
※黄色網掛け部が修正のあった箇所 2021年7月26日更新

授業曜時 科目区分 科目名称 担当教員 実施形態 教室１ 教室２ 座席指定 備考

月1 全学共通科目 世界の宗教 杉木　恒彦 8月2日(月) 1時限 オンライン 講６０２ 講６０３

月1 国際専門科目 比較法制度Ⅰ 西谷　元 8月2日(月) 1時限 オンライン 講４３１

月2 医用情報科学科専門科目 量子・統計力学 齋藤　徹 8月2日(月) 2時限 対面 講４１４ 有 7/20修正

月2 知能工学科専門科目 情報理論 三村　和史 8月2日(月) 2時限 対面 講６０２ 有

月2 国際専門科目 美術史（西洋）Ⅰ 古谷　可由 8月2日(月) 2時限 オンライン 講４０４ 講４０２

月2 芸術基礎科目 西洋美術史Ⅰ 古谷　可由 8月2日(月) 2時限 オンライン 講４０４ 講４０２

月2 国際専門科目 国際機構論Ⅰ 西谷　元 8月2日(月) 2時限 オンライン 講４３１

月2 水2 システム工学科専門科目 制御工学 小野　貴彦 8月4日(水) 2時限 オンライン 講６０５

月3 全学共通科目 生物学概論 香田　次郎 8月2日(月) 3時限 オンライン 講４０４

月3 医用情報科学科専門科目 機械工学 式田　光宏 8月2日(月) 3時限 対面 講４３４ 有

月3 情報工学科専門科目 情報理論 高橋　賢 8月2日(月) 3時限 オンライン 講６０５

月4 医用情報科学科専門科目 電気電子計測 樋脇　治 8月2日(月) 4時限 対面 講４３４ 有

月4 情報科学部専門基礎科目（４学科共通） 線形代数学Ⅰ 関根　光弘 8月2日(月) 4時限 対面 講４０２ 有

月4 全学共通科目 地球環境論 田中　公一 8月2日(月) 4時限 対面 講６０３ 有

月4 情報科学部専門基礎科目（４学科共通） 線形代数学Ⅰ 百武　弘登 8月2日(月) 4時限 対面 講４０４ 有

月4 情報科学部専門基礎科目（４学科共通） 線形代数学Ⅰ 齋藤　夏雄 8月2日(月) 4時限 対面 講７０１ 講７０２ 有 教室は試験室振分表参照

月4 情報科学部専門基礎科目（４学科共通） 線形代数学Ⅰ 青山　正人 8月2日(月) 4時限 対面 講７０３ 講７０４ 有 教室は試験室振分表参照

月4 全学共通科目 経済学 高橋　広雅 8月2日(月) 4時限 オンライン 講堂大ホール

月4 国際専門科目 Communication in EnglishⅠ Marc　Williams 8月2日(月) 4時限 オンライン 講４１４

月4 全学共通科目 法学（日本国憲法） 河上　暁弘 8月10日(火) 4時限 対面 講５０２ 有

月5 国際専門科目 財政学Ⅰ 寺田　英子 8月2日(月) 5時限 対面 講４１１ 有

月5 全学共通科目 数学概論 田中　輝雄 8月2日(月) 5時限 対面 講４３０ 有

月5 国際専門科目 中国文化論Ⅰ 飯島　典子 8月2日(月) 5時限 対面 講５０２ 有

月5 情報工学科専門科目 ソフトウェア工学 角田　良明 8月2日(月) 5時限 オンライン 講４１４

月5 国際専門科目 中国文化論Ⅰ 飯島　典子 8月9日(月) 5時限 対面 講５０２ 有

2021年度前期(第2ターム)末試験科目一覧（授業曜時順）

試験日時
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火1 全学共通科目 フランス語Ⅲ 大場　静枝 7月27日(火) 1時限 対面 LL４０４A,B 有

