
〔前期〕 平成２９年度時間割〔前期〕

曜日 学年 １限（８：３０～１０：００） ２限（１０：１０～１１：４０） ３限（１２：４０～１４：１０） ４限（１４：２０～１５：５０） ５限（１６：００～１６：４５） 曜日 学年 １限（８：３０～１０：００） ２限（１０：１０～１１：４０） ３限（１２：４０～１４：１０） ５限（１６：００～１６：４５）

英語Ⅰ（基礎①、基礎②、初級Ａ） 英語Ⅰ（初級B、初級C、中級）　 柔道①　 体育・スポーツ史　 キャリアデザインⅠ 留学生のための英語

吉重、国重、ブレイジア【非】 ブレイジア【非】、吉重、国重 濱田(初)、小山田　 山田　　 キャリア形成支援室、小クラス担当教員 エルメス

ＬＬ１、ＬＬ2、201 201、ＬＬ１、LL2 柔道場 205 各小クラス教室／院棟大講義室 LL2

情報処理Ａ①　 情報処理Ａ②　 剣道①　

和田 和田 前阪、竹中、下川

情報処理演習室Ⅰ 情報処理演習室Ⅰ 剣道場

運動生化学　 テニス①　 髙橋 テニスコート〔主体育室〕 救急処置論・実習　 （救急処置論・実習）　 武道史 衛生学・公衆衛生学　 相撲

吉田 ソフトボール① 濱田（幸）、三浦、青木 赤嶺、添嶋　　 赤嶺、添嶋　 中村(勇) イスラム 諸木【非】　　

205 （注）海洋スポーツ、野外活動は２，３限続けて授業 多目的グラウンド〔バレー練習室＋バド練習室〕 205 205 201 205 相撲場

海洋スポーツ① （１週～８週）/ 英語コミⅠ (再履修者) エルメス　202 ラグビー①　

森下【非】

ラグビー場　〔主体育室〕

教育史　 保健体育科教育法Ⅲ　 ゼミナールⅡ－前期 運動処方論 教育課程論 キャリアコミュニケーション　 ダンス① （マッサージ・テーピング論・実習①）

藤坂   鵜木、下大迫、栫【非】 藤田 鵜木、下大迫　 　 野中【非】 栫【非】 藤田　　　　

103 103、205、101 103 院棟大講義室、　103 103 ダンス練習室 103

上級英語コミュニケーション　

エルメス　    

LL2

ゼミナールⅢ－前期 教育実習Ⅰ・Ⅱ ダンス③

鵜木、下大迫 栫【非】

院棟大講義室、103 ダンス練習室

ゴルフ①

川野【非】、竹下、（　）

ゴルフ練習場  〔101教室〕

解剖生理学 バスケットボール①　 生涯ｽﾎﾟｰﾂ･ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ&ｹﾞｰﾑｽﾞ　 情報処理Ａ③　 情報処理Ａ④ 競技スポーツ論・実習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ       

