
           ２０２０年１月２８日 
 

法学類学生各位 
 

法学類教務委員長 
 

２０１９年度後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（ウェアラブル端末含む）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は，試験監督教員へ申し出てください。  
 

７．就職試験，資格試験，災害，交通機関遅延・運休，傷病，冠婚葬祭による不受験

の科目について，「追試験願」に証明となる書類を添えて願い出た場合は，追試験を

認めます。上記以外でも学生の責に帰すべきでない理由による不受験については，

追試験を認める場合があります。 
    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２月１２日（水）午後４時まで（期限厳守・土日祝日を除く）に教務係まで

提出してください。 
    なお，既に受験した試験については，追試験の願い出は一切できません。 

 
８．悪天候等の理由により試験の実施日もしくは実施時間，または試験教室等の変更

がある場合には，アカンサスポータルと学内の掲示板において，変更内容が周知さ

れますので，メール及び掲示に注意してください。  
 
９．疑義申出の期間及び手続については，別途掲示される通知を参照してください。 



２０２０年２月４日～２月１０日

時限

日・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

刑事訴訟法 大貝 44 204 行政法第一部 長内 170 101 西洋法制史 櫻井 18 202 政治コミュニケーション論Ｂ 横山 92 102
[六法のみ持込可] [六法のみ持込可] 【ＴＡ】 [自作の覚書5枚まで持込可・サイズを問わない] [持込不可] 【ＴＡ】
座席指定有 【ＴＡ】

法理学 足立 11 302
[持込不可]

民事法入門 福本 170 102 刑法第二部 永井 167 101 特講（保険論） 村上 8 205 憲法第一部 稲葉 209 101
[六法のみ持込可] 補助監督 201 [六法のみ持込可] 【ＴＡ】 [持込不可] [六法のみ持込可] 【ＴＡ】
複数試験室 【ＴＡ】 複数試験室 【ＴＡ】

補助監督 102

国際法第一部 稲角 189 101 家族法 合田 159 102 行政学Ｂ 河合 13 202
[ベーシック条約集のみ持込可] 【ＴＡ】 [六法のみ持込可] 【ＴＡ】 [持込不可]

【ＴＡ】 複数試験室 補助監督 301

経済法 洪 116 人2/402
[六法のみ持込可] 【ＴＡ】

国際取引法 羽賀 10 203
[六法のみ持込可]

民法第三部 樫見 117 101 民法第二部 舟橋 174 101 会社法第一部 脇田 150 人2/402

[六法のみ持込可] 【ＴＡ】 [六法のみ持込可・授業中に指示] 【ＴＡ】 [紙媒体であれば一切持込可] 【ＴＡ】

【ＴＡ】 座席指定有 【ＴＡ】 座席指定有

外国法 東川 18 202
[授業中に指示]

社会保障法 石田 152 101 税財政法 平川 71 201
[授業中に指示] [持込不可]

座席指定有

雇用関係法 早津 176 101 民事法入門 合田 170 総B1 環境政策(論）（Ⅱ) 大野 61 人2/301 政治学各論Ｂ 木村 38 302
[六法のみ持込可] [六法のみ持込可] 補助監督 総B7 [持込不可] [授業中に指示]

座席指定有 複数試験室 座席指定有

民法第二部 尾島 174 人2/402
[六法のみ持込可] 【ＴＡ】
座席指定有 補助監督 人2/201
複数試験室

（注意） ・この時間割表に記載されていない授業の試験方法・課題については，担当教員の指示に従ってください。
・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，「総」は総合教育講義棟を示します。

2020/1/28

　　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）

2/4(火)

2/5(水)

2/6(木)

2/7(金)

2/10(月)

２０１９年度後期（Q４）　法学類定期試験時間割表



法学類

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

2/5(水)
１０２講義室 法学類１年生の名列番号001～106 １００名

２限
２０１講義室 上記以外の者 ７０名

2/5(水)
１０２講義室 法学類３・４年生の公共法政策コース １１６名

３限
３０１講義室 上記以外の者 ４３名

2/5(水)
１０１講義室 法学類１年生 １６２名

５限
１０２講義室 上記以外の者 ４７名

2/10(月)
総Ｂ１ 法学類１年生の名列番号001～145 １３８名

２限
総Ｂ７ 上記以外の者 ３２名

2/10(月)
人２/４０２ 法学類２年生 １５６名

２限
人２/２０１ 法学類３年生・４年生 １７名

民 事 法 入 門 合田

民 法 第 二 部 尾島

2019年度　後期　定期試験で複数の試験室を使用する科目の試験室割表

民 事 法 入 門 福本

家 族 法 合田

憲 法 第 一 部 稲葉


