
学生各位 

 

 法学部の今年度前期試験は、下記期間に、「教場試験」及び

「定期試験」として実施します。 

７月１９日（火）～８月１日（月） 

 

 詳細は、別紙「教場試験・定期試験時間割」及び「試験方法」

で確認してください。 

受験にあたっては、「法学部学期末試験受験者心得」を熟読の

上受験してください。 

 

 教場試験期間（７月１９日（火）～７月２５日（月））は、

定期試験の準備に向けた自学・復習・質問のための一斉オフィス

アワー期間とし、法学部の「講義科目」については原則として授

業は行いません（基幹教育科目は対象外です）。 

 演習（ゼミ）等については、担当教員の指示に従ってくださ

い。 

  

 なお、下記については教場試験期間及び補習期間内に授業を

行います。（今後変更の可能性もあるので掲示に注意すること） 
 

             

 ●ワークルールとキャリアデザイン：7 月 20 日（水）２限（Ｄ－１０５） 

  ●政治学原論          ：7 月 20 日（水）３限（大講義室Ⅰ） 

  ●刑法Ⅰ（刑法総論）      ：7 月 25 日（月）４限（大講義室Ⅱ） 

  

 

 

 

 

  令和４年６月２１日 

学務課(法学部担当) 



1 2 3 4 5
8:40～10:10 10:30～12:00 13:00～14:30 14:50～16:20 16:40～18:10

科目名 国際公法
教員名 明石欽司
試験室 大講義室Ⅰ
科目名 ローマ法I（ローマ法史） 刑事政策
教員名 五十君 麻里子 武内謙治
試験室 オンライン E-110
科目名 【授業】ワークルールとキャリアデザイン 【授業】政治学原論
教員名 山下 昇 蓮見 二郎
試験室 D-105 大講義室Ⅰ
科目名 政治学史Ⅰ 民法Ⅰ
教員名 木村 俊道 香山高広
試験室 E-110 大講義室Ⅰ
科目名 労働法
教員名 新屋敷 恵美子
試験室 大講義室Ⅰ
科目名 法史学基礎 刑事訴訟法
教員名 五十君ほか 田淵　浩二
試験室 大講義室Ⅰ 大講義室Ⅱ

7月23日 土
7月24日 日

科目名 憲法Ⅰ 【授業】刑法I（刑法総論）
教員名 高橋　雅人 冨川　雅満
試験室 大講義室Ⅰ 大講義室Ⅱ

1 2 3 4 5
8:40～10:10 10:30～12:00 13:00～14:30 14:50～16:20 16:40～18:10

科目名 民法Ⅲ（債権総論・担保物権法） 民事訴訟法Ⅰ
教員名 田中 教雄 上田　竹志
試験室 大講義室Ⅰ 大講義室Ⅰ
科目名 地方自治法
教員名 田中（孝）

試験室 E-110

科目名 政治学原論

教員名 蓮見 二郎

試験室 大講義室Ⅰ

科目名 知的財産法 刑法I（刑法総論）

教員名 小島　立 冨川　雅満

試験室 E-110 大講義室Ⅱ
科目名 外交史 法哲学（法理学）
教員名 中島 琢磨 福原　明雄
試験室 大講義室Ⅰ D-103

7月30日 土
7月31日 日

科目名 行政法Ⅱ（行政救済法）
教員名 鈴木　崇弘
試験室 大講義室Ⅱ

試験期間中講義実施

※基幹教育科目の定期試験期間と法学部定期試験期間が異なるため注意すること。

◆補習授業を実施する科目(8/2(月)～8/6(金)：法学部補習授業期間、基幹教育科目定期試験期間)
8月3日（水） 8月4日（木） 8月5日（金） 8月8日（月）

