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１．各授業区分の説明について

1. About Class Modality Categories

２．注意事項【重要】

１）本学の定める「危機レベル」の変動により、授業形式が変更になる可能性があります。

２）授業形態⼀覧に記載されている内容は現時点の予定であり、今後変更となる可能性があります。登録決定後は、Waseda Moodleのアナウンスメントに従ってください。

３）同⼀科⽬クラスを複数教員が担当している場合、教員により講義形式が異なることがあります。

４）授業内容に関する個別の質問にはお答えいたしかねますので、ご了承ください。

2. Important Notes

(1) The class modality may change in accordance with Waseda University's "Emergency level".

(3) If more than one faculty member is in charge of the same class, the class modality may differ depending on the instructor.

(4) Please note that we cannot answer individual questions about the class content.

・２次以降での科⽬登録

２次登録で申請する科⽬クラスについて、登録決定となる前に対⾯授業、リアルタイム配信、オンデマンド配信等が⾏われる場合、

それらへ無理に出席する必要はありません。登録決定となった時点で担当教員へ相談してください。不利益が⽣じないように何らかの配慮等が⾏われる予定です。

Course registration after the second round of registration

If there are in-person, real-time, or on-demand classes held before your registration is finalized, you do not need to attend them if you can't make it.

Please consult with the course instructor in charge when the registration decision is made. Some consideration will be given to avoid any disadvantages.

・その他

上記以外の事項については、研究科要項内学科目配当表および正誤表に記載されているとおりとなります。

Miscellaneous

All other information about class arrangement is as described in the course syllabus and errata. Please make sure to look into them as well.

本件に関するお問い合わせ：
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1 スポーツメディア論演習（１）Ａ トンプソン リー Ａ． 東伏⾒ 春学期 月 １時限 リアルタイム配信

