
２０１９年度 社会科学部 秋学期試験実施科目

秋学期試験期間 ２０２０年１月２２日（水）～２月４日（火）

試験を受験する際の諸注意(14 号館 3階掲示板に掲示）を、あらかじめよく確認してください。

秋学期試験に関する諸注意

(１)試験期間外にも通常授業中に試験を実施する場合があります。授業期間中の試験については、担当教員の指示に従

ってください。

(２)履修者数が試験定員を超える場合は、教室を変更して試験を実施します。また、２教室以上で試験を実施する科目は、

受験教室を学籍番号で指定しますので、必ず掲示で確認してください。

(３)試験時間割・実施教室・持込条件については、本時間割一覧で確認してください。

(４)厳正な試験環境を保つ為、社会科学部では次の対応をします。
①学生証による本人確認

②補助監督員の配置

③携帯電話等、通信機能のある機器の使用禁止の徹底

④不正行為禁止の徹底（詳細は別掲「定期試験を受ける学生諸君へ」参照）

(５)試験予備日について

天候悪化に伴い、キャンパスが危険であると大学が判断し、試験が延期となった場合は、２月４日（月）に試験実施を予

定しています。 履修する科目の試験が延期された場合、以降の掲示等の情報に注意し、旅行や帰省等の予定を入れ

ることは避けてください。 その際の試験日程については、社会科学部掲示板及び MyWaseda にて発表しますので、確

認してください。

試験受験時の学生証携帯について

(1) 試験を受験する際は、必ず学生証を机上に提示してください。

(2) 学生証を紛失した場合は、ただちに学部事務所で再発行手続を行ってください。

(3) 当日やむをえない理由で学生証を持参できなかった場合は、学部事務所で受験許可証の発行を受けてください。

他箇所・他大学試験と試験時間が重複した場合について

他箇所・他大学等に設置されている科目を聴講している学生で、社会科学部設置科目と試験時間が重複した場合は、必ず

他箇所・他大学設置科目の試験を受験してください。その際、当該箇所で「受験証明書」の発行を受け、社会科学部設置科

目の未済措置を申請してください。（他学部・他大学生の場合は社会科学部設置科目を優先して受験してください。）

試験欠席者の取扱いについて

秋学期試験実施科目において、「社会科学部 秋学期試験 欠席者の取り扱いについて」(14号館3階に掲示）に定められる

理由により、試験を欠席した場合は、下記のとおり未済措置の申請を行うことができます。

★これは 2020 年 1月 7 日現在の試験実施予定ですので、情報が変更または追加される場合があります。

その都度 14 号館 3階掲示板、社会科学部 HP でお知らせしますので確認してください。

★ここに掲示されていない科目についても、試験を実施することがあります。

2020 年 1 月 7 日

社 会 科 学 部 長

受 付 日 時 ：2020 年 1 月 22 日(水) ～ 2月 4 日(火) ※受付時間は 9:00～17:00
※2月 4日（火）試験予備日に試験を実施した場合は、2 月 5日（水）17:00 まで

受 付 場 所：14 号館 3 階 社会科学部事務所

申請に必要なもの： ①欠席理由を証明する書類 （医師の診断書、会葬礼状、遅延証明書、受験証明書、教育実習終了届等。）

②学生証

申 込 料 金： 1 科目 1,000 円

※ただし、他学部・他機関・他大学設置科目との試験時間重複した場合のみ無料

未済措置方法発表：2020 年 2 月 7日(金) ※MyWaseda（メール）にて発表予定

未済試験実施日：2020 年 2 月 10 日(月)・2 月 11 日(火)

未 済 試 験 会 場： 未定 ※実施教室は後日発表します。

未済受付方法・未済日程について



2020年1月22日 《持ち込み条件》【１時限 】《試験教室》( )水

中国語１初級 Ｃ(花井 みわ) すべて不可14-403

中国語１初級 Ｙ(鄭 成) すべて不可10-207

統計解析の基礎 Ｂ(荒井 洋一) 計算機能のみの電卓14-614

社会学入門 Ｂ(周藤 真也) すべて不可15-301

フランス語２《中級》 Ａ(綾部 素幸) すべて不可14-408

国際経済法 1(平見 健太) 配布レジュメ14-402

情報政治論(細貝 亮) すべて不可14-101

2020年1月22日 《持ち込み条件》【２時限 】《試験教室》( )水

フランス語１初級 Ｃ(中田 健太郎) すべて不可12-201

フランス語１初級 Ｄ(石川 学) すべて不可10-408

中国語１初級 Ｂ(劉 傑) すべて不可14-502

中国語１初級 Ｉ(花井 みわ) すべて不可10-204

中国語１初級 Ｚ(鄭 成) すべて不可10-207

政治学入門 Ｂ(厚見 恵一郎) すべて不可14-101

経済学入門 ２〔マクロ経済学〕 Ａ(北村
能寛)

