
2016年度春学期 スポーツ健康学部 試験実施方法一覧表 

 

※「キャリアデザイン論」（月曜 3限・成田先生）の他学部生実施クラスを追加しました。（7/6） 

※「スポーツ戦略・戦術論」（水曜１限・田中先生）の回収日、回収方法が変更になりました。（7/13） 

※「スポーツ健康学入門」（水曜 3限・鬼頭先生）のレポート試験を削除しました。（7/15） 

※「学校保健」（水曜 4限・鬼頭先生）のレポート提出日と課題内容の掲示方法が変更になりました。（7/15） 

 

* 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。 

 

 

「音楽文化論」は定期試験期間中に授業があります。 

 

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 備考 

キャリアデザイン論 月・1 成田 道彦 7/25（月） 1限 60分 B301 スポーツ健康・（社会・経済・現代福祉） 参照不可 マークシート 

キャリアデザイン論 月・3 成田 道彦 7/25（月） ３限 60分 

社 202 スポーツ健康・経済 

参照不可 マークシート 社 102 社会（メディア社会学科）・現代福祉 

B201 社会（社会政策科学科・社会学科） 

スポーツ運動学Ⅱ 月・3 工藤 裕仁 7/25（月） 3限 60分 102 全員 参照不可 マークシート 

スポーツ社会学 月・3 杉田 文章 7/25（月） ３限 60分 

204 1年生（A～Dクラス） 

参照可 

7/4、11（月）の授業中

に配布する持ち込み専用

の用紙に、自筆で記入し

たもののみ持ち込みを許

可します。答案と一緒に

提出すること。 

207 1年生（E～Hクラス）・2年生 

運動生理学 月・４ 日浦 幹夫 7/25（月） ４限 60分 207 全員 参照不可   

保健体育科教育法Ⅰ 火・１ 永木 耕介 7/26（火） 1限 60分 103 全員 参照不可 レポート併用 

生活習慣病と身体活動 水・2 木下 訓光 7/27（水） 2限 60分 204 全員 参照不可   

スポーツリスク 

マネジメント 
木・２ 木下 訓光 7/21（木） 2限 60分 

204 2年生（A～Dクラス）・3年生 

参照不可   

207 2年生（E～Hクラス）・4年生 

運動処方・負荷テスト 木・４ 木下 訓光 7/21（木） ４限 60分 103 全員 参照不可   

スポーツ栄養学 金・１ 長谷川 祐子 7/22（金） 1限 60分 

204 2年生（A～Fクラス） 

参照不可 マークシート 

207 2年生（G～Hクラス）・3年生 

運動生理学概論 金・２ 高見 京太 7/22（金） 2限 60分 

204 2年生（A～Eクラス） 

参照不可 マークシート 

207 2年生（F～Hクラス）・3年生・4年生 

スポーツとまちづくり 金・３ 三ツ谷 洋子 7/22（金） 3限 60分 

204 1年生・2年生（A～Dクラス） 

参照不可 マークシート 

207 2年生（E～Hクラス）・3年生・4年生 

保健体育科教育法Ⅰ 金・３ 永木 耕介 7/22（金） 3限 60分 103 全員 参照不可 レポート併用 

生理学 A 金・4 高見 京太 7/22（金） ４限 60分 

102 1年生（A～Eクラス） 

参照不可 マークシート 

204 1年生（F～Hクラス）・2・３・４年生 

音楽文化論 火・4 芦川 紀子 7/26（火） 4限 90分 204 全員 ― 
レポート併用 

通常授業です 



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 

スポーツ文化論 月・1 早瀬 健介 7/4（月） 103   

法学（日本国憲法） 月・1 森 浩寿 7/11（月） 

102（1年生 A～F）   

207（1年生 G～H 

    2・3・4年生） 
  

体力測定・評価論 月・1 泉 重樹・高見 京太 7/18（月） 通常教室   

スポーツ哲学 月・２ 早瀬 健介 7/18（月） 

102（1年生 A～E）   

207（1年生 F～H 

    2・3・4年生） 

トップアスリート論 火・2 増島 みどり 7/19（火） 通常教室 

・参照可（前期配布プリント） 

・授業内試験 90分でレポート

を作成 

スポーツコンディショニング論Ⅱ 火・3 春日井 有輝 7/19（火） 通常教室 
 

機能解剖学 火・4 佐藤 隆一 7/19（火） 通常教室 参照可（すべて） 

スポーツリハビリテーション実習 水・1 安藤 正志 7/20（水） 206   

スポーツ実習入門 水・1 永木 耕介 7/20（水） 体育館 
 

スポーツ健康学入門 水・3 山本 浩 7/20（水） 通常教室 参照可 

スポーツ医学〈2012年度以前入学生〉 

スポーツ医学（内科系）〈2013年度以降入学生〉 
水・3 日浦 幹夫 7/20（水） 通常教室   

スポーツ心理学Ｂ 水・4 立谷 泰久 7/20(水） 通常教室   

健康科学Ⅱ〈2012年度以前入学生〉 

健康と疾患〈2013年度以降入学生〉 
木・１ 安藤 正志 7/14（木） 206   

スポーツとキャリア形成 木・1 平野 祐司 7/14（木） 
102（1年生 A～D）  ・参照可（毎回のレポート） 

・レポート併用 
207（1年生 E～H）  