7月29日 金

8月1日 月

8月2日（火）
3限～4限：地方自治法（E-110）

7月26日 火

7月27日 水

7月28日 木

7月25日 月

定期試験時間割

月　日 曜日

7月20日 水

7月21日 木

7月22日 金

教場試験時間割

月　日 曜日

7月19日 火

令和４年度前期法学部専攻教育科目　教場試験・定期試験時間割

※時間割・教室の変更等は法学部ＨＰにてお知らせしますので、法学部ＨＰに注意してください。

※受験に際しては、「学生便覧」に記載されている学期末試験に関する記述、および「受験者心得」を熟読の上、受験してください。

※他学部の科目の試験は、当該学部の指示にしたがってください。

別紙１-１



別紙1-2

※レポート評価科目は別途掲示

授 業 科 目 担 当 教 員 査 定 方 法 備  考  （ 持 込 物 等 ）
教室での筆記試験が実施できなくなった場
合の対応について

ローマ法I・ローマ
法史

五十君 麻里子
オンライン筆記試
験

試験時間開始時に問題を公開し、試験時間内に回答をmoodleで
提出する。

刑事訴訟法 田淵　浩二 筆記試験
書き込みのない六法（判例付き不可）の持ち込みを許し、書き込
みがある場合は不正行為とする
六法以外の持ち込みについて持ち込みを一切許さない

オンライン試験を実施する。（オンライ
ンの場合はすべて持ち込み可となり
ます。）

刑法I（刑法総論） 冨川雅満 筆記試験

書き込みの有無を問わず、六法の持ち込みを認める
六法以外の持ち込みについては、下記のものに限り、持ち込み
を許す
自分で作成したノートに限り、持ち込みを許す（レジュメなどの配
布資料、他の者が作成したノートの写しの持ち込みは認めない）

オンライン試験に切り替える。その場
合には、持ち込みについての制限は
ない。

刑事政策 武内謙治 筆記試験

書き込みのない六法（判例付き不可）の持ち込みを許し、書き込
みがある場合は不正行為とする
六法以外の持ち込みについては、下記のものに限り、持ち込み
を許す
A4・1枚（表裏）の手書きメモ（コピー、加工は不可）。

レポート

労働法 新屋敷恵美子 筆記試験

書き込みの有無を問わず、六法の持ち込みを認める
六法以外の持ち込みについては、下記のものに限り、持ち込み
を許す
配付資料（コピー不可）
六法については、判例付きのものは認めない。また、配布資料に
ついては、友人知人の資料をコピーすることは認めない（授業中
に配布したものか自身でプリントアウトして使用した資料のみ許
可する。）。

レポートによる。

民法Ⅰ 香山高広 筆記試験

書き込みのない六法（判例付き不可）の持ち込みを許し、書き込
みがある場合は不正行為とする
持ち込みを認める六法は，『デイリー六法』又は『ポケット六法』に
限る。色つきのマーカー等で，単に線を引いているにすぎない六
法は，「書き込みのない六法」として，扱う。
六法以外の持ち込みについては、持ち込みを一切許さない

オンラインで筆記試験を行う。この場
合においては、論述問題を2題出題す
る。

民法３ 田中教雄 筆記試験

書き込みの有無を問わず、六法の持ち込みを認める
六法以外の持ち込みについて、特に限定せず、持ち込みを許す
教室において、Moodleを利用して試験を行います。Moodleを利
用するので、パソコンを必ず持ち込むこと。

試験時間を限定し、Moodleを利用して
実施する。

知的財産法 小島　立 筆記試験
書き込みのない六法（判例付き可）の持ち込みを許し、書き込み
がある場合は不正行為とする
六法以外の持ち込みについて、持ち込みを一切許さない

状況により教室での筆記試験が実施
できなくなった場合には、レポートによ
り成績評価を行います。

地方自治法 田中孝男 筆記試験

六法の持ち込みを許さず、関係条文も提供しない
六法以外の持ち込みについて、下記のものに限り、持ち込みを
許す
『地方自治ポケット六法』（学陽書房）、六法への線引き・書込み
と付箋（付箋中に書込みも可）を付けることも認める。

