
2012年度前期 スポーツ健康学部 試験実施方法一覧表 （7/11更新） 

定期試験 

科目 曜日・時限 担当教員 試験日 試験時限 試験時間 試験場所 実施クラス 参照 

健康科学概論 月曜 3時限 藤沢 邦彦 

詳細は 7/16（月）に発表される「前期定期試験の時間割について」を    

ご覧ください。 

運動生理学概論 火曜 1時限 高見 京太 

スポーツ社会学 火曜 1時限 越部 清美 

スポーツ栄養学 火曜 3時限 長谷川 祐子 

生活習慣病と身体活動 水曜 2時限 木下訓光・日浦幹夫 

生理学Ａ 水曜 3時限 高見 京太 

スポーツ医学 水曜 3時限 木下訓光・日浦幹夫 

運動生理学 水曜 4時限 木下訓光・日浦幹夫 

スポーツコンディショニング論Ⅰ 木曜 3時限 泉 重樹 

公衆衛生学 木曜 3時限 岡部 雅史 

スポーツ医学概論 木曜 4時限 日浦 幹夫 

スポーツ哲学 月曜 2時限 早瀬 健介 

 

授業内試験 

科目 曜日・時限 担当教員 試験日 試験場所 

法学（日本国憲法） 月曜 1時限 森 浩寿 7/16(月） 通常授業教室 

スポーツコーチング論Ⅰ 月曜 1時限 村木 征人 未定・授業内で発表 

保健体育科教育法Ⅰ 月曜 2時限 林 園子 7/16(月） 通常授業教室 

コミュニケーション論 月曜 4時限 山本 浩 7/16(月） 通常授業教室 

スポーツトレーニング論Ⅰ 火曜 2時限 村木 征人 未定・授業内で発表 

スポーツリハビリテーション実習 水曜 1時限 安藤 正志 7/18（水） 105 ⇒ 106 

スポーツ心理学Ｂ 水曜 4時限 立谷 泰久 7/11（水） 通常授業教室 

機能解剖学 水曜 4時限 佐藤 隆一 7/11（水） 通常授業教室 

健康科学Ⅱ 水曜 4時限 安藤 正志 7/18（水） 204 

スイミング実習 木曜 1時限 畑井 宏道 7/19（木） 通常授業教室 

スイミング実習 木曜 1時限 八塚 明憲 7/19（木） 通常授業教室 

リハビリテーション概論 木曜 1時限 安藤 正志 7/19（木） 204 

スイミング実習 木曜 2時限 畑井 宏道 7/19（木） 通常授業教室                    

スイミング実習 木曜 2時限 八塚 明憲 7/19（木） 通常授業教室                    

運動処方・負荷テスト 木曜 4時限 木下 訓光 7/19（木） 通常授業教室                    

人間とスポーツ 金曜 1時限 苅谷 春郎 7/20（金） 2～4年生：102 1年生：103                    

レジャー論 金曜 1時限 澤村 博 7/20（金） 通常授業教室                    

情報リテラシーⅠ 金曜 1時限 新海 貴弘 7/20（金） 通常授業教室                    

保健体育科教育法Ⅰ 金曜 2時限 林 園子 7/20（金） 通常授業教室                    

情報リテラシーⅠ 金曜 2時限 新海 貴弘 7/20（金） 通常授業教室                    

スポーツクラブ運営論 金曜 2時限 井上 尊寛 7/20（金） 通常授業教室                    

情報リテラシーⅠ 金曜 3時限 新海 貴弘 7/20（金） 通常授業教室                    

※試験教室に変更のある場合は掲示もしくは教員から連絡があります。 
  



 

 

 

 

レポート 

科目 曜日・時限 担当教員 回収日 回収方法 課題内容の掲示 

スポーツ戦略・戦術論 月曜 1時限 田中 重陽 7/16(月） 

授業内に回収（欠席者は郵送す

る。送付先は先生より指示あ

り。） 

授業内にて指示 

スポーツ文化論 月曜 1時限 早瀬 健介 7/14（土）5限（補講） 補講時に回収 授業内にて指示 

スポーツコーチング論Ⅰ 月曜 1時限 村木 征人 7/11（水）12：00 授業支援ｼｽﾃﾑ（ｈ’etudeｓ）参照 

スポーツバイオメカニクス 月曜 3時限 工藤 裕仁 ～7/16（月） 授業時回収 授業内にて指示 

スポーツ運動学Ⅱ 月曜 4時限 工藤 裕仁 ～7/16（月） 授業時回収 

スポーツ健康学

部掲示板・ホーム

ページに記載 

スポーツトレーニング論Ⅰ 火曜 2時限 村木 征人 7/11（水）13：00 授業支援ｼｽﾃﾑ（ｈ’etudeｓ）参照 

トップアスリート論 火曜 2時限 増島 みどり 7/17（火） 授業内回収 

スポーツ健康学

部掲示板・ホーム

ページに記載 

スポーツジャーナリズム論（新聞） 火曜 4時限 堀 荘一 7/17（火） 授業内で回収 授業内にて指示 

保健体育科教育法Ⅲ 水曜 1時限 青木 眞 7/11(水）～7/18（水） 授業内で回収 授業内にて指示 

生涯スポーツ論 木曜 1時限 福岡 孝純 7/12（木）～7/19（木） 授業内で回収 授業内にて指示 

コミュニティスポーツ論 木曜 3時限 福岡 孝純 7/12（木）～7/19（木） 授業内で回収 授業内にて指示 

青少年スポーツ実習（サッカー） 木曜 4時限 井上 尊寛 
7/19(木）～7/26（木）

17時まで 
事務室回収ＢＯＸに提出 授業内にて指示 

運動処方・負荷テスト 木曜 4時限 木下 訓光 6/21（木）～7/12（木） 授業内で回収 授業内にて指示 

死生学 金曜 3時限 木阪 昌知 7/13（金）～7/20(金） 教室で回収 授業内にて指示 

文学 金曜 4時限 木阪 昌知 7/13（金）～7/20(金） 教室で回収 授業内にて指示 

スポーツと政治 金曜 2時限 江本 孟紀 7/20（金） 
授業内回収・無理な場合はメー

ル 

スポーツ健康学

部掲示板・ホーム

ページに記載 

スポーツとまちづくり 金曜 3時限 三ツ谷 洋子 7/20（金） 

授業内で回収（欠席した場合は、

7/27（金）までに研究室ポストに

投函する） 

授業内にて指示 

スポーツイベント論 金曜 4時限 三ツ谷 洋子 7/20（金） 

授業内で回収（欠席した場合は、

7/27（金）までに研究室ポストに

投函する） 

授業内にて指示 

スポーツマーケティング論 金曜 1時限 中塚 千恵 7/20（金） 
授業内回収のみ・〆切後は認め

ません 

スポーツ健康学

部掲示板・ホーム

ページに記載 

経営学 金曜 4時限 新海 貴弘 7/20(金）～7/26（木） 

7/20については授業中に提出。

7/21以降は事務課の回収ＢＯＸ

へ提出する。 

スポーツ健康学

部掲示板・ホーム

ページに記載 

 

＊この一覧表に記載されていない科目については、平常評価等での評価になりますので、授業内での教員の指示に従ってください。 

＊資格関係の科目（図書館司書・学芸員等）の試験日程は、開講されている学部掲示板等で確認をしてください。 

＊教職科目については、確定次第後日掲示致します。 

2012年 7月 2日 

スポーツ健康学部 


