
■2020年度　スポーツ健康学部 秋学期試験実施一覧（1月12日更新）

※ スポーツ史（山本先生）は定期試験（オンライン）に変更になりました。（1/8）

※ 統計学Ⅱ（笹井先生）は1月15日（金）に変更になりました。（1/8）

※ スポーツメディア論（山本先生）は授業内試験（オンライン）に変更にまりました。（1/12）

※ スポーツビジネス論Ⅰ（井上先生）は定期試験（オンライン）に変更になりました。（1/12）

※ エアロビック運動実習（林田先生）1月12日（火）の授業内試験はオンラインに変更になりました。（1/12）

2021年1月12日

科目名 教員氏名 試験方法
試験

実施日
使用教室

試験
時間

参照 参照物 備考

スポーツ法学Ⅰ 森　浩寿 レポート

体力測定・評価実習/
身体機能測定実習

泉 重樹
高見　京太

平常評価

スポーツビジネス論Ⅰ 井上 尊寛
定期試験（対面）

➡定期試験（オンライン）
60分 不可 マークシート

総合英語Ⅲ（b）/総合英語Ⅲ 桑原　洋 平常評価

総合英語Ⅲ（b）/総合英語Ⅲ 村井　三千男 授業内試験（オンライン） 1月18日（月） 60分 不可

総合英語Ⅲ（b）/総合英語Ⅲ 大塚　孝一 授業内試験（オンライン） 1月18日（月） 60分 不可

総合英語Ⅲ（b）/総合英語Ⅲ 松下　晴彦 平常評価

総合英語Ⅲ（b）/総合英語Ⅲ 衣川　清子 授業内試験（対面） 12月21日（月） 60分 不可

総合英語Ⅲ（b）/総合英語Ⅲ 鈴木　美穂 授業内試験（オンライン） 1月18日（月） 60分 可 テキスト

総合英語Ⅲ（b）/総合英語Ⅲ
川田
アマンディーン

平常評価

体力測定・評価実習/
身体機能測定実習

泉 重樹
高見　京太

平常評価

総合英語Ⅰ（b）/総合英語Ⅰ 衣川　清子 授業内試験（対面） 12月21日（月） 60分 不可

総合英語Ⅰ（b）/総合英語Ⅰ 鈴木　美穂 授業内試験（オンライン） 1月18日（月） 60分 可 テキスト

総合英語Ⅰ（b）/総合英語Ⅰ 松下　晴彦 平常評価

総合英語Ⅰ（b）/総合英語Ⅰ 村井　三千男 授業内試験（オンライン） 1月18日（月） 60分 不可

総合英語Ⅰ（b）/総合英語Ⅰ 桑原　洋 平常評価

総合英語Ⅰ（b）/総合英語Ⅰ
川田
アマンディーン

平常評価

総合英語Ⅰ（b）/総合英語Ⅰ 大塚　孝一 授業内試験（オンライン） 1月18日（月） 60分 不可

マーケティングリサーチ実習 井上　尊寛 平常評価

スポーツ心理学Ｂ 本郷　由貴 授業内試験（オンライン） 1月18日（月） 50分 可 配布資料

スポーツ心理学Ａ 本郷　由貴 授業内試験（オンライン） 1月18日（月） 50分 可 配布資料

人間とスポーツ 成田　道彦 レポート ・平常評価

スポーツマネジメント論 川崎　登志喜 授業内試験（オンライン） 1月12日（火） 100分 可 授業内資料

運動療法総論
安藤　正志
林田　はるみ

授業内試験（オンライン） 1月12日（火） 60分 不可

体つくり運動指導論演習 小野田　桂子
授業内試験（実技）・

平常評価

剣道指導論演習 古澤　伸晃 平常評価

総合英語Ⅱ（b）/総合英語Ⅱ 相馬　美明 レポート

総合英語Ⅱ（b）/総合英語Ⅱ 式町　眞紀子 授業内試験（オンライン） 12月22日（火） 60分 不可

総合英語Ⅱ（b）/総合英語Ⅱ 小川　真也 レポート

総合英語Ⅱ（b）/総合英語Ⅱ
岸山　健
（石井　創）

レポート

総合英語Ⅱ（b）/総合英語Ⅱ 浦川　智子 レポート ・平常評価

総合英語Ⅱ（b）/総合英語Ⅱ 蒔田　裕美 平常評価

総合英語Ⅱ（b）/総合英語Ⅱ
ウルバノヴァー
ヤナ

授業内試験（オンライン）・
平常評価

12月22日（火） 60分 可 教科書 ・ノート

エアロビック運動実習 林田　はるみ 授業内試験（対面）

 12月 8日（火）
 12月15日（火）
 12月22日（火）
   1月12日（火）の
みオンライン

100分 不可

スポーツ行政論 川崎　登志喜 レポート

スポーツ取材論 増島　みどり レポート・平常評価

器械運動指導論演習 小野田　桂子
授業内試験（実技）・

平常評価

剣道指導論演習 古澤　伸晃 平常評価

バレーボール指導論演習/
バレーボール指導論（実習）

山田　稔 平常評価

火

２時限

