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学年開始

春季休業

入学式

新入生オリエンテーション

春学期授業開始

春季スポーツ・デー

春ＡＢモジュール期末試験

春ＡＢＣモジュール期末試験

春学期授業終了

期末試験予備日

夏季休業

  

卒業式

大学院学位記授与式

秋学期入学式

★1 開学記念日

秋学期授業開始

筑波ｷｬﾝﾊﾟｽ電気設備点検（全学停電）

★2 学園祭

秋季スポーツ・デー

秋ＡＢモジュール期末試験

１２月２０日（木）～１２月２６日（水） 　１２月２０日（木）～１２月２６日（水）

冬季休業

秋ＡＢＣモジュール期末試験

秋学期授業終了

期末試験予備日

春季休業

卒業式

大学院学位記授与式

学年終了

★1 １０月１日（月）の開学記念日は、休講とせずに授業を実施する。（東京キャンパスを除く）

★2 学園祭の実施に伴い、１１月２日（金）及び１１月５日（月）の授業は臨時休講とする。（東京キャンパスを除く）

3 定期健康診断の日程については、別に定め、実施時間に当たる学群・学類の当該年次及び研究科の授業は、臨時休講とする。（東京キャンパスを除く）

4 授業日数確保のため、下記のとおり曜日を振替えて授業を実施する。（東京キャンパスを除く）

７月１７日は振替え授業日とし、月曜日の授業を実施する。１０月９日は振替え授業日とし、月曜日の授業を実施する。

１０月３１日は振替え授業日とし、金曜日の授業を実施する。１１月２０日は振替え授業日とし、金曜日の授業を実施する。

１月１５日は振替え授業日とし、月曜日の授業を実施する。１月１７日は振替え授業日とし、金曜日の授業を実施する。

１月２３日は振替え授業日とし、月曜日の授業を実施する。

5 推薦入試の実施に伴い、１１月２８日(水)～１１月３０日（金）は全日臨時休業とする。（東京キャンパスを除く）

6 大学入試センター試験の実施に伴い、１月１８日（金）及び１月２１日(月)は全日臨時休業とする。（東京キャンパスを除く）

7 医学類に係る卒業日は平成３１年３月８日とし、卒業式は上記日程に従い実施する。

※

(備  考）

学期(学期の区分）は、春学期と秋学期の2学期とし、５週単位の６つ(春Ａ，春Ｂ，春Ｃ，秋Ａ，秋Ｂ，秋Ｃ)のモジュールで構成する。

　  ３月２５日（月）

【　３月３０日（土）】

  ３月３１日（日）   　３月３１日（日）

  ２月１６日（土）～  ３月３１日（日）   　２月１６日（土）～  ３月３１日（日）

【　２月１７日（日）～　３月３１日（日）】

　３月２５日（月）

【　３月３１日（日）】

【　２月　９日（土）】

　２月１５日（金） 　　２月１５日（金）

【　２月　５日（火）～　２月　７日（木）】

【　１月２９日（火）～　１月３１日（木）、

　　２月　８日（金）、　２月１６日（土）】

  ２月１４日（木）

１２月１７日（月）、 　１２月１７日（月）、

１２月２７日（木）～  １月　６日（日） 　１２月２７日（木）～  １月　６日（日）

 　 ２月１４日（木）

【１２月２３日（日）～　１月　７日（月）】

　２月　４日（月）、 　　２月　４日（月）、

　２月　８日（金）～　２月１４日（木） 　　２月　８日（金）～　２月１４日（木）

１０月  １日（月） 　１０月  １日（月）

【１０月　２日（火）】

１０月下旬（予定） 　１０月下旬（予定）

１１月　２日（金）～１１月　４日（日） 　１１月　２日（金）～１１月　４日（日）

１１月１７日（土）～１１月１８日（日） 　１１月１７日（土）～１１月１８日（日）

　  ９月２５日（火）

秋学期（１０月１日～３月３１日）

  ９月２８日（金）   　９月２８日（金）

１０月  １日（月） 　１０月  １日（月）

　８月　８日（水） 　  ８月　８日（水）

【　７月３１日（火）～　８月　１日（水）】

  ８月　９日（木）～  ９月３０日（日）   　８月　９日（木）～  ９月３０日（日）

【　８月　５日（日）～　９月３０日（日）】

　９月２５日（火）

　８月　１日（水）～  ８月　７日（火）   　８月　１日（水）～  ８月　７日（火）

【　７月２４日（火）～　７月２５日（水）、

　　８月　２日（木）～　８月　４日（土）】

  ８月　７日（火）   　８月　７日（火）

【　７月２８日（土）】

【　４月　７日（土）】

　４月１２日（木）   　４月１０日（火）

