
 

 

201５年度秋学期 スポーツ健康学部 試験実施方法一覧表 
 

※「スポーツビジネス論Ⅲ」（火１・平野先生）の試験は、授業内試験に変更になりました（12/22 更新） 

※「器械運動指導論実習」（火２・火３ 長谷川先生）の授業内試験欄を更新しました（1/8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 

哲学 月・３ 尾﨑 恭一 1/25（月） ３限 60分 

204 １年生 
・参照可             

【配布プリント】 
207 ２・３・４年生 

数学 月・３ 坂本 寛 1/25（月） ３限 60分 103 全員 
・参照可          
【Ａ４サイズ１枚の両面手書きメモ】 

生命倫理 月・４ 尾﨑 恭一 1/25（月） ４限 60分 207 全員 ・参照不可 

スポーツ医学概論            

予防医学概論 
月・４ 日浦 幹夫 1/25（月） ４限 60分 204 全員 ・参照不可 

スポーツコンディショ

ニング論Ⅰ 
火・３ 三宅 明子 1/26（火） ３限 60分 

204 １・２年生 

・参照不可 

207 ３・４年生 

スポーツ経済論 火・４ 藤原 直幸 1/26（火） ４限 60分 

204 １年生・２年生（Ａ～Ｆクラス） 
・参照可             

【配布資料・ノート】 
207 

２年生（Ｇ～Ｈクラス）      

３・４年生 

アスレティック       

リハビリテーション 
水・４ 泉 重樹 1/27（水） ４限 60分 207 全員 

・参照不可 

・マークシート使用 

基礎科学 木・２ 日浦 幹夫 1/28（木） ２限 60分 103 全員 ・参照不可 

 

* 備考欄にマークシートと記載されている試験については HBの鉛筆を持参してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