2 スポーツ社会学演習（１）Ａ 中澤 篤史 東伏⾒ 春学期 月 ４時限 ハイブリッド（対面／オンライン併用）

3 スポーツ史演習（１）Ａ 石井 昌幸 東伏⾒ 春学期 木 ４時限 対面

4 舞踊論演習（１）Ａ 杉山 千鶴 所沢 春学期 月 ４時限 ハイブリッド（対面／オンライン併用）

5 体育科教育学演習（１）Ａ 吉永 武史 所沢 春学期 ⾦ ４時限 リアルタイム配信

6 スポーツ教授学演習（１）Ａ 深⾒ 英⼀郎 所沢 春学期 水 ２時限 リアルタイム配信

7 スポーツ⽂化論演習（１）Ａ 川島 浩平 東伏⾒ 春学期 水 ４時限 リアルタイム配信

8 スポーツ経営学演習（１）Ａ 木村 和彦 東伏⾒ 春学期 木 ５時限 対面

9 健康スポーツ論演習（１）Ａ 中村 好男 早稲田 春学期 木 ５時限 対面

10 スポーツクラブビジネス論演習（１）Ａ 間野 義之 東伏⾒ 春学期 水 ４時限 ハイブリッド（対面／オンライン併用）

11 トップスポーツビジネス論演習（１）Ａ 平田 竹男 早稲田 春学期 水 ６時限 対面

12 スポーツ組織論演習（１）Ａ 作野 誠一 東伏⾒ 春学期 木 ５時限 ハイブリッド（対面／オンライン併用）

13 スポーツビジネス・アドミニストレーション演習（１）Ａ 武藤 泰明 東伏⾒ 春学期 月 ３時限 ハイブリッド（対面／オンライン併用）

14 スポーツビジネスマーケティング演習（１）Ａ 松岡 宏高 東伏⾒ 春学期 ⾦ １時限 ハイブリッド（対面／オンライン併用）

15 スポーツビジネス法演習（１）Ａ 松本 泰介 東伏⾒ 春学期 月 ３時限 オンデマンド（曜日時限あり）

16 運動免疫学演習（１）Ａ 赤間 高雄 所沢 春学期 水 ５時限 ハイブリッド（対面／オンライン併用）

17 スポーツ神経精神医科学演習（１）Ａ ⻄多 昌規 所沢 春学期 月 ４時限 ハイブリッド（対面／オンライン併用）

18 運動器スポーツ医学演習（１）Ａ 鳥居 俊 所沢 春学期 水 ３時限 ハイブリッド（対面／オンライン併用）

19 健康⾏動科学演習（１）Ａ 岡 浩一朗 所沢 春学期 月 ３時限 対面

20 スポーツ整形外科学演習（１）Ａ ⾦岡 恒治 所沢 春学期 無 その他 フルオンデマンド（曜日時限なし）

21 予防医学演習（１）Ａ 鈴⽊ 克彦 所沢 春学期 月 ３時限 リアルタイム配信

22 アスレティックトレーニング演習（１）Ａ 広瀬 統一 東伏⾒ 春学期 月 １時限 対面

23 筋生物学演習（１）Ａ 秋本 崇之 所沢 春学期 月 １時限 対面

24 運動代謝学演習（１）Ａ 宮下 政司 所沢 春学期 月 ５時限 対面

25 運動器スポーツ機能解剖学演習（１）Ａ 熊井 司 東伏⾒ 春学期 水 ２時限 リアルタイム配信

26 健康教育学演習（１）Ａ 石井 香織 所沢 春学期 月 ３時限 ハイブリッド（対面／オンライン併用）

27 スポーツ疫学演習（１）Ａ 澤田 亨 所沢 春学期 ⾦ ３時限 リアルタイム配信

28 アスレティックパフォーマンス演習（１）Ａ 平山 邦明 所沢 春学期 月 ３時限 対面

29 環境運動⽣理学演習（１）Ａ 細川 由梨 所沢 春学期 木 １時限 リアルタイム配信

30 スポーツ生化学・遺伝学演習（１）Ａ 谷澤 薫平 所沢 春学期 水 ４時限 対面

31 応⽤⽣理学演習（１）Ａ 宮地 元彦 所沢 春学期 水 ２時限 対面

32 スポーツ神経科学演習（１）Ａ 彼末 一之 所沢 春学期 火 ２時限 対面

33 生体ダイナミクス演習（１）Ａ 川上 泰雄 所沢 春学期 水 ３時限 ハイブリッド（対面／オンライン併用）

34 スポーツ⽣理学演習（１）Ａ 前田 清司 所沢 春学期 水 ３時限 対面

