
 2022年度　スポーツ健康学部　受講者選抜科目一覧

①ガイダンス期間に受講者選抜を実施する科目

　 受講希望者は必ずガイダンスに参加してください。ガイダンスはすべて102教室で行います(「英語コミュニケーションⅡを除く）。結果発表は3月29日（火）までに順次Web掲示板で行います。
日にち 開講期 曜日 時限 科目名 担当教員 配当年次

スポーツ現場実習A 泉　重樹

スポーツ現場実習B 春日井　有輝

秋学期 月 １・２ 体力測定・評価実習 泉　重樹・高見　京太 2～4

春学期 木 ３・４ フィットネス・トレーニング実習 伊藤　良彦・高見　京太 2～4

通年 集中 その他 健康増進施設実習 高見　京太 3～4

野外教育実習（スノー）（2018年度以降入学者）

野外教育指導実習（スノー）（2017年度以前入学者）

秋学期 水 ３・４ サッカー指導論演習 井上　尊寛 2～4

野外教育実習（マリン）（2018年度以降入学者）

野外教育指導実習（マリン）（2017年度以前入学者）

井上　尊寛・鬼頭　英明・

島本　好平

春学期 英語コミュニケーションⅡ（a）（2017年度以前入学者）

秋学期 英語コミュニケーションⅡ（b）（2018年度以降入学者）

通年 英語コミュニケーションⅡ（2017年度以前入学者）

②受講者選抜申込期間：3月25日（金）13:00～3月28日（月）12:00　　結果発表：3月30日（水）10:00（予定）

　 すべて、Google formにて申し込みを受け付けます。結果発表はWeb掲示板で行います。
開講期 曜日 時限 担当教員 配当年次 ＵＲＬ QRコード

春学期

秋学期

通年

火 1 小野田　桂子 2～4 https://forms.gle/5cXBFqNBTXJEDy5LA

水 1・2 植村　直己 2～4 https://forms.gle/FXPCHnwnfLm8Tv6D7

木 1 大田　穂 2～4 https://forms.gle/rUU5Msqz4fYnEigN9

木 2 島本　好平 2～4 https://forms.gle/QybL32rXMGfrqEpr9

火 2 林田　はるみ 2～4 https://forms.gle/pcgfNHFuxDpFL88m8

水 2 植村　直己 2～4 https://forms.gle/v7VcsFFkuK5nXLbP6

木 1 大田　穂 2～4 https://forms.gle/3Z8HMUrvd2AWt9JRA

木 2・3 島本　好平 2～4 https://forms.gle/NhXErnBav6EBbsS16

③受講者選抜申込期間：3月25日（金）13:00～3月30日（水）12:00　　結果発表：4月2日（土）12:00（予定）

　 すべて、Google formにて申し込みを受け付けます。結果発表はWeb掲示板で行います。
開講期 曜日 時限 担当教員 配当年次 ＵＲＬ QRコード

木 1 升　佑二郎 2～4 https://forms.gle/VeTRz7aD8DJDaibg9

水 2・3 木下　訓光・瀬戸　宏明 3～4 https://forms.gle/k3fkTNDasdcPzsv2A

木 1 升　佑二郎 2～4 https://forms.gle/tFBLw45rabFFR6ch7

木 2・4 木下　訓光 3～4 https://forms.gle/ciwCsg9ke6GyZwbX7

※QRコードが読み取れない場合は、ホームページ等に掲載している一覧表から各フォームにアクセスすることもできます

Meeting ID: 828 9140 1358

Passcode: 835433

木 1・2

木 1・2 スイミング指導論演習

春学期

金田　和也 2～4

3月25日（金）

13:00～13:45

17:00～17:45 秋学期 集中 その他 高見　京太 2～4

3月28日（月）

16:00～16:45 木 4 ネメシュ　ローランド 2～4

14:00～14:45 サマー

時間 備考

13:00～13:45 通年 集中 その他 3～4

16:00～16:45

14:00～14:45

15:00～15:45

その他 井上　尊寛集中

科目名

火 3

マーケティングリサーチ実習（2018年度以降入学者）

伊藤　真紀マーケティングリサーチ演習（2018年度以降入学者）

マーケティングリサーチ実習（2017年度以前入学者）

2～4

15:00～15:45 秋学期 集中 その他

3～4 https://forms.gle/9Y5jtHYupmT2tpsPA

野外教育実習（キャンプ）（2018年度以降入学者） 2～4

オンラインで実施します。

受講希望者は以下のURLまたはミーティングID/PWからオンラインガイダンスに参加してください。

https://hosei-ac-

jp.zoom.us/j/82891401358?pwd=cnV0eHhJNFU4UHVCYWtPU1ZKMERBQT09

器械運動実習（2018年度以降入学者）

器械運動指導論実習（2017年度以前入学者）

テニス実習（2018年度以降入学者）

テニス指導論実習（2017年度以前入学者）

春学期

体つくり運動指導論演習（2018年度以降入学者）

ソフトボール実習（2018年度以降入学者）

ソフトボール指導論実習（2017年度以前入学者）

秋学期

エアロビック運動実習

ソフトボール指導論演習
※「ソフトボール実習/ソフトボール指導論演習」の単位を修得済、