授業内試験 
科目名 曜日・時限 担当教員 試験実施日 試験教室 備考 

スポーツ法学・スポーツ法学Ⅰ 月・1 森 浩寿 12/21（月） 通常教室   

英語演習Ⅱ 月・1 松下 晴彦 1/18（月） 通常教室   

総合英語Ⅲ 月・2 松下 晴彦 1/18（月） 通常教室   

総合英語Ⅲ 月・2 今里 智晃 1/18（月） 通常教室   

総合英語Ⅲ 月・2 北出 広子 1/18（月） 通常教室   

総合英語Ⅲ 月・2 衣川 清子 12/21（月） 通常教室   

総合英語Ⅲ 月・3 松下 晴彦 1/18（月） 通常教室   

総合英語Ⅲ 月・3 今里 智晃 1/18（月） 通常教室   

総合英語Ⅲ 月・3 北出 広子 1/18（月） 通常教室   

総合英語Ⅲ 月・3 衣川 清子 12/21（月） 通常教室   

総合英語Ⅰ 月・4 松下 晴彦 1/18（月） 通常教室   

総合英語Ⅰ 月・4 今里 智晃 1/18（月） 通常教室   

スポーツマネジメント論 火・1 川崎 登志喜 1/19（火） 

102 ２年生（Ａ～Ｄクラス） 

レポート併用 
204 ２年生（Ｅ～Ｈクラス）・３・

４年生 

スポーツビジネス論Ⅲ 火・１ 平野 祐司 1/19（火） 通常教室 
・参照可             

【毎回のレポート】 

運動器疾患と身体活動            

スポーツ医学（外科系） 
火・1 宮川 俊平 1/19（火） 通常教室 マークシート使用 

総合英語Ⅰ 火・1 小川 真也 1/19（火） 通常教室   

総合英語Ⅰ 火・1 菅野 智城 1/19（火） 通常教室   

総合英語Ⅰ 火・1 清原 孟 1/19（火） 通常教室   

総合英語Ⅰ 火・1 式町 眞紀子 1/19（火） 通常教室   

総合英語Ⅰ 火・1 相馬 美明 1/19（火） 通常教室   

総合英語Ⅰ 火・1 蒔田 裕美 1/19（火） 通常教室   

テーピング指導論（実習）           

テーピング・コンディショニング指導論 
火・2 三宅 明子 1/19（火） 通常教室   

器械運動指導論実習 火・2 長谷川 聖修 1/19（火） 通常教室  実施済 

総合英語Ⅳ 火・2 小川 真也 1/19（火） 通常教室   

総合英語Ⅳ 火・2 菅野 智城 1/19（火） 通常教室   

総合英語Ⅳ 火・2 清原 孟 1/19（火） 通常教室   

総合英語Ⅳ 火・2 式町 眞紀子 1/19（火） 通常教室   

総合英語Ⅳ 火・2 相馬 美明 1/19（火） 通常教室   

総合英語Ⅳ 火・2 蒔田 裕美 1/19（火） 通常教室   

総合英語Ⅳ 火・2 渡辺 廣人 1/19（火） 通常教室   

器械運動指導論実習 火・3 長谷川 聖修 1/19（火） 通常教室  実施済 

総合英語Ⅱ 火・3 小川 真也 1/19（火） 通常教室   

総合英語Ⅱ 火・3 菅野 智城 1/19（火） 通常教室   

総合英語Ⅱ 火・3 清原 孟 1/19（火） 通常教室   

総合英語Ⅱ 火・3 式町 眞紀子 1/19（火） 通常教室   

総合英語Ⅱ 火・3 相馬 美明 1/19（火） 通常教室   



総合英語Ⅱ 火・3 蒔田 裕美 1/19（火） 通常教室   

総合英語Ⅱ 火・3 渡辺 廣人 1/19（火） 通常教室   

スポーツジャーナリズム論（放送） 火・4 佐塚 元章 1/19（火） 通常教室   

英語演習Ⅰ 火・4 相馬 美明 1/19（火） 通常教室   

衛生学 火・4 吉岡 範幸 1/19（火） 通常教室   

公衆衛生学 火・5 吉岡 範幸 1/19（火） 通常教室   

スポーツ史 水・1 山本 浩 1/20（水） 通常教室 

※レポートは、体育会・サークル活動・就活等

に関して報告文書・申請書等を提出している者

のうち、所定の欠席回数に及ぶ者に別途指示し

て提出を求める。別途掲示参照 

運動療法総論 水・2 安藤 正志 1/13（水） 204 全員 

1/20（水）再試験          

（1/15（金）までに該当者を掲示

で発表） 

健康科学 水・3 安藤 正志 1/13（水） 

204 １年生（Ａ～Ｄクラス） 1/20（水）再試験                

（1/15（金）までに該当者を掲示

で発表） 
207          

１年生（Ｅ～Ｈクラス）・２年生 

スポーツ心理学Ａ 水・4 立谷 泰久 1/20（水） 

204 １年生（Ａ～Ｄクラス） 

  
207          
１年生（Ｅ～Ｈクラス）・２・３年生 

専門演習Ⅰ・Ⅱ 水・5 山本 浩 1/20（水） 通常教室   

スイミング実習 木・1 金田 和也 12/17（木） 通常教室   

スイミング実習 木・1 八塚 明憲 12/17（木） 通常教室   

スイミング実習 木・2 金田 和也 12/17（木） 通常教室   

スイミング実習 木・2 八塚 明憲 12/17（木） 通常教室   

エアロビック運動実習 木・2 林田 はるみ 1/14（木） 通常教室   

スポーツビジネス論・スポーツビジネス論Ⅰ 木・3 井上 尊寛 1/14（木） 通常教室 マークシート使用            

生理学Ｂ 木・3 高見 京太 1/14（木） 通常教室   

ラグビー指導論（実習） 木・3 武村 秀夫 1/14（木） 通常教室   

保健体育科教育法Ⅱ 木・3 藤原 昌太 1/14（木） 通常教室   

保健体育科教育法Ⅱ 木・4 藤原 昌太 1/14（木） 通常教室   

統計学Ⅱ 金・1 佐野 毅彦 1/8（金） 通常教室   

スポーツ政策論 金・1 鈴木 知幸 1/8（金） 通常教室   

保健体育概論 金・1 永木 耕介 1/8（金） 通常教室   

スポーツ法学Ⅱ 金・2 鈴木 知幸 1/8（金） 通常教室   

スポーツメディア論 金・2 山本 浩 1/8（金） 通常教室 

※レポートは、体育会・サークル活動・就活等

に関して報告文書・申請書等を提出している者

のうち、所定の欠席回数に及ぶ者に別途指示し

て提出を求める。別途掲示参照 

剣道指導論実習 土・1 山﨑 廣道 1/9（土） 通常教室   

剣道指導論実習 土・２ 山﨑 廣道 1/9（土） 通常教室   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



