
a-15

履
修
一
般

事
項

学
　
籍

単
位
互
換
制
度

試　験
1．試験の種類

定期試験

追 試 験試験の種類

臨時試験

　履修した授業科目については、試験が行われます。

　試験の方法は、多くが筆記試験ですが、レポート試験、口頭

試問、実技試験、ノート提出等により行われる場合もあります。

※�臨時試験は定期的に行われる小
テストなどを含みます。

2．定期試験
　一定の期間と時間割を定めて、春学期試験（春学期末）と秋学期試験（秋学期末）の２回実施されます。
　試験の時間割は、通常の授業曜日、時限と異なることがあり、土曜日や日曜日に、試験が組まれることがあります。
　また、試験時間帯は次のとおりです。時間帯は通常の授業時間と異なります。

時　　限 時　　間　　帯
第１時限 �9：30〜10：30
第２時限 11：00〜12：00
第３時限 13：00〜14：00
第４時限 14：30〜15：30
第５時限 16：00〜17：00
第６時限 17：30〜18：30

　注：科目によっては、最長90分の試験時間となる場合もあります。

〔座席指定〕
　試験には着席する位置が指定されている場合があります。
　この場合は当該試験開始前に、教室の入口に学生証番号で着席位置が記された座席指定表が貼り出されますので、決め
られた位置に着席しなくてはなりません。

3．追試験
　追試験は「チャンスが２度ある」といった意味の制度ではありません。
　規定の理由により定期試験を受験できなかった場合で、追試験期間中に受験が可能な場合、願い出の対象となります。
　願い出後、許可となれば追試験の受験資格が与えられますが、許可されたからといってご自身に追試験を受験するかし
ないかの決定権が与えられたわけではありません。追試験が許可された方のためだけに特別に試験の機会を用意するもの
で、自分の都合で受験しないということは認められません。十分注意してください。不明な場合は必ず、教学センターに連
絡・相談し、指示を仰いでください。

⑴定期試験を次の理由により受験できなかった場合、願い出て許可になれば追試験を受験することができます。
①教育実習および介護等体験（教職課程教育センターの証明書要。「授業」参照）
②博物館実習（教学センターの証明書要）
③�卒業後の進路に関する試験（就職活動の場合は、あらかじめ進路・就職支援センターの指導を受け、所定の手続き
が必要）
④裁判員候補者として呼出しを受けた場合または裁判員に選任された場合（公的証明書要）
⑤自己の責めによらない不慮の事故又は災害（公的証明書要）
⑥一親等・二親等の親族の死亡又は葬儀（公的証明書又は葬儀日程のわかるものが必要。原則２日間）
⑦病気又は負傷（診断書要）
　※加療期間等の記載内容から当日受験できないことが読みとれる診断書に限る。
　〈診断書〉
　　「体の調子が悪くてずっと家で寝ていた」では第三者に対して証明することができません。
　　公的な証明を必要としますので、必ず当日中に医療機関で診察を受け診断書を取得しておいてください。
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⑧交通機関の遅延（交通機関の遅延証明書要）
⑨その他、本学が特にやむを得ないと認めた場合（教学センターの指定する証明書が必要）
⑵臨時試験、レポート試験および体育教育科目の実習は、追試験の対象にはなりません。
⑶�追試験を受ける場合は、１科目につき1,000円の追試験料が必要です。ただし、教育実習、介護等体験、博物館実習、
裁判員候補者として呼出しを受けた場合または裁判員に選任された場合、及びその他本学が特にやむを得ないと認め
た場合は、追試験料を免除します。
⑷�受験手続は、教学センターで交付する「追試験願」に所定事項を記入し、追試験料（1,000円×受験科目数）額面分の
証紙を貼付し、当該科目の試験実施日を含めて 3日以内（土・日・祝日を含む）に教学センターに提出してください。
金曜日試験については、土曜日の窓口取扱い時間までとなります。また、暦によっては試験当日の窓口取扱い時間ま
でとなる場合もありますので注意してください。
⑸�追試験を受験できなかった場合、再度の追試験は行いません。当日の出欠に関わらず、必要書類の提出と追試験料の
支払いが必要となります。また、追試験を願い出ながら自分の都合で受験しない場合は以後追試験の願い出を受理し
ないことがあります。
⑹春学期追試験は７〜８月、秋学期追試験は１〜２月の間に行います。

4．臨時試験
　授業科目によっては、平常授業時に臨時の試験が行われ、成績に加味されます。
　追試験の対象にはなりません。

5．試験に関する注意事項
〔試験に関する伝達〕
　定期試験に関する伝達は、電子掲示板POSTにより行います。ただし、臨時試験については、授業担当者から直接口頭で
伝達される場合もあります。
　実施する授業科目および時間割は、試験期間開始の10日前頃に電子掲示板POSTにて発表します。
　なお、発表後も変更になる場合がありますので、注意してください。
　電子掲示板POSTでの試験情報の確認方法については、本冊子（a-2ページ）を参照してください。
　※追試験については、別途、願い出許可者に指示します。