火1 知能工学科専門科目 データマイニング 黒木　進 8月3日(火) 1時限 オンライン 講４０２ 情報処理演習室

火1 システム工学科専門科目 電子回路Ⅱ 藤坂　尚登 8月3日(火) 1時限 オンライン 講４１０

火1 全学共通科目 中国語Ⅰ 飯島　典子 8月3日(火) 1時限 対面 講４１１ 有 日程の振分は教員から連絡

火1 全学共通科目 フランス語Ⅰ クラヴィエ　フランク 8月3日(火) 1時限 対面 LL４０８ 有

火1 全学共通科目 アラビア語Ⅲ ズィヤード　アル　ファッラージュ 8月3日(火) 1時限 対面 講４３２ 有

火1 全学共通科目 日本語Ⅲ 伊藤　賀与子 8月3日(火) 1時限 対面 LL４０３Ａ 有

火1 全学共通科目 ドイツ語Ⅰ 古川　昌文 8月3日(火) 1時限 対面 講４１４ 有

火1 全学共通科目 イタリア語Ⅰ 佐藤　りえこ 8月3日(火) 1時限 対面 講６０１ 有

火1 全学共通科目 教科教育法（美術）ＢⅠ 三根　和浪 8月3日(火) 1時限 対面 講２０４ 有

火1 全学共通科目 スペイン語Ⅲ 川西　進 8月3日(火) 1時限 対面 LL４０３Ｂ 有

火1 全学共通科目 日本語Ⅲ 木村　尚子 8月3日(火) 1時限 対面 LL４０７ 有

火1 全学共通科目 ハングルⅠ 李　賛任 8月3日(火) 1時限 対面 講６０２ 有

火1 全学共通科目 中国語Ⅲ 欒　竹民 8月3日(火) 1時限 対面 講１０４ 有

火1 全学共通科目 中国語Ⅰ 范　叔如 8月3日(火) 1時限 対面 講４３４ 有

火1 全学共通科目 ハングルⅠ 徳間　一芽 8月5日(木) 1時限 対面 講４３０ 有

火1 全学共通科目 イタリア語Ⅲ コンティ　エマヌエレ 8月10日(火) 1時限 対面 講７０３ 有

火2 全学共通科目 フランス語Ⅰ 大場　静枝 7月27日(火) 2時限 対面 LL４０４A,B 有

火2 システム工学科専門科目 電気電子計測 中山　仁史 8月3日(火) 2時限 対面 講１０２ 有

火2 全学共通科目 中国語Ⅰ 藤原　優美 8月3日(火) 2時限 対面 講４１１ 有 日程の振分は教員から連絡

火2 全学共通科目 アラビア語Ⅰ 田浪　亜央江 8月3日(火) 2時限 対面 講４３２ 有

火2 全学共通科目 スペイン語Ⅰ 吉江　貴文 8月3日(火) 2時限 対面 講４３４ 有

火2 全学共通科目 日本語Ⅰ 伊藤　賀与子 8月3日(火) 2時限 対面 LL４０６ 有

火2 全学共通科目 イタリア語Ⅰ 佐藤　りえこ 8月3日(火) 2時限 対面 講６０１ 有

火2 全学共通科目 教科教育法（美術）ＡⅠ 三根　和浪 8月3日(火) 2時限 対面 講６０５ 有

火2 全学共通科目 ハングルⅠ 李　賛任 8月3日(火) 2時限 対面 講６０２ 有

火2 全学共通科目 中国語Ⅰ 欒　竹民 8月3日(火) 2時限 対面 講１０４ 有

火2 水2 情報科学部専門基礎科目（４学科共通） 情報基礎数学 高橋　賢 8月3日(火) 2時限 対面 講４０４ 講４３０ 有 教室は試験室振分表参照

火2 水2 情報科学部専門基礎科目（４学科共通） 情報基礎数学 三村　和史 8月3日(火) 2時限 対面 講４０２ 有

火2 水2 情報科学部専門基礎科目（４学科共通） 情報基礎数学 岩城　敏 8月3日(火) 2時限 対面 講６０３ 有

火3 情報工学科専門科目 コンピュータアーキテクチャⅡ 谷川　一哉 8月3日(火) 3時限 オンライン 講７０４

火3 知能工学科専門科目 データベース 田村　慶一 8月3日(火) 3時限 オンライン 講堂小ホール

火3 水1 情報科学部専門基礎科目（４学科共通） データ構造とアルゴリズムⅡ 市原　英行 8月4日(水) 1時限 オンライン 講１０２ 講６０２ 　

火3 水1 情報科学部専門基礎科目（４学科共通） データ構造とアルゴリズムⅡ 双紙　正和 8月4日(水) 1時限 オンライン 講５０３ 講７０２

火3 水1 情報科学部専門基礎科目（４学科共通） データ構造とアルゴリズムⅡ 黒木　進 8月4日(水) 1時限 オンライン 講２０４ 講６０５

火4 情報工学科専門科目 グラフと最適化 上土井　陽子 8月3日(火) 4時限 オンライン 講６０５

火4 システム工学科専門科目 人間工学 石光　俊介 8月3日(火) 4時限 対面 講堂小ホール 有 7/20修正

火4 水3 医用情報科学科専門科目 化学 釘宮　章光 8月4日(水) 3時限 対面 講１０４ 有

火4 水4 情報科学部専門基礎科目（４学科共通） プログラミングⅠ 満上　育久 8月4日(水) 4時限 対面 講４０２、講４０４、講５０２、講５０４ 講603、処301・401・501 有 教室は試験室振分表参照

火5 情報科学部専門基礎科目（４学科共通） コンピュータ基礎 神尾　武司 8月3日(火) 5時限 対面 講４０２ 有 7/21修正

火5 情報科学部専門基礎科目（４学科共通） コンピュータ基礎 田中　宏和 8月3日(火) 5時限 対面 講４０４ 有 7/21修正

火5 全学共通科目 教科教育法（数学）Ⅰ 関根　光弘 8月3日(火) 5時限 対面 講４３０ 有

火5 情報科学部専門基礎科目（４学科共通） コンピュータ基礎 石田　賢治 8月3日(火) 5時限 対面 講５０２ 有 7/21修正

火5 情報科学部専門基礎科目（４学科共通） コンピュータ基礎 田村　慶一 8月3日(火) 5時限 対面 講６０５ 有 7/21修正

火5 システム工学科専門科目 偏微分方程式 藤坂　尚登 8月3日(火) 5時限 オンライン 講７０２
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水1 知能工学科専門科目 人工知能 今井　哲郎 8月4日(水) 1時限 対面 講５０４ 有

