
※試験時間の終始はチャイムにより，下記時間で実施する。

　　ただし、１校時からの９０分テストは　　　８：４０～１０：１０とする。
　　　　　　２校時からの９０テストは　　　　９：５０～１１：２０とする。
　　　　　　３校時からの９０分テストは　　１１：００～１２：３０とする。
　　　　　　４校時からの９０分テストは　　１３：００～１４：３０とする。
　　また、斜体・下線で表示した時間にはチャイムは鳴らない。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　

1 2 3 昼 4 1 2 3 昼 4 1 2 3 昼 4

08:40 09:50 11:00 11:50 13:00 08:40 09:50 11:00 11:50 13:00 08:40 09:50 11:00 11:50 13:00

～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

09:30 10:40 11:50 12:40 13:50 09:30 10:40 11:50 12:40 13:50 09:30 10:40 11:50 12:40 13:50

機械

根本昌 英語IB 化学 基礎数学A 国語 基礎数学B 英語IA 物理

B401 （小倉） （油井） （廣瀬大） （髙橋宏） （澤田） （鳥居） （鈴木三）

電気

廣瀬 英語IB 化学 基礎数学A 国語 基礎数学B 英語IA 物理

B201 （小倉） （油井） （廣瀬大） （廣瀬航） （澤田） （宮澤） （小田）

化学

小田 英語IB 化学 基礎数学A 国語 基礎数学B 英語IA 物理

B501 （小倉） （佐藤佳） （廣瀬大） （廣瀬航） （澤田） （鳥居） （小田）

都市

布施 英語IB 化学 基礎数学A 国語 基礎数学B 英語IA 物理

B301 （小倉） （佐藤佳） （廣瀬大） （廣瀬航） （澤田） （宮澤） （鈴木三）

ビジコミ

飯田 英語IB 化学 国語 数学 英語IA

3階東 （石原） （車田） （廣瀬航） （渡辺俊） （宮澤）

機械

上野代 英語ⅡA 環境科学基礎 物理 線形代数Ⅰ 国語 英語ⅡB 化学

B402 （上野代） （油井・佐藤佳） （鈴木三） （宮本） （髙橋宏） （鳥居） （森）

電気

髙野 英語ⅡA 環境科学基礎 物理 線形代数Ⅰ 国語 英語ⅡB 化学

B202 （磯上） （油井・佐藤佳） （鈴木三） （宮本） （髙野） （鳥居） （森）

化学

千葉 英語ⅡA 環境科学基礎 物理 線形代数Ⅰ 国語 英語ⅡB 化学

B502 （磯上） （油井・佐藤佳） （千葉） （宮本） （髙橋宏） （鳥居） （柴田）

都市

西浦 英語ⅡA 環境科学基礎 物理 線形代数Ⅰ 国語 英語ⅡB 化学

B302 （磯上） （油井・佐藤佳） （千葉） （宮本） （髙野） （本田） （内田）

ビジコミ

本田 英語ⅡA 数学 経営情報入門Ⅱ 物理 国語 英語ⅡB

3階西 （磯上） （渡辺俊） （ペレライン） （鈴木三） （髙野） （本田）

機械

鄭 微積分ⅡB 英語Ⅲ 微積分ⅡA

B403 （人見） （石原） （伊野）

電気

山田 微積分ⅡB 英語Ⅲ 微積分ⅡA

B203 （人見） （本田） （西浦）

化学

酒巻 微積分ⅡB 英語Ⅲ 微積分ⅡA

B503 （人見） （石原） （伊野）

都市

菊地 微積分ⅡB 英語Ⅲ 微積分ⅡA

B303 （飯田） （上野代） （西浦）

ビジコミ

若林 経営入門Ⅱ 生物 英語Ⅲ 英語特論Ⅰ

2階東 （栗林） （伊藤和） （上野代） （小倉）

機械

松尾 数理解析学Ⅰ 経営学概論 英語Ⅳ 応用物理Ⅱ 確率・統計

A102 （飯田） （栗林） （石原） （小峰） （宮本）

電気

橋本 数理解析学Ⅰ 経営学概論 英語Ⅳ 応用物理Ⅱ 確率・統計

A202 （飯田） （栗林） （本田） （小峰） （廣瀬大）

化学

車田 高分子化学 経営学概論 英語Ⅳ 応用物理Ⅱ 確率・統計

A203 （市川） （栗林） （鳥居） （中尾） （飯田）

都市

齊藤 数理解析学Ⅰ 経営学概論 英語Ⅳ 確率・統計

A303 （飯田） （栗林） （石原） （伊野）

ビジコミ

高木 文学 英語特論Ⅱ 英語Ⅳ

1階西 （廣瀬航） （宮澤） （小倉）

機械

赤尾 英語Ⅴ 防災学

A101 （勅使河原） （齊藤他5名）

電気

小泉 英語Ⅴ 電力工学 高電圧工学 電気法規 防災学 計算機工学

A201 （勅使河原） （小野　石橋） （柳平） （石橋） （齊藤他5名） （山田・濱崎）

物質

青木 英語Ⅴ 防災学

A103 （勅使河原） （齊藤他5名）

都市

江本 英語Ⅴ 防災学

A302 （勅使河原） （齊藤他5名）

ビジコミ

湯川 英語Ⅴ 防災学

1階東 （勅使河原） （齊藤他5名）

3

4

5

微積分Ⅰ

（西浦）

微積分Ⅰ

（西浦）

学
年

学科

1

2

微積分Ⅰ

（伊野）

微積分Ⅰ

（伊野）

本　　科　　令　和　３　年　度　【後　期】　中　　間　　試　　験　　時　　間　　割　　表

区分
11月25日（木） 11月26日（金） 12月6日（月）


