
開講期 対象 曜日・時限 科目名 日程 時間 場所 備考

秋学期 2020年度教育実習予定者 火曜4限・金曜4限 教職実践演習 済　3月30日（月） 済　9：30～10：30 103 済

春学期・秋学期 新2～4年生
木曜1限・木曜4限

木曜4限・金曜1限
保健体育科教育法Ⅰ・保健体育科教育法Ⅱ 済　3月30日（月） 済　13：00～14：00 102 済

春学期・秋学期 新3～4年生
水曜1限・木曜3限

火曜3限・金曜3限
保健体育科教育法Ⅲ・Ⅳ、教育実習（事前指導） 済　3月30日（月） 済　14：15～15：15 102 済

開講期 対象 曜日・時限 科目名

春学期 新2～4年生 木曜3限・木曜4限 フィットネス・トレーニング実習

秋学期 新2～4年生 月曜1限・月曜2限 体力測定・評価実習

秋学期 新3～4年生 木曜3限・木曜4限 運動負荷テスト実習

秋学期 新3～4年生 水曜2限・水曜3限 スポーツ医科学実習

集中
新3～4年生

(AT資格取得希望者)
月曜日・木曜日 スポーツ現場実習Ａ・Ｂ

開講期 対象 曜日・時限 科目名

火曜1限 器械運動実習/器械運動指導論実習

器械運動実習/器械運動指導論実習

体つくり運動実習/体つくり運動指導論実習

火曜3限 体つくり運動実習/体つくり運動指導論実習

水曜1限・2限 テニス実習/テニス指導論実習

陸上競技実習/陸上競技指導論実習

サッカー実習/サッカー指導論実習

スイミング実習/スイミング指導論実習

バドミントン実習/バドミントン指導論実習

木曜2限 バスケットボール実習/バスケットボール指導論実習　※山口先生

スイミング実習/スイミング指導論実習

サッカー実習/サッカー指導論実習

ハンドボール実習　※2018年度以降入学生対象

金曜3限 バスケットボール実習/バスケットボール指導論実習　※清水先生

火曜3限 剣道実習/剣道指導論実習

火曜4限 剣道実習/剣道指導論実習

金曜2限 統計学Ⅰ

土曜1限・2限 柔道実習/柔道指導論実習

火曜1限 体つくり運動指導論演習　※2018年度以降入学生対象

エアロビック運動実習

器械運動指導論演習　※2018年度以降入学生対象

水曜2限 テニス指導論演習

陸上競技指導論演習

サッカー指導論演習

スイミング指導論演習

バドミントン指導論演習

木曜2限 バスケットボール指導論演習　※山口先生

スイミング指導論演習

サッカー指導論演習

ハンドボール指導論演習　※2018年度以降入学生対象

金曜3限 バスケットボール指導論演習　※清水先生

運動療法総論

剣道指導論演習　※2018年度以降入学生対象

火曜2限 剣道指導論演習　※2018年度以降入学生対象

火曜3限 ダンス指導論演習

火曜4限 ダンス指導論演習

金曜2限 統計学Ⅱ

土曜1限・2限 柔道指導論演習/武道指導論演習

開講期 対象 曜日・時限 科目名 日程 申請時間（Web上）

春学期 新1～4年生 木曜2限・3限・4限 情報リテラシーⅠ 　　　　　　

秋学期 新1～4年生 木曜2限・3限・4限 情報リテラシーⅡ 4月15日（水）～

春学期 新1～4年生 水曜2限 数学 　　　　　4月17日（金）

春学期 新2～4年生 木曜1限 健康と疾患

春学期 新1～２年生 水曜3限 ダンス実習（2018年度以降入学者のみ）

4月15日（水）～ 4月15日（水）14:00から

4月16日（木） 4月16日（木）23:00まで

開講期 対象 曜日・時限 科目名 日程 時間

通年 火曜4限 英語演習Ⅰ（2017年度以前入学者のみ） 4月22日（火） 4限

通年 水曜3限 英語演習Ⅱ（2017年度以前入学者のみ） 4月23日（水） 3限

春学期・秋学期 火曜4限 英語コミュニケーションⅠ（a）・英語コミュニケーションⅠ（b） 4月22日（火） 5限

春学期・秋学期 木曜4限 英語コミュニケーションⅡ（a）・英語コミュニケーションⅡ（b） 4月24日（木） 4限

春学期 火曜2限 バレーボール実習/バレーボール指導論実習 4月22日（火） 2限

4月16日（木）

ガイダンスによって受講者選抜を実施するもの

ガイダンスによって受講者選抜を実施するもの→グーグルフォーム上にて受講希望申込を実施するものへ変更
申込期間

4月6日（月）17：00～4月9日（金）13：00

4月10日（金）17：00～4月13日（月）13：00

結果発表（予定）

4月14日（火）

4月10日（土）

グーグルフォーム上にて受講希望申込を実施するもの