すべて不可15-302

国際人口移動論入門(小島 宏) すべて可14-403

メディア論 ２(有馬 哲夫) すべて不可15-301

バイオエシックス(横野 恵) すべて不可15-101

現代韓国外交と北朝鮮 Ｂ(李 鎔哲) すべて不可15-203

現代選挙論 ２(遠藤 晶久) A4一枚のメモ用紙、自筆15-401

制度設計の経済学 II(笠島 洋一) すべて不可14-402

応用計量経済学 II(荒井 洋一) すべて不可14-614

2020年1月22日 《持ち込み条件》【３時限 】《試験教室》( )水

英語２－１（秋学期）Ｊ(アーンショー クリ
ストファー ジャービス)

すべて不可10-302

英語２－１（秋学期）Ｋ(中谷 久一) すべて不可10-204

英語２－１（秋学期）Ｙ(小長谷 英代) すべて不可14-101

英語２－２（コミュニケーション）（秋学期
）／ライティング Ｙ(馬場 広信)

通信機能のない辞書と授業で指示した
型式のカード

10-403

ドイツ語１初級 Ａ(千葉 清史) すべて不可14-1046

ドイツ語１初級 Ｅ(辻 麻衣子) すべて不可10-306

フランス語２初級 Ａ(中田 健太郎) すべて不可14-506共同利用研
究室1

フランス語２初級 Ｂ(石川 学) すべて不可10-105

中国語１初級 Ａ(花井 みわ) すべて不可10-203

中国語１《中級》 Ｂ(江 秀華) すべて不可10-303

日本文学 ２〔近代と現代〕(内藤 明) すべて不可15-302

現代政治制度論（イタリア）(池谷 知明) すべて可14-102

計量経済学 II(荒井 洋一) すべて不可14-614

経営科学 １(須子 統太) 配布資料14-613

環境法 ２〔自然保護法〕(黒川 哲志) すべて可（ただし本のコピーおよび電子
機器を除く）

15-401

国際経済法 2(福永 有夏) すべて不可14-401

2020年1月22日 《持ち込み条件》【４時限 】《試験教室》( )水

英語２－１（秋学期）Ｂ(伊藤 健一郎) すべて不可10-105

英語２－１（秋学期）Ｅ(中谷 久一) すべて不可10-204

英語２－１（秋学期）Ｎ(アーンショー ク
リストファー ジャービス)

すべて不可10-302

英語２－２（コミュニケーション）（秋学期
）／ライティング Ｗ(長田 宣子)

すべて不可10-108

英語２－２（コミュニケーション）（秋学期
）／ライティング Ｚ(馬場 広信)

通信機能のない辞書と授業で指示した
型式のカード

10-403

ドイツ語１《中級》 Ｂ(辻 麻衣子) すべて不可10-306

近代経済社会思想史 ２(寺尾 範野) すべて不可14-401

公共事業論(卯月 盛夫) すべて不可15-101 15-102

中国書研究19-2(鄭 成) 電子辞書10-101

2020年1月22日 《持ち込み条件》【５時限 】《試験教室》( )水

英語２－１（秋学期）Ｄ(伊藤 健一郎) すべて不可10-105

英語２－１（秋学期）Ｏ(アーンショー ク
リストファー ジャービス)

すべて不可10-302

生態学 ２(赤尾 健一) すべて可14-502

環境科学概論(松橋 啓介) すべて不可14-401

政治学史 II(厚見 恵一郎) すべて不可14-402

EU・ドイツの都市づくり(卯月 盛夫) すべて不可15-401

太平洋地域海洋国家研究(奥迫 元) すべて不可14-501

社会科学特講（近代日本と社会思想家
たち） Ｂ(新美 貴英)

