
※「スポーツ史」（水曜1限・山本先生）のレポート提出期限が変更になりました。（12/20更新）

※「スポーツメディア論」（金曜2限・山本先生）のレポート提出期限が変更になりました。（12/20更新）

※「アスレティックリハビリテーション」（金曜2限・泉先生）の備考（マークシート）を追加しました。（12/20更新）

※「生理学Ｂ」（金曜4限・高見先生）の備考（マークシート）を追加しました。（12/20更新）

※「スポーツ経済論」（火曜4限・藤原先生）の２年生の教室が変更になりました。（12/26更新）

※「衛生学」（木曜2限・鬼頭先生）と「公衆衛生学」（木曜4限・鬼頭先生）のレポート提出締切日が変更になりました。（1/20更新）

※「専門演習Ⅰ・Ⅱ」（木曜5限・鬼頭先生）のレポート提出方法が変更になりました。（1/20更新）

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 参照 備考

哲学 月・3限 尾﨑　恭一 1/23（月） 3限 60分間 207 不可

生命倫理 月・4限 尾﨑　恭一 1/23（月） 4限 60分間 205 不可

204

207

スポーツ取材論 火・2限 増島　みどり 1/24（火） 2限 90分間 207 可

1/24（火）に提出
できない学生は
1/25（水）17：
00までに事務課回
収ＢＯＸへ提出

204

207

基礎科学 木・2限 日浦　幹夫 1/26（木） 2限 60分間 103 不可

アスレティックリハビリテーション 金・2限 泉　重樹 1/27（金） 2限 60分間 103 不可 ※マークシート

多摩地域形成論 火・3限 図司　直也 1/31（火） 3限 60分間 社会２０２ 可
参照物：授業内に告
知

4学部

* 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。

1年生（Ａ～Ｄ）
不可

通常授業時間とは
異なる為、注意1年生（Ｅ～Ｈ）・2年生

全員

3・4年生

スポーツ心理学Ａ 水・4限 立谷　泰久 1/25（水） 3限 60分間

60分間

2年生（Ａ～F）

不可
2年生（G～Ｈ）
・3年生・4年生

2・3・4年生

2016年度秋学期　スポーツ健康学部　試験実施方法一覧表

定期試験

実施クラス

全員

全員

予防医学概論（2013年度以降
入学生）・スポーツ医学概論
（2012年度以前入学生）

月・4限 日浦　幹夫 1/23（月） 4限



曜日・時限 試験教室

月・1限 通常教室

月・1限 通常教室

月・2限 通常教室

月・2限 通常教室

月・2限 通常教室

月・2限 通常教室

月・2限 108

月・3限 通常教室

月・3限 通常教室

月・3限 通常教室

月・3限 通常教室

月・4限 通常教室

月・4限 通常教室

火・1限 通常教室

火・1限 通常教室

火・1限 通常教室

火・1限 通常教室

火・1限 通常教室

204：2年生（Ａ～
Ｄクラス）

207：2年生（Ｅ～
Ｈクラス）・3年生・
4年生

火・1限 通常教室

火・2限 通常教室

火・2限 通常教室

火・2限 通常教室

火・2限 通常教室

火・2限 通常教室

火・2限 通常教室

火・2限 通常教室

火・2限

火・2限 空手場

火・2限 通常教室

火・3限 通常教室

火・3限 通常教室

火・3限 通常教室

総合英語Ⅱ 渡辺　廣人 1/10（火）

総合英語Ⅱ 蒔田　裕美 1/10（火）

器械運動指導論実習 高橋　靖彦 12/20（火）

総合英語Ⅱ 相馬　美明 1/10（火）