宮本（直）　 木葉、三浦　　 北村、坂口　多目的グラウンド[主体育室他] 和田 和田

205 主体育室　 体操（体つくり運動を含む）① 情報処理演習室Ⅰ 情報処理演習室Ⅰ

サッカー①　 北川、村田

塩川、青木　　 日本語演習Ⅰ

サッカー場　〔ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ練習室〕 吉重　LL1

スポーツ社会学　 英語コミⅡ①（基礎①、初級A、初級C） 英語コミⅡ②（基礎②、初級B、中級) バイオメカニクス　 生涯スポーツ学概論　

川西、北村 ﾘｽｺﾞｰ【非】、ｸﾞﾗﾝﾄ【非】、エルメス   ﾘｽｺﾞｰ【非】、ｸﾞﾗﾝﾄ【非】、エルメス   前田(明)、吉武(康) 前田(博)、吉武（裕）　　

院棟大講義室 201、203、LL2 201、203、LL2 205 205

ゼミナールⅠ－前期 　テニス　 　　髙橋、有村【非】　　テニスコート　〔203〕

　海洋スポーツ　 　中村(夏)、榮樂　　海洋ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ　〔204〕

　自転車競技　　 黒川　 〔演習室Ⅲ〕

生徒指導論　 バドミントン① 陸上競技①　　 瓜田、松村、小森 アスレチックリハビリテーション実習 スポーツと法 キャリアセミナー （１～８週）

藤坂    三浦、塩川　バドミントン練習室   陸上競技場〔バドミントン練習室〕  藤田     森(克)       キャリア形成支援室　　院棟大講義室

205 水泳① 器械運動① 201 院棟大講義室 キャリア対策セミナー （９週～１６週）

萬久、角川　　プール  北川、村田　　体操練習室 総合演習Ａ 　一般企業コース　　隅野、金高、国重　　201

バレーボール① 卓球①　　　　 森(克）　　　205

濱田(幸)、坂中　   濱田(幸)、髙橋 ゼミナールⅡ－前期

バレーボール練習室 卓球練習室 　公務員コース　　 森（博）【非】　204

ゼミナールⅢ－前期

体育・スポーツ哲学と倫理 生物化学論 身体科学論 健康教育学 ※　○数字は、クラス分けを示します。

山田、中村（勇）、森（克） 吉田 吉武（康） 添嶋　　 ※  【非】は、非常勤講師の担当教員です。

205 院棟大講義室 205 205

＊１   荻田、與谷、宮本（恵）

スポーツ経営・管理学概論　 保健体育科教育法Ⅰ　 レジャー・レクリエーション論　 スポーツカウンセリング論　 　森（司）、幾留

竹下、隅野 鵜木 、下大迫 吉武(裕)、北村、坂口　 森(司)、幾留  イスラム、長島

院棟大講義室 205、201 院棟大講義室 院棟大講義室

＊２ コミュニティ・スポーツ 　前田（博） 204

健康・体力 　中垣内、藤田、宮本（恵） 203

野外教育       　坂口 201

スポーツトレーニング実践論 スポーツマーケティング論 スポーツ医学 生涯スポーツ論・演習Ⅰ 　＊２

金高、三浦 隅野、萩原 赤嶺、添嶋　　　　 1年 倫理・哲学 小川【非】 　　　　　　　　　　　　　期間：前期集中

103 304 103 日本文化論 渡邉【非】 　　　　　　　　　　　　　期間：前期集中

ドイツ語 異文化理解 2年 夏季山岳レジャースポーツ実習　 北村、坂口、【非】、萩【非】、小山【非】  学外　　　　　　　　　　期間：前期集中

大野【非】 国際交流センター 冬季山岳レジャースポーツ実習　 北村、髙橋、坂口、萩【非】 学外　　　　　　　　　　期間：後期集中

201 ＬＬ1 スポーツ文化論 田里【非】 　　　　　　　　　　　　　期間：前期集中

ヘルスプロモーション論・実習 （ヘルスプロモーション論・実習） プレゼンテーション・討論Ⅰ 脇谷【非】  103            　 　     期間：後期集中

赤嶺、添嶋、中垣内　　 赤嶺、添嶋、中垣内　　 3年 イベント管理学概論　 間藤【非】 院棟大講義室　　　　期間：前期集中

301 301 生涯スポーツ実践論 藤本【非】、青島【非】、舟木【非】、竹島【非】 院棟演習室Ⅲ　　　　期間：前期集中

プレゼンテーション・討論Ⅱ 脇谷【非】 103　　　　　　　　　　期間：後期集中

2年

4年

　バレーボール 　　　濱田(幸)、坂中　　　ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ練習室　〔303〕

陳【非】院棟大講義室

　　　　　　　　　　　　　　　　　〔院棟大講義室、研究棟8階会議室、コーチ学実験室 〕

3年

中国語　

韓国語

301（１ｺﾏ目），ｽﾎﾟｰﾂﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽ研究棟ｾﾐﾅｰ室，ｽﾎﾟｰﾂﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ
教育研究ｾﾝﾀｰ内技術ｸﾘﾆｯｸ室　　他

　陸上競技　 　　瓜田、金高、松村、小森　　　陸上競技場

　水泳 　　　萬久、角川　　　プール　〔202〕

　剣道 　　　前阪、竹中　　　剣道場　〔301〕

専修武道論・実習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ        

　サッカー 　　　塩川、青木　　　サッカー場　〔103、205〕

　バスケットボール 　　木葉、三浦　　主体育室　〔304〕

　柔道 　　　濱田(初)、小山田　　　柔道場　〔201〕

4年

2年

1年

1年

　　 海洋スポーツ② （９週～１６週）　   中村(夏)、榮樂　海洋スポーツセンター

　本科目は授業回数の２／３以上が
集中講義となりますので、別途集中
講義の時間割を確認してください。

1年

野外活動①（ １週～８週） / 野外活動② （９週～１６週） 　　坂口 204
木

体育学実験Ⅱ　　＊１
(注)原則3、4限に実施するが、3限に英語コミⅡのクラスと重複した者がいる場合は、4、5限に
実施する場合があるため、該当する者は授業担当教員に確認してください。

