
2021年度 スポーツ科学部 科目等履修生

時間割・履修希望科目用紙（一般）
※公開後に修正等が生じた場合は、適宜赤字で更新いたします。 最新更新日 2021/2/15
※学期：「夏季集中」科目については、日程を調整中です。 情報公開日 2021/2/15
履修希望の方は、担当者まで個別にお問い合わせください。

※本件に関するお問い合わせは以下までお願いいたします。
所沢総合事務センター資格担当者 kyousyoku-tokorozawa@list.waseda.jp
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基礎スポーツ医学 所沢 2000003100 01 秋学期 月 １時限 2
鳥居 俊@小松 孝行@金岡 恒
治@熊井 司@西多 昌規

フィットネス産業論 東伏見 2000003315 01 春学期 月 １時限 2 小倉 乙春

スポーツ文化論 東伏見 2000004100 01 春学期 月 １時限 2 川島 浩平

スポーツ産業論 東伏見 2000004110 01 春学期 月 １時限 2 佐野 毅彦

基礎統計学 01 所沢 2000003130 01 春学期 水 ３時限 2 澤田 亨スポーツ技術・戦術論（バレーボー
ル） 東伏見 2000004582 01 春学期 火 ３時限 2 松井 泰二

スポーツ技術・戦術論（柔道） 所沢 2000004590 01 春学期 月 ２時限 2 射手矢 岬

精神保健概論 01 所沢 2000004830 01 春学期 月 ２時限 2 福田 一彦

身体の文化史 東伏見 2000002708 01 春学期 月 ３時限 2 石井 昌幸

スポーツマーケティング論 東伏見 2000004305 01 春学期 月 ３時限 2 松岡 宏高

経営学 東伏見 2000004840 02 春学期 月 ３時限 2 広瀬 盛一
Quantitative Biomechanical
Analysis of Human Motion 所沢 2000003835 01 春学期 月 ４時限 2 矢内 利政

