
Ⅴ．試験と成績評価
1．定 期 試 験

　(1) 学内定期試験は，原則として前期試験及び後期試験として年２回行われる。
　(2) 授業科目によっては，定められた期間以外に行われる場合もある。
　(3) 単位の認定は，原則として前期及び後期の両定期試験を受験しなければ認定されない。
　(4)  学内定期試験は，授業を行った全科目について行う。ただし，科目によっては試験以外の方法で

成績を評価することがある。
　(5)  授業が前期，または後期のみで終了する科目については，その学期末定期試験の成績評価をもっ

て最終評価とする。
　(6) 時間割については，試験開始の約１週間前までに掲示・配布によって発表する。
　　　試験時間は，１時限を60分とし，次のとおりとする。

　　（注意）試験時の教室は平常授業の教室と異なる場合があるので，掲示に十分注意すること。

2．追　試　験
　(1)  追試験は，次の各号のいずれかに該当し，定期試験を欠席した者に対して審査のうえやむを得な

い事由があると認められた場合にのみ行う。

　(2)  上記事由により試験を欠席し，追試験を希望する場合は，「欠席届」に証明書を添えて速やかに
教務課へ提出しなければならない。なおかつ定められた期日に教務課で「追・再試験受験願」の
手続きをしなければならない。

　(3) 追試験は，前期定期試験及び後期定期試験終了後に各々行う。
　(4) 追試験料は１科目4,000円とする。

3．再　試　験
　(1)  再試験は，前期試験及び後期試験を受験して不合格となった科目について，後期定期試験終了後

に行う。なお，定期試験結果（合否）については，試験終了後随時掲示により発表する。
　(2) 定期試験を受験せずに不合格となった科目については，再試験は行わない。
　(3)  再試験を希望する場合は，定められた期日に教務課で「追・再試験受験願」の手続きをしなけれ

時　限 １時限 ２時限 ３時限 ４時限

時　間 ９:30 ～ 10:30 11:00 ～ 12:00 13:00 ～ 14:00 14:30 ～ 15:30

欠　席　事　由 証明書（願書添付） 備　　　　　考

天災・非常災害 官公庁発行による被災証
明 地震，台風，火災，水害などによるもの

交通機関の突発事故 遅延証明書，事故証明書 バイク，自家用車による事故，及び道路の
渋滞は認めない

忌　引 死亡に関する公的証明書
（写しでも可） ２親等以内の親族の死亡による忌引

病気・怪我 医師の診断書 医師が入院を必要としたものに限る

学校感染症 医師の診断書 出席停止を要するものに限る



ばならない。
　(4) 再試験料は１科目4,000円とする。

4．受験上の注意事項
　(1) 次の事項に該当する場合は，定期試験を受験することができない。
　　①　授業料，その他諸納付金が未納の場合。
　　②　授業への出席日数が，各期授業時間数の80％に達しない者。
　　③　学生証又は「追・再試験受験願兼領収書」を所持していない場合。
　　④　休学中の場合。
　　⑤　受験科目の試験開始時刻に25分以上遅刻した場合。
　(2) 試験場においては，次の事項を守らなければならない。
　　①　受験中は，学生証又は「追・再試験受験願兼領収書」を机上に提示しておくこと。
　　②　 学生証を忘れた場合は，教務課において「仮学生証」の交付を受け，これを机上に提示するこ

と。（｢仮学生証｣ は当日限り有効とする。交付料は１日1,000円）
　　③　試験開始後30分以上経過しなければ，答案を提出して退出することはできない。
　　④　 試験場における行動は，すべて監督者の指示に従わなければならない。監督者の指示に従わな

い場合は，受験を停止し，退場を命ずる。
　(3) 次の場合は，その答案は無効とする。
　　①　無記名の場合。
　　②　指定された試験会場で受験しなかった場合。
　　③　他人の答案の「学籍番号」・「氏名」を書き直した場合。
　(4) 不正行為
　　①　 受験中に不正行為を行った者に対しては，即時退場を命じ，その学期における評価を行わない。

なお，学則による懲戒処分については，教授会の議を経て別に行う。
　　②　次の事項に該当する行為をなした場合は，これを不正行為と見なす。
　　　　・私語，態度不良について注意を与えても改めない場合。
　　　　・カンニングペーパーの使用，又は机・辞書等への書き込み。
　　　　・他人の答案の書き直し，又は書き写した場合。
　　　　・許可されていない教科書等の参照。
　　　　・物品の貸借。
　　　　・他人が受験，又は他人に受験を依頼した場合。
　　　　・学籍番号・氏名等を故意に偽って記入した場合。
　　　　・問題用紙，及び答案を無断で試験会場外へ持ち出した場合。
　　　　・監督者の指示に従わない場合。
　　　　・その他不正行為と判断される行為を行った場合。

5．レポートの提出
　(1) レポートの提出は，授業担当教員及び掲示による指示に従って提出すること。
　(2)  教務課に提出となっているレポートは，「レポート受付票」に科目名等を記入し，窓口に提出す

ること。その際，提出者にレポートと引き換えに渡す受付票の学生控は，レポート提出の証明と
なるので，年度末成績評価時まで保管しておくこと。

　(3)  授業担当教員に直接，あるいは講座又は研究室に提出となっているレポートは，理由の如何を問
わず，教務課では受理しない。

　(4) 提出期限を経過したものについては，理由の如何を問わず受理しない。



6．成績評価・単位認定
　(1) 成績評価
　　　試験の成績は次の区分により評価する。

　(2) 成績発表
　　①　成績発表は，原則として前期成績発表，及び後期成績発表（総合評価）の２回とする。
　　②　前期終了科目の成績は，前期の成績評価をもって最終評価とする。
　(3) 単位の認定
　　　 履修した科目の単位の評定は，定期試験に合格したとき，はじめて認定される。試験の方法は，

筆記試験・レポート等により行われるが，実習・実技等の科目によっては，平常の成績をもって
試験成績にかわることもある。

評　　定 合　　　　　　　　　格 不　合　格

評　　価
100 ～ 90点 89 ～ 80点 79 ～ 70点 69 ～ 65点 64点以下

秀 優 良 可 不可



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages false
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /None
  /ColorImageResolution 350
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.14286
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /None
  /GrayImageResolution 350
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.14286
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (JC200103)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF005B00270044306A3057007A0069007000270020306B57FA3065304F005D0020005B002700480069006700680020005100750061006C0069007400790020005000720069006E0074002800310029005F005600450052002E0031002E003300270020306B57FA3065304F005D00209AD854C18CEA51FA529B7528002000410064006F0062006500200050004400460020658766F8306E4F5C6210306B4F7F75283057307E30593002537052376642306E753B8CEA3092670059279650306B4FDD306430533068304C3067304D307E3059300230C730B930AF30C830C330D730D730EA30F330BF3067306E53705237307E305F306F30D730EB30FC30D57528306B9069305730663044307E305930023053306E8A2D5B9A30674F5C62103055308C305F0020005000440046002030D530A130A430EB306F3001004100630072006F0062006100740020304A30883073002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E003000204EE5964D3067958B304F30533068304C3067304D307E30593002>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames false
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug true
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks true
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks true
      /BleedOffset [
        8.503940
        8.503940
        8.503940
        8.503940
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (Japan Color 2001 Coated)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 400
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName <FEFF005B9AD889E350CF5EA6005D>
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 0
      /MarksWeight 0.283460
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /JapaneseWithCircle
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