テーピング・コンディショニング指導
論（2013年度以降入学生）・テーピング指
導論（実習）（2012年度以前入学生）

春日井　有輝 実施済

剣道指導論実習 緒形　助正 12/20（火）

総合英語Ⅳ 相馬　美明 1/10（火）

総合英語Ⅳ SHANE　BALL 1/10（火）

総合英語Ⅳ 小川　真也 1/10（火）

総合英語Ⅳ 浦川　智子 1/10（火）

総合英語Ⅳ 渡辺　廣人 1/10（火）

総合英語Ⅳ 蒔田　裕美 1/10（火）

スポーツビジネス論Ⅲ 平野　祐司 1/10（火） ・参照可（毎回のレポート）

総合英語Ⅳ 式町　眞紀子 12/20（火）

スポーツマネジメント論 火・1限 川崎　登志喜 1/17（火）

総合英語Ⅰ 浦川　智子 1/10（火）

総合英語Ⅰ 式町　眞紀子 1/10（火）

総合英語Ⅰ 蒔田　裕美 1/10（火）

総合英語Ⅰ 小川　真也 1/10（火）

総合英語Ⅰ 今里　智晃 1/16（月）

総合英語Ⅰ 相馬　美明 1/10（火）

総合英語Ⅲ 今里　智晃 1/16（月）

総合英語Ⅰ 松下　晴彦 1/16（月）

総合英語Ⅲ 北出　広子 1/16（月）

総合英語Ⅲ 衣川　清子 12/19（月）

数学 坂本　寛 1/16（月） ・参照可（教科書）

総合英語Ⅲ 松下　晴彦 1/16（月）

総合英語Ⅲ 衣川　清子 12/19（月）

総合英語Ⅲ 今里　智晃 1/16（月）

総合英語Ⅲ 松下　晴彦 1/16（月）

総合英語Ⅲ 北出　広子 1/16（月）

スポーツ法学Ⅰ（2013年度以降入学
生）・スポーツ法学2012年度以前入学生）

森　浩寿 12/19（月）

英語演習Ⅱ 松下　晴彦 1/16（月）

授業内試験
科目名 担当教員 試験実施日 備考



曜日・時限 試験教室

火・3限 通常教室

火・3限 通常教室

火・3限 通常教室

火・3限 通常教室

火・3限 通常教室

火・3限 空手場

火・3限 通常教室

火・4限 通常教室

204：１年生

207：2年生・
3年生・4年生

火・4限 通常教室

火・4限 通常教室

204：1年生（Ａ～
Ｄクラス）

207：1年生（Ｅ～
Ｈクラス）・2年生・
3年生

水・1限 207

水・5限 306

木・1限 207

木・1限 通常教室

木・1限 通常教室

木・1限 通常教室

木・2限 通常教室

木・2限 通常教室

木・2限 通常教室

木・2限 2Ｅ

204：1年生（Ａ～
Ｄクラス）

207：1年生（Ｅ～
Ｈクラス）

木・3限 103

木・3限 2Ｅ

木・3限 通常教室

木・4限 通常教室

金・1限 通常教室

金・1限 通常教室

授業内試験

科目名 担当教員 試験実施日 備考

スポーツ政策論 鈴木　知幸 12/16（金） ・参照可（配付資料）

保健体育科教育法Ⅱ 林　園子 1/19（木）

統計学Ⅱ 佐野　毅彦 1/13（金） ・参照可（ノート・テキスト）

武道指導論演習（2013年度以降入学
生）・総合格闘技指導論（実習）（2012年度
以前入学生）

射手矢　岬 1/19（木） ・参照可（教科書・ノート）

保健体育科教育法Ⅱ 林　園子 1/19（木）

健康科学（2013年度以降入学生）・健康科
学概論（2012年度以前入学生）

木・3限 安藤　正志・林田はるみ 1/19（木）

スポーツビジネス論Ⅰ（2013年度以降入
学生）・スポーツビジネス論（2012年度以前
入学生）

井上　尊寛 1/19（木）

エアロビック運動実習 林田　はるみ 1/12（木）

武道指導論演習（2013年度以降入学