スポーツ経営学 東伏見 2000004115 01 春学期 月 ４時限 2 木村 和彦

基礎法学 東伏見 2000002860 01 春学期 月 ５時限 2 松本 泰介

公衆衛生学 02 東伏見 2000003135 02 春学期 月 ５時限 2 川上 諒子@福島 教照

企業論 東伏見 2000004350 01 春学期 月 ５時限 2 武藤 泰明

スポーツビジネス論（メディア） 東伏見 2000004816 01 春学期 月 ５時限 2 佐野 慎輔

Basics of Technical Writing 所沢 2000002912 01 春学期 火 １時限 2 杉本 大輔

スポーツ医学（内科系） 所沢 2000003245 01 春学期 火 １時限 2 赤間 高雄＠塚原 由佳

アスレティックトレーニング論 その他 2000003400 01 秋学期 無 ﾌﾙｵﾝﾃﾞﾏﾝﾄﾞ 2 広瀬 統一

スポーツ精神医学 所沢 2000003806 01 春学期 火 １時限 2 西多 昌規@鳥居 俊

Sport Marketing and Promotion 東伏見 2000002909 01 春学期 火 ２時限 2 佐藤 晋太郎

生化学 所沢 2000003287 01 春学期 水 １時限 2 秋本 崇之@眞鍋康子

救急処置法 所沢 2000003822 01 春学期 火 ２時限 2 伊東 和雄@平山 邦明

スポーツ技術・戦術論（卓球） 所沢 2000004588 01 春学期 火 ２時限 2 葛西 順一

比較格闘技論 所沢 2000004806 01 春学期 火 ２時限 2 太田 章

メンタルトレーニング論 その他 2000003230 01 秋学期 無 ﾌﾙｵﾝﾃﾞﾏﾝﾄﾞ 2 荒井 弘和 他

リコンディショニング論 東伏見 2000003490 01 春学期 火 ４時限 2 長瀬 エリカ

スポーツバイオメカニクス 所沢 2000003205 01 春学期 水 ２時限 2 矢内 利政

スポーツ教育学 所沢 2000004120 01 秋学期 水 ２時限 2 吉永武史＠深見 英一郎

スポーツメディア論 東伏見 2000004245 01 春学期 水 ２時限 2 トンプソン リー Ａ．

地域スポーツクラブマネジメント 東伏見 2000004320 01 春学期 水 ２時限 2 松澤 淳子

スポーツコーチング概論 所沢 2000004500 01 春学期 水 ２時限 2

トンプソン リー Ａ．@平山 邦
明@堀野 博幸@礒 繁雄@射手
矢 岬@奥野 景介@杉山 千鶴
@藤田善也

トレーニング科学 所沢 2000003120 01 春学期 水 ３時限 2 宝田 雄大

生理学 所沢 2000003277 01 春学期 水 ３時限 2 秋本 崇之

舞踊文化論 所沢 2000004225 01 春学期 水 ３時限 2
杉山 千鶴@中野 正昭@長嶋
由紀子@弓削田 綾乃

コンディショニングデザイン論 所沢 2000004836 01 春学期 水 ３時限 2 平山 邦明

基礎生理学 所沢 2000002790 01 春学期 水 ４時限 2 彼末 一之

アジア身体文化論 東伏見 2000004205 01 春学期 木 ３時限 2 中嶋 哲也

教育基礎論 所沢 2000002855 01 春学期 木 １時限 2 吉永 武史
健康スポーツ原論Ｄ（健康スポーツ
マーケティング） 所沢 2000003365 01 春学期 木 １時限 2 中村 好男

スポーツ教授学概論 所沢 2000004415 01 春学期 木 １時限 2 深見 英一郎

武道論 東伏見 2000004802 01 春学期 木 ２時限 2 中嶋 哲也
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運動制御論 所沢 2000003804 01 春学期 木 ２時限 2 宝田 雄大@彼末 一之