オンラインで試験を実施します。

政治学原論 蓮見二郎 筆記試験
六法の持ち込みを許さず、関係条文も提供しない
六法以外の持ち込みについて、持ち込みを一切許さない

オンラインで実施

外交史 中島琢磨 筆記試験
六法の持ち込みを許さず、関係条文を試験問題用紙の中で掲げ
る
六法以外の持ち込みについて、持ち込みを一切許さない

課題レポートによる

法史学基礎
五十君　西　川
島　山口

筆記試験
六法の持ち込みを許さず、関係条文も提供しない
六法以外の持ち込みについて、持ち込みを一切許さない

moodleを利用したオンライン試験を行
う。

国際公法 明石欽司 筆記試験
六法の持ち込みを許さず、関係条文も提供しない
六法以外の持ち込みについて以下のものに限り、持ち込みを許
す：条約集のみ

民事訴訟法１ 上田竹志 筆記試験
書き込みのない六法（判例付き不可）の持ち込みを許し、書き込
みがある場合は不正行為とする
六法以外の持ち込みについて持ち込みを一切許さない

教室での筆記試験が実施できなくなっ
た場合、レポートを課す

行政法Ⅱ 鈴木崇弘 筆記試験
特に限定せず、持ち込みを許す。
筆記用具はボールペン又は万年筆のみ使用を認める

オンラインで筆記試験を行う

法哲学 福原明雄 筆記試験 持ち込みを一切許さない
教室での筆記試験ができない場合
は、期末レポート（試験予定日を締め
切りとする）による評価で代替する

憲法Ⅰ 高橋雅人 筆記試験
書き込みのない六法（判例付き不可）の持ち込みを許し、書き込
みがある場合は不正行為とする
六法以外の持ち込みについて持ち込みを一切許さない

教室での筆記試験が実施できなくなっ
た場合は、オンラインで筆記試験を実
施する。

政治学史Ⅰ 木村　俊道 筆記試験
六法の持ち込みを許さず、関係条文も提供しない
六法以外の持ち込みについて持ち込みを一切許さない

レポート等により対応。

令和４年度前期　試験方法　（法学部専攻教育科目）
  　　今学期の授業科目の試験は、下記のとおり実施します。



別紙1-3

※筆記・口頭試問等の試験科目は別途掲示

授 業 科 目 担 当 教 員 締め切り日 提出場所 備  考  （ 課題等 ）

経済法 平山賢太郎 7月31日午後5時 moodleへのオンライン提出 6月中にmoodleアナウンスメント機能を用いて告知する

法政基礎演習（国際貿易取引と法） LEE UNHO 8月2日13:00まで メール提出（peter@law.kyushu-u.ac.jp 課題についてはMoodleでお知らせする予定

商法３ 徳本　穣 2022年7月31日
電子メールに添付する形にて提出。提出先
の電子メールアドレスは、
mitokumoto@law.kyushu-u.ac.jp　です。

未定。追って、講義の中並びにMoodleにて、御連絡いたします。

比較政治学Ⅰ 岡﨑　晴輝 2022年7月18日 ムードル 第１回授業で案内した通り。

刑事訴訟法実務特殊講義Ⅰ 藤村　元気 2022年7月4日
講義時に提出、学務課レポートボックス、
Moodle上にアップ、メールで送付のいずれ
か。

Moodle上にアップロード済み

中国法 西　英昭 8月上旬 講義中に指示する

政治学Ⅰ 出水　薫 Moodle上で通知

比較政治学Ⅱ 出水　薫 Moodle上で通知

商法Ⅰ（会社法①） 荒　達也 未定 Moodleを利用したオンライン提出 未定

国際政治学Ⅰ 大賀　哲 別途通知

令和４年度前期　レポート評価科目　（法学部専攻教育科目）
  　　今学期の授業科目のレポート評価科目は、下記のとおりです。



（学生通知用） 

法学部学期末試験受験者心得 

 

１．受験者は、試験開始時刻１０分前に試験室に入室すること。 

 

２．試験室では、原則１人空けで着席すること。ただし、監督者から座席を指定された場合

は、その指示に従うこと。 

 

３．講義室の座席には、座席コードを付しているので、答案の表に座席コードを記入するこ

と（答案用紙に座席コードの記入がない者の答案は無効とする）。 

また、受験者が５１人以上の試験については、試験中に「学期末試験着席調査表」を回

すので、受験者は着席しているコード欄に学生番号・氏名を記入し、次の人に回すこと。 

 

４．試験開始１０分経過後は入室を許可しない。また、試験開始後３０分間及び試験終了時

刻直前の１０分間は退室を許可しない。 

 

