
 ２０２２年度農学部秋学期試験【期間前】時間割

1月10日（火）
時限 時間

科目名
【2022年度以降入学者】

科目名
【2021年度以前入学者】

講義補足 担当者 教室 履修者

科学英語 科学英語 (18) 原田　英子 ０４０６番教室 45
ドイツ語Ⅰb ドイツ語Ⅰb 農芸化学科 金子　祥之 ０３０７番教室 42
フランス語Ⅰb フランス語Ⅰb 農芸化学科 今関　アン ０６０２番教室 41
中国語Ⅰb 中国語Ⅰb 農芸化学科 中本　梅衣 ０３０６番教室 40
英語Ⅰb 英語Ⅰb 農(1) 行田　勇 ６－２０７教室 33
英語Ⅰb 英語Ⅰb 農(2) 原田　英子 ０４０６番教室 35
英語Ⅰb 英語Ⅰb 農(3) 下永　裕基 １２５番教室 34
英語Ⅰb 英語Ⅰb 農(4) 瀬端　睦 ０４１２番教室 41
英語Ⅰb 英語Ⅰb 農(5) 熊田　和典 ０３０５番教室 33
英語Ⅲ 英語Ⅲ (23) 宮川　敬子 ０４０８番教室 37

ドイツ語Ⅱb ドイツ語Ⅱb 生命科学科 羽田野　まち子 ０３０７番教室 38
フランス語Ⅱb フランス語Ⅱb 生命科学科 今関　アン ０６０２番教室 39
中国語Ⅱb 中国語Ⅱb 生命科学科 中本　梅衣 ０３０６番教室 46
英語Ⅰb 英語Ⅰb 政(1) 行田　勇 ６－２０７教室 28
英語Ⅰb 英語Ⅰb 政(2) 原田　英子 ０４０６番教室 31
英語Ⅰb 英語Ⅰb 政(3) 熊田　和典 ０３１０番教室 32
英語Ⅰb 英語Ⅰb 政(4) 瀬端　睦 ０３０５番教室 35
英語Ⅰb 英語Ⅰb 政(5) 下永　裕基 １２５番教室 33
科学英語 科学英語 (19) 宮川　敬子 ０４０８番教室 24
法律学概論 法律学概論 田村　翔 ０３０６番教室 19

法学 法学 (2) 田村　翔 ０３０６番教室 35
英語Ⅲ 英語Ⅲ (24) 宮川　敬子 ０４０８番教室 11
科学英語 科学英語 (20) 熊田　和典 ０３１０番教室 22

土壌環境保全学 土壌環境保全学 肴倉　宏史 ２－２００教室 58
倫理学概論 倫理学概論 長田　蔵人 ０３０９番教室 37

赤字の教室は通常授業と
試験実施教室が異なります。

1月12日（木）
時限 時間

科目名
【2022年度以降入学者】

科目名
【2021年度以前入学者】

講義補足 担当者 教室 履修者

英語Ⅱb 英語Ⅱb 政(1) 伊達　恵理 ０６０１番教室 26
英語Ⅱb 英語Ⅱb 政(2) 織田　哲司 ０４０７番教室 31
英語Ⅱb 英語Ⅱb 政(3) 中村　美帆子 １２３番教室 31
英語Ⅱb 英語Ⅱb 政(4) 樋渡　さゆり １２９Ａ教室 27
英語Ⅱb 英語Ⅱb 政(5) 小嶺　智枝 ０３０５番教室 30
英語Ⅰb 英語Ⅰb 化(1) 伊達　恵理 ０６０１番教室 32
英語Ⅰb 英語Ⅰb 化(2) 中村　美帆子 １２３番教室 31
英語Ⅰb 英語Ⅰb 化(3) 狩野　晃一 １２６番教室 34
英語Ⅰb 英語Ⅰb 化(4) 小嶺　智枝 ０３０５番教室 31
英語Ⅰb 英語Ⅰb 化(5) 樋渡　さゆり １２９Ａ教室 30
英語Ⅲ 英語Ⅲ (32) 瀬端　睦 １２４番教室 48
数学基礎 数学基礎 小林　徹平 ０３０９番教室 59
英語Ⅲ 英語Ⅲ (34) 伊達　恵理 ０６０１番教室 35
英語Ⅲ 英語Ⅲ (35) 小嶺　智枝 ０３０５番教室 50
英語Ⅲ 英語Ⅲ (36) 貝塚　泰幸 １２５番教室 15
英語Ⅲ 英語Ⅲ (37) 瀬端　睦 １２４番教室 48
科学英語 科学英語 (24) 中村　美帆子 １２３番教室 49
中国語Ⅲ 中国語Ⅲ (2) 原信太郎　アレシヤン ０４０１番教室 1
英語Ⅲ 英語Ⅲ (38) 貝塚　泰幸 １２５番教室 12
英語Ⅲ 英語Ⅲ (39) 瀬端　睦 １２４番教室 32