レポート 

科目名称 
曜日・ 

時限 
担当教員 回収予定期間 回収方法 課題内容の掲示 備考 

スポーツトレーニング論Ⅱ 月・1 村木 征人 1/11（月） 授業支援システム 授業内に指示   

スポーツ運動学Ⅰ 月・2 工藤 裕仁 
12/4（金）～

1/18（月） 
授業内で回収 

スポーツ健康学部  

掲示板・Webで公開 
  

保健体育科教育法Ⅲ 月・2 永木 耕介 
1/28（木）  

締切 
授業支援システム 授業内に指示   

スポーツコーチング論Ⅱ 月・3 村木 征人 1/11（月） 授業支援システム 授業内に指示   

専門演習Ⅰ・Ⅱ 月・5 永木 耕介 
1/12（火）  

締切 
直接 授業内に指示   

専門演習Ⅰ・Ⅱ 月・5 成田 道彦 
学生に直接連

絡 
学生に直接連絡 授業内に指示   

専門演習Ⅰ・Ⅱ 月・5 日浦 幹夫 授業内 授業内で回収 授業内に指示   

スポーツマネジメント論 火・1 川崎 登志喜 1/19（火） 試験終了後回収 授業内に指示 授業内試験併用 

スポーツ産業論 火・1 中塚 千恵 
1/19（火）  

授業時締切 

授業内で回収または     

事務課レポート回収 

ＢＯＸ 

スポーツ健康学部  

掲示板・Webで公開 
1/19（火）授業終了後の提出は認めません 

教育実習(事前指導) 火・1 林 園子 最終授業日 直接 授業内に指示   

ダンス指導論演習 火・2 小川 洋子 授業内 1/19（火） 授業内に指示   

スポーツ行政論 火・2 川崎 登志喜 1/19（火） 授業内で回収 授業内に指示   

総合格闘技指導論（実習）   

武道指導論演習 
火・2 佐藤 幸夫 授業時に指示 授業内で回収 授業内に指示 1/3以上の欠席者は評価の対象としない 

総合英語Ⅳ 火・2 
SHANE 

BALL 
授業内 授業内で回収 授業内に指示   

教職実践演習（中・高） 火・2 林 園子 最終授業日 直接 授業内に指示   

スポーツ取材論 火・2 増島 みどり 1/19（火） 

1/19（火）の最終授業内でレ

ポート作成。出席できない場合

は、1/20（水）までに 事務

課レポート回収 BOX へ提出 

スポーツ健康学部  

掲示板・Webで公開 

・参照可（授業内で配布したプリント） 

・出席日数によって追試を行う可能性有 

舞踊論・ダンス指導論演習 火・3 小川 洋子 1/19（火） 授業内で回収 授業内に指示   

武道指導論演習 火・3 佐藤 幸夫 授業時に指示 授業内で回収 授業内に指示 1/3以上の欠席者は評価の対象としない 

総合英語Ⅱ 火・3 
SHANE 

BALL 
授業内 授業内で回収 授業内に指示   

運動学ケーススタディ    

運動学実習 
水・1 安藤 正志 毎回 授業支援システム 授業内に指示   

スポーツ医学実習      

スポーツ医科学実習 
水・2 木下 訓光 授業内 授業内で回収 授業内に指示   

スポーツ医学実習      

スポーツ医科学実習 
水・2 日浦 幹夫 授業内 授業内で回収 授業内に指示   

スポーツ医学実習      

スポーツ医科学実習 
水・3 木下 訓光 授業内 授業内で回収 授業内に指示   

スポーツ医学実習      

スポーツ医科学実習 
水・3 日浦 幹夫 授業内 授業内で回収 授業内に指示   

メンタルフィットネス論 水・4 佐藤 隆一 
12月中頃  

（授業内） 
授業内で回収 授業内に指示   

専門演習Ⅰ・Ⅱ 水・5 安藤 正志 1/20（水） 手渡し 授業内に指示   

専門演習Ⅱ 水・5 木下 訓光 授業内 授業内で回収 授業内に指示   

専門演習Ⅰ・Ⅱ 水・5 清雲 栄純 授業内 授業内で回収 授業内に指示   

健康科学Ⅰ 木・1 安藤 正志 毎回 手渡し 授業内に指示   

健康科学文献レビュー 木・1 日浦 幹夫 授業内 授業内で回収 授業内に指示   

ベースボール指導論（実習）   

ソフトボール指導論演習 
木・3 大田 穂 1/14（木） 授業内で回収 授業内に指示   

運動負荷テスト実習 木・3 木下 訓光 授業内 授業内で回収 授業内に指示   

運動負荷テスト実習 木・4 木下 訓光 授業内 授業内で回収 授業内に指示   



女性とスポーツ 木・4 三ツ谷 洋子 
最終授業日 

1/14（木） 
最終講義で回収 授業内に指示 

最終授業でレポートを提出できない場合は

1/14（木）17：00 までに研究室ポスト    

に投函する事 

スポーツレクリエーション論 金・2 谷本 都栄 授業最終日 授業内で回収 授業内に指示   

教育実習(事前指導) 金・3 林 園子 最終授業日 直接 授業内に指示   

アスレティックトレーナー概論 金・4 泉 重樹 
1/21（木）  

締切 
授業支援システム 授業内に指示   

教職実践演習（中・高） 金・4 林 園子 最終授業日 直接 授業内に指示   

スポーツとまちづくり 金・4 三ツ谷 洋子 
最終授業日  

1/8（金） 
最終講義で回収 授業内に指示 

最終授業でレポートを提出できない場合は 

1/8（金）17：00 までに研究室ポスト    

に投函する事 

スポーツ現場実習Ａ 
集中・そ

の他 
泉 重樹 

1/29（金）  

締切 
事務課窓口で回収 授業内に指示   

スポーツ現場実習Ｂ 
集中・そ

の他 
春日井 有輝 

1/29（金）  

締切 
事務課窓口で回収 授業内に指示   

 

 

 

＊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。 


