
平成２９年７月２４日 
 

法学類学生各位 
 

法学類教務委員長 
 

平成２９年度前期定期試験について（通知） 

 
 定期試験を次のとおり実施します。定期試験準備の際には，シラバスの「授業の目標・

学生の学習目標」を熟読してください。 

 なお，定期試験等における不正行為については『金沢大学学生懲戒規程』に基づく処罰

の対象となりますので，十分注意してください。 
 
  １．試験室が複数にわたる場合は，教室を学年・名列番号等により指示しますので，

掲示で確認してください。 
 
  ２．遅刻は試験開始後２０分まで認めます。 
    試験室からの退室は，試験開始３０分経過後から認めます。 
 
  ３．持ち込み許可物品の有無については，あらかじめ時間割表で十分確認してくださ

い。なお，持ち込みが許可される六法は，特に記載のない限り，『判例付きでない自

己の六法』で，書き込みのないものに限ります。 
 
  ４．試験開始後の物品の貸し借りは不正行為とみなします。 
 
  ５．携帯電話等は，時計として使用する場合も含めて利用を認めません。試験室に入

室する際は必ず電源を切り，カバン等に入れてください。 
    以上に違反した場合は，不正行為としてみなされることがあります。 
 
  ６．受験の際，学生証を必ず机上に提示してください。 

学生証を忘れた場合は，運転免許証等の顔写真付の身分証明書による代用を認めま

す。代用可能な身分証明書もない場合には，教務係で仮学生証の交付を受けてくださ

い。仮学生証発行に時間がかかった場合でも，試験時間延長等の措置は行いませんの

で，絶対に忘れないよう注意してください。 
 

７．追試験の願い出について 
    病気，その他やむを得ない理由により受験できなかった科目について，「追試験願」

により願い出た場合は，追試験を認めることがあります。 
    追試験を希望する者は，所定の「追試験願」及び，受験できない理由を裏付ける

書類を８月４日（金）午後４時まで（期限厳守）に教務係まで提出してください。 
 

８．成績評価に関する疑義申し出について 
  疑義申し出の期間及び手続きについては，別途掲示される通知を参照してくださ

い。 
 



平成２９年７月２８日～８月３日

時限

区分
曜日 科    目 教員 人数 試験室 科    目 教員 人数 試験室 科    目 教員 人数 試験室 科    目 教員 人数 試験室 科    目 教員 人数 試験室

政治学各論Ａ 岡田 75 301 刑事訴訟法 大貝 46 302 公共政策論 木村 32 301
[持込不可] 【ＴＡ】 [六法のみ持込可] [授業中に指示]

座席指定有 座席指定有 座席指定有

刑法第一部 永井 215 101
[六法のみ持込可] 【ＴＡ】

【ＴＡ】
補助監督 202

民法第一部 合田 229 101 行政法第二部 平川 141 101 政治思想史 仲正 83 201
[六法のみ持込可] 【ＴＡ】 [持込不可] 【ＴＡ】 [持込不可] 補助監督 203
座席指定有 【ＴＡ】 【ＴＡ】

補助監督 201

国際私法 羽賀 60 302 国際法第二部 稲角 103 101
[六法のみ持込可] 補助監督 [ベーシック条約集のみ持込可] 【ＴＡ】

国際租税法 平川 15 204 補助監督

[授業中に指示]

東洋法制史 中村 41 302 会社法第二部 永江 51 302 国際経済法 齊藤 65 101 民事訴訟法特講/特講 野坂 8 203

[授業中に指示] [授業中に指示] 【ＴＡ】 [条約集のみ持込可] 【ＴＡ】 （超入門・民事裁判官と弁護士の共通言語）
【ＴＡ】 [六法のみ持込可]

　 　

計量分析 岡田 68 203 民事訴訟法 福本 20 303 政策過程論 河合 124 301
[持込不可] 補助監督 303 [持込不可] [持込不可] 【ＴＡ】
座席指定有 補助監督 202

国際政治史 宋 21 総LL

学域GS言語ＩＩ 中村 29 313
[持込不可]

憲法第二部 山崎 191 101 労使関係法 名古 173 201 政治学 古泉 216 101
[六法のみ持込可] 【ＴＡ】 [六法のみ持込可] 補助監督 [持込不可] 【ＴＡ】

補助監督 補助監督 人2/401 補助監督

補助監督 102

国際関係論 中野 28 総D10 民法第三部 髙 199 101
[持込：PC、ペーパー類共に可] [六法のみ持込可] 【ＴＡ】

【ＴＡ】
補助監督 202

（注意） ・発表後も変更等に注意し，掲示を確認してください。
・赤の太字で表示した科目は，試験実施教室が通常と異なるので注意してください。
・持込六法及びベーシック条約集は，判例や書込みがなく，各自所有のものに限ります。
・教室欄の「人２」は人間社会第２講義棟（旧教育学部棟），「総」は総合教育講義棟を示します。

他学類開講母体科目

2017/7/24

　　１　限　（８　：　４５　～　１０　：　１５） 　　２　限　（１０　：　３０　～　1２　：　００） 　　３　限　（１３　：　００　～　1４　：　３０） 　　４　限　（１４　：　４５　～　1６　：　１５） 　　５　限　（１６　：　３０　～　1８　：　００）

平成２９年度前期（Q２）　法学類定期試験時間割表

7/28(金)

7/31(月)

8/1(火)

8/2(水)

8/3(木)



法学類

科　　目　　名 試験日 教員 使用教室 振　　り　　分　　け　　指　　定 人　数

7/28(金)
１０１講義室 法学類2年生 １６５名

３限
２０２講義室 上記以外の学生 ５０名

7/31(月)
１０１講義室 法学類2年生 １６５名

１限
２０１講義室 法学類3年生以上、他学類 ６４名

7/31(月)
２０１講義室 法学類２年生 ６０名

４限
２０３講義室 法学類２年生以外 ２３名

8/2(水)
２０３講義室 法学類3年生の名列番号106番まで。 ４８名

１限
３０３講義室 上記以外の学生。 ２０名

8/2(水)
３０１講義室

法学類3年生のうち以下の学籍番号のもの
　1551020001　～　1551020156

８２名

４限
２０２講義室 上記以外の学生 ４２名

8/3(木)
２０１講義室 法学類3年生　００２～２０３（名列番号） ８２名

４限
育４０１ 法学類3年生　２０４以降、４年生・他学類生 ９１名

8/3(木)
１０１講義室

学類3年生以外（学類2年生および学類4年生以上：
学生番号の頭が16、10、11、12、13、14から始まる学生）

１５７名

４限
２０２講義室 学類3年生のみ（学籍番号の頭が15から始まる学生） ４２名

8/3(木)
１０１講義室 法学類生 １８１名

５限
１０２講義室 法学類以外の学生 ３５名

政 治 学 古泉

労 使 関 係 法 名古

民 法 第 一 部 合田

政 治 思 想 史 仲正

計 量 分 析 岡田

政 策 過 程 論 河合

平成２９年度　前期　定期試験で複数の試験室を使用する科目の試験室割表

刑 法 第 一 部 永井

民 法 第 三 部 髙


	（掲示用）2017前期_複数試験室割振表
	（掲示用）2017年度前期定期試験時間割（法）
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