
《前　期》

※　定期試験期間より前に試験を実施する場合があります。授業担当教員の指示に従ってください。
※通常の授業とは異なる曜日・時間帯，教室で実施する試験があります。よく確認しましょう。

１年 ２年 １年 ２年 １年 ２年 １年 ２年 １年 ２年 １年 ２年

日本語学概論 英語表現法Ⅰ 日本語学概論
 8:40 望月 ゴーラム　⑩ 望月
1 第１講義室 マクセイ ③ 第１講義室
10:10

英語表現法Ⅲ 英語Ⅰ 中国語Ⅰ 中国語Ⅰ
８ 10:20 ゴーラム　⑩ 小林⑤ 三木夏華⑭ 三木夏華⑭

2 日本文学講読Ⅲ マクセイ ③
月 11:50 木戸　②

中国文学講読Ⅰ 日本文法論 LL演習Ⅰ 臨床栄養学Ⅱ 経済学　 英語Ⅳ 経済学 英語Ⅳ
７ 12:40 土肥　 望月　 土持 有村 　山口　⑭ 霧島怜⑫ 　山口　⑭ 霧島怜⑫

3 ⑪ ②  LL マクセイ ③
日 14:10 ※６０分実施 英語 霧島怜 ⑫

英文学概論 日本文学史Ⅰ 情報論特講
月 14:20 轟　⑫ 竹本　⑨ 倉重WS

4 ※７０分実施
曜 15:50

英語Ⅰ 英語Ⅳ 英語 英語Ⅳ 英語Ⅳ
日 16:00 小林　⑬ ニコライ　⑪ ニコライ　⑪ ニコライ　⑪ ニコライ　⑪

5 加塩里美 ⑫ 霧島怜 ② 霧島怜 ② 霧島怜 ② 霧島怜 ② 英語Ⅳ 英語Ⅳ
17:30 轟　LL 轟　LL 轟　LL 轟　LL 轟　LL 轟　LL

遠峯 ⑤ 遠峯 ⑤ 遠峯 ⑤ 遠峯 ⑤ 遠峯 ⑤ 遠峯 ⑤
 8:40 情報リテラシーⅠ 健康管理概論
1 青山究 與儀幸朝
10:10 パ① ⑩ 淺海⑬

日本語表現法 情報リテラシーⅡ 色彩学 原価計算　 原価計算　
８ 10:20 望月 青山究 坂上 岡村（雄）⑫ 岡村（雄）⑫

2 パ① ⑥
月 11:50

第１講義室
８
12:40

日 3
14:10

火 日本文学講読Ⅱ 道徳教育の研究※ 道徳教育の研究※ 調理学実習Ⅰ 栄養学各論 道徳教育の研究※ 英語Ⅰ 英語Ⅰ
14:20 木戸　 特別活動の研究※ 特別活動の研究※ 山下 有村 特別活動の研究※ 土持　LL 土持　LL

曜 4 ⑤ 田口 田口 調理学実習室 ⑩ 田口 加塩里美 ⑩ 加塩里美 ⑩
15:50 ①  ① ①

日 中国語Ⅰ 中国語Ⅰ 中国語Ⅰ 英語Ⅰ 英語Ⅰ
16:00 陳躍③ 陳躍③ 陳躍③ 加塩里美　⑩ 加塩里美　⑩
5 中国語Ⅰ 中国語Ⅰ
17:30 陳躍③ 陳躍③
 8:40
1