水1 全学共通科目 英語応用演習Ⅰ Andrew　Robert　Lightfoot 8月4日(水) 1時限 オンライン 講２０２

水1 全学共通科目 英語応用演習Ⅰ Marc　Williams 8月4日(水) 1時限 オンライン 講１０４

水1 全学共通科目 英語応用演習Ⅰ カゼミ　ケイヴォーン　ディビッド 8月4日(水) 1時限 対面 講７０４ 有

水1 全学共通科目 英語応用演習Ⅰ ディロン　グレゴリ 8月4日(水) 1時限 対面 講４１０ 有

水1 全学共通科目 英語応用演習Ⅰ ナカシマ　ローナ 8月4日(水) 1時限 対面 講４３１ 有

水1 全学共通科目 英語応用演習Ⅰ マシュー　レーガン 8月4日(水) 1時限 対面 LL４０３Ａ 有

水1 全学共通科目 英語応用演習Ⅰ 宮川　真 8月4日(水) 1時限 オンライン 講４１１

水1 全学共通科目 英語応用演習Ⅰ 竹内　孝美 8月4日(水) 1時限 対面 講４３０ 有

水2 情報工学科専門科目 コンパイラ 谷川　一哉 8月4日(水) 2時限 オンライン 講５０４ 処４０１

水2 知能工学科専門科目 コンパイラ 岩根　典之 8月4日(水) 2時限 対面 講６０２ 有 7/26修正

水2 全学共通科目 英語応用演習Ⅲ Andrew　Robert　Lightfoot 8月4日(水) 2時限 オンライン 講２０２

水2 全学共通科目 英語応用演習Ⅲ Marc　Williams 8月4日(水) 2時限 オンライン 講１０４

水2 全学共通科目 英語応用演習Ⅰ カゼミ　ケイヴォーン　ディビッド 8月4日(水) 2時限 対面 講７０４ 有

水2 全学共通科目 英語応用演習Ⅲ ディロン　グレゴリ 8月4日(水) 2時限 対面 講４１０ 有

水2 全学共通科目 英語応用演習Ⅰ ナカシマ　ローナ 8月4日(水) 2時限 対面 講４３１ 有

水2 全学共通科目 英語応用演習Ⅰ マシュー　レーガン 8月4日(水) 2時限 対面 LL４０３Ａ 有

水2 全学共通科目 英語応用演習Ⅰ 宮川　真 8月4日(水) 2時限 オンライン 講４１１

水2 全学共通科目 英語応用演習Ⅰ 竹内　孝美 8月4日(水) 2時限 対面 講４３０ 有

水3 水4 情報科学部専門基礎科目（４学科共通） 電気回路 脇田　航 8月4日(水) 4時限 対面 講６０２ 有

水3 水4 システム工学科専門科目 電気回路 脇田　航 8月4日(水) 4時限 対面 講６０２ 有

水4 情報科学部専門基礎科目（４学科共通） オートマトンと形式言語 上土井　陽子 8月4日(水) 5時限 対面 講７０２ 有 時間変更注意
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木1 全学共通科目 フランス語Ⅰ 大場　静枝 7月29日(木) 1時限 対面 LL４０８ 有