学校保健 01 東伏見 2000004832 01 春学期 木 ２時限 2 渡邉 正樹

スポーツ社会学 東伏見 2000004105 01 春学期 木 ３時限 2 中澤 篤史

基礎解剖学 所沢 2000002750 01 春学期 金 １時限 2
熊井 司@金岡 恒治@赤間先
生

社会学 所沢 2000002775 01 春学期 金 １時限 2 トンプソン リー Ａ．

健康スポーツ原論Ｂ（健康スポーツ
心理） 所沢 2000003305 01 春学期 金 ２時限 2 岡 浩一朗@石井 香織

スポーツ組織論 東伏見 2000004330 01 春学期 金 ２時限 2 作野 誠一

スポーツ解剖学（基礎） 所沢 2000003448 01 春学期 金 ３時限 2 細川 由梨

広告論 東伏見 2000004355 01 春学期 金 ６時限 2 吉田 英一郎

基礎理科 所沢 2000002780 01 春学期 土 ３時限 2
武田 毅@高木 春光@秋本 崇
之

Global Issues in Sports 東伏見 2000002911 01 春学期 水 ４時限 2 ウォン ドナ

現代スポーツ評論 その他 2000002700 01 春学期 無 フルオンデマンド 2 木村 和彦

免疫学 その他 2000002745 01 春学期 無 フルオンデマンド 2 鈴木 克彦

健康スポーツ論 02 その他 2000002865 02 春学期 無 フルオンデマンド 2

岡 浩一朗@金岡 恒治@宮下
政司@荒木邦子@石井香織@谷
澤蕙平

スポーツコーチング学 その他 2000004145 01 春学期 無 フルオンデマンド 2 土屋 純@堀野 博幸

スポーツ技術・戦術論（サッカー） その他 2000004586 01 春学期 無 フルオンデマンド 2 堀野 博幸

スポーツ技術・戦術論（水泳） その他 2000004594 01 春学期 無 フルオンデマンド 2 奥野 景介

アスリート論 その他 2000004615 01 春学期 無 フルオンデマンド 2
奥野 景介@太田 章 @赤間高
雄@彼末一之@川上泰雄@藤田

スポーツ傷害評価論 東伏見 2000003480 01
春クォー
ター 月 ３時限 2 広瀬 統一

スポーツ授業評価論 所沢 2000004477 01
春クォー
ター 月 ３時限 1 細越 淳二

スポーツ心理学 所沢 2000003110 01
春クォー
ター 月 ３時限～４時限 2 正木 宏明

スポーツ教材論 所沢 2000004481 01
春クォー
ター 水 ２時限 1 大越 正大

ベースボール文化論 東伏見 2000004265 01
春クォー
ター 金 ３時限 1 窪田 暁

スポーツ文化調査法 東伏見 2000004235 01
春クォー
ター 金 ４時限～５時限 1 窪田 暁

運動部活動論 所沢 2000003145 01
春クォー
ター 木 ４時限 1 深見 英一郎

アダプテッド・スポーツ教育論 所沢 2000004487 01
春クォー
ター 金 ４時限 1 内田 匡輔

スポーツ政策論 早稲田 2000004300 01
春クォー
ター 金 ６時限～７時限 2 間野 義之

バイオメカニクス 所沢 2000003115 01 春学期 月 １時限 2 川上 泰雄

アメリカ・スポーツ文化論 東伏見 2000004270 01
夏クォー
ター 月 ２時限 1 川島 浩平

スポーツ栄養学 所沢 2000003125 01
夏クォー
ター 月 ３時限～４時限 2 田口 素子

健康スポーツの体力・栄養科学 所沢 2000003341 01
夏クォー
ター 月 ２時限 1 谷澤 薫平

体育理論授業研究 所沢 2000004483 01
夏クォー
ター 水 ２時限 1 大越 正大

スポーツ哲学 東伏見 2000004230 01 夏季集中 無 その他 2 佐々木 究

精神保健概論 02 所沢 2000004830 02 夏季集中 無 その他 2 福田 一彦

スポーツジャーナリズム論 所沢 2000004210 01
集中講義
（春学期） 土 １時限～５時限 2 小田 光康

衛生学 02 所沢 2000002720 02 秋学期 月 １時限 2 篠原 厚子

フィットネス経営論 東伏見 2000003345 01 秋学期 月 １時限 2 小倉 乙春

スポーツ技術・戦術論（陸上競技） 所沢 2000004580 01 秋学期 月 １時限 2 礒 繁雄

基礎栄養学 所沢 2000002715 01 秋学期 月 ２時限 2 田口 素子@谷澤 薫平

生理・運動生理学 02 所沢 2000003105 02 秋学期 月 ２時限 2 宮地元彦＠前田 清司

スポーツ認知心理学 所沢 2000003802 01 秋学期 月 ２時限 2 正木 宏明

スポーツファイナンス 東伏見 2000004822 01 秋学期 月 ２時限 2 武藤 泰明

学校保健 02 所沢 2000004832 02 秋学期 月 ２時限 2 渡邉 正樹

公衆衛生学 01 所沢 2000003135 01 秋学期 水 ２時限 2 澤田 亨@後藤 孝也

スポーツ解剖学（上肢） 所沢 2000003449 01 秋学期 月 ３時限 2 笹木 正悟

スポーツ史 東伏見 2000004125 01 秋学期 月 ３時限 2 石井 昌幸

スポーツ技術・戦術論（体操競技） 所沢 2000004592 01 秋学期 月 ３時限 2 土屋 純

スポーツ解剖学（下肢） 所沢 2000003450 01 秋学期 月 ４時限 2 笹木 正悟
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スポーツ人類学 東伏見 2000004200 01 秋学期 月 ４時限 2 川島 浩平

スポーツ法 東伏見 2000004130 01 秋学期 月 ５時限 2 松本 泰介

Basics of Athletic Training 所沢 2000002913 01 秋学期 火 １時限 2 杉本 大輔

スポーツ免疫学 所沢 2000003220 01 秋学期 火 １時限 2 赤間 高雄

スポーツ医学（外科系） 所沢 2000003250 01 秋学期 火 １時限 2
金岡 恒治@熊井 司@橋本 俊
彦

スポーツカウンセリング 所沢 2000003325 01 秋学期 火 １時限 2 西多 昌規

映画の中のスポーツ 所沢 2000002810 01 秋学期 火 ２時限 2 石井 昌幸
健康スポーツ原論Ａ(健康スポーツ
生理・生化学) 所沢 2000003300 01 秋学期 火 ２時限 2 宮下政司@谷澤 薫平
コミュニティスポーツ論 所沢 2000004405 01 秋学期 火 ２時限 2 作野 誠一