スイミング実習 木・1 金田 和也 7/14（木） 通常教室   

スイミング実習 木・1 八塚 明憲 7/14（木） 通常教室   

スイミング実習 木・2 金田 和也 7/14（木） 通常教室   

スイミング実習 木・2 八塚 明憲 7/14（木） 通常教室   

柔道指導論実習 木・2 射手矢 岬 7/14（木） 通常教室   

柔道指導論実習 木・3 射手矢 岬 7/14（木） 通常教室   

リハビリテーション概論 木・3 安藤 正志 7/14（木） 206   

スポーツクラブ運営論〈2012年度以前入学生〉 

スポーツビジネス論Ⅱ〈2013年度以降入学生〉 
木・3 井上 尊寛 7/14（木） 通常教室   

人間とスポーツ 木・3 苅谷 春郎 7/14（木） 通常教室   

ソフトボール指導論実習 木・3 大田 穂 7/14（木） 体育館３A教室   

統計学〈2012年度以前入学生〉 

統計学Ⅰ〈2013年度以降入学生〉 
金・1 佐野 毅彦 7/15（金） 通常教室 

 

コミュニケーション論 金・3 山本 浩 7/15（金） 通常教室   

障害者福祉論 土・1 山岸 倫子 7/16（土） 通常教室 参照可（すべて） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

コミュニティスポーツ論〈2012 年度以前入学生〉

地域スポーツ経営論〈2013年度以降入学生〉 
月・2 杉田 文章 7/18（月） 授業内で回収 授業内に指示   

スポーツバイオメカニクス 月・4 工藤 裕仁 6/20(月)～7/18（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Ⅰ 火・1 永木 耕介 7/26（火）～31（日） 授業支援システム 授業内に指示 定期試験併用 

スポーツマーケティング論 火・1 中塚 千恵 7/19（火） 授業内で回収 
スポーツ健康学部 

掲示板・Webで公開 
  

トップアスリート論 火・2 増島 みどり 7/19（火） 

7/19（火）の最終授業内

でレポート作成。提出でき

ない場合は、7/20（水）

17：00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 
授業内試験併用 

スポーツジャーナリズム論（新聞） 火・3 堀 荘一 7/5（火）～19（火） 授業内またはメール 
スポーツ健康学部 

掲示板・Webで公開  

音楽文化論 火・4 芦川 紀子 7/26（火） 

*授業内で回収     

*授業内に提出できない人

のみメールまたは郵送 

スポーツ健康学部 

掲示板・Webで公開 

窓口での提出は不可。 

メール、郵送は 7/26

（火）必着のこと。 

スポーツと政治 火・4 堀 荘一 7/5（火）～19（火） 授業内またはメール 
スポーツ健康学部 

掲示板・Webで公開  

スポーツ戦略・戦術論 水・1 田中 重陽 

①7/13（水） 

②7/13（水）授業後～ 

7/20（水）17：00 

①授業内で回収 

②事務課内レポート 

回収 BOX 

授業内に指示 

7/13の授業内に提出でき

ない場合は、期限までに事

務課内回収 BOXに提出 

スポーツ健康学入門 水・3 安藤 正志 授業内に指示 授業内で回収 授業内に指示   

スポーツ健康学入門 水・3 木下 訓光 授業内に指示 授業内で回収 授業内に指示 
 

スポーツ健康学入門 水・3 成田 道彦 7/20（水） 授業内で回収 授業内に指示   

スポーツ健康学入門 水・3 鬼頭 英明 7/29（金） 
事務課内レポート回

収 BOX 

スポーツ健康学部 

掲示板・Webで公開 

毎回の授業内レポ

ートで課題とする。 

学校保健 水・４ 鬼頭 英明 7/25（月） 
事務課内レポート回

収 BOX 
授業内に指示   

スポーツとキャリア形成 木・1 平野 祐司 授業内に指示 授業内で回収 授業内に指示 授業内試験併用 

スポーツトレーニング論Ⅰ 木・1 平野 裕一 7/21（木）～30（土） 
事務課内レポート回

収 BOX 

スポーツ健康学部 

掲示板・Webで公開  

スポーツ健康学入門 木・2 日浦 幹夫 7/21（木） 
事務課内レポート回

収 BOX 
授業内に指示 

 

スポーツコーチング論Ⅰ 木・3 平野 裕一 授業内に指示 授業内で回収 授業内に指示 
 

保健体育科教育法Ⅳ 木・3 林 園子 授業内に指示 
林先生の研究室へ直

接提出 
授業内に指示 

 

フィットネス・トレーニング実習 ☆ 木・3 春日井 有輝 毎回 授業内で回収 授業内に指示  

フィットネス・トレーニング実習 ★ 木・4 春日井 有輝 毎回 授業内で回収 授業内に指示  

経営学 金・1 新海 貴弘 7/15（金） 授業内で回収 授業内に指示   

レジャー論 金・２ 谷本 都栄 7/15（金） 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Ⅰ 金・３ 永木 耕介 7/22（金）～28（木） 授業支援システム 授業内に指示 定期試験併用 

 

＊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）、市ヶ谷等他キャンパスの試験日程は、開講されている学部掲示板等で確認をしてください。 