35 スポーツ⼼理学演習（１）Ａ 正木 宏明 所沢 春学期 水 ５時限 ハイブリッド（対面／オンライン併用）

36 統合運動神経⽣理学演習（１）Ａ 宝田 雄大 所沢 春学期 水 ５時限 ハイブリッド（対面／オンライン併用）

(2) The information in this list of class modality is the latest plan and is subject change in the future. Please follow the announcements on Waseda Moodle after

Class modality categories of the courses to be offered in spring semester 2021 are listed in this document. Please read through the notes carefully.

The information in this document is the latest plan but we will keep updating as soon as there are changes, so please check back frequently.

記載内容は現時点のものであり、変更があり次第、この⼀覧を更新しますので、こまめに最新情報を確認してください。

2021年度春学期に⾏う授業の実施形態については、本資料をご確認ください。冒頭の注意点についても必ず参照してください。

スポーツ科学研究科 2021年度春学期授業形態⼀覧

Class Modality Categories for 2021 Spring Semester, Graduate School of Sport Sciences

対面

In-person

ハイブリッド

（対面／オンライン併用）

Hybrid (In-

person/Online)

リアルタイム配信

Real-time Streaming

オンデマンド（曜日時限あり）

On-demand (Schedule

Restrictions)

フルオンデマンド（曜日時限なし）

Full On-demand (No

restrictions)

説明

Notes

①

授業区分の説明

Class Modality Details

すべての回を

対面

All classes

conducted

in-person

対面とオンラインを併用

Course conducted

using of in-person and

online (on-demand,

Realtime streaming,

etc.) classes

リアルタイム配信が中心

Online classes mainly

conducted via Realtime

streaming format (with

possibility of some on-demand

or in-person classes)

オンデマンドが中心※

Online classes mainly conducted

via on-demand format (with

possibility of some Realtime

streaming or in-person classes)*

既存のフルオンデマンド科目

All classes conducted on-

demand

※一部リアルタイム配信等が含まれるため、

曜日時限の設定があります。

*In-person classes might be added to on-

demand classes partially.