木1 全学共通科目 中国語Ⅰ 張　健 7月29日(木) 1時限 対面 講４１１ 有

木1 全学共通科目 中国語Ⅲ 藤原　優美 8月5日(木) 1時限 対面 講１０４ 有

木1 全学共通科目 ロシア語Ⅲ Tolstoguzov　Sergey 8月5日(木) 1時限 対面 講２０３ 有

木1 全学共通科目 フランス語Ⅲ クラヴィエ　フランク 8月5日(木) 1時限 対面 LL４０４A,B 有

木1 全学共通科目 イタリア語Ⅰ コンティ　エマヌエレ 8月5日(木) 1時限 対面 講６０１ 有

木1 全学共通科目 日本語Ⅲ 吉本　由美 8月5日(木) 1時限 対面（オンライン） LL４０３Ａ 有
試験方法等は担当教員の指示に従う

木1 全学共通科目 アラビア語Ⅲ 佐藤　道雄 8月5日(木) 1時限 対面 講４３２ 有

木1 全学共通科目 スペイン語Ⅲ 川西　進 8月5日(木) 1時限 対面 LL４０３Ｂ 有

木1 全学共通科目 中国語Ⅰ 蘇　順姍 8月5日(木) 1時限 対面 講４３４ 有

木1 全学共通科目 ハングルⅠ 朴　大王 8月5日(木) 1時限 対面 講６０２ 有

木1 全学共通科目 日本語Ⅲ 木村　尚子 8月5日(木) 1時限 対面 LL４０７ 有

木1 全学共通科目 ハングルⅢ 李　容哲 8月5日(木) 1時限 対面 講６０５ 有

木1 全学共通科目 ハングルⅠ 徳間　一芽 8月5日(木) 1時限 対面 講４３０ 有

木2 全学共通科目 中国語Ⅰ 張　健 7月29日(木) 2時限 対面 講１０４ 有

木2 全学共通科目 スペイン語Ⅰ 吉江　貴文 8月5日(木) 2時限 対面 講４３４ 有

木2 情報工学科専門科目 電子回路 若林　真一 8月5日(木) 2時限 対面 講６０５ 有

木2 全学共通科目 日本語Ⅰ 重田　美咲 8月5日(木) 2時限 対面 LL４０５ 有

木2 全学共通科目 ロシア語Ⅰ Tolstoguzov　Sergey 8月5日(木) 2時限 対面 講２０３ 有

木2 全学共通科目 フランス語Ⅰ クラヴィエ　フランク 8月5日(木) 2時限 対面 LL４０４A,B 有

木2 全学共通科目 イタリア語Ⅰ コンティ　エマヌエレ 8月5日(木) 2時限 対面 講６０１ 有

木2 国際専門科目 時事英語 宮川　真 8月5日(木) 2時限 オンライン LL４０３Ａ

木2 全学共通科目 アラビア語Ⅰ 佐藤　道雄 8月5日(木) 2時限 対面 講４３２ 有

木2 全学共通科目 ドイツ語Ⅰ 小田　智敏 8月5日(木) 2時限 対面 講４１４ 有

木2 全学共通科目 ハングルⅠ 朴　大王 8月5日(木) 2時限 対面 講６０２ 有

木2 全学共通科目 中国語Ⅰ 欒　竹民 8月5日(木) 2時限 対面 講４１１ 有

木3 全学共通科目 心の健康・身体の健康 今江　秀和 8月5日(木) 3時限 オンライン 講６０２ 講６０３

木4 国際専門科目 国際ビジネス法務Ⅰ 寺井　里沙 8月5日(木) 4時限 オンライン 講４３４