すべて不可14-515

2020年1月23日 《持ち込み条件》【１時限 】《試験教室》( )木

社会科学のための基礎コンピュータ Ｅ(
吉田 隆弘)

すべて可14-613

ゲーム理論の基礎 Ｂ(戸田 学) すべて不可15-102

Mechanism Design(笠島 洋一) すべて不可14-404

2020年1月23日 《持ち込み条件》【２時限 】《試験教室》( )木

社会科学の基礎 Ｂ(高島 和哉) すべて不可15-201

経営学入門 Ｂ(中島 健一) すべて不可10-109

生命倫理と法 ２〔生命の終期に関わる
諸問題〕(横野 恵)

すべて不可14-101

2020年1月23日 《持ち込み条件》【３時限 】《試験教室》( )木

英語１－１（秋学期） Ｎ(矢野 磯乃) すべて不可14-405

2020年1月23日 《持ち込み条件》【３時限 】《試験教室》( )木

フランス語２《中級》 Ｂ(北村 喜久子) すべて不可14-408

2020年1月23日 《持ち込み条件》【４時限 】《試験教室》( )木

英語１－１（秋学期） Ｈ(大西 章夫) すべて不可14-514

英語１－１（秋学期） Ｏ(矢野 磯乃) すべて不可14-405

ドイツ語１《中級》 Ａ(町田 輝雄) 辞書14-506共同利用研
究室1

ビジネス・イングリッシュ II(福澤 善文) すべて不可14-404

現代政治分析（イギリス）(秋本 富雄) すべて不可14-101

原価計算(成岡 浩一) 教科書、電卓15-03

社会科学特講（近代日本の中国認識）
Ｂ(島田 大輔)

すべて不可14-102

2020年1月23日 《持ち込み条件》【５時限 】《試験教室》( )木

英語１－１（秋学期） Ｐ(矢野 磯乃) すべて不可14-405

比較議会論(秋本 富雄) すべて不可14-403

人的資源管理論 II(山下 洋史) 自筆ノート、テキスト15-301

2020年1月23日 《持ち込み条件》【６時限 】《試験教室》( )木

選挙制度論(今村 浩) すべて不可14-401

2020年1月24日 《持ち込み条件》【１時限 】《試験教室》( )金

中国語１初級 Ｇ(王 紅艶) すべて不可10-403

中国語２初級 Ａ(黄 斌) すべて不可10-407

中国語２初級 Ｅ(筒井 紀美) すべて不可10-306

中国語２初級 Ｈ(山影 統) すべて不可10-402

中国語２初級 Ｙ(鄭 成) すべて不可10-207

会計学入門 Ｂ(福島 隆) すべて不可15-101

中国語２《中級》 Ａ(劉 岸麗) すべて不可14-407

公共経済論 II(笠島 洋一) すべて不可14-401

品質管理(佐野 雅隆) 配布した用紙1枚14-502

2020年1月24日 《持ち込み条件》【２時限 】《試験教室》( )金

ドイツ語２初級 Ｅ(新田 章) すべて可10-401

フランス語１初級 Ｅ(赤羽 悠) すべて不可14-516

中国語１初級 Ｆ(劉 岸麗) すべて不可14-502

中国語１初級 Ｈ(王 紅艶) すべて不可10-403

中国語２初級 Ｂ(筒井 紀美) すべて不可10-306

中国語２初級 Ｉ(山影 統) すべて不可10-402

中国語２初級 Ｚ(鄭 成) すべて不可15-02

スペイン語２初級 Ｅ(寺尾 隆吉) すべて不可10-208

私法入門（市民と法） Ｂ(大木 満) すべて不可15-101

中国語１《中級》 Ａ(黄 斌) すべて可10-408

中国語２《中級》 Ｂ(陳 焔) すべて不可10-305

民法 ６〔相続〕(金 亮完) すべて不可14-102

2020年1月24日 《持ち込み条件》【３時限 】《試験教室》( )金

英語２－２（コミュニケーション）（秋学期
）《基礎》 Ａ(市賀 弘之)