②

曜日時限の表示

Time schedule information

○ ○ ○ ○ ×

③

曜⽇時限重複エラー、遠距離エラーの

有無

Check by the system for

overlap of day/time schedules

or distance

○ ○ ○※ ○※ ×

※今後新型コロナウイルス感染状況が改善された場合、

対面授業が実施される可能性があるためです。これは全学

的に共通で、スポーツ科学部やスポーツ科学部研究科以

外の学部・研究科・センター設置科目も同様です。

*If the situation of COVID-19 pandemic is

improved, in-person classes will be increased

partially. This is applied to all schools, not only

the Faculty of Sport Sciences but also other

schools and institution of Waseda University.

④

教室の表示

Class room informaton

○ ○ ○ ○ ×

WEBシラバスからも教室を確認できます。

Information is available from WEB syllabus.
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37 バイオメカニクス演習（１）Ａ ⽮内 利政 所沢 春学期 月 ５時限 ハイブリッド（対面／オンライン併用）

38 走運動・コーチング科学演習（１）Ａ 礒 繁雄 所沢 春学期 ⾦ １時限 対面

39 トップスポーツコーチング科学演習（１）Ａ 奥野 景介 所沢 春学期 ⾦ １時限 対面

40 スポーツコーチング学演習（１）Ａ 土屋 純 所沢 春学期 火 １時限 対面

41 コーチング⼼理学演習（１）Ａ 堀野 博幸 東伏⾒ 春学期 月 ５時限 対面

42 ボールゲーム戦術戦略論演習（１）Ａ 倉石 平 東伏⾒ 春学期 水 １時限 対面

43 トレーニング科学演習（１）Ａ 岡田 純一 東伏⾒ 春学期 ⾦ ３時限 ハイブリッド（対面／オンライン併用）

44 スポーツ栄養学演習（１）Ａ 田口 素子 所沢 春学期 水 ４時限 ハイブリッド（対面／オンライン併用）

45 運動⽣理学演習（１）Ａ 林 直亨 所沢 春学期 ⾦ ３時限 対面

46 チームスポーツコーチング論演習（１）Ａ 松井 泰二 東伏⾒ 春学期 月 ２時限 ハイブリッド（対面／オンライン併用）

47 武道のコーチング学演習（１）A 射手矢 岬 所沢 春学期 ⾦ ２時限 ハイブリッド（対面／オンライン併用）

48 冬季スポーツコーチング学演習（１）A 藤田 善也 所沢 春学期 月 １時限 対面

49 トップスポーツマネジメント演習（１）Ａ 平田 竹男 早稲田 春学期 土 ７時限 対面

50 スポーツクラブマネジメント演習（１）Ａ 間野 義之 早稲田 春学期 木 ６時限 ハイブリッド（対面／オンライン併用）

51 健康スポーツマネジメント演習（１）Ａ 中村 好男 早稲田 春学期 木 ６時限 対面

52 介護予防マネジメント演習（１）Ａ 岡 浩一朗 早稲田 春学期 木 ６時限 対面

53 エリートコーチング演習（１）Ａ 土屋 純 所沢 春学期 火 ２時限 ハイブリッド（対面／オンライン併用）

54 エリートコーチング総合演習 土屋 純 所沢 春学期 土 その他 ハイブリッド（対面／オンライン併用）

55 Health and exercise science 1 (Seminar 1) A 秋本 崇之 所沢 春クォーター 土 ４時限〜５時限 対面

56 Health and exercise science 1 (Seminar 1) B 秋本 崇之 所沢 夏クォーター 土 ４時限〜５時限 対面

57 Health and exercise science 2 (Seminar 1) A 川上 泰雄 所沢 春クォーター 土 ６時限〜７時限 オンデマンド（曜日時限あり）

58 Health and exercise science 2 (Seminar 1) B 川上 泰雄 所沢 夏クォーター 土 ６時限〜７時限 オンデマンド（曜日時限あり）

59 Sport Management (Seminar 1) A 松岡 宏高 東伏⾒ 春クォーター 木 ４時限〜５時限 ハイブリッド（対面／オンライン併用）