木4 国際専門科目 英文作法Ⅰ カゼミ　ケイヴォーン　ディビッド 8月5日(木) 4時限 対面 LL４０４A,B 有

木5 国際専門科目 人的資源管理論 山﨑　雅夫 8月5日(木) 5時限 対面 講４０４ 有

木5 国際専門科目 交通論 寺田　英子 8月5日(木) 5時限 対面 講４１４ 有

木5 国際専門科目 国際関係史（中国）Ⅰ 飯島　典子 8月5日(木) 5時限 対面 講７０２ 有 日程の振分は教員から連絡

木5 国際専門科目 国際関係史（中国）Ⅰ 飯島　典子 8月12日(木) 5時限 対面 講７０２ 有 日程の振分は教員から連絡
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※黄色網掛け部が修正のあった箇所 2021年7月26日更新

授業曜時 科目区分 科目名称 担当教員 実施形態 教室１ 教室２ 座席指定 備考

2021年度前期(第2ターム)末試験科目一覧（授業曜時順）

試験日時

金1 全学共通科目 英語応用演習Ⅰ Andrew　Robert　Lightfoot 7月30日(金) 1時限 オンライン 講２０２

金1 全学共通科目 英語応用演習Ⅰ John　McLean 7月30日(金) 1時限 対面 講５０４ 有

金1 全学共通科目 英語応用演習Ⅰ Marc　Williams 7月30日(金) 1時限 オンライン 講１０４

金1 全学共通科目 英語応用演習Ⅰ インファンテ　ダニエル 7月30日(金) 1時限 対面 講６０５ 有

金1 全学共通科目 英語応用演習Ⅰ ウェンズリー　キット 7月30日(金) 1時限 対面 講４３４ 有

金1 全学共通科目 英語応用演習Ⅰ ウルシュラ　スティチェック 7月30日(金) 1時限 対面 講７０２ 有

金1 全学共通科目 英語応用演習Ⅰ カゼミ　ケイヴォーン　ディビッド 7月30日(金) 1時限 対面 講７０４ 有

金1 全学共通科目 英語応用演習Ⅰ ディロン　グレゴリ 7月30日(金) 1時限 対面 講４１０ 有

金1 全学共通科目 英語応用演習Ⅰ ナカシマ　ローナ 7月30日(金) 1時限 対面 講４３１ 有

金1 全学共通科目 英語応用演習Ⅰ マシュー　レーガン 7月30日(金) 1時限 対面 LL４０４A,B 有

金1 全学共通科目 英語応用演習Ⅰ マックゴワン　ブレンダン 7月30日(金) 1時限 対面 講４０２ 有

金1 全学共通科目 英語応用演習Ⅰ 宮川　真 7月30日(金) 1時限 オンライン 講４１１

金1 全学共通科目 英語応用演習Ⅰ 竹内　孝美 7月30日(金) 1時限 対面 講４３０ 有

金1 全学共通科目 英語応用演習Ⅰ 藤村　香予 7月30日(金) 1時限 オンライン 講２０４

金2 システム工学科専門科目 ロボティクスⅠ 岩城　敏 7月23日(金) 2時限 対面 講堂小ホール 有
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金2 知能工学科専門科目 パターン認識 三村　和史 7月30日(金) 2時限 対面 講４０４ 有