すべて不可12-301

ドイツ語２初級 Ｄ(新田 章) すべて可10-105

フランス語２初級 Ｄ(赤羽 悠) すべて不可14-516

中国語１初級 Ｅ(劉 岸麗) すべて不可14-401

中国語２初級 Ｆ(黄 斌) すべて不可10-403

中国語２初級 Ｇ(江 秀華) すべて不可14-515

日本政治史 II(大西 比呂志) 授業時配布資料すべて14-403

行政学 II(稲生 信男) 配布したレジュメならびに手書きノート14-501

応用ミクロ経済学 ２(篠塚 友一) すべて不可16-702

2020年1月24日 《持ち込み条件》【４時限 】《試験教室》( )金

英語２－１（秋学期）Ｓ(島森 尚子) すべて不可10-407

英語２－１（秋学期）Ｗ(大月 実) すべて不可14-505

英語２－２（コミュニケーション）（秋学期
）／リスニング Ｅ(市賀 弘之)

すべて不可12-301

英語２－２（コミュニケーション）（秋学期
）／会話 Ｋ(アーンショー クリストファー
ジャービス)

すべて不可7-204

雇用関係法 II(鈴木 俊晴) すべて不可14-403

簿記 B(菅野 浩勢) 電卓15-203

現代政治分析（スペイン）(野上 和裕) すべて不可10-103

政治過程論 １(今村 浩) すべて不可14-501

経営組織論(井上 正) すべて不可15-202

2020年1月24日 《持ち込み条件》【５時限 】《試験教室》( )金

英語２－１（秋学期）Ｇ(大月 実) すべて不可14-505

英語２－１（秋学期）Ｕ(島森 尚子) すべて不可10-407

英語２－２（コミュニケーション）（秋学期
）／リスニング Ｆ(市賀 弘之)

すべて不可12-301

英語２－２（コミュニケーション）（秋学期
）／会話 Ｌ(アーンショー クリストファー
ジャービス)

すべて不可7-208

中国哲学 ２(遠藤 純一郎) すべて可14-501

政治過程論 ２(今村 浩) すべて不可14-502

現代雇用社会の法と政策(鈴木 俊晴) すべて不可14-101

2020年1月25日 《持ち込み条件》【１時限 】《試験教室》( )土

社会調査の基礎 Ｂ(成富 正信) すべて不可15-102



2020年1月25日 《持ち込み条件》【２時限 】《試験教室》( )土

マーケティング入門 Ｂ(野口 智雄) すべて不可15-101

日常生活の社会学(成富 正信) すべて不可3-301

2020年1月25日 《持ち込み条件》【３時限 】《試験教室》( )土

英語１－１（秋学期） Ｌ(大西 章夫) すべて不可14-514

現代政治制度論（ドイツ）(高見 仁) すべて不可14-515

立法過程論(向大野 新治) すべて不可14-402

2020年1月25日 《持ち込み条件》【４時限 】《試験教室》( )土

英語１－１（秋学期） Ｍ(大西 章夫) すべて不可14-514

2020年1月27日 《持ち込み条件》【１時限 】《試験教室》( )月

中国語２初級 Ｃ(稲葉 明子) すべて不可16-701

スペイン語１初級 Ａ(杉守 慶太) すべて不可10-208

スペイン語２初級 Ｄ(山本 昭代) すべて不可10-204

スペイン語２初級 Y(矢田 陽子) すべて不可14-807共同利用研
究室8

金融経済論 II(大野 裕之) すべて不可14-403

生産システム論(伊呂原 隆) 電卓14-407

2020年1月27日 《持ち込み条件》【２時限 】《試験教室》( )月

フランス語１初級 Ａ(小澤 真) すべて不可10-308

フランス語１初級 Ｂ(笠羽 映子) すべて不可14-407

中国語１初級 Ｄ(劉 岸偉) すべて不可12-401

中国語２初級 Ｄ(稲葉 明子) すべて不可16-701

スペイン語１初級 Ｂ(杉守 慶太) すべて不可10-208

スペイン語１初級 Ｚ(矢田 陽子) すべて不可14-404

スペイン語２初級 Ｃ(山本 昭代) すべて不可10-205

社会科学のための基礎コンピュータ Ｂ(
開沼 泰隆)

コースナビで配布した資料14-614

経済学入門 ２〔マクロ経済学〕 Ｂ(鷲津
明由)