3年

1年

藤田　　103　　   

マッサージ・テーピング論・実習①

　体操競技 　　　北川、村田　　　体操練習室　〔302〕

2年

3年

金

2年

4年

水

4年

3年

1年

月

3年

2年

2年

火

４限（１４：２０～１５：５０）

総合演習E

金高、竹中、萬久、與谷、中村(勇)、幾留　

李【非】　204

【
集
中
講
義

】

※期間等詳細については、決まり次第、掲示板でお知らせいたします。

公衆衛生学実験室　

体育心理学実験室

3年

体育学実験Ⅱ－バイオメカニクス－

4年

体育学実験Ⅱ－衛生学・公衆衛生学、スポーツ栄養学－

　前田（明）、吉武(康)、宮本（直）、髙井

体育学実験Ⅱ－運動生理学－

201、202、203、205、 301、302、303、304

生涯スポーツ論・演習Ⅰ

体育学実験Ⅱ－スポーツ心理学－

プロジェクト研究室Ⅰ

　教員コース　　　　 院棟大講義室
　　　　　森(克)、藤坂、下大迫

本科目は授業回数の1/2以上が集中講義となります。



〔後期〕 平成２９年度時間割〔後期〕

曜日 学年 １限（８：３０～１０：００） ２限（１０：１０～１１：４０） ３限（１２：４０～１４：１０） ４限（１４：２０～１５：５０） ５限（１６：００～１６：４５） 曜日 学年 １限（８：３０～１０：００） ２限（１０：１０～１１：４０） ３限（１２：４０～１４：１０） ５限（１６：００～１６：４５）

スポーツ栄養学 英語コミⅠ（基礎①、初級A、初級C） 英語コミⅠ（基礎②、初級B、中級)　 柔道②　 教師論 日本国憲法　 エアロビックダンス①

長島 ﾘｽｺﾞｰ【非】、ｸﾞﾗﾝﾄ【非】、エルメス   ﾘｽｺﾞｰ【非】、ｸﾞﾗﾝﾄ【非】、エルメス  濱田(初)、小山田　　　 藤坂　　 森(克)　　 吉留【非】

205 201、 203、LL2 201、 203、LL2 柔道場 205 205 ダンス練習室

剣道②　 環境論

前阪、竹中、下川 イスラム

剣道場 103

道徳教育の研究　 教育心理学　 テニス②　 教育方法・技術　 運動生理学【再履修者】 トレーニング科学概論　 なぎなた

藤坂 中本 髙橋　　テニスコート　〔主体育室〕　　 中本 荻田、宮本（直）　　 山本、髙井     平山【非】　　多目的道場

103 205 ソフトボール②　　 　 三浦、青木 205 院棟大講義室 院棟大講義室 弓道①

スポーツ老年学 鈴木【非】　　弓道場

体力トレーニング　 瓜田、松村、小森 吉武(裕)     ラグビー②

103 森下【非】　　ラグビー場　〔201〕

教育法・教育行政 バドミントン② 上級英語　 マッサージ・テーピング論・実習② （マッサージ・テーピング論・実習②） ゼミナールⅡ－後期 ダンス②

森(克)  三浦、塩川 国重 藤田　　　 藤田　　　 栫【非】　 

院棟大講義室 バドミントン練習室 202 103 103 ダンス練習室

バレーボール②　 保健体育科教育法Ⅳ 卓球②

濱田(幸)、坂中　     鵜木、下大迫 濱田(幸)、髙橋　

バレーボール練習室 201、ダンス練習室 卓球練習場

ゼミナールⅢ－後期 ダンス④ 国際関係論 弓道②

栫【非】       竹下 鈴木【非】　

ダンス練習室 204 弓道場

ゴルフ②

川野【非】、竹下、（　　）

ゴルフ練習場  〔201〕

スポーツ指導実践概論（１～８週） スポーツ心理学 バスケットボール② 国語・文章表現法 運動生理学　 武道学概論

学外スポーツ実習小委員会 森(司)　 木葉、三浦　　 藤坂、森（克）、柿木【非】、山田【非】、牧野【非】 荻田、宮本 前阪、濱田(初)、中村(勇)

205 205 主体育室 205 、204、203、202、201 205 204

キャリアデザインⅡ（９～１６週） サッカー②

キャリア形成支援室 塩川、青木　　　

205 サッカー場　〔バレー練習＋バド練習〕

歴史学（１～８週） 情報処理Ｂ①　 情報処理Ｂ②　 情報処理Ｂ③ 体育学実験Ⅰ（再履修） ゼミナールⅠ－後期 スポーツ産業論

山田、藤坂 和田 和田 和田　 　＊３ 隅野、竹下

院棟大講義室 情報処理演習室Ⅰ　 情報処理演習室Ⅰ 情報処理演習室Ⅰ （16:00～17:30） 103

社会学（９週～１６週） 英語Ⅱ（基礎①、基礎②、初級Ａ） 英語Ⅱ（初級B、初級C、中級）　 ジョギング＆ウォーキング ｱｽﾚﾁｯｸﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ論