１時限

通常教室　107

204

204

〈定期試験一覧を確認すること〉

試験曜時

１時限

2時限

月

３時限

4時限



科目名 教員氏名 試験方法
試験

実施日
使用教室

試験
時間

参照 参照物 備考試験曜時

３時限 ヘルスデザイン論/健康科学
安藤　正志
林田　はるみ

授業内試験（オンライン） 1月12日（火） 60分 不可

総合英語Ⅳ（b）/総合英語Ⅳ
岸山　健
（石井　創）

レポート

総合英語Ⅳ（b）/総合英語Ⅳ 浦川　智子 レポート ・平常評価

総合英語Ⅳ（b）/総合英語Ⅳ 蒔田　裕美 平常評価

総合英語Ⅳ（b）/総合英語Ⅳ 相馬　美明 レポート

総合英語Ⅳ（b）/総合英語Ⅳ 小川　真也 レポート

総合英語Ⅳ（b）/総合英語Ⅳ
ウルバノヴァー
ヤナ

授業内試験（オンライン）・
平常評価

12月22日（火） 60分 可 教科書 ・ノート

総合英語Ⅳ（b）/総合英語Ⅳ 式町　眞紀子 授業内試験（オンライン） 12月22日（火） 60分 不可

スポーツジャーナリズム論（新聞） 荻田　則夫 授業内試験（オンライン） 1月12日（火） 100分 可 すべて可

ダンス指導論演習/舞踊論 小川　洋子 レポート

英語コミュニケーションⅠ（b）/
英語コミュニケーションⅠ

ウルバノヴァー
ヤナ

授業内試験（オンライン）・
平常評価

12月22日（火） 60分 可 教科書 ・ノート

英語演習Ⅰ 相馬　美明 レポート

ダンス指導論演習/舞踊論 小川　洋子 レポート

公衆衛生学 鬼頭　英明 レポート

Strength Training 泉　重樹 平常評価

スポーツ戦術論（サッカー） 川田　尚弘 平常評価

スポーツ法学Ⅱ 飯田　研吾 授業内試験（オンライン） 1月13日（水） 60分 可 すべて可

保健体育科教育法Ⅲ 永木　耕介 レポート ・平常評価

スポーツ医科学実習/スポーツ医学実習
木下　訓光
瀬戸　宏明

レポート ・平常評価

スポーツ経済論 宮下　量久 レポート

テニス指導論演習/テニス指導論（実習） 植村　直己 レポート

アスリートキャリア論 成田　道彦 　授業内で確認すること。

英語演習Ⅱ 松下　晴彦 授業内試験（対面） 1月13日（水） 60分 不可

スポーツ医科学実習/スポーツ医学実習
木下　訓光
瀬戸　宏明

レポート ・平常評価

スポーツメディア論 山本　浩
授業内試験（対面）

➡授業内試験（オンライン）
1月13日（水） 70分 不可

陸上競技指導論演習/
陸上競技指導論（実習）

苅部　俊二 平常評価

サッカー指導論演習/
サッカー指導論（実習）

井上　尊寛 平常評価

日本語２-Ⅱ 村上　佳恵 　授業内で確認すること。

衛生学 鬼頭　英明 レポート

運動学実習/運動学ケーススタディ 安藤　正志 レポート ・平常評価

スポーツ政策論 森岡　裕策 授業内試験（対面） 12月23日（水） 75分 不可

Sport Consumer Behavior 吉田　政幸
授業内試験（オンライン） ・

平常評価
1月13日（水） 50分 可

授業内で確認す
ること。

スポーツコーチング論Ｂ/
スポーツコーチング論Ⅱ

ﾈﾒｼｭ　ﾛｰﾗﾝﾄﾞ 授業内試験（オンライン） 1月13日（水） 100分 不可

多摩地域形成論 池田　寛二 　主催学部（社会学部）のHPまたは学習支援システムで確認すること。

機能解剖学Ｂ 加藤　基 授業内試験（オンライン） 1月14日（木） 60分 不可

ジョギング・ウォーキング実習 成田　道彦 レポート ・平常評価

スイミング指導論演習/
スイミング指導論（実習）

金田　和也 平常評価

バドミントン指導論演習/
バドミントン指導論（実習）

升　佑二郎 平常評価

青少年指導実習（サッカー） 川田　尚弘 平常評価

ボールスポーツ実習/
総合スポーツ実習Ｂ

ﾈﾒｼｭ　ﾛｰﾗﾝﾄﾞ 授業内試験（オンライン） 12月24日（木） 100分 不可

通常教室　105

通常教室　102

火

１時限

４時限

通常教室　207

３時限

水

木

２時限

４時限

1時限



科目名 教員氏名 試験方法
試験

実施日
使用教室

試験
時間

参照 参照物 備考試験曜時

情報リテラシーⅡ 新海　貴弘 平常評価

スポーツ医学Ｂ/スポーツ医学（外科系） 瀬戸　宏明 平常評価