生）・総合格闘技指導論（実習）（2012年度
以前入学生）

射手矢　岬 1/19（木） ・参照可（教科書・ノート）

スイミング実習 八塚　明憲 12/22（木）

スイミング実習 金田　和也 12/22（木）

スイミング実習 金田　和也 12/22（木）

運動療法総論 安藤　正志・林田はるみ 1/19（木）

保健体育概論 永木　耕介 1/19（木）

スイミング実習 八塚　明憲 12/22（木）

スポーツ医学（外科系）（2013年度以降
入学生）・運動器疾患と身体活動（2012年度
以前入学生）

瀬戸　宏明 12/21（水）

・参照可
（授業内で配布したA3白紙に自
分で書き込んだもの）
※マークシート

専門演習Ⅰ・専門演習Ⅱ 山本　浩 1/11（水） ・参照可（全て可）

英語演習Ⅰ 相馬　美明 1/10（火）

スポーツ史 水・1限 山本　浩 1/11（水）

スポーツ経済論 火・4限 藤原　直幸 1/10（火）
・参照可（講義で配布した資
料）

スポーツジャーナリズム論（放送） 佐塚　元章 1/10（火）

器械運動指導論実習 高橋　靖彦 12/20（火）

総合英語Ⅳ SHANE　BALL 1/10（火）

スポーツコンディショニング論Ⅰ 春日井　有輝 12/20（火）

剣道指導論実習 緒形　助正 12/20（火）

総合英語Ⅱ 式町　眞紀子 1/10（火）

総合英語Ⅱ SHANE　BALL 1/10（火）

総合英語Ⅱ 小川　真也 1/10（火）

総合英語Ⅱ 浦川　智子 1/10（火）



曜日・時限 試験教室

金・2限 通常教室

金・2限 通常教室

金・4限 通常教室

金・4限 通常教室

授業内試験

生理学Ｂ 高見　京太 1/13（金） ※マークシート

* 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。

スポーツ法学Ⅱ 鈴木　知幸 12/16（金） ・参照可（配付資料）

女性とスポーツ 三ッ谷　洋子 1/13（金）

スポーツメディア論 山本　浩 1/13（金）

科目名 担当教員 試験実施日 備考



科目名称
曜日・
時限

担当教員

スポーツ運動学Ⅰ 月・2限 工藤　裕仁

専門演習Ⅰ・専門演習Ⅱ 月・5限 成田　道彦

専門演習Ⅰ・専門演習Ⅱ 月・5限 日浦　幹夫

スポーツ産業論 火・1限 中塚　千恵

教育実習(事前指導) 火・1限 林　園子

スポーツビジネス論Ⅲ 火・1限 平野　祐司

スポーツ取材論 火・2限 増島　みどり

スポーツ行政論 火・2限 川崎　登志喜

ダンス指導論演習（2013年
度以降入学生）・舞踊論（2012
年度以前入学生）

火・2限 小川　洋子

教職実践演習（中・高） 火・2限 林　園子

ダンス指導論演習（2013年
度以降入学生）・舞踊論（2012
年度以前入学生）

火・3限 小川　洋子

スポーツ史 水・1限 山本　浩

保健体育科教育法Ⅲ 水・2限 永木　耕介

スポーツ医科学実習（2013
年度以降入学生）・スポーツ医学
実習（2012年度以前入学生）

水・2限
日浦　幹夫・
木下　訓光

スポーツ医科学実習（2013
年度以降入学生）・スポーツ医学
実習（2012年度以前入学生）

水・3限
日浦　幹夫・
木下　訓光

運動学実習（2013年度以降入
学生）・運動学ケーススタディ
（2012年度以前入学生）

水・4限 安藤　正志

専門演習Ⅰ・専門演習Ⅱ 水・5限 安藤　正志

専門演習Ⅰ 水・5限 木下　訓光

スポーツトレーニング論Ⅱ 木・1限 平野　裕一

衛生学 木・2限 鬼頭　英明

病の社会史 木・3限 苅谷　春郎