スポーツ技術・戦術論（レスリング） 所沢 2000004596 01 秋学期 火 ２時限 2 太田 章

トップスポーツコーチング論 所沢 2000004505 01 秋学期 火 ３時限 2 倉石 平@礒 繁雄

柔術技法論 所沢 2000004250 01 秋学期 火 ４時限 2 佐藤 忠之

学校体育経営学 所沢 2000004479 01 秋学期 火 ４時限 2 藤井 和彦

コンディショニング論 東伏見 2000003415 01 秋学期 水 １時限 2 飯田 祐士

生化学・運動生化学 所沢 2000003285 01 秋学期 水 ２時限 2 谷澤 薫平

スポーツ運動学 所沢 2000003824 01 秋学期 水 ２時限 2 土屋 純

スポーツツーリズム論 東伏見 2000004820 01 秋学期 水 ２時限 2 木村 和彦

憲法 所沢 2000002770 01 秋学期 水 ３時限 2 廣田 全男

基礎バイオメカニクス 所沢 2000002815 01 秋学期 水 ３時限 2 矢内 利政

健康スポーツ論 01 所沢 2000002865 01 秋学期 水 ３時限 2

邦子@石井 香織@金岡 恒治@
宮地元彦@宮下 政司@鳥居
俊

筋力の制御と適応の科学 所沢 2000003297 01 秋学期 水 ３時限 2 宝田 雄大

分子生物学 所沢 2000003830 01 秋学期 水 ３時限 2 秋本 崇之

スポーツファシリティマネジメント 東伏見 2000004325 01 秋学期 水 ３時限 2 白木 俊郎

スポーツ技術・戦術論（ダンス） 所沢 2000004598 01 夏季集中 無 その他 2 杉山 千鶴

21世紀ダンス論 東伏見 2000004808 01 秋学期 水 ３時限 2 國吉 和子

舞踊と身体文化 東伏見 2000002735 01 秋学期 水 ４時限 2 國吉 和子

会計実務論 東伏見 2000004846 01 秋学期 木 １時限 2 秋山 茂盛

スポーツ経済学 東伏見 2000004135 01 秋学期 木 １時限 2 藤田 康範

スポーツビジネス論（プロスポーツ） 東伏見 2000004844 01 秋学期 木 ２時限 2 町田 光

スポーツ生理学 所沢 2000003200 01 秋学期 水 ２時限 2 彼末 一之@林 直亨

スポーツボランティア 東伏見 2000002905 01 秋学期 木 ４時限 2 武藤 泰明@澁谷 茂樹

スポーツ指導論 所沢 2000004410 01 秋学期 木 ４時限 2 深見 英一郎

スポーツデザインマネジメント論 東伏見 2000004824 01 秋学期 木 ４時限～５時限 2 平野 哲行

コミュニケーション論 東伏見 2000002760 01 秋学期 金 １時限 2 トンプソン リー Ａ．

アスリートサポート論 所沢 2000004660 01 秋学期 金 １時限 2
射手矢 岬@松井 泰二@藤田
善也

解剖学 所沢 2000003275 01 秋学期 金 ２時限 2 川上 泰雄

循環器リハビリテーション 所沢 2000003330 01 秋学期 金 ２時限 2 渡辺 尚彦

身体活動増進論 所沢 2000003375 01 秋学期 金 ２時限 2 岡 浩一朗@石井 香織

スポーツ精神生理学 所沢 2000003800 01 秋学期 木 ２時限 2 丸尾 祐矢
健康スポーツ原論Ｃ（健康スポーツ
疫学） 所沢 2000003310 01 秋学期 木 ３時限 2 澤田 亨

健康社会学 東伏見 2000003320 01 秋学期 金 ３時限 2 海老原 修

経済学 所沢 2000002870 01 秋学期 金 ４時限 2 熊迫 真一

保健科授業研究 所沢 2000004489 01 秋学期 金 ４時限 2 岡崎 勝博

マーケティング論 東伏見 2000004842 01 秋学期 金 ５時限 2 五月女 政義

Sport Policy 東伏見 2000002910 01 秋学期 水 ４時限 2 ウォン ドナ

コーチング心理学 その他 2000004565 01 秋学期 無 フルオンデマンド 2 堀野 博幸スポーツコーチング論（サッカーC
級） その他 2000004625 01 秋学期 無 フルオンデマンド 2 堀野 博幸

スポーツマーケティング・リサーチ 東伏見 2000004313 01
秋クォー
ター 月 ３時限～４時限 2 松岡 宏高

フットボール文化論 東伏見 2000004260 01
秋クォー
ター 火 １時限 1 松岡 秀明

日本スポーツ文化論 東伏見 2000004811 01
冬クォー
ター 金 ３時限 1 坂上 康博

ヨーロッパ・スポーツ文化論 東伏見 2000004275 01
冬クォー
ター 水 ４時限 1 市橋 秀夫

アンチドーピング論 所沢 2000002765 01
冬クォー
ター 金 １時限 1 赤間 高雄

比較舞踊論 東伏見 2000004810 01 春季集中 無 その他 2 竹村 嘉晃

単位