または、2022年度に履修予定の方のみ申込可能

秋学期

スポーツ医科学実習

器械運動指導論演習

テニス指導論演習

バドミントン実習（2018年度以降入学者）

バドミントン指導論実習（2017年度以前入学者）

バドミントン指導論演習

スイミング実習/スイミング指導論実習 金田　和也 2～4 https://forms.gle/UQyRSkPj36ToD1LE8

運動負荷テスト実習

科目名

https://forms.gle/n5S3BAw4E8ZjJjHt9

【注意事項】

・ガイダンス期間に受講者選抜を実施する科目の受講を希望する方は、必ず、ガイダンスに参加してください。ガイダンス欠席者は当該科目を履修できません。

・Google formによる申し込みの際には、大学から付与されたGmailアカウントを使用してください。大学付与以外のアカウントからは申し込みできません。

・①の結果発表と②の申込締切までの時間および②の結果発表と③の申込締切までの時間には余裕がありません。①の選抜結果を確認して②の選抜に申し込む方、

②の選抜結果を確認して③の選抜に申し込む方は申込締切日時をよく確認し、申込漏れがないように気を付けてください。

・「〇〇実習/〇〇指導論実習」と「○○指導論演習」については、原則、同じ担当教員の科目を申し込んでください（担当教員が異なる場合を除く）。

・原則、選抜された科目は履修を辞退することはできません。

・選抜された方はWeb履修登録期間に各自情報システムで履修登録を行ってください。

＜裏面あり＞

https://forms.gle/5cXBFqNBTXJEDy5LA
https://forms.gle/FXPCHnwnfLm8Tv6D7
https://forms.gle/rUU5Msqz4fYnEigN9
https://forms.gle/QybL32rXMGfrqEpr9
https://forms.gle/pcgfNHFuxDpFL88m8
https://forms.gle/3Z8HMUrvd2AWt9JRA
https://forms.gle/NhXErnBav6EBbsS16
https://forms.gle/VeTRz7aD8DJDaibg9
https://forms.gle/k3fkTNDasdcPzsv2A
https://forms.gle/tFBLw45rabFFR6ch7
https://forms.gle/ciwCsg9ke6GyZwbX7
https://forms.gle/9Y5jtHYupmT2tpsPA
https://hosei-ac-jp.zoom.us/j/82891401358?pwd=cnV0eHhJNFU4UHVCYWtPU1ZKMERBQT09
https://hosei-ac-jp.zoom.us/j/82891401358?pwd=cnV0eHhJNFU4UHVCYWtPU1ZKMERBQT09
https://forms.gle/UQyRSkPj36ToD1LE8
https://forms.gle/n5S3BAw4E8ZjJjHt9


【注意事項】

・ガイダンス期間に受講者選抜を実施する科目の受講を希望する方は、必ず、ガイダンスに参加してください。ガイダンス欠席者は当該科目を履修できません。

・Google formによる申し込みの際には、大学から付与されたGmailアカウントを使用してください。大学付与以外のアカウントからは申し込みできません。

・①の結果発表と②の申込締切までの時間および②の結果発表と③の申込締切までの時間には余裕がありません。①の選抜結果を確認して②の選抜に申し込む方、

②の選抜結果を確認して③の選抜に申し込む方は申込締切日時をよく確認し、申込漏れがないように気を付けてください。

・「〇〇実習/〇〇指導論実習」と「○○指導論演習」については、原則、同じ担当教員の科目を申し込んでください（担当教員が異なる場合を除く）。

・原則、選抜された科目は履修を辞退することはできません。

・選抜された方はWeb履修登録期間に各自情報システムで履修登録を行ってください。

④受講者選抜申込期間：4月1日（金）10:00～4月4日（月）12:00　　結果発表：4月6日（水）12:00（予定）

　 すべて、Google formにて申し込みを受け付けます。結果発表はWeb掲示板で行います。
開講期 曜日 時限 担当教員 配当年次 ＵＲＬ QRコード

通年

春学期

秋学期

火 2 濵谷　萌子 2～4 https://forms.gle/LakonDcAFPHx2CBE8

水 2 小田　佳子 1～4 https://forms.gle/AhpehJpyEPA9T4VCA

土 1・2 佐藤　伸一郎 1～4 https://forms.gle/NMC3SyUmPLkQuaBx7

火 3・4 小川　洋子 1～4 https://forms.gle/fbMGvqjEvPfiDY5m9

水 2・3 小田　佳子 1～4 https://forms.gle/c3jia7nAz7gn8v4c6

木 2 岩見　雅人 2～4 https://forms.gle/XGCY3926DXvDp9ycA

土 1・2 佐藤　伸一郎 1～4 https://forms.gle/ggUd4JuWKDhn7rHH9

⑤Web抽選期間：4月4日（月）10:00～4月6日（水）15:00　※各日10:00～26:00、最終日のみ10:00～15:00　結果発表：4月6日（水）17:00（予定）