春学期

4月8日（水）13：00～4月10日（金）17：00

4月20日（月）

4月6日（月）17：00～4月9日（木）13：00

4月15日（水）13：00～4月17日（金）13：00

申込期間

秋学期

テーピング・コンディショニング指導論Ⅰ・テーピング・コンディショニング指導論Ⅱ

/テーピング・コンディショニング指導論

春学期・秋学期

/通年
新2～4年生 金曜1限

新1～4年生

新2～4年生

新1～4年生

火曜2限

水曜3限

新2～4年生

火曜2限

水曜3限

木曜1限

木曜3限

木曜1限

結果発表（予定）

2020年度スポーツ健康学部　受講者選抜科目一覧　　　　　　2020.4.8時点

多摩地域形成論
4月18日（土）

9：00

木曜3限

火曜1限

4月15日（水）13：00～4月17日（金）13：00

抽選期間にシステムにて抽選申込を行うもの

4月6日（月）13：00～4月9日（木）13：00

4月16日（木）

4月20日（月）

4月6日（月）17：00～4月9日（木）13：00

4月7日（火）13：00～4月10日（金）17：00

4月6日（月）13：00～4月9日（木）13：00

4月7日（火）13：00～4月10日（金）17：00

結果発表（予定）

各日

10：00～26：00
4月20日（月）

※上記授業以外にも人数の都合上、急遽選抜を行う場合があります（特に「～指導論実習・演習」）。履修を希望する科目の初回授業には必ず参加してください。

初回授業参加者のみを受講対象とするもの

　　　　　スポーツ健康学部事務課

秋学期

新2～4年生 各授業実施場所

※各授業について、選抜実施後に定員に達していない場合、2次募集を行う場合があります。実施科目は随時掲示にて周知しますので、掲示板は毎日確認するようにしてください。

新1～4年生 水曜4限

場所

注意事項（※必ず確認してください）

受講希望者は左記期間中にフォームにて申込を行ってください。

フォームはＷＥＢ掲示板上に掲載します。

・「スポーツ医科学実習」と「テニス指導論演習」、「陸上競技指導論演習」 「サ

カー指導論演習」を合わせて履修したい学生は、こちらの結果を見てから

「〇〇指導論演習」に申込を行ってください。

・「運動負荷テスト実習」と「スイミング指導論演習」「サッカー指導論演習」「ハンド

ボール指導論演習」を合わせて履修したい学生も、こちらの結果を見てから

「〇〇指導論演習」に申込を行ってください。

受講希望者は申請受付時期/時間内に、

Wｅｂ上にて抽選申請を行ってください。

受講希望者は初回授業に必ず参加してください。

教場に関しては、初回集合場所を別途掲示しますので、

確認してください。

注意事項（※必ず確認してください）

受講希望者は左記期間中にフォームにて申込を行ってください。

フォームはＷＥＢ掲示板上に掲載します。

・原則として、「〇〇実習/〇〇指導論実習」と「〇〇指導論演習」は、春/秋学期

同じ曜日/時限で受けるようにしてください。

・下記科目については、どちらか一方にのみ申込をしてください。

どちらにも申込があった場合、両方とも希望者名簿から削除します。

春学期 水3 「サッカー実習/サッカー指導論実習」 川田先生

春学期 木3 「サッカー実習/サッカー指導論実習」 川田先生

春学期 木1 「スイミング実習/スイミング指導論実習」 金田先生

春学期 木1 「スイミング実習/スイミング指導論実習」 八塚先生

春学期 木2 「バスケットボール実習/バスケットボール指導論実習」 山口先生

春学期 金3 「バスケットボール実習/バスケットボール指導論実習」 清水先生

秋学期 水3 「サッカー指導論演習」 井上先生

秋学期 木3 「サッカー指導論演習」 川田先生

秋学期 木1 「スイミング指導論演習」 金田先生

秋学期 木1 「スイミング指導論演習」 八塚先生

秋学期 木2 「バスケットボール指導論演習」 山口先生

秋学期 金3 「バスケットボール指導論演習」 清水先生

・「スポーツ医科学実習」と「テニス指導論演習」、「陸上競技指導論演習」 「サ

カー指導論演習」を合わせて履修したい学生は、上記科目の結果を見てから

「〇〇指導論演習」に申込を行ってください。

・「運動負荷テスト実習」と「スイミング指導論演習」「サッカー指導論演習」「ハンド

ボール指導論演習」を合わせて履修したい学生も、上記科目の結果を見てから

「〇〇指導論演習」に申込を行ってください。


