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7月22日(金) 3 60 持込条件：持ち込み可(電卓のみ可)経 経済 秋山 裕 経済発展論ａ ５１３

7月22日(金) 4 50 持込条件：持ち込み不可経/経研 経済/経

済

池田 薫 解析学Ⅰａ/経済数学 ５１６

7月21日(木) 1 60 持込条件：持ち込み不可

注意事項：No books, no smartphones, no PCs, no notesbooks, etc. 

allowed.

経 経済 池田 幸弘 経済学史Ⅱａ ５２４

7月25日(月) 1 40 持込条件：持ち込み可(電卓（辞書機能、メモ入力機能、プログラム入力

機能を有さないもの）は持ち込み可)

注意事項：電卓（辞書機能、メモ入力機能、プログラム入力機能を有さ

ないもの）は持ち込み可

経 経済 石井 太 人口論ｂ ５１９

7月20日(水) 3 70 持込条件：持ち込み不可経/経研 経済/経

済

石橋 孝次 ミクロ経済学中級Ⅱａ/ミクロ経

済学

５２８

7月25日(月) 2 70 持込条件：持ち込み不可経 経済 一上 響 国際金融論ｂ ５１９

7月22日(金) 2 60 持込条件：持ち込み不可経 経済 植田 浩史 日本資本主義発達史ａ/日本資本

主義発達史ｂ

５２７

7月25日(月) 1 50 持込条件：持ち込み不可経３ 01～35経 経済 大垣 昌夫 国際経済と行動経済学ａ １２１

持込条件：持ち込み不可経３ 36～39、経３P、経４、経４P、その他１２３

7月25日(月) 2 50 持込条件：持ち込み不可経 経済 大垣 昌夫 国際経済と行動経済学ｂ ５３１

7月26日(火) 3 50 持込条件：持ち込み不可経 経済 太田 淳 アジア経済史ａ ５２４

7月20日(水) 3 40 持込条件：持ち込み不可経 経済 大西 広 独占資本主義論ａ ５１９

7月26日(火) 1 50 持込条件：持ち込み可(教科書（『環境経済学の第一歩』（有斐閣））の

み)

経 経済 大沼 あゆみ 環境経済論ｂ ５１７

7月26日(火) 2 70 持込条件：持ち込み可(電卓/関数電卓のみ可)経 経済 大屋 栄 ファイナンス入門ａ ４１１

7月22日(金) 2 70 持込条件：全て持ち込み可（但し、PC・電子辞書・通信機能付機器を除

く）

経 経済 小川 道大 アジア経済史ａ ５３２

7月21日(木) 4 40 持込条件：持ち込み不可経３ 01～29経 経済 小澤 太郎 公共経済学ａ ５２６

持込条件：持ち込み不可経３ 30～39、経３P、経４、経４P、その他５３１

7月20日(水) 3 70 持込条件：持ち込み不可経３、経３P経 経済 加島 潤 アジア経済史ｂ ５１７

持込条件：持ち込み不可経４、経４P、その他５３３

7月20日(水) 1 60 持込条件：持ち込み不可経 経済 亀井 憲樹 ビジネス・エコノミクス ５３２

7月26日(火) 2 60 持込条件：持ち込み可(教科書（川俣雅弘『経済学史』培風館，ただし書

き込みは自由であるが，別紙を添付したり挟み込むことは不可）)

経３、経３P、経４ 01～20経/商 経済/商 川俣 雅弘 経済学史Ⅰ/経済学史Ⅰａ ５１７

持込条件：持ち込み可(教科書（川俣雅弘『経済学史』培風館，ただし書

き込みは自由であるが，別紙を添付したり挟み込むことは不可）)

経４ 21～39、経４P、商、その他５２６

7月22日(金) 3 50 持込条件：持ち込み不可経/経研 経済/経

済

栗野 盛光 ミクロ経済学中級Ⅰｂ/ミクロ経

済学

４１２

7月25日(月) 2 60 持込条件：持ち込み可(六法のみ可：判例・解説付きのもの、書き込みの

あるものは使用できません。ただし、アンダーライン又はマーカーで線

を引くのみは可とします。)