金2 全学共通科目 英語応用演習Ⅲ Andrew　Robert　Lightfoot 7月30日(金) 2時限 オンライン 講２０２

金2 全学共通科目 英語応用演習Ⅲ John　McLean 7月30日(金) 2時限 対面 講５０４ 有

金2 全学共通科目 英語応用演習Ⅲ Marc　Williams 7月30日(金) 2時限 オンライン 講１０４

金2 全学共通科目 英語応用演習Ⅲ インファンテ　ダニエル 7月30日(金) 2時限 対面 講６０５ 有

金2 全学共通科目 英語応用演習Ⅲ ウェンズリー　キット 7月30日(金) 2時限 対面 講４３４ 有

金2 全学共通科目 英語応用演習Ⅲ ウルシュラ　スティチェック 7月30日(金) 2時限 対面 講７０２ 有

金2 全学共通科目 英語応用演習Ⅲ カゼミ　ケイヴォーン　ディビッド 7月30日(金) 2時限 対面 講７０４ 有

金2 全学共通科目 英語応用演習Ⅲ ディロン　グレゴリ 7月30日(金) 2時限 対面 講４１０ 有

金2 全学共通科目 英語応用演習Ⅲ ナカシマ　ローナ 7月30日(金) 2時限 対面 講４３１ 有

金2 全学共通科目 英語応用演習Ⅲ マシュー　レーガン 7月30日(金) 2時限 対面 LL４０３Ａ 有

金2 全学共通科目 英語応用演習Ⅲ マックゴワン　ブレンダン 7月30日(金) 2時限 対面 講４０２ 有

金2 全学共通科目 英語応用演習Ⅲ 宮川　真 7月30日(金) 2時限 オンライン 講４１１

金2 全学共通科目 英語応用演習Ⅲ 竹内　孝美 7月30日(金) 2時限 対面 講４３０ 有

金2 全学共通科目 英語応用演習Ⅲ 藤村　香予 7月30日(金) 2時限 オンライン 講２０４

金3 国際専門科目 基本統計学Ⅱ－ⅱ 山根　史博 7月30日(金) 3時限 対面 講４１４ 有

金3 医用情報科学科専門科目 制御工学 式田　光宏 7月30日(金) 3時限 対面 講４３４ 有

金3 情報工学科専門科目 データベース 黒木　進 7月30日(金) 3時限 オンライン 講５０２

金3 知能工学科専門科目 計算論 内田　智之 7月30日(金) 3時限 オンライン 講６０２

金4 国際専門科目 ミクロ経済学Ⅱ 山根　史博 7月30日(金) 4時限 対面 講５０２ 有

金4 情報科学部専門基礎科目（４学科共通） 解析学Ⅰ 岡山　友昭 7月30日(金) 4時限 対面 講６０３ 有

金4 情報科学部専門基礎科目（４学科共通） 解析学Ⅰ 廣門　正行 7月30日(金) 4時限 対面 講６０２ 講６０５ 有 教室は試験室振分表参照

金4 情報科学部専門基礎科目（４学科共通） 解析学Ⅰ 田中　輝雄 7月30日(金) 4時限 対面 講４０２ 有

金4 情報科学部専門基礎科目（４学科共通） 解析学Ⅰ 池田　徹志 7月30日(金) 4時限 対面 講４０４ 有

金4 国際専門科目 イギリス文化論Ⅰ 原　雅樹 7月30日(金) 4時限 対面 講堂小ホール 有

金4 医用情報科学科専門科目 回路工学基礎Ⅱ 福田　浩士 7月30日(金) 4時限 対面 講４１０ 有