すべて不可14-101

ドイツ語２《中級》 Ｂ(小柳 美代子) 辞書14-510共同利用研
究室5

外国史概論 ２(大橋 里見) ただし、電子機器全般持ち込不可15-203

自然地理学 II(山崎 晴雄) すべて不可14-403

2020年1月27日 《持ち込み条件》【３時限 】《試験教室》( )月

英語２－１（秋学期）Ｐ(池田 史彦) 辞書10-104

英語２－２（コミュニケーション）（秋学期
）／リスニング Ｇ(千葉 敦)

すべて不可10-301

英語２－２（コミュニケーション）（秋学期
）／スピーチ Ｒ(長谷川 和美)

すべて不可14-613

ドイツ語１初級 Ｂ(下田 和宣) 紙媒体の辞書10-401

ドイツ語２初級 Ｃ(小柳 美代子) すべて不可11-609(第3ﾏﾙﾁﾒﾃﾞ
ｨｱ教室)

フランス語２初級 Ｃ(笠羽 映子) すべて不可14-407

フランス語２初級 Ｅ(小澤 真) すべて可14-515

スペイン語２初級 Ｚ(金澤 直也) すべて不可14-408

ヨーロッパ市民社会論 ２(鈴木 規子) すべて不可14-502

憲法 I Ｂ(藤井 康博) すべて可14-401

会社法 ２〔会社のファイナンス〕(川島
いづみ)

すべて不可15-302

法社会学 II(大橋 憲広) すべて不可15-201

流通論 II(野口 智雄) すべて不可15-301

2020年1月27日 《持ち込み条件》【４時限 】《試験教室》( )月

英語２－１（秋学期）Ｑ(池田 史彦) 辞書14-405

英語２－２（コミュニケーション）（秋学期
）／リスニング Ｊ(千葉 敦)

すべて不可10-301

英語２－２（コミュニケーション）（秋学期
）／スピーチ Ｓ(長谷川 和美)

すべて不可12-401

フランス語１《中級》 Ａ(マルティネル ル
イ ソロ)

すべて不可14-508共同利用研
究室3

日本史概論 ２(星原 大輔) すべて不可14-102

現代政治制度論（フランス）(久邇 良子) すべて不可10-103

移行経済論 II(トラン ヴァン トゥ) 教科書14-101

国際金融論 II(北村 能寛) すべて不可14-B101

法と経済学 I(土門 晃二) すべて不可15-203

社会科学総合研究（ソーシャル・キャピ
タル論）(渡辺 深)

すべて不可14-501

2020年1月27日 《持ち込み条件》【５時限 】《試験教室》( )月

英語２－１（秋学期）Ｒ(池田 史彦) 辞書14-403

フランス語１《中級》 Ｂ(マルティネル
ルイ ソロ)

すべて不可14-508共同利用研
究室3

倫理学 ２(関口 浩) すべて可15-202

西洋哲学 ２(下田 和宣) 印刷した資料、自筆ノート10-308

西洋近現代音楽研究 １(笠羽 映子) すべて不可15-201

現代政治分析（アメリカ合衆国）(今村
浩)

すべて不可14-402

産業組織論(土門 晃二) 講義ノート14-401

2020年1月28日 《持ち込み条件》【１時限 】《試験教室》( )火

歴史学（アジア史） ２(長澤 裕子) すべて不可14-403

ミクロ経済学 II(戸田 学) すべて不可14-401

2020年1月28日 《持ち込み条件》【２時限 】《試験教室》( )火

政治分析の基礎 Ｂ(遠藤 晶久) すべて可15-101

文化人類学 ２(小長谷 英代) すべて不可14-B101

2020年1月28日 《持ち込み条件》【２時限 】《試験教室》( )火

持続可能な開発のための社会科学 Ｂ(
大塚 彩美)