経/商 経済/商 小西 飛鳥 法学各論（民法ⅠＢ）/民法Ⅰｂ ５０１



設置
学部

設置
学科

担当者 科目名 試験日
試験
時限

試験
時間

内訳
試験
教室

試験持込条件・試験注意事項

2/5ページ２０２２年度春学期末定期試験時間割【経済学部】

7月26日(火) 3 50 持込条件：持ち込み不可経/経研 経済/経

済

坂井 豊貴 ミクロ経済学中級Ⅰａ/ミクロ経

済学

５１７

7月22日(金) 3 50 持込条件：持ち込み不可経/経研 経済/経

済

坂井 豊貴 メカニズムデザインａ/メカニズ

ムデザイン

１２１

7月22日(金) 2 50 持込条件：全て持ち込み可（但し、PC・電子辞書・通信機能付機器を除

く）

経 経済 塩澤 修平 ＮＰＯ経済論ａ ４２１

7月22日(金) 4 60 持込条件：持ち込み不可経/商 経済/商 重田 麻紀子 商法Ⅱａ/法学各論（商法ⅡＡ） １２３

7月22日(金) 3 60 持込条件：全て持ち込み可（但し、PC・電子辞書・通信機能付機器を除

く）

経 経済 周 劍龍 商法Ⅰａ ５３２

7月25日(月) 3 60 持込条件：持ち込み不可経/経研 経済/経

済

須田 伸一 数理経済学Ⅰａ/数理経済学 ５１６

7月25日(月) 6 50 持込条件：全て持ち込み可（但し、PC・電子辞書・通信機能付機器を除

く）

ペン書きにて解答すること

経３、経３P経 経済 高草木 光一 社会思想ａ/社会思想ｂ ５１７

持込条件：全て持ち込み可（但し、PC・電子辞書・通信機能付機器を除

く）

ペン書きにて解答すること

経４、経４P、その他５３１

7月26日(火) 1 70 持込条件：持ち込み可(電卓のみ可)経/法 経済/政

治

田中 辰雄 計量経済学Ⅰ/計量経済学中級ａ/

計量経済学Ⅱ/計量経済学中級ｂ

１２１

7月20日(水) 4 50 持込条件：持ち込み不可経３ 01～33経 経済 田中 幹大 現代日本経済論ａ ５２６

持込条件：持ち込み不可経３ 34～39、経３P、経４、経４P、その他５３１

7月25日(月) 3 40 持込条件：全て持ち込み可（但し、PC・電子辞書・通信機能付機器を除

く）

注意事項：すべて持ち込み可とするが，詳細は塾の規定にしたがう

経３、経３P、経４ 01～28経/法 経済/法

律/政治

谷口 和弘 経営学ａ/経営学Ⅰ ５２６

持込条件：全て持ち込み可（但し、PC・電子辞書・通信機能付機器を除

く）

注意事項：すべて持ち込み可とするが，詳細は塾の規定にしたがう

経４ 29～39、経４P、法律、政、その他５３３

7月21日(木) 1 60 持込条件：持ち込み不可

ペン書きにて解答すること

経 経済 崔 在東 東欧経済史ａ/東欧経済史ｂ ５２７

7月21日(木) 1 60 持込条件：持ち込み可(教科書（土居丈朗『入門財政学（第２版）』日本

評論社と土居丈朗『入門公共経済学（第２版）』日本評論社）、講義配

布資料（書き込みは認める）のみ)

注意事項：土居丈朗『入門財政学』日本評論社と土居丈朗『入門公共経

済学』日本評論社の、それぞれ第１版は、講義内容と異なることから、

持込みは不可とする。

経３ 01～20経 経済 土居 丈朗 財政論ａ １２１

持込条件：持ち込み可(教科書（土居丈朗『入門財政学（第２版）』日本

評論社と土居丈朗『入門公共経済学（第２版）』日本評論社）、講義配

布資料（書き込みは認める）のみ)

注意事項：土居丈朗『入門財政学』日本評論社と土居丈朗『入門公共経

済学』日本評論社の、それぞれ第１版は、講義内容と異なることから、

持込みは不可とする。

経３ 21～33１２３
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持込条件：持ち込み可(教科書（土居丈朗『入門財政学（第２版）』日本

評論社と土居丈朗『入門公共経済学（第２版）』日本評論社）、講義配

布資料（書き込みは認める）のみ)

注意事項：土居丈朗『入門財政学』日本評論社と土居丈朗『入門公共経

済学』日本評論社の、それぞれ第１版は、講義内容と異なることから、

持込みは不可とする。

経３ 34～39、経３P、経４、経４P、その他１３３

7月26日(火) 3 60 持込条件：持ち込み可(電卓（関数電卓も可）のみ)経 経済 土居 丈朗 企業金融論ａ ５２６

7月26日(火) 1 60 持込条件：持ち込み可(判例無し六法、労働法判例百選、フロンティア労

働法（教科書）、配布したレジュメ・資料)

経/法/商 経済/政

治/商

内藤 恵 法学各論（労働法Ⅰ）/労働法ａ/

労働法Ⅰ

１２３

7月22日(金) 3 60 持込条件：持ち込み不可経 経済 直井 道生 都市経済論ａ ５１７

7月20日(水) 2 70 持込条件：持ち込み不可経 経済 中嶋 亮 産業組織論ａ ５２８

7月20日(水) 1 70 持込条件：持ち込み不可経/経研 経済/経

済

中林 真幸 日本経済史ｂ/欧米経済史・日本

経済史

５１６

7月22日(金) 1 60 持込条件：持ち込み可(電卓のみ)経/商 経済/商 野村 浩二 経済統計ａ/経済統計各論（産業

連関分析）/計量経済学各論（産

業連関分析）

５１７

7月26日(火) 2 50 持込条件：持ち込み不可経 経済 橋口 勝利 現代日本経済史ａ ５２７

7月26日(火) 3 50 持込条件：全て持ち込み可（但し、PC・電子辞書・通信機能付機器を除

く）

経 経済 長谷川 淳一 社会史ａ ５２７

7月22日(金) 2 70 持込条件：持ち込み可(A4サイズの紙１枚のみ。自分で用意。表裏ともに

何を書いてきてもいいが、切り貼りして表面積を増やしてはいけない。

コピー可。回収しません。)

