大樹 月7 全学生 2201

古典講読IIIＡ 大東　敬明 月7 全学生 2301

4 15：00～16：00

5

6

7

16：40～17：40

18：20～19：20

20：00～21：00

　＊学生証を必ず携帯し、試験時は机上に置くこと。学生証を忘れた場合は事前に学生生活課にて仮学生証

　　の発行を受けること

1 9：30～10：30

2 11：10～12：10

3 13：20～14：20



令和4年度　渋谷キャンパス前期期間内試験時間割表

7月26日（火）

時限 試験時間 授業名称 教員名称 開講曜時 学年・学部・学科 教室

刑事政策Ａ 安田　恵美 火1 全学生 2102

憲法IIＡ 山本　和弘 火1 全学生 2103

神道と文化 大貫　大樹 火1 全学生 2104

（専）刑法総論I 甘利　航司 火1 全学生 2202

神道と文化 大貫　大樹 火2 全学生 2104

憲法IIＡ 山本　和弘 火2 全学生 2201

現代日本語文法I 北澤　尚 火3 全学生 2101

基礎日本古典語Ⅰ 梅村　玲美 火3 全学生 2102

地方自治論Ａ 稲垣　浩 火3 全学生 2103

財務会計 金子　良太 火3 全学生 2104

中国民俗文化基礎III 松本　浩一 火3 全学生 2202

国際通貨と国際金融 木村　秀史 火3 全学生 2301

ドイツ語演習IIＡ（7/19追加） 宍戸　節太郎 火3 全学生 2303

応用法律学(公務員試験対策・民法A) 廣瀬　美佳 火4 全学生 2103

神道と文化 小濱　歩 火4 全学生 2201

不動産登記法 高橋　真人 火4 全学生 2303

憲法IＢ 大江　一平 火4 全学生 5201

神道と文化 半田　竜介 火4 全学生 5202

学籍番号が20から始まる学生 2103

学籍番号が21から始まる学生 2104

法学（日本国憲法） 山崎　英壽 火5 全学生 2201

7月27日（水）　

時限 試験時間 授業名称 教員名称 開講曜時 学年・学部・学科 教室

国際私法Ａ 伊藤　敬也 水1 全学生 2103

行政学Ａ 稲垣　浩 水1 全学生 2104

神道と文化 渡辺　瑞穂子 水1 全学生 2303

神道と文化 木村　大樹 水1 全学生 5201

（専）刑法各論I 甘利　航司 水2 全学生 2102

３・４年生 2101

２年生 2104

神道と文化 渡辺　瑞穂子 水2 全学生 2201

英文法Ａ 岩瀬　由佳 水2 全学生 2202

宗教社会学I /宗教社会学 大道　晴香 水2 全学生 2301

税務会計 佐藤　謙一 水2 全学生 2303

神道と文化 木村　大樹 水2 全学生 5201

基礎日本古典語Ⅰ 梅村　玲美 水3 全学生 2102

有職故実I 中込　律子 水3 全学生 2104

消費者法 吉松　惠子 水3 全学生 2201

3 13：20～14：20

15：00～16：00

5 16：40～17：40

2 11：10～12：10

ビジネスリサーチ /統計学 芳賀　英明 水2

3 13：20～14：20

4

現代日本経済 橋元　秀一 火5

1 9：30～10：30

1 9：30～10：30

2 11：10～12：10



令和4年度　渋谷キャンパス前期期間内試験時間割表

7月28日（木）

時限 試験時間 授業名称 教員名称 開講曜時 学年・学部・学科 教室

日本政治史Ａ 坂本　一登 木1 全学生 2102

（専）会社法IＡ 若林　泰伸 木1 全学生 2202

（専）民法・総則 佐藤　秀勝 月３/木1 全学生 2301

行政法IIＡ 吉岡　万季 木2 全学生 2102

3年生/学籍番号下3桁が250以下の1年生 2101

学籍番号下3桁が251以上の1年生 2104

ベンチャービジネス 小野　正人 木2 全学生 2201

刑法各論I 甘利　航司 木2 全学生 2202

民法・債権各論Ｂ 川村　尚子 木2 全学生 2301

犯罪学Ａ 安田　恵美 木2 全学生 5202

経営学史 /経営理論入門 星野　広和 木2 全学生 5301

日本の経済 杉山　里枝 木3 全学生 2101

（専）行政法IIＡ 吉岡　万季 木3 全学生 2102

３年生 2103

２年生 2104

（専）憲法IＡ 福岡　英明 木3 全学生 2201

西洋政治史Ａ 宮下　大志 木3 全学生 2202

刑事訴訟法II 中川　孝博 木3 全学生 2301

祝詞作文I /祝詞作文 星野　光樹 木3 全学生 2302

日本の経済 櫻井　潤 木3 全学生 5201

芸術学A /西洋美術史ⅠA 清水　康宏 木3 全学生 5202

商取引法Ａ /（専）商取引法Ａ 鈴木　達次 木4 全学生 2102

地域経済統合 亀卦川　芽以 木4 全学生 2103

民法・物権Ａ 岡田　康夫 木4 全学生 2201

基礎法律学I（行政法Ａ） 大塚　政秀 木4 全学生 2302

日本の経済 髙木　康順 木4 全学生 5201

日本の経済 木村　秀史 木4 全学生 5202

5 16：40～17：40 神道概論I 松本　久史 木5 全学生 2101

6 18：20～19：20 神社祭式概論I 星野　光樹 木6 全学生 2303

4 15：00～16：00

3 13：20～14：20

1 9：30～10：30

2 11：10～12：10

金融の基礎 木村　秀史 木3

世界経済入門 細井　長 木2



令和4年度　渋谷キャンパス前期期間内試験時間割表

7月29日（金）

時限 試験時間 授業名称 教員名称 開講曜時 学年・学部・学科 教室

英語演習IIＡ 岩瀬　由佳 金1 全学生 2102

アジア政治史Ａ 角崎　信也 金1 全学生 2103

政治学 宮下　大志 金1 全学生 2202

（専）刑事訴訟法IＡ 中川　孝博 金1 全学生 2301

金融サービス法Ａ /（専）金融サービス法Ａ 鈴木　達次 金2 全学生 2201

刑事訴訟法IＡ 中川　孝博 金2 全学生 2303

政治学 宮下　大志 金3 全学生 2103

情報システム 高橋　尚子 金3 全学生 2202

（専）行政法IＡ 川合　敏樹 金4 全学生 2102

日本語史I 二戸　麻砂彦 金4 全学生 2302

行政法IＡ 森　稔樹 金4 全学生 2303

データ・リテラシー 高橋　尚子 金5 全学生 2104

商取引法Ａ /（専）商取引法Ａ 鈴木　達次 金5 全学生 2201

日本時代史I 佐藤　長門 金5 全学生 2302

7月30日（土）

時限 試験時間 授業名称 教員名称 開講曜時 学年・学部・学科 教室

3 13：20～14：20 史学入門I 神長　英輔 土3 全学生 2104

5 16：40～17：40

2 11：10～12：10

3 13：20～14：20

4 15：00～16：00

1 9：30～10：30