スポーツ組織論/スポーツとまちづくり 伊藤　真紀 レポート

ソフトボール指導論演習/
ベースボール指導論（実習）

大田　穂 レポート

バスケットボール指導論演習/
バスケットボール指導論（実習）

山口　良博 平常評価

情報リテラシーⅡ 新海　貴弘 平常評価

基礎科学 瀬戸　宏明 平常評価

生命倫理 小館　貴幸 レポート

アスレティックリハビリテーションⅡ 春日井　有輝 レポート ・平常評価

運動負荷テスト実習 木下　訓光 レポート ・平常評価

スイミング指導論演習/
スイミング指導論（実習）

八塚　明憲 平常評価

サッカー指導論演習/
サッカー指導論（実習）

川田　尚弘 平常評価

ハンドボール指導論演習 ﾈﾒｼｭ　ﾛｰﾗﾝﾄﾞ
授業内試験（オンライン）

・平常評価
12月24日（木） 100分 不可

英語コミュニケーションⅡ(ｂ)/
英語コミュニケーションⅡ

ﾈﾒｼｭ　ﾛｰﾗﾝﾄﾞ
授業内試験（オンライン）

・平常評価
12月24日（木） 100分 不可

情報リテラシーⅡ 新海　貴弘 平常評価

女性とスポーツ 伊藤　真紀 レポート

哲学 小館　貴幸 レポート

予防医学概論/スポーツ医学概論 瀬戸　宏明 平常評価

運動負荷テスト実習 木下　訓光 レポート ・平常評価

保健体育科教育法Ⅱ 林　園子 レポート

5時限 オリンピック・パラリンピックを考える 山田　快 　授業内で確認すること。

204  1年⽣（A〜Eクラス）

207  1年⽣（F〜Hクラス）・2年⽣

Health and Exercise Sciences 笹井　浩行 平常評価

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

春日井　有輝 レポート ・平常評価

保健体育科教育法Ⅱ 林　園子 レポート

日本語3-Ⅱ 宮本　典以子 　授業内で確認すること。

スポーツレクリエーション論 谷本　都栄 レポート ・平常評価

統計学Ⅱ 笹井　浩行 授業内試験（対面）
1月8日（金）
➡1月15日（金）

100分 可 すべて可

スポーツコンディショニング論Ⅰ 春日井　有輝 レポート ・平常評価

スポーツトレーニング論Ⅱ 平野　裕一
定期試験（オンライン） ・

レポート
60分 可

学習支援システ
ムの教材

日本語3-Ⅱ 村上　佳恵 　授業内で確認すること。

スポーツコーチング論A/
スポーツコーチング論Ⅰ

平野　裕一
授業内試験（オンライン） ・

レポート・平常評価
1月8日（金） 60分 可

学習支援システ
ムの教材

スポーツ消費者行動論/
スポーツイベント論

吉田　政幸
授業内試験（オンライン） ・

平常評価
1月8日（金） 30分 可

授業内で確認す
ること。

バスケットボール指導論演習/
バスケットボール指導論（実習）

清水　貴司 平常評価

アスレティックトレーナー概論 泉　重樹 平常評価

スポーツジャーナリズム論（放送） 佐塚　元章 授業内試験（対面）・レポート 1月8日（金） 60分 可 すべて可

生理学Ｂ 高見　京太 授業内試験（対面） 1月8日（金） 60分 不可

5時限 日本語１-Ⅱ 村上　佳恵 　授業内で確認すること。

１時限 柔道指導論演習/武道指導論演習 佐藤　伸一郎 平常評価

２時限 柔道指導論演習/武道指導論演習 佐藤　伸一郎 平常評価

* 定期試験、教職科目試験を抜粋した時間割は、別途掲示しておりますので各自確認してください。

* 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。　

* 通常授業を行っている曜日・時限・教室と異なる場合があるので、十分注意してください。 

* 資格関係の科目（図書館司書・学芸員等）やグローバルオープン科目、成績優秀者の他学部科目履修制度対象開講科目等、

スポーツ健康学部開講科目以外の試験日程は、開講されている学部HPや学習支援システム等で確認をしてください。

土

３時限

３時限

木

２時限

金

２時限

４時限

４時限

１時限

 不可 70分 1月8日（金）スポーツ史 山本　浩
授業内試験（対面）

➡授業内試験（オンライン）

オンライン教室　304

通常教室　207

〈定期試験一覧を確認すること〉

通常教室　情報実習室501