60 Sport Management (Seminar 1) B 松岡 宏高 東伏⾒ 夏クォーター 木 ４時限〜５時限 ハイブリッド（対面／オンライン併用）

61 スポーツメディア論演習（２）Ａ トンプソン リー Ａ． 東伏⾒ 春学期 水 １時限 リアルタイム配信

62 スポーツ社会学演習（２）Ａ 中澤 篤史 東伏⾒ 春学期 月 ５時限 ハイブリッド（対面／オンライン併用）

63 スポーツ史演習（２）Ａ 石井 昌幸 東伏⾒ 春学期 木 ５時限 対面

64 舞踊論演習（２）Ａ 杉山 千鶴 所沢 春学期 月 ５時限 ハイブリッド（対面／オンライン併用）

65 体育科教育学演習（２）Ａ 吉永 武史 所沢 春学期 ⾦ ５時限 リアルタイム配信

66 スポーツ教授学演習（２）Ａ 深⾒ 英⼀郎 所沢 春学期 水 ４時限 リアルタイム配信

67 スポーツ⽂化論演習（２）Ａ 川島 浩平 東伏⾒ 春学期 水 ５時限 リアルタイム配信

68 スポーツ経営学演習（２）Ａ 木村 和彦 東伏⾒ 春学期 木 ６時限 対面

69 健康スポーツ論演習（２）Ａ 中村 好男 早稲田 春学期 水 ５時限 対面

70 スポーツクラブビジネス論演習（２）Ａ 間野 義之 東伏⾒ 春学期 水 ５時限 ハイブリッド（対面／オンライン併用）

71 トップスポーツビジネス論演習（２）Ａ 平田 竹男 早稲田 春学期 水 ７時限 対面

72 スポーツ組織論演習（２）Ａ 作野 誠一 東伏⾒ 春学期 木 ６時限 ハイブリッド（対面／オンライン併用）

73 スポーツビジネス・アドミニストレーション演習（２）Ａ 武藤 泰明 東伏⾒ 春学期 月 ４時限 ハイブリッド（対面／オンライン併用）

74 スポーツビジネスマーケティング演習（２）Ａ 松岡 宏高 東伏⾒ 春学期 ⾦ ２時限 ハイブリッド（対面／オンライン併用）

75 スポーツビジネス法演習（２）Ａ 松本 泰介 東伏⾒ 春学期 月 ４時限 オンデマンド（曜日時限あり）

76 運動免疫学演習（２）Ａ 赤間 高雄 所沢 春学期 水 ６時限 ハイブリッド（対面／オンライン併用）

77 スポーツ神経精神医科学演習（２）Ａ ⻄多 昌規 所沢 春学期 水 ２時限 ハイブリッド（対面／オンライン併用）

78 運動器スポーツ医学演習（２）Ａ 鳥居 俊 所沢 春学期 ⾦ ４時限 ハイブリッド（対面／オンライン併用）

79 健康⾏動科学演習（２）Ａ 岡 浩一朗 所沢 春学期 月 ４時限 対面

80 スポーツ整形外科学演習（２）Ａ ⾦岡 恒治 東伏⾒ 春学期 無 その他 フルオンデマンド（曜日時限なし）

81 予防医学演習（２）Ａ 鈴⽊ 克彦 所沢 春学期 ⾦ ２時限 リアルタイム配信

82 アスレティックトレーニング演習（２）Ａ 広瀬 統一 東伏⾒ 春学期 月 ２時限 対面

83 筋生物学演習（２）Ａ 秋本 崇之 所沢 春学期 月 ２時限 対面

84 運動代謝学演習（２）Ａ 宮下 政司 所沢 春学期 月 ６時限 対面

85 運動器スポーツ機能解剖学演習（２）Ａ 熊井 司 東伏⾒ 春学期 水 ３時限 リアルタイム配信

86 健康教育学演習（２）Ａ 石井 香織 所沢 春学期 月 ４時限 ハイブリッド（対面／オンライン併用）

87 スポーツ疫学演習（２）Ａ 澤田 亨 所沢 春学期 ⾦ ４時限 リアルタイム配信

88 アスレティックパフォーマンス演習（２）Ａ 平山 邦明 所沢 春学期 月 ４時限 対面

89 環境運動⽣理学演習（２）Ａ 細川 由梨 所沢 春学期 木 ２時限 リアルタイム配信

90 スポーツ生化学・遺伝学演習（２）Ａ 谷澤 薫平 所沢 春学期 水 ５時限 対面

91 応⽤⽣理学演習（２）Ａ 宮地 元彦 所沢 春学期 水 ３時限 対面

92 スポーツ神経科学演習（２）Ａ 彼末 一之 所沢 春学期 木 １時限 対面

93 生体ダイナミクス演習（２）Ａ 川上 泰雄 所沢 春学期 水 ４時限 ハイブリッド（対面／オンライン併用）

94 スポーツ⽣理学演習（２）Ａ 前田 清司 所沢 春学期 水 ４時限 対面

95 スポーツ⼼理学演習（２）Ａ 正木 宏明 所沢 春学期 水 ６時限 ハイブリッド（対面／オンライン併用）

96 統合運動神経⽣理学演習（２）Ａ 宝田 雄大 所沢 春学期 水 ６時限 ハイブリッド（対面／オンライン併用）

97 バイオメカニクス演習（２）Ａ ⽮内 利政 所沢 春学期 木 ６時限 ハイブリッド（対面／オンライン併用）

98 走運動・コーチング科学演習（２）Ａ 礒 繁雄 所沢 春学期 ⾦ ２時限 対面

99 トップスポーツコーチング科学演習（２）Ａ 奥野 景介 所沢 春学期 水 １時限 対面