　 以下の科目は、Web抽選を行います。「情報システム（Web履修登録・抽選申請）操作ガイド」を確認のうえ、情報ポータルにてWeb抽選に参加してください。
開講期 曜日 時限 担当教員 配当年次

月 4 苅部　俊二 2～4

火 4 河鰭　真世 1～4

水 2 坂本　寛 1～4

木 2・3・4 新海　貴弘 1～4

金 1 昇　寛 2～4

水 3 苅部　俊二 2～4

木 2・3・4 新海　貴弘 1～4

⑦初回授業等で受講者選抜を実施する科目

開講期 時限 科目名 担当教員 配当年次

バスケットボール実習（2018年度以降入学者）

バスケットボール指導論実習（2017年度以前入学者）

春学期 テーピング・コンディショニング指導論Ⅰ（2018年度以降入学者）

秋学期 テーピング・コンディショニング指導論Ⅱ（2018年度以降入学者）

通年 テーピング・コンディショニング指導論（2017年度以前入学者）

バスケットボール実習（2018年度以降入学者）

バスケットボール指導論実習（2017年度以前入学者）

秋学期 バスケットボール指導論演習

春学期 1 ジョギング・ウォーキング実習 成田　道彦 2～4

秋学期 その他 青少年指導実習（サッカー）（2018年度以降入学者） 小井土　正亮 2～4

「テーピング・コンディショニング指導論Ⅱ」は秋学期科目ですが、「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」の受講者選抜と同時

に選抜を行う（原則、実習と指導論演習を同年度に履修するため）。

受講希望者は4/8（金）1限の授業に出席しすること。

4月8日

金 3

数学

情報リテラシーⅡ

　 受講希望者は必ず初回授業に参加してください。やむを得ない理由により初回授業を欠席する場合は、事前に事務課に連絡してください。初回授業の教室は別途お知らせします。また、春学期授

業開始前でに学習支援システムで仮登録を行い、お知らせ等に選抜に関する指示がないか必ず確認してください。

日にち 曜日 備考

秋学期
陸上競技指導論演習

陸上競技指導論実習（2017年度以前入学者）

春日井　有輝 2～4金 1

水 3

秋学期開始後 集中 選抜スケジュールが決定次第、詳細を周知予定（履修登録は受講者選抜後）。

苅部　俊二 2～4

バスケットボール指導論演習

科目名

英語コミュニケーションⅠ（a）（2018年度以降入学者）

ヤナ　ウルヴァノヴァー 1～4 https://forms.gle/Tm7H1WdjV7PdZfLg9英語コミュニケーションⅠ（b）（2018年度以降入学者）

サッカー実習（2018年度以降入学者）

体つくり運動実習/体つくり運動指導論実習

水

4月12日 火

春学期
清水　貴司 2～4

「バスケットボール指導論演習」は秋学期科目ですが、春学期の「バスケットボール

実習/バスケットボール指導論実習」の受講者選抜と同時に選抜を行う（原則、

実習と指導論演習を同年度に履修するため）。

受講希望者は4/8（金）3限の授業に出席すること。

リハビリテーション概論

秋学期

ダンス実習指導論演習

柔道指導論演習（2018年度以降入学者）

武道指導論演習（2017年度以前入学者）

科目名 備考

剣道指導論演習（2018年度以降入学者）

※QRコードが読み取れない場合は、ホームページ等に掲載している一覧表から各フォームにアクセスすることもできます

情報リテラシーⅠ

青少年指導実習（陸上）（2018年度以降入学者）

金 4

剣道実習（2018年度以降入学者）

剣道指導論実習（2017年度以前入学者）

柔道実習（2018年度以降入学者）

柔道指導論実習（2017年度以前入学者）

春学期 4月7日 木 2 岩見　雅人 2～4 新型コロナウイルスの感染状況次第では選抜方法を変更する場合がある。

サッカー指導論実習（2017年度以前入学者）

ダンス実習（2018年度以降入学者）

三浦　佑介

英語コミュニケーションⅠ（2017年度以前入学者）

2～4

春学期

春学期

1・2

陸上競技実習（2018年度以降入学者）

＜表面あり＞

https://forms.gle/LakonDcAFPHx2CBE8
https://forms.gle/AhpehJpyEPA9T4VCA
https://forms.gle/NMC3SyUmPLkQuaBx7
https://forms.gle/fbMGvqjEvPfiDY5m9
https://forms.gle/c3jia7nAz7gn8v4c6
https://forms.gle/XGCY3926DXvDp9ycA
https://forms.gle/ggUd4JuWKDhn7rHH9
https://forms.gle/Tm7H1WdjV7PdZfLg9

