
※Scroll down for timetable in English 
 

２０１９年度 秋学期前半科目追加試験 時間割 【全学部共通/教員五十音順】 
 

２限目 10:45～12:15 
 

受験を辞退する場合には、必ず事前に学生部学事担当（０３－５４２７－１８６５）に連絡してください。 
 
※持込条件「すべて可」においても、PC及び通信機能付き機器・電子辞書の持ち込み不可。 

※持込条件「電卓」について、特に指定がない場合は、辞書機能、メモ入力機能、およびプログラム入力機能を有するもの

は使用できません。 

※持込条件「六法」について、担当教員から特段の指示がない限り原則として次に掲げるようなものを持ち込むことは 

できません。   

 ■判例･解説が掲載されているもの。  ■書込みのあるもの。 

       ■市販の『六法』をコピーしたもの、切り取ったもの。 ■ウェブ上の条文を印刷するなどして作製したもの。 

 

※変更、追加箇所については、その都度更新します。各自の責任において確認するようにして下さい。 
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担当者 科目名 試験形態 試験日
試験
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試験
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試験
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試験持込条件・試験注意事項／レポート課題

経,法 経済,
政治

木村 福成 国際貿易論ｂ／国際経済論Ⅱ 追加試験期間内試験 11 月 19 日（火） 2 70 475 持込条件：すべて可

経,
国セ

経済, 壽里 竜 社会思想史ａ 追加試験期間内試験 11 月 19 日（火） 2 50 475 持込条件：すべて可

1２０１９年度秋学期前半科目追加試験　時間割【三田／全学部／教員五十音順】



Academic Year 2019 Fall First-half Semester Makeup Examinations Timetable 
(All Undergraduate Faculties/In Alphabetical Order) 

 
2nd Period:  10:45 - 12:15 

 
If you decide not to take the exams, you must contact the Academic Affairs Office of the Office of Student Affairs 
(03-5427-1865) in advance. 
 
*Even if the exam has no restrictions regarding prohibited items, PCs, communication devices, and electronic 
dictionaries are prohibited from the exam room. 

*If the use of calculators is permitted, calculators must not be equipped with dictionary, text, or program storage 
functions. 

*Roppo (Compendium of the six codes): Items indicated below are not permitted unless specific instructions to 
the contrary are given by the faculty member in charge.  

■ Items which include precedents or commentaries. 
■ Items which have been written on. 
■ Photocopies or clippings of commercially-available editions of Roppo. 
■ Items which have been created using printed provisions on the web, etc. 

 

*Any changes or additions to the timetable will be made known. It is your responsibility to keep up-to-date with 
the latest information. 



Faculty Department Instructor Subject Evaluation Method Exam Date Period Exam Duration Room Items permitted in this exam・Notes on examination/subject of Report

F-KEI,
F-HOU

ECONOMICS,
POLITICAL
SCIENCE

FUKUNARI KIMURA
INTERNATIONAL TRADE B／
INTERNATIONAL ECONOMICS
2

Makeup examination 11/19 (Tue) 2 70 475 Items permitted in this exam :All permitted

F-KEI,

O-KOKUSA
ECONOMICS, RYU SUSATO HISTORY OF SOCIAL

THOUGHT A Makeup examination 11/19 (Tue) 2 50 475 Items permitted in this exam :All permitted

F-:Faculty    GS-:Graduate School    O-:Others

1Academic Year 2019 Fall First-half Semester Makeup Examinations Timetable【Mita campus】


	（日本語）2019年度秋学期前半追加試験時間割表紙
	syaken_exam_time
	（英語）2019年度秋学期前半追加試験時間割表紙
	英語syaken_exam_time_eng