100 スポーツコーチング学演習（２）Ａ 土屋 純 所沢 春学期 水 １時限 対面

101 コーチング⼼理学演習（２）Ａ 堀野 博幸 東伏⾒ 春学期 月 ６時限 対面

102 ボールゲーム戦術戦略論演習（２）Ａ 倉石 平 東伏⾒ 春学期 月 ５時限 対面

103 トレーニング科学演習（２）Ａ 岡田 純一 東伏⾒ 春学期 ⾦ ４時限 ハイブリッド（対面／オンライン併用）

104 スポーツ栄養学演習（２）Ａ 田口 素子 所沢 春学期 水 ５時限 ハイブリッド（対面／オンライン併用）

105 運動⽣理学演習（２）Ａ 林 直亨 所沢 春学期 ⾦ ２時限 対面

106 チームスポーツコーチング論演習（２）Ａ 松井 泰二 東伏⾒ 春学期 ⾦ ４時限 ハイブリッド（対面／オンライン併用）

107 武道のコーチング学演習（２）A 射手矢 岬 所沢 春学期 ⾦ ３時限 ハイブリッド（対面／オンライン併用）

108 冬季スポーツコーチング学演習（２）A 藤田 善也 所沢 春学期 月 ２時限 対面

109 スポーツ社会学特論 中澤 篤史 東伏⾒ 春学期 月 ３時限 オンデマンド（曜日時限あり）

110 舞踊表現特論 杉山 千鶴 所沢 春学期 月 ２時限 ハイブリッド（対面／オンライン併用）

111 体育科教育特論 吉永 武史 所沢 春学期 水 １時限 リアルタイム配信

112 スポーツ教授学特論 深⾒ 英⼀郎 所沢 春学期 木 ２時限 リアルタイム配信

113 アジアの⾝体⽂化論 高嶋 航 東伏⾒ 夏季集中 無 その他 対面

114 スポーツ⽂化調査法特論 窪田 暁 東伏⾒ 春クォーター ⾦ ４時限〜５時限 リアルタイム配信

115 健康スポーツマネジメント特論 中村 好男 早稲田 春クォーター 水 ６時限〜７時限 対面

116 スポーツクラブビジネス研究法 間野 義之 早稲田 夏季集中 無 その他 ハイブリッド（対面／オンライン併用）

117 スポーツ政策特論 間野 義之 早稲田 春クォーター ⾦ ６時限〜７時限 ハイブリッド（対面／オンライン併用）

118 スポーツビジネス・アドミニストレーション特論 武藤 泰明 東伏⾒ 春学期 無 その他 フルオンデマンド（曜日時限なし）

119 スポーツビジネスマーケティング特論 松岡 宏高 東伏⾒ 夏クォーター 水 ６時限〜７時限 ハイブリッド（対面／オンライン併用）

120 スポーツビジネスデータ解析 ⽇下部 ⼤次郎 早稲田 集中講義（春学 土 １時限〜３時限 ハイブリッド（対面／オンライン併用）

121 スポーツビジネスと国際政治 平田 竹男 その他 夏クォーター 無 その他 フルオンデマンド（曜日時限なし）

122 基礎法学特論 松本 泰介 東伏⾒ 春学期 月 ５時限 オンデマンド（曜日時限あり）

123 健康⾏動科学特論 岡 浩一朗 早稲田 夏クォーター 水 ６時限〜７時限 対面

124 ⽣命科学特論 鈴⽊ 克彦 その他 春学期 無 その他 フルオンデマンド（曜日時限なし）

125 運動代謝学特論 宮下 政司 所沢 夏クォーター 月 １時限〜２時限 対面

126 運動器スポーツ機能解剖学特論 熊井 司 所沢 春学期 月 ３時限 リアルタイム配信

127 健康教育学特論 石井 香織 所沢 春学期 無 その他 フルオンデマンド（曜日時限なし）

128 スポーツ疫学・⽣物統計学特論 澤田 亨 所沢 春学期 水 ４時限 リアルタイム配信

129 スポーツ遺伝学特論 谷澤 薫平 所沢 春学期 水 ３時限 対面

130 スポーツ⽣理学特論 前田 清司 所沢 春学期 木 ２時限 対面

131 脳・運動の⽣理学特論 宝田 雄大 所沢 春学期 無 その他 フルオンデマンド（曜日時限なし）

132 スポーツ認知神経科学特論 正木 宏明 所沢 春学期 木 ２時限 リアルタイム配信

133 コーチングバイオメカニクス特論 土屋 純 所沢 春学期 水 ２時限 対面

134 コンディショニング特論 岡田 純一 東伏⾒ 春学期 木 １時限 オンデマンド（曜日時限あり）

135 チームスポーツコーチング特論 松井 泰二 東伏⾒ 春クォーター 月 ３時限〜４時限 ハイブリッド（対面／オンライン併用）

136 スポーツの法と契約 ⽔⼾ 重之 早稲田 夏クォーター 月 ６時限〜７時限 対面
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137 トップスポーツマネジメント特論 平田 竹男 早稲田 集中講義（春学 土 ５時限〜６時限 対面