すべて可7-205

理論人類学 ２(中橋 渉) すべて可10-402

国際関係論(奥迫 元) すべて不可15-301

地域自治論 ２(稲生 信男) 配布したレジュメならびに手書きノート7-212

現代韓国外交と北朝鮮 Ａ(李 鎔哲) すべて不可15-203

刑法総論(仲道 祐樹) 六法（紙媒体のもの、条文のコピー可）14-401

刑事政策(守山 正) すべて不可15-04

2020年1月28日 《持ち込み条件》【３時限 】《試験教室》( )火

英語１－１（秋学期） Ａ(根橋 玲子) すべて不可12-201

英語１－１（秋学期） Ｂ(米村 泰明) すべて不可14-405

英語１－１（秋学期） Ｅ(堀内 香織) すべて不可10-406

英語１－１（秋学期） Ｑ(小林 亜紀子) すべて不可14-505

ドイツ語２《中級》 Ａ(辻 麻衣子) すべて不可14-506共同利用研
究室1

現代家族論 ２(小島 宏) すべて可14-501

比較経済史 ２(君塚 弘恭) すべて可14-514

生命科学 ２(輪湖 博) すべて不可14-102

経済数学 ２(戸田 学) すべて不可14-401

中国研究 ２(劉 傑) すべて可15-203

労働市場法(鈴木 俊晴) すべて不可14-B101

金融商品取引法 ２〔発行市場規制・業
者規制等〕(川島 いづみ)

すべて不可14-403

食料と農業の経済学 ２ 〔日本の経験と
教訓〕(弦間 正彦)

すべて不可15-101 15-04

企業財務論(葛山 康典) すべて不可14-407

2020年1月28日 《持ち込み条件》【４時限 】《試験教室》( )火

英語１－１（秋学期） Ｃ(米村 泰明) すべて不可14-405

英語１－１（秋学期） Ｊ(根橋 玲子) すべて不可12-201

英語１－１（秋学期） Ｒ(小林 亜紀子) すべて不可14-501

英語１－１（秋学期） Ｓ(堀内 香織) すべて不可10-306

英語１－１（秋学期） Ｖ(長田 哲男) すべて不可12-301

英語１－１（秋学期） Ｘ(児島 千珠代) すべて不可10-201

ＥＵ地域研究 ２(鈴木 規子) すべて不可14-403

東洋哲学 ２(王 前) すべて不可15-402

比較政治制度論 ２(池谷 知明) すべて可14-510共同利用研
究室5

民法概論 Ａ(吉田 和夫) すべて不可14-102

国際貿易論 ２(トラン ヴァン トゥ) A4判用紙1枚15-203

日本文化研究(内藤 明) すべて不可15-301

応用マクロ経済学(鈴木 慶春) すべて可16-702

外部報告会計論(菅野 浩勢) 電卓、会計法規集（書き込み自由）14-502

2020年1月28日 《持ち込み条件》【５時限 】《試験教室》( )火

英語１－１（秋学期） Ｕ(堀内 香織) すべて不可10-306

エントロピー概論(輪湖 博) すべて不可14-403

民法 ４〔債権各論〕(吉田 和夫) すべて不可14-102

政治行動論 II(浅野 正彦) すべて不可3-602

2020年1月29日 《持ち込み条件》【３時限 】《試験教室》( )水

政治学原論 II(今村 浩) すべて可14-516

居住環境論(早田 宰) すべて可15-101

2020年1月29日 《持ち込み条件》【４時限 】《試験教室》( )水

知的財産権法（特許法、商標法、不正
競争防止法）(今村 哲也)

すべて不可15-301

2020年1月29日 《持ち込み条件》【５時限 】《試験教室》( )水

英語１－２（秋学期）／スピーチ Ｂ(花光
里香)

すべて不可14-405

リスクマネジメントと保険 II(上田 和勇) 教科書と自筆ノート14-201

2020年1月30日 《持ち込み条件》【３時限 】《試験教室》( )木

社会科学方法論 Ｂ(大賀 祐樹) すべて可15-201

2020年1月30日 《持ち込み条件》【５時限 】《試験教室》( )木

マルチメディア(浮田 善文) すべて不可14-101

2020年1月31日 《持ち込み条件》【３時限 】《試験教室》( )金

異文化コミュニケーション論(花光 里香) すべて不可14-403

比較近代社会思想 ２(寺尾 範野) すべて不可15-302

2020年2月1日 《持ち込み条件》【３時限 】《試験教室》( )土

英語１－１（秋学期） Ｄ(遠藤 雪枝) すべて不可14-407

2020年2月1日 《持ち込み条件》【４時限 】《試験教室》( )土

英語１－１（秋学期） Ｇ(遠藤 雪枝) すべて不可14-407