５．受験者は必ず学生証を持参すること。 

 

６．受験者は、試験室に入る前に携帯電話・スマートフォン等の電子機器の電源を切り、机

の上に置かないこと。計時機能としての使用も禁止する。 

 

７．試験問題提示後に答案を提出しないで退室することはできない。 

   

８．所定の座席に着席しない者、その他監督者の指示に従わない者には退出を命じる。 

 

９．試験に際し、不正行為を行わないこと。不正行為があった場合は、当該学期の全ての受

験科目を無効とするとともに、「退学」を含め厳重に処分を行う。 

 

10．試験当日、風邪様症状（発熱、咳など）ある場合は受験しないこと。この場合、医師に

よる診断書なしに追試験を申し出ることができる。追試験については別途「学期末試験に

おける追試験について」を確認すること。 

 

11．マスクは必ず着用のこと。 

 

法学部長  熊野直樹 



 
 
 

法学部学生 各位 
 
 

                                                        
                    法学部学務委員会 
 
 
 
 

学期末試験における追試験について 
 
 
 
 

 学生が病気・事故などの正当な理由により，筆記試験を受験
できなかった場合に限り，下記により追試験を実施します。 
 追試験を希望することになった場合は，速やかに学務課（法
学担当）に申し出てください。 
また、教室での筆記試験の受験を避けるべき個別の事情（基

礎疾患を有する、同居の高齢者の介護の必要性、コロナウイル
ス感染拡大地域からの通学など）がある場合には、事前に学務
課（法学担当）に申し出れば、あらかじめ追試験の可否につき
学務委員会の判断を受けることができます。 
  なお，再試験については，従来どおり実施しません。 
 
 

記 
 

 

○追試験の実施について 
 

 １．学期末試験期間中に実施される筆記試験を受験できなかった学生 
  については，病気，事故，２親等以内の親族の死亡，その他正当 
  な理由があると学務委員会が認めた場合に限り，追試験を行うこ 
  ととする。 
  ※今学期については、試験当日に風邪様症状（発熱、咳など）がある場合や、

教室での筆記試験の受験を避けるべき個別の事情（基礎疾患を有する、同居
の高齢者の介護の必要性など）がある場合には、「その他正当な理由がある」
と認める方針です。 

 
 

  ２．追試験を希望する学生は，受験できなかった科目にかかる筆記試 
  験の実施日から原則として３日以内にその旨を学務課（法学担当） 
  に申し出ること。 

   事前に受験できない科目が分かっている場合は，事前に申し出る 
  こともできます。 
 
 
 



  ３．追試験を申し出た学生は，別に指定された期日までに，出願理由 
  を証明する書類等を添えて，追試験に関する所定の願書(学務課  
  法学担当で交付)を法学部長宛に提出すること。 

   ※病気を理由とする場合には医師による診断書が必要となりますが、今学期に

ついては、試験当日に風邪様症状（発熱、咳など）がある場合については診

断書を求めないこととします。 

 
 
 
 

                                                 令和４年６月２１日 



 
【教室で行われる定期試験を受ける際の注意事項】 
 
１．体温を測って、自身の健康状態を把握してください。 

  試験当日に発熱や、咳などの風邪の症状や体調不良がある場合、追試験を認め

る方針ですので、試験を受けずに追試験の申し出を行なってください。 
 

２．キャンパス内の各建物出入口や講義室の出入口に、手指消毒用アルコールを設

置しているので、キャンパス内では石鹸での手洗いの他、消毒による衛生管理

に務めてください。また、試験室には除菌シートを置いているので、各自で座

席を拭いてください。 
 

３．マスクを必ず着用してください。 
 

４．座席に番号がある席のみ使用可能ですので、必ず確認してください。 
 

５．次の時間も同じ試験室で受験する場合は、移動せず同じ座席を使うようにして

ください。 
 

６．試験日にオンライン授業もしくはオンライン試験がある場合、以下の教室また

はオンライン授業受講可能教室をご使用下さい。 

 

ローマ法Ⅰ（ローマ法史）    Ｄ－１０５、Ｅ－１１０ 
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