赤字の教室は通常授業と
試験実施教室が異なります。

3 13:30～15:10

4 15:20～17:00

4 15:20～17:00

1 9:00～10:40

2 10:50～12:30

1 9:00～10:40

2 10:50～12:30

3 13:30～15:10



 ２０２２年度農学部秋学期試験【期間前】時間割

1月13日（金）
時限 時間

科目名
【2022年度以降入学者】

科目名
【2021年度以前入学者】

講義補足 担当者 教室 履修者

英語Ⅱb 英語Ⅱb 農(1) 中須賀　稚子 ０３０５番教室 27
英語Ⅱb 英語Ⅱb 農(2) 狩野　晃一 １２９Ｂ教室 30
英語Ⅱb 英語Ⅱb 農(3) 川村　晶彦 ０６０１番教室 28
英語Ⅱb 英語Ⅱb 農(4) 原田　英子 １２４番教室 30
英語Ⅱb 英語Ⅱb 農(5) 原　功 ０３０６番教室 28

ドイツ語Ⅰb ドイツ語Ⅰb 生命科学科 前田　智 １２９Ａ教室 37
フランス語Ⅰb フランス語Ⅰb 生命科学科 小谷　奈津子 ０６０９番教室 39
スペイン語Ⅰb スペイン語Ⅰb 生命科学科 福原　弘識 １３３番教室 37

英語Ⅰb 英語Ⅰb 生(1) 原田　英子 １２４番教室 32
英語Ⅰb 英語Ⅰb 生(2) 中須賀　稚子 ０３０５番教室 30
英語Ⅰb 英語Ⅰb 生(3) 原　功 ０３０６番教室 30
英語Ⅰb 英語Ⅰb 生(4) 川村　晶彦 ０６０１番教室 29
英語Ⅰb 英語Ⅰb 生(5) 狩野　晃一 １２９Ｂ教室 30

ドイツ語Ⅰb ドイツ語Ⅰb 農学科 前田　智 １２３番教室 44
フランス語Ⅰb フランス語Ⅰb 農学科 小谷　奈津子 ０６０９番教室 46
スペイン語Ⅰb スペイン語Ⅰb 農学科 福原　弘識 １３３番教室 43

動物資源化学 石丸　喜朗 ０４０５番教室 87
外国文学 外国文学 (2) 高瀬　智子 ６－２０４教室 53
日本国憲法 日本国憲法 (2) 三枝　昌幸 ２－３００教室 106
英語Ⅲ 英語Ⅲ (40) 中須賀　稚子 １２９Ｂ教室 26
英語Ⅲ 英語Ⅲ (41) 中村　啓子 １３３番教室 49
科学英語 科学英語 (25) 原　功 １２２番教室 48
科学英語 科学英語 (26) 原田　英子 １２４番教室 49

4 15:20～17:00 科学英語 科学英語 (28) 中村　啓子 １３３番教室 46
赤字の教室は通常授業と

試験実施教室が異なります。

1月18日（水）
時限 時間

科目名
【2022年度以降入学者】

科目名
【2021年度以前入学者】

講義補足 担当者 教室 履修者

英語Ⅱb 英語Ⅱb 生(1) 樋渡　さゆり １２２番教室 32
英語Ⅱb 英語Ⅱb 生(2) 柏原　俊樹 ０３０３番教室 32
英語Ⅱb 英語Ⅱb 生(3) 大須賀　寿子 ０４０９番教室 34
英語Ⅱb 英語Ⅱb 生(4) 行田　勇 Ａ２０３教室 29
英語Ⅱb 英語Ⅱb 生(5) 宮川　敬子 ０４１２番教室 31
英語Ⅲ 英語Ⅲ (25) 平野　桃子 １２６番教室 24