経/経研 経済/経

済

藤原グレーヴァ 香子 ゲームの理論ａ/ゲームの理論 ５１９

7月25日(月) 2 50 持込条件：持ち込み不可文/経 人文/経

済

松浦 聖子 法学ａ（憲法を含む）/法学

Ⅰ（憲法を含む）

４１２

7月25日(月) 2 50 持込条件：全て持ち込み可（但し、PC・電子辞書・通信機能付機器を除

く）

経 経済 松沢 裕作 社会史ａ ４１１

7月26日(火) 3 50 持込条件：持ち込み可(辞書類のみ持ち込み可)経/経研 経済/経

済

松沢 裕作 日本史史料講読ａ/日本史史料講

読

４１２

7月20日(水) 2 60 持込条件：持ち込み不可経 経済 三嶋 恒平 工業経済論ａ ４２１

7月26日(火) 3 60 持込条件：持ち込み不可経 経済 宮内 環 社会科学基礎論ａ ５３２

7月20日(水) 2 50 持込条件：持ち込み不可

ペン書きにて解答すること

注意事項：摩擦熱で文字が消えるタイプのボールペン（フリクション

等）は使用【不可】です。

修正液・修正テープは使用【可】です。

経 経済 山田 篤裕 社会政策論ａ/社会政策論ｂ ５２７

7月26日(火) 3 50 持込条件：持ち込み不可経 経済 山田 浩之 開発経済学ａ ４１１
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7月21日(木) 3 60 持込条件：持ち込み可(下記に記載された物の持ち込み可。下記指定物以

外のもの及びコピー・プリントアウトの持ち込み厳禁

○金子宏『租税法』（弘文堂）

○岸田その他『基礎から学ぶ現代税法』（財経詳報社）

○条文集（一般的な法律出版社発行の判例付きのものも可。自筆の書き

込みがあっても良い。）)

ペン書きにて解答すること

注意事項：「所得税法」試験持込み許可文献及び注意事項

下記に記載された物の持ち込み可。下記指定物以外のもの及びコピー・

プリントアウトの持ち込み厳禁

○金子宏『租税法』（弘文堂）

○岸田その他『基礎から学ぶ現代税法』（財経詳報社）

○条文集（一般的な法律出版社発行の判例付きのものも可。自筆の書き

込みがあっても良い。）

注意！

① 解答は，指定された解答用紙にペン書（万年筆，ボールペ

ン）で行うこと。鉛筆もしくはシャープペンシルで書いた場合は，中身

を読むことなく即ゼロ点をつける。

② Keio.jpで提供したファイルの持ち込みは厳禁する。

③ 持ち込みを許可された条文集や教科書等をコピーしたものや

一切のプリントアウトの持ち込みを厳禁する。持ち込みを許可された条

文集や教科書等へのコピーの貼り付けも禁止する。

経、法律３経/法/商 経済/法

律/商

吉村 典久 所得税法/租税法ａ/法学各論（租

税法Ⅰ）

１２１
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持込条件：持ち込み可(下記に記載された物の持ち込み可。下記指定物以

外のもの及びコピー・プリントアウトの持ち込み厳禁

○金子宏『租税法』（弘文堂）

○岸田その他『基礎から学ぶ現代税法』（財経詳報社）

○条文集（一般的な法律出版社発行の判例付きのものも可。自筆の書き

込みがあっても良い。）)

ペン書きにて解答すること

注意事項：「所得税法」試験持込み許可文献及び注意事項

下記に記載された物の持ち込み可。下記指定物以外のもの及びコピー・

プリントアウトの持ち込み厳禁

○金子宏『租税法』（弘文堂）

○岸田その他『基礎から学ぶ現代税法』（財経詳報社）

○条文集（一般的な法律出版社発行の判例付きのものも可。自筆の書き

込みがあっても良い。）

注意！

① 解答は，指定された解答用紙にペン書（万年筆，ボールペ

ン）で行うこと。鉛筆もしくはシャープペンシルで書いた場合は，中身

を読むことなく即ゼロ点をつける。

② Keio.jpで提供したファイルの持ち込みは厳禁する。

③ 持ち込みを許可された条文集や教科書等をコピーしたものや

一切のプリントアウトの持ち込みを厳禁する。持ち込みを許可された条

文集や教科書等へのコピーの貼り付けも禁止する。

法律４、商、その他１２３