運動負荷テスト実習 木・3限 木下　訓光

ソフトボール指導論演習
（2013年度以降入学生）・ベース
ボール指導論（実習）（2012年度
以前入学生）

木・3限 大田　穂

公衆衛生学 木・4限 鬼頭　英明

運動負荷テスト実習 木・4限 木下　訓光

スポーツイベント論 木・4限 三ッ谷　洋子

スポーツコーチング論Ⅱ 木・4限 平野　裕一

専門演習Ⅰ・専門演習Ⅱ 木・5限 苅谷　春郎

専門演習Ⅰ・専門演習Ⅱ 木・5限 鬼頭　英明

スポーツレクリエーション論 金・2限 谷本　都栄

授業内に告知 授業内回収

毎授業内回収 授業内回収

1/23（月）～2/3（金） 事務課回収BOX

授業内に告知 授業内に告知

授業内に告知 授業内回収

1/19（木）
（1/24（火）13：00）

授業内回収・研究室メールBOX
1/19（木）に提出できない学生
は1/24（火）13：00までに研
究室のメールＢＯＸへ提出

1/19（木） 授業内回収

1/20（金）～27（金）
31（火）

事務課回収BOX

毎授業内回収 授業内回収

授業内に告知 授業内回収

1/23（月）～2/3（金） 事務課回収BOX

1/20（金）～27（金）
31（火）

事務課回収BOX

毎授業内回収 授業内回収

授業内に告知 授業内回収

授業内に告知 授業内回収

授業内に告知 授業内回収

毎授業内回収 授業内回収

12/14（水）～20（火）
1/10（火）17：00

事務課回収BOX

1/20（金） 授業内回収

1/10（火） 授業内回収

1/10（火）
（1/16 （月）17：00）

授業内回収・事務課回収BOX
当日欠席した学生の提出は1/16
（月）17：00までに事務課回
収ＢＯＸ

授業内に告知 授業内回収

1/10（火）
（1/16 （月）17：00）

授業内回収・事務課回収BOX
当日欠席した学生の提出は1/16
（月）17：00までに事務課回
収ＢＯＸ

毎授業内回収 授業内回収

1/24（火）（1/25（水））
授業内回収（1/24（火）定期試
験時に実施）

1/25（水）回収は1/24（火）
に参加できない学生のみ

1/10（火） 授業内回収・事務課回収BOX
1/10以前の提出は事務課回収Ｂ
ＯＸ

1/10（火） 授業内回収

授業内に告知 授業内回収

授業内に告知 授業内回収

回収予定期間 回収方法 備考

12/12（月）～1/16（月） 授業内回収

レポート



科目名称
曜日・
時限

担当教員

スポーツメディア論 金・2限 山本　浩

教育実習(事前指導) 金・3限 林　園子

アスレティックトレーナー概
論

金・4限 泉　重樹

教職実践演習（中・高） 金・4限 林　園子

スポーツ現場実習Ａ
集中・
その他

泉　重樹

スポーツ現場実習Ｂ
集中・
その他

春日井　有輝

野外教育指導論演習（マリ
ン）

集中・
その他

井上　尊寛

専門演習Ⅲ
集中・
その他

成田　道彦

専門演習Ⅲ
集中・
その他

安藤　正志

専門演習Ⅲ
集中・
その他

苅谷　春郎

※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。

卒論締切日 授業内に告知

レポート

回収予定期間 回収方法 備考

実施済

授業内に告知 授業内回収

授業内に告知 授業内回収

授業内に告知 事務課回収BOX

授業内に告知 事務課回収BOX

授業内に告知 授業内回収

1/13（金） 授業内回収

12/16（金）～22（木）
1/12（木）17：00

事務課回収BOX

1/13（金） 授業内回収