８ 10:10
10:20 教育心理学 教育心理学 教育心理学 教育心理学

月 2 田中 田中 ⑭ 田中 田中
11:50 ⑭ ⑭ ⑭

９ 12:40 生物概論 衣生活学
3 夛田 淺海

日 14:10 ⑤ ⑪
言語学概論 言語学概論

水 14:20 楊　⑨ 楊　⑨

4 建築法規
曜 15:50 上橋広行
16:00 調理学 住生活学演習室

日 5 山下⑥ 宗田 ⑭
17:30
 8:40 日本文学概論 英語学概論
1 木戸 遠峯

８ 10:10 ① LL
10:20

月 2
11:50

10 12:40 食品学Ⅰ
3 亀井

日 14:10 ⑨
栄養指導論Ⅰ フランス語Ⅰ フランス語Ⅰ

木 14:20 町田 梁川英俊　⑤ 梁川英俊　⑤
4 WS 中国語Ⅰ 情報リテラシーⅠ（F）

曜 15:50 土肥⑫ 永仮ゆかり　パ②

中国語Ⅰ 中国文学史Ⅰ フランス語Ⅰ 英語史 商法
日 16:00 楊⑪ 土肥 梁川英俊　⑤ 遠峯 河野総史　⑩

5 ③ ＬＬ 永仮ゆかり
17:30 パ②
 8:40 教育原理 教育原理 ビジネス英語 教育原理 教育原理

８ 1 田口 田口 霧島怜 田口 田口
10:10 ⑭ ⑭ ⑫ ⑭ ⑭

月 10:20
2

11 11:50
12:40 栄養学総論 情報リテラシーⅠ 建築材料学 英語Ⅱ 英語Ⅱ

日 3 倉元 上野祐子 迫田順一 霧島怜 ⑫ 霧島怜 ⑫
14:10 ⑬ パ① パ②

金 英語Ⅱ 食品衛生学 英語Ⅰ
14:20 霧島怜　⑫ 亀井 あべ松伸二　⑪

曜 4 ⑬
15:50

日 16:00
5
17:30

※　定期試験期間より前に試験を実施する場合があります。授業担当教員の指示に従ってください。定期試験期間より前に試験を実施する場合があります。授業担当教員の指示に従ってください。
※通常の授業とは異なる曜日・時間帯，教室で実施する試験があります。よく確認しましょう。