〔筆記試験〕
⑴受験の心得
　受験に際しては次の点を遵守しなければなりません。
①�試験開始10分前には前列から詰めて着席し、静粛を保たなければならない。
　ただし、座席指定の場合は、指示に従って着席しなければならない。
②�筆箱および下敷きは試験開始前にかたづけなければならない。クリアケースのカバンを持っている学生は、中身が見
えないよう、椅子の下に置かなければならない。
③�通信機能の有無に係わらず情報端末（スマートフォン・スマートウォッチ・携帯電話・タブレット・携帯音楽プレーヤー
など）を時計として使用することは認めない。また、これらは試験教室内では電源を切りカバンの中にかたづけなけれ
ばならない。もしも試験中に着信音（マナーモード含む）等が鳴った場合は、勝手に自分で触れず、手を挙げて監督者
の指示に従わなければならない。
　�　※上記について、監督者の指示に従わず勝手に手を触れた場合、不正行為とみなすので、注意すること。
④�受験中は、机上に学生証を提示しなければならない。（「学生証（a−3ページ）参照」）
　学生証再発行中に使用する仮カード（顔写真なし）は学生証ではない。
　写真による本人確認が行えないもの・顔写真が不鮮明なものも無効である。
⑤�指定された日時および試験場で受験しなければならない。
⑥�解答用紙最下段の氏名欄等は、黒・濃紺色のペン又はボールペンで記入しなければならない。
⑦�問題および解答用紙は必ず提出しなければならない。
⑧�試験開始後40分経過するまでは退場できない。
　�　※原則として40分経過するまでの退場は認められないが、体調不良等の理由により、退場を認めることがある。手
を挙げて監督者の指示に従うこと。
　ただし、40分経過後に退場する場合は、再入場は認められないため、問題および解答用紙を提出の上退場すること。
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⑨�問題および解答用紙の提出は監督者の指示に従い、すべてのものを持って、監督者が指定する出口から退場しなけれ
ばならない。

⑵受験中の禁止事項
①許可なく物品・教科書・ノート類を貸借したとき。
②他人の答案をのぞき見て写したとき、および写させたとき。
③私語を行ったとき。
④持込許可物以外の持込みおよび参照（カンニングペーパー等）したとき。
⑤本人との替え玉受験を行ったとき。
⑥机上等への書込みを行ったとき。
⑦解答用紙を持ち帰ったとき。
⑧不正な態度および監督者の指示に従わないとき。

禁止事項に反した者は不正行為とみなし、即時受験停止および当該科目の無効を命じられ、
さらに、学則50条により退学、停学等の懲戒を受けます。

⑶次の場合は、失格または無効となります。
①『受験中の禁止事項』に反した場合
②履修登録をしていない科目を受験した場合
③試験開始後10分以上遅刻した場合
④休学または停学中に受験した場合
⑤試験において不正行為のあった場合

〔レポート試験〕
　定期試験・臨時試験を問わず、レポート試験を実施する授業科目があります。レポート提出が課された場合はテーマ・
様式・提出期限・提出先等を確認し、指定どおりに提出しなければなりません。
　提出方法：��定期レポート（定期試験期間に実施）の場合、作成したレポートに本学指定の表紙を必ず添付し、本人が教

学センターのレポート提出用BOXに投函してください。
� �また、必ずレポートを完成させた状態で提出してください。
� �※用紙については、教員の指示により、この限りではありません。
� 臨時レポート（定期試験期間外に実施）の場合、表紙・用紙については教員の指示に従ってください。

期限（時間）に遅れた場合は失格となります。
提出後のレポート差替え、変更、内容加筆訂正等は認めません。十分注意してください。

6．受験に際してのアドバイス
　例年よくある誤りについて例をあげて説明します。いずれも大事なことですので必ず認識しておいてください。

持込許可物での「自筆ノート」の解釈
　“自筆ノート”とは、他人のノートをコピーしたもの・コピーを貼り付けたノート・『講義ノート』と称して売っている類
のものではありません。“自筆ノート”とは自分で書いたノートのことです。
　自分で書いたノート以外のノートの持ち込みは不正行為とみなし、処分の対象となりますので注意してください。
　※パソコンなどで作成されたものも認められません。

持込許可物での「六法（判例の付いていないもの）」の解釈
　六法全書は出版社によって判例の付いているものがあります。
　条文のあと等に判例が書かれていないか、もう一度自分の六法を確認しておいてください。
　「判例が付いていることを知らなかった」「判例が付いていても私は見ない」は通用しません。

レポート試験、筆記試験の両方を課される科目もあります
　試験方法は一種類のみとは必ずしも限りません。なかには複数の試験が課される場合もあります。
　「この科目はレポート試験だから、他は無いだろう」と安心せずに、必ず自分が履修登録している科目すべてについて確
認してください。
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