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July 7, 2021updated

【試験時間（試験区分）Examination

period (evaluation method)】

授業科目（担当教員）Course name (Name

of instructor)

　※経済学研究科との合併科目 Jointly

offered by the Graduate School of

Economics

　◎法学部との合併科目（経済学部主開

講）Jointly offered by the Faculty of Law

〔注意〕Note

下記試験時の時間割について、授業時と異

なっている授業科目があるので、十分注意

すること。（併せて、下記試験時の開始時

間について、授業時と異なっている授業科

目があるので、十分注意すること。）

Examination period may be different from

the usual class time.  Also be sure to check

the start time of the exam which may be

different from the usual class beginning

time.

日程Timetable ２限 2nd period ３限 3rd period ４限 4th period ５限 5th period 6限 6th period

　７月２０日（火）

     July 20, TUE

【13:00～14:45（オンライン試験）】

◎金融Ⅱ（福田 慎一／田中 茉莉子）

【13:00～14:45（オンライン試験）】

※管理会計Ⅱ（首藤 昭信）

【16:50～18:35（オンライン試験）】

※数量ファイナンスⅠ（萱場 豊）

　７月２１日（水）

     July 21, WED

【13:00～14:45（オンライン試験）】

経済統計（肥後 雅博）

　７月２６日（月）

     July 26, MON

【10:25～12:10（オンライン試験）】

◎国際経済Ⅱ（西岡 修一郎）

【10:25～12:10（オンライン試験）】

近代日本経済史Ⅱ（谷本 雅之）

【13:00～14:45（Online exam）】

※Mathematics for Economics

（MATSUI）

　７月２８日（水）

     July 28, WED

　７月２９日（木）

     July 29, THU

【10:25～12:10（オンライン試験）】

※数学Ⅰ（大森 裕浩）

【13:00～14:45（オンライン試験）】

数理統計Ⅱ（久保川 達也）

【13:00～14:45（オンライン試験）】

経済思想史（石原 俊時）

【14:55～16:40（Online exam）】

※EconometricsⅡ（ICHIMURA）

　７月３０日（金）

     July 30, Fri

【10:25～12:10（オンライン試験）】

※財務会計Ⅱ（大日方 隆）

【13:00～14:45（オンライン試験）】

経済データ分析（大森 裕浩）

※　上記試験関係の時間割（曜日・時限）は、原則として、授業時の時間割（曜日・時限）と同様のものとなっている。In principal, examinations are given in the same weeks and periods of usual course offering periods.

※　上記試験を受験できない場合の特別措置は実施しない。No special measures will be provided in case you cannot take above-stated exams.

※　新型コロナワクチン予防接種を計画している場合には、ワクチン接種の時間帯と上記試験関係時間割が重複することがないよう、十分注意すること。

　併せて、接種後、副反応により体調を崩す場合があるので、各自のスケジュールと副反応からの回復期間を十分に考慮した上での接種を計画すること。

        If you are planning to receive COVID-19 vaccination, be careful not to overlap the vaccination date with thebelowtest-related timetable. 

        At the same time, after inoculation, you may feel sick due to side reactions, so plan your inoculation timing after fully considering your test schedule and the recovery period from side reactions.

※　障害者差別解消法にもとづき、合理的配慮を行うこととなっている学生は、経済学部教務チームに事前に再確認を行うこと。        Students with disabilities should consult with the instructors or Graduate Office in advance.

経済学部試験関係時間割（オンライン試験／take home exam）＜令和３年度Ｓ2ターム開講＞

Timetable of S2 term exams at Faculty of Economics (Online exams/take home exams)

　◆　受験方法については、授業時、ITC-LMSまたはUTAS等による担当教員の指示に従うこと。For the way to take exams, follow the instructions given at classroom, UTAS and ITC-LMS.

　◆　担当教員からITC-LMSにより試験を行う指示があった場合には、受験する授業科目の授業コンテンツが確認できる状態になっているか、実際にITC-LMSにログインの上、必ず事前に確認を行っておくこと。（合併科目について、担当教員から受験す

る授業科目の指示がある場合には、その指示に従うこと。）In case of taking exams from ITC-LMS, check beforehand if you can confirm the course contents of that course by logging in to ITC-LMS.  Regarding the jointly offered courses, follow the instruction

if any at the class.

　◆　ITC-LMSに答案ファイルをアップロードしなかった場合、「不可」ではなく「未受験」として取り扱う。It will be treated as M (not taken) not F (Fail) if you do not upload the answer files on ITC-LMS.

　◆　履修登録（UTAS）をしていない授業科目については、受験しても無効となる。No credits/grades will be given if you take the  exams which you have not registered at UTAS.

　◆　ITC-LMSにより設定された期限を1秒でも過ぎると答案ファイルのアップロードや答案の入力ができなくなるので、提出（登録）完了・解答完了の状況まで必ず余裕をもって行うこと。併せて、設定された期限までに、アップロードや入力の状況の

確認を行うようにすること。（ITC-LMSの操作方法については、ITC-LMS 学生向けマニュアルを必ず事前に確認を行っておくこと。）Upload the file and confirm the submission (registration) status before the deadline with plenty of time since you may not

be able to upload answer files or type the answer sheet even after 1 second of the deadline.  Do double check the status of submission before the deadline.  (See ICT-LMS User Manual for Student for the operation of ITC-LMS.)

　－特に、授業コンテンツ「課題」「テスト」等の関係するページについては、重点的に確認を行っておくこと。Check Course contents, especially Assignments and Quizzes.

　－授業コンテンツ「課題」により、ファイルをアップロードするのではなく、答案の入力を直接行う場合には、解答するテキスト入力部分には「10,000文字」の文字数制限があるので、注意すること。In case of imputing directly to the text entry area (not

uploading the file at Assignments), be cautious to the word limitation of 10,000 characters in that area.

　－授業コンテンツ「テスト」により、答案の入力を直接行う場合には、解答するテキスト入力部分には「1,300文字」の文字数制限があるので、注意すること。Be noted that in text entry areas at Quizzes, there is word limitation of 1300 characters.

　◆　ITC-LMS のログイン画面には、次のように明記されているので、ITC-LMS により、答案ファイルのアップロードや答案の入力を行う場合には、次の時間帯に行わないよう、注意すること。As written on the login page of ITC-LMS, do not operate

ITC-LMS for the following periods.

　－毎日06:00 頃と昼休みの時間帯（12:10～13:00）にシステムの再起動を実施する。 Restart of system may be enforced at 6:00am and 12:10 to 13:00

　－月曜日～金曜日の12:10～13:00 に必要に応じてメンテナンスを行うことがある。Operation of maintenance from 12:10 to 13:00 when necessary

Ｓ２ターム

試験期間

S2 term

exam period

【16:50～20:30（take home exam）】

※デリバティブ（藤井 優成）