前田(博)、北村 国重、ブレイジア【非】、吉重 国重、ブレイジア【非】、吉重 北村、松村 赤嶺、藤田　　

院棟大講義室 ＬＬ２、202、LL１ ＬＬ２、202、LL１ 陸上競技場　〔301〕 103

器械運動②　
北川、村田　　〔体操練習室〕

森（司）      陸上競技②　 　瓜田、松村、小森 髙橋、濱田(幸)、塩川、三浦 中本、森(司)　　　
201 陸上競技場　　（主体育室）   201 205

水泳②　 萬久、角川　　プール ゼミナールⅡ－後期
英語コミュニケーションⅡ（再履修者、編入生）　

エルメス　201

ゼミナールⅢ－後期

人権論 （１～８週） 体操（体つくり運動を含む）② 体育学実験Ⅰ　 ＊３ 体育学実験Ⅰ　 ＊３ ※　○数字は、クラス分けを示します。

森(克) 北川、村田 ※  【非】は、非常勤講師の担当教員です。

院棟大講義室 体操練習室 ＊３

ジェンダー論 （９週～１６週） 日本事情 運動生理学 　荻田、與谷、宮本（恵）

前田(博) 吉重 バイオメカニクス 　前田（明）、髙井

院棟大講義室 LL1 スポーツ心理学 　森（司）、中本、幾留

保健体育科教育法Ⅱ 学校保健　 運動学概論 （１～８週） 施設・用具・プログラム論 体育学実験Ⅰ（再履修）

鵜木、下大迫 添嶋、赤嶺 金高　　　 萩原 　＊３

103 、205 205 205 103 （16:00～17:30） 注）火曜5限に設置されている体育学実験Ⅰ（再履修者）の時限は、水曜5限の履修者数が過剰となった場合のみ使用します。

コーチ学概論 （９週～１６週） ＊４

金高 コミュニティ・スポーツ 　前田（博） 204

205 健康・体力 　中垣内、藤田、宮本（恵） 203

障がい者スポーツ論 社会調査論 スポーツ運営論 生涯スポーツ論・演習Ⅱ＊４ 体育学実験Ⅰ（編入生） 野外教育            　坂口 201

赤嶺、前田(究)【非】 北村、坂口　　　　 隅野、萩原                                　＊３

101 情報処理演習室Ⅰ 201 （16:00～17:30）

武道文化論 身体発育発達論 【学外実習】

中村(勇) 與谷 スポーツ指導実習

201 103 　スポーツコーチ実習 各種目の授業担当教員

　生涯スポーツ指導実習 前田(博)、中垣内、北村、坂口、宮本（恵）

　武道指導実習 各種目の授業担当教員

企業実習 企業実習小委員会

介護等体験 介護等体験小委員会

ＳＣＯ－ＯＰ実習 北村、坂口

公衆衛生学実験室　

3年 生涯スポーツ論・演習Ⅱ 　

3年

4年

教職実践演習（中・高）

教職教育等小委員会

院棟大講義室　　301～304

水

1年

1年 体育学実験Ⅰ

プロジェクト研究室Ⅰ

バイオメカ実験室1　他

体育心理学実験室　

2年

衛生学・公衆衛生学、スポーツ栄養
学

 イスラム、長島

3年 3年

　テニス 　　　髙橋、有村【非】　　テニスコート　〔203〕

　海洋スポーツ 　　中村(夏)、榮樂、永浜【非】　海洋ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ　〔204〕

　自転車競技　 黒川　 〔演習室Ⅲ〕

4年 4年

　柔道 　　　濱田(初)、小山田　　　柔道場　〔201〕

　剣道 　　　前阪、竹中　　　剣道場　〔301〕

応用スポーツ心理学　
火

1年

金

1年

競技スポーツ論・実習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ　

専修武道論・実習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ　　

　陸上競技

2年 2年

4年 4年

　陸上競技場、屋外トレーニング場他　(卓球練習室）   院棟大講義室

3年 3年

体育・スポーツ行政学　

宮田【非】

103

吉留【非】　     

ダンス練習室

特別活動論（１～８週）

鵜木、下大迫

205

キャリアデザインⅢ（９～１６週）

４限（１４：２０～１５：５０）

月

1年

木

1年

エアロビックダンス②

2年 2年
多目的グラウンド〔バレー練習室＋バド練習室〕

キャリア形成支援室

　体操競技 　　　北川、村田　　　体操練習室　〔302〕

　水泳 　　　萬久、角川　　　　　プール　〔202〕

　　　瓜田、金高、松村、小森　　陸上競技場　〔院棟大講義室、研究棟8階会議室、コーチ学実験室〕

スポーツ戦術実践論 教育相談・カウンセリング論　

　サッカー 　　　塩川、青木　　　サッカー場　〔103、205〕

　バスケットボール 　　木葉、三浦　　主体育室　〔304〕

　バレーボール 　　　濱田(幸)、坂中　　　ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ練習室　〔303〕

本科目は授業回数の1/2以
上が集中講義となります。