平成２９年度＜前期＞定期試験期間　　時間割（第一部）

民法
疋田　⑪

瀬口　⑤船津　⑭

英米文学講読Ⅰ　

経営組織論　

オーラルコミュ
ニケーションⅢ

生物の科学　　塔筋弘章　⑩

内田　⑫

環境問題　相場慎一郎，井余田，長田啓，岡村（雄），野呂　⑭
社会学　　西原誠司　①

朝日　⑭

生物の科学　　塔筋弘章　⑩
物理の世界　　藤井伸平　⑭　補講

朝日　⑬

商法　
河野総史　⑩

情報リテラシー
Ⅰ（Ｅ）

地域産業政策　岡田　⑪

環境問題　相場慎一郎，井余田，長田啓，岡村（雄），野呂　⑭ 環境問題　相場慎一郎，井余田，長田啓，岡村（雄），野呂　⑭
社会学　　西原誠司　①

物理の世界　　藤井伸平　⑭　補講

小林潤司　⑪

社会学　　西原誠司　①

こころの科学　　田中　⑨
平和論　　疋田，船津，福田，杉原洋① 平和論　　疋田，船津，福田，杉原洋　①

文    学    科
　　　食物栄養専攻 　　　生活科学専攻

丹羽謙治　⑥
日本文学講読Ⅳ　

日本語日本文学専攻

オーラルコミュ
ニケーションⅠ

英語英文学専攻
生　活　科　学　科 商　経　学　科

 　　 　経済専攻

平成29年7月25日現在

経営情報専攻

マーケティング論　

簿記論Ⅰ

地方自治論　

金融論

⑩

こころの科学　　田中　⑨こころの科学　　田中　⑨
平和論　　疋田，船津，福田，杉原洋　①

物理の世界　　藤井伸平　⑭　補講

日本経済論　

社会政策

日本文学史・近代Ⅰ

生物の科学　　塔筋弘章　⑩（食栄は除く）

船津　⑩竹本　⑨

※火２クラス，
水３クラス合同

テキスタイルサ
イエンス



（第一部）

科目名 教員名 備考

プログラミング 倉重 7月25日(火) ４限

中国語Ⅲ 楊 7月27日(木) ４限

国際関係論 福田 7月27日(木) ４限

日本語学演習 望月 7月28日(金) ２限 まとめとテスト

オーラルコミュニケーションⅢ アンドルー　ダニエルズ 担当教員より指示

英語Ⅱ（商経学科・金曜３限） アンドルー　ダニエルズ 担当教員より指示

オーラルコミュニケーションⅠ ギュレメトヴ　ニコライ 担当教員より指示

英語Ⅳ（金曜３限） ジョン　トレマーコ 担当教員より指示

英語Ⅱ（日文） ジョン　トレマーコ 担当教員より指示

英語Ⅱ（商経学科） ブライアン　ペデセン 担当教員より指示

英語Ⅱ（生活） ブライアン　ペデセン 担当教員より指示

英語Ⅱ（商経学科） ルイーズ　ケネディ　中村 担当教員より指示

英語Ⅱ（生活） ルイーズ　ケネディ　中村 担当教員より指示

中国語Ⅰ（経済） 尾崎　孝宏 担当教員より指示

中国語Ⅰ（文学科） 尾崎　孝宏 担当教員より指示

情報リテラシーⅡ(E) 刈屋　美枝子 担当教員より指示

情報リテラシーⅡ(F) 刈屋　美枝子 担当教員より指示

情報リテラシーⅠ（英文） 刈屋　美枝子 担当教員より指示

情報リテラシーⅠ（日文） 刈屋　美枝子 担当教員より指示

ＰＣデータ活用(経済） 口脇　淳子 担当教員より指示

ＰＣデータ活用(経営情報） 口脇　淳子 担当教員より指示

英米文学講読Ⅰ 小林　潤司 担当教員より指示

ドイツ語Ⅰ 竹内　宏 担当教員より指示

中国語Ⅰ（経情） 中筋　健吉 担当教員より指示

中国語Ⅰ（生活） 中筋　健吉 担当教員より指示

日本語学講読Ⅰ 松尾　弘徳 担当教員より指示

アジア経済論 野村 担当教員より指示

平成29年度＜前期定期試験＞繰上げ試験日程

平成29年7月25日現在

試験日程



（第一部）

科目名 教員名 備考

平成29年度＜前期定期試験＞繰上げ試験日程

平成29年7月25日現在

試験日程

検定対策講座Ⅰ 轟 担当教員より指示

英語Ⅳ 土持 担当教員より指示

経営学総論 竹中 担当教員より指示

※この一覧表は，教科担当者から教務課へ日時の届出があったもののみ掲載しています。
※担当教員からの指示に従ってください。



科目名 教員名 提出先
レポート
ボックス

備考

産業心理学 岡村（俊） メールにて 授業中に指示 授業中に指示

情報論特講（岡村（俊）分） 岡村（俊） メールにて 授業中に指示 授業中に指示

環境問題 長田　啓 教務課 7 7月7日(金) 17:15 掲示済

栄養教育実習の事前事後指
導

町田 担当教員 7月10日(月) 授業中に指示

スタディスキルズ（轟・小林） 轟 担当教員 7月25日(火) 授業中 別途プレゼンあり

生活化学 井余田 担当教員 7月25日(火)
授業前半のレポート
も評価する。

住居構造学Ⅰ 田島　康弘 担当教員 7月28日(金) 授業中 授業中に指示

住居構造学Ⅱ 田島　康弘 担当教員 7月28日(金) 授業中 授業中に指示

設計製図Ⅰ 宍戸 住生活学演習室 7月31日(月) 9:00
発表会（建築模型及
びプレゼンボード）

設計製図Ⅲ 宍戸 宍戸研究室 7月31日(月) 17:00
発表会（設計課題レ
ポート及び建築模型）

CAD設計特講 宍戸 宍戸研究室 7月31日(月) 17:00
発表会（設計課題プ
レゼンボード）

英米文学講読Ⅲ 轟 教務課 5 8月1日(火) 17:00
遅れた場合，レ
ポートは無効

住居・インテリア設計学 宍戸 宍戸研究室 8月3日(木) 17:00 授業中に指示

比較文化 小林 教務課 7 8月4日(金) 17:00 授業中に指示

比較文学 小林 小林研究室 8月4日(金) 授業中に指示

食品学実験 亀井 亀井研究室 8月7日(月) 17:00 授業中に指示

生活科学概論 淺海
衣造形学
（淺海）研究室

8月7日(月) 17:00 授業中に指示

情報社会論 杉原　洋 教務課 9 8月7日(月) 17:00

日本文学講読Ⅵ 竹本 教務課 1 8月7日(月) 17:30

日本文学概論（竹本分） 竹本 教務課 2 8月7日(月) 17:30

日本文学演習Ⅴ 竹本 教務課 3 8月7日(月) 17:30

コンピュータ会計 宗田 教務課 4 8月8日(火) 17:30 授業中に指示

かごしまカレッジ教育 望月 メールにて 8月8日(火) 授業中に指示

道徳教育論・特別活動論（食
栄）

田口 教務課 6 8月9日(水) 17:00 授業内で指示

南九州の文学 三嶽　公子 教務課 8 8月10日(木) 16:00 授業中に指示

教育相談 田中 教務課 10 8月8日(火)

人間関係論 田中 教務課 11 8月4日(金)

※この一覧表は，教科担当者から教務課へ日時の届出があったもののみ掲載しています。
※担当教員からの指示に従ってください。

平成２９年度＜前期定期試験＞レポート提出一覧（第一部）

平成29年7月25日現在

提出期限


