
 2022年度秋学期末試験時間割

試験日 試験時限 担当教員 講義名称 教室 持込条件

1限（9:30～10:30） 吉野 地方自治論 602 ○指定資料のみ持込可

2限（10:50～11:50） 三原 情報リテラシⅡ 602 ×すべて不可

3限（13:00～14:00） 田部井 経済の基礎Ｂ 602 ×すべて不可

1限（9:30～10:30） 寺内孝 社会科・公民科教育法Ⅰ 502 ○指定資料のみ持込可

古池 都市と交通Ⅱ 402 ○指定資料のみ持込可

木村 管理会計論 602 ▲電卓のみ可

田上 道徳教育の指導法 502 ○指定資料のみ持込可

木村 簿記論ⅡＢ 602 ▲電卓のみ可

豊田 キャリアデザインⅡ 401 ×すべて不可

寺内孝 教職概論 502 ○指定資料のみ持込可

永山 オーラルⅠ 504 ×すべて不可

駒場 オーラルⅠ 402 ×すべて不可

スミス 実用英語Ⅱ 602 ×すべて不可

2限（10:50～11:50） 大久保 都市と自然 401 ×すべて不可

松田 日本語基礎Ⅱ 603 ×すべて不可

渡邊瑛 観光学総論 402 ×すべて不可

吉田 地球環境論 401 ×すべて不可

4限（14:20～15:20） 吉田 都市経済学Ⅱ 603 ×すべて不可

寺内由 地誌学概論 401 ○指定資料のみ持込可

陣内 都市景観デザイン論 402 ×すべて不可

和田 都市コミュニティ論 504 ○指定資料のみ持込可

高丸 情報システム論 401 ×すべて不可

森 経済数学入門 502 ○指定資料のみ持込可

江田 経済史Ⅱ 402 ○指定資料のみ持込可

室井 現代会計論ⅡＡ 501 ▲電卓のみ可

陣内 都市政策論 502 ×すべて不可

渡邊瑛 スポーツツーリズム論 504 ○指定資料のみ持込可

4限（14:20～15:20） 室井 簿記論ⅡＡ 604 ▲電卓のみ可

飯郷 生き物の社会 402 ○指定資料のみ持込可

大石 ミクロ経済学Ⅱ 401 ×すべて不可

杉山 教育制度論 602 ○指定資料のみ持込可

永井 行政法 402 ○指定資料のみ持込可

鄭仁淑 韓国語 504 ○指定資料のみ持込可

長田 流通産業論 401 ○指定資料のみ持込可

永井 憲法 402 ○指定資料のみ持込可

飯島 現代会計論ⅡＢ 602 ▲電卓のみ可

渡邊瑛 観光マーケティング論 401 ○指定資料のみ持込可

西山 地理学概論 402 ×すべて不可

和田 財政論/財政論Ⅱ 602 ○指定資料のみ持込可

寺内由 都市の歴史 401 ○指定資料のみ持込可

寺内孝 社会科・公民科教育法Ⅱ 502 ○指定資料のみ持込可

渡邊昇 宗教学概説 402 ○指定資料のみ持込可

山口 総合的な学習の時間の指導法 502 ○指定資料のみ持込可

田部井 経済学入門 401 ○指定資料のみ持込可

大石 環境経済学Ⅰ 504 ×すべて不可

内藤 経営学総論 604 ○指定資料のみ持込可

今 経済政策論Ⅱ 402 ×すべて不可

　※１　通常とは異なる日時・教室で試験を実施する科目がありますので、注意してください。

　※２　上記一覧に記載の無い科目は、「レポート課題の提出」になります。　詳細は、各授業時間内の担当教員の指示に従ってください。

2限（10:50～11:50）

1月28日
（土）

１月30日
（月）

1月31日
（火）

2月1日
（水）

2限（10:50～11:50）

3限（13:00～14:00）
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宇都宮共和大学シティライフ学部 

2022 年度秋学期末試験について  
 

１．試 験 時 間 割  

秋学期末試験の時間割は別記のとおりです。日時、試験場等まちがえないようにして下さい。 

 

２．受 験 上 の 注 意 事 項 

   (1) 試験時間開始 5分前には必ず着席して下さい。 

(2) 試験中にものの貸し借りはできません。筆記用具等忘れないように。 

(3) 試験中は原則として資料等をカバンに入れ床の上に置かなければならない為、必ず  

カバンを持参してください。 

(4) 持込可の場合でも、電子辞書・パソコン等の電子機器の持込みは認められません。 

(5) 試験場で着席したら、必ず学生証を机上に提示して下さい。 

    学生証を忘れたときは、事務局で「受験用仮学生証」の交付を受けてください。 

    有効期間は 1日で、交付手数料は２００円です。試験終了後は速やかに返却して下さい。 

(6) 不正行為を行った者は、学則４１条の規定に基づき、訓告、停学、または退学等の処分

となります。また、行為の軽重により当該試験科目無効のほか、当該年度の全試験科目

無効等の扱いとなります。 

 

３．座席、遅刻及び資料持込等条件 

  (1) 試験場（教室）での座席は、座席表あるいは試験監督の指示にしたがって下さい。 

  (2) 遅刻は試験開始後 20分まで認めます。 

  (3) 資料持込等条件については、間違いのないよう確認して下さい。 

 
４．成績発表  2 月 22 日（水）   

事務局窓口にて、個人別に「成績通知書」を交付します。 

＊ 1～3年生は健康診断も実施しますので、詳細は別途お知らせします。 

成績発表日には、学生証を忘れずに持参してください。 

学生証を持参しないと「成績通知書」を受け取ることはできません。 

     学生証を紛失した場合は、再発行の申請をしてください。（手数料 2,000 円） 

 

５．追 試 験  手数料 1科目につき 1,000円 

 傷病または事故等やむをえない事由で受験できなかった者に対し、本人の願い出により 

追試験を行います。 * 診断書等の証明できる書類を要する 

 追試験願は､当該試験科目が終了後（日曜祝祭日を除き）３日以内に提出して下さい。 



学務課 

学生証の提示について 
 

 本学学生は学生証を常に携帯することとな

っています。 

 特に、定期試験を受験する際は学生証の提

示が条件となっていて、学生証がないと受験

することができません。 

 定期試験期間中は必ず学生証を携帯するよ

う注意してください。 

 なお、学生証を紛失してしまった場合は、

事務局窓口にて再発行の申請をして下さい。 

（再発行手数料 2,000 円） 


	作業用