フランス語Ⅱb フランス語Ⅱb 食料環境政策学科 森　真太郎 ０６０１番教室 44
スペイン語Ⅱb スペイン語Ⅱb 食料環境政策学科 渡辺　有美 ６－２０８教室 41
日本の歴史Ｂ 日本の歴史Ｂ 森　朋久 １２４番教室 57
英語Ⅱb 英語Ⅱb 化(1) 平野　桃子 １２６番教室 33
英語Ⅱb 英語Ⅱb 化(2) 柏原　俊樹 ０３０３番教室 30
英語Ⅱb 英語Ⅱb 化(3) 大須賀　寿子 ０４０９番教室 28
英語Ⅱb 英語Ⅱb 化(4) 織田　哲司 １２１番教室 31
英語Ⅱb 英語Ⅱb 化(5) 宮川　敬子 ０４１２番教室 26
科学英語 科学英語 (21) 樋渡　さゆり １２２番教室 22
英語Ⅲ 英語Ⅲ (26) 下永　裕基 １２５番教室 20

フランス語Ⅱb フランス語Ⅱb 農芸化学科 高瀬　智子 ０６０１番教室 41
スペイン語Ⅱb スペイン語Ⅱb 農芸化学科 渡辺　有美 ６－２０８教室 40
植物ウイルス学 植物ウイルス学 佐々木　信光 ６－２０７教室 85

英語Ⅲ 英語Ⅲ (28) 織田　哲司 １２１番教室 13
英語Ⅲ 英語Ⅲ (29) 平野　桃子 １２４番教室 49
科学英語 科学英語 (22) 貝塚　泰幸 １２６番教室 10
東洋史概論 東洋史概論 小松原　ゆり ６－２０７教室 63

4 15:20～17:00 西洋史概論 西洋史概論 渡辺　知 ０３０５番教室 48
赤字の教室は通常授業と

試験実施教室が異なります。

2 10:50～12:30

3 13:30～15:10

2 10:50～12:30

3 13:30～15:10

1 9:00～10:40

1 9:00～10:40



 ２０２２年度農学部秋学期試験【期間前】時間割

1月21日（土）
時限 時間

科目名
【2022年度以降入学者】

科目名
【2021年度以前入学者】

講義補足 担当者 教室 履修者

1 9:00～10:40 分子生物学(農) 分子生物学(農) 農学科 山田　哲也 ０３０４番教室 19
赤字の教室は通常授業と

試験実施教室が異なります。

1月23日（月）
時限 時間

科目名
【2022年度以降入学者】

科目名
【2021年度以前入学者】

講義補足 担当者 教室 履修者

生物学基礎 生物学基礎 (3) 吉田　学 １２０番教室 146
科学英語 科学英語 (15) 原　功 １２４番教室 49

ドイツ語Ⅱb ドイツ語Ⅱb 農学科 辻　朋季 １２１教室 43
フランス語Ⅱb フランス語Ⅱb 農学科 宮川　慎也 ６－２０６教室 44
スペイン語Ⅱb スペイン語Ⅱb 農学科 大場　樹精 １２３番教室 44
動物生産・福祉学 動物生産学 佐々木　羊介 ６－２０４教室 50

生物学基礎 生物学基礎 (4) 吉田　学 ０３０９番教室 70
英語Ⅲ 英語Ⅲ (22) 原　功 １２４番教室 49

ドイツ語Ⅰb ドイツ語Ⅰb 食料環境政策学科 辻　朋季 １２１教室 49
フランス語Ⅰb フランス語Ⅰb 食料環境政策学科 宮川　慎也 ６－２０６教室 47
スペイン語Ⅰb スペイン語Ⅰb 食料環境政策学科 大場　樹精 １２３番教室 42
フランス語Ⅲ フランス語Ⅲ (4) 今関　アン ０６０７番教室 2

3 13:30～15:10 科学英語 科学英語 (16) 小嶺　智枝 ６－２０８教室 49
政治学Ⅱ 政治学Ⅱ 三森　ちかし ０３０９番教室 5
地誌学概論 地誌学概論 中西　雄二 ６－２０６教室 15

赤字の教室は通常授業と
試験実施教室が異なります。

2 10:50～12:30

4 15:20～17:00

1 9:00～10:40


	1213_期間前試験時間割（教授会後・修正）