138 トップスポーツマネジメント研究法 平田 竹男 早稲田 夏季集中 無 その他 対面

139 スポーツクラブマネジメント研究法 間野 義之 早稲田 夏季集中 無 その他 ハイブリッド（対面／オンライン併用）

140 健康スポーツ指導法演習 新原 惠子 早稲田 集中講義（春学 土・日 １時限〜４時限 対面

142 レクリエーション指導法演習 荒木 邦子 早稲田 夏季集中 無 その他 ハイブリッド（対面／オンライン併用）

143 健康指導コミュニケーション 奥田 文子 早稲田 夏季集中 無 その他 対面

144 健康スポーツマネジメント研究法 中村 好男 早稲田 夏季集中 無 その他 対面

145 介護予防特論 大渕 修一 早稲田 春クォーター 月 ６時限〜７時限 対面

146 ⽼年リハビリテーション演習 小島 基永 早稲田 夏クォーター 火 ６時限〜７時限 ハイブリッド（対面／オンライン併用）

147 ⽼年学特論 大渕 修一 早稲田 夏季集中 無 その他 対面

148 介護予防マネジメント研究法 岡 浩一朗 早稲田 夏季集中 無 その他 対面

149 体育科教育学特論 菊 幸一 東伏⾒ 春学期 火 ４時限 対面

150 体育科教育評価特論 菊 幸一 東伏⾒ 春学期 火 ５時限 対面

151 コーチングマネジメント論・実習Ａ 土屋 純 所沢 春学期 無 その他 対面

152 コーチングマネジメント論・実習Ｂ 土屋 純 所沢 春学期 無 その他 対面

153 論⽂作成技法 01 中川 剣人 所沢 春学期 水 ３時限 ハイブリッド（対面／オンライン併用）

154 論⽂作成技法 02 薄井 澄誉子 早稲田 春学期 木 ７時限 ハイブリッド（対面／オンライン併用）

155 論⽂作成技法 03 秋山 圭 東伏⾒ 春学期 木 ２時限 ハイブリッド（対面／オンライン併用）

156 論⽂作成技法 03 秋山 圭 東伏⾒ 春学期 木 ２時限 ハイブリッド（対面／オンライン併用）

157 論⽂作成技法 04 川上 諒⼦ 所沢 春学期 月 ２時限 ハイブリッド（対面／オンライン併用）

158 論⽂作成技法 05 谷澤 薫平 所沢 春学期 火 ２時限 ハイブリッド（対面／オンライン併用）

159 論⽂作成技法 06 ⼯藤 ⿓太 所沢 春学期 木 ２時限 ハイブリッド（対面／オンライン併用）

160 スポーツ科学演習 01 薄井 澄誉子 所沢 春学期 水 ２時限 対面

161 スポーツ科学演習 02 中川 剣人 所沢 春学期 水 ２時限 対面

162 スポーツ科学演習 03 ⼯藤 ⿓太 所沢 春学期 木 １時限 対面

163 スポーツ科学演習 04 谷澤 薫平 所沢 春学期 水 ２時限 対面

164 スポーツ科学演習 05 川上 諒⼦ 所沢 春学期 水 ２時限 対面

165 スポーツ科学演習 06 藤田 善也 所沢 春学期 木 １時限 対面

166 スポーツ科学演習 07 秋山 圭 所沢 春学期 水 ２時限 対面

167 スポーツ科学演習 07 秋山 圭 所沢 春学期 水 ２時限 対面

168 ＭＢＡエッセンシャルズ ⼭岡 三四郎 早稲田 春クォーター 火 ６時限〜７時限 リアルタイム配信

169 リスクマネジメント 野口 和彦 早稲田 集中講義（春学 土 １時限〜４時限 リアルタイム配信

170 指導実践マネジメント 田中 守 早稲田 集中講義（春学 土 １時限〜４時限 対面

171 データ分析（SPSS） 佐々木 康成 早稲田 夏クォーター 水 ６時限〜７時限 対面

172 Preventive Medicine and Applied Immunology 鈴⽊ 克彦 その他 夏クォーター 無 その他 フルオンデマンド（曜日時限なし）

173 Cognitive Neuroscience and Psychiatry of Sport ⻄多 昌規 所沢 春クォーター 水 ３時限〜４時限 ハイブリッド（対面／オンライン併用）

174 Biodynamics(Musculoskeletal System) 川上 泰雄 所沢 夏クォーター 水 ２時限 リアルタイム配信

175 Quantitative Biomechanical Analysis of Human ⽮内 利政 所沢 春学期 月 ４時限 ハイブリッド（対面／オンライン併用）

176 Disease Prevention and Health Promotion アニア マイケル 所沢 春クォーター 水 １時限〜２時限 対面

177 Gerontology アニア マイケル 所沢 春クォーター 月 １時限〜２時限 対面

178 Human Anatomy 1 杉本 大輔 所沢 春クォーター 木 ３時限〜４時限 ハイブリッド（対面／オンライン併用）

179 Human Anatomy 2 杉本 大輔 所沢 夏クォーター 木 ３時限〜４時限 ハイブリッド（対面／オンライン併用）

180 Injury Prevention 杉本 大輔 所沢 夏クォーター 木 １時限〜２時限 ハイブリッド（対面／オンライン併用）

181 Environmental Health アニア マイケル 所沢 夏クォーター 水 １時限〜２時限 対面

182 Historical Foundations of Modern Sport 石井 昌幸 東伏⾒ 春クォーター 月 ４時限〜５時限 対面

183 Fundamentals of Sport Management 木下 敬太 東伏⾒ 春クォーター 火 １時限〜２時限 ハイブリッド（対面／オンライン併用）

184 Sport Governance and Policy ウォン ドナ 東伏⾒ 春クォーター 水 ２時限〜３時限 ハイブリッド（対面／オンライン併用）

185 Managing the Olympic and Paralympic Games ハム ジョンボム 東伏⾒ 春クォーター 火 １時限〜２時限 対面

186 Sport Marketing 松岡 宏高 東伏⾒ 春クォーター 水 ５時限〜６時限 ハイブリッド（対面／オンライン併用）

187 Sports and New Media ウォン ドナ 東伏⾒ 夏クォーター 月 ２時限〜３時限 ハイブリッド（対面／オンライン併用）

188 Sport Consumer Psychology 佐藤 晋太郎 東伏⾒ 夏クォーター 火 １時限〜２時限 ハイブリッド（対面／オンライン併用）