【　４月１０日（火）】 

　５月１２日（土）～　５月１３日（日）  　 ５月１２日（土）～　５月１３日（日）

　６月２６日（火）～　７月　２日（月） 　　６月２６日（火）～　７月　２日（月）

　４月  １日（日）～  ４月  ５日（木） 　  ４月  １日（日）～  ４月  ５日（木）

【　４月　１日（日）～　４月　６日（金）】

　４月  ６日（金） 　  ４月  ６日（金）

【　４月　７日（土）】

　４月　６日（金）～  ４月１１日（水）   　４月　６日（金）～　４月　９日（月）

平成３０年度　学年暦

事                    項 学                    群
大         学        院

【   】は  東京キャンパス

春学期（４月１日～９月３０日）

　４月  １日（日） 　  ４月  １日（日）
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１．専攻の人材養成目的 
本専攻は、スポーツ文化と社会環境、体育・スポーツ・健康に関する教育、そして身体と運動のメカニズ

ムについて、現場で生起した問題に対して、専門領域の洞察力と総合的な視野をもちリーダーシップを発
揮しながら解決する高度専門職業人を養成することを目的とします。また、基盤となる科学研究の深化に向
け、研究者の基礎を身につけた人材を育成します。 

 

２．コースと研究領域 
体育学専攻には、５つのコースと３９の研究領域を置いています。 
体育学専攻に所属する学生は、いずれかのコースを選択して特定の範囲の高度職業人に要求される知

識と技能を身につけ、同時にいずれかの研究領域に所属して修士論文を作成します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

〈研究対応〉 
 

研究分野(3) 

〈修士論文指導〉 
 

個別研究領域(39) 

〈職域対応〉 
 

コース(5) 

体育・スポーツ哲学 

体育史・スポーツ人類学 

スポーツ社会学 

武道学 

体育・スポーツ経営学 

スポーツ政策学 

スポーツ産業学 

体育科教育学 

アダプテッド体育・スポーツ学 

体育心理学 
 

 

健康教育学 

環境保健学 

運動生理学 

運動生化学 

運動栄養学 

体力学 

健康増進学 

体育測定評価学 

内科系スポーツ医学 

外科系スポーツ医学 

スポーツバイオメカニクス 

応用解剖学 
 

 

コーチング論・トレーニング学 

スポーツ運動学 

体操コーチング論 

体操競技コーチング論 

陸上競技コーチング論 

水泳競技コーチング論 

バレーボールコーチング論 

バスケットボールコーチング論 

ハンドボールコーチング論 

サッカーコーチング論 

ラグビーコーチング論 

ラケットバットスポーツコーチング論 

柔道コーチング論 

剣道コーチング論 

弓道コーチング論 

野外運動論 

舞踊論 
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健康・スポーツ教育コース 

 
ヘルスフィットネスコース 

アスレティック 

コンディショニングコース 

 
コーチングコース 

 
スポーツ文化・経営政策コース



３．コースの人材養成目的 
 

①スポーツ文化・経営政策コース 

スポーツ産業における企業人、新聞記者・テレビプロデューサー、プロ・民間スポーツクラ
ブのマネジメントスタッフ、スポーツ政策に従事する公務員・団体職員、スポーツ文化に関す
る高度な知識を有する教員など 

②健康・スポーツ教育コース 

高い授業実践力を備えた保健体育科教員、健康教育・アダプティッドスポーツ教育・野外
教育に関する高度な能力を有する教員・地域指導者、健康・スポーツ教育に関する行政担
当者など 

③ヘルスフィットネスコース 

フィットネスクラブの指導的スタッフ、プロ・実業団の栄養士、生命科学・健康体力学に関
する研究機関・企業の研究員、健康・体力の増進に従事する公務員など 

④アスレティックコンディショニングコース 

プロ・実業団のアスレティックトレーナー、アスリートのリハビリテーションに従事するスタッ
フ、学校でアスレティックトレーナーの役割を担える教員など 

⑤コーチングコース 

プロ・実業団・地域クラブのコーチ、舞踊の振付家・プロデューサー、スポーツ・武道・舞踊
に関する高度なコーチング能力を有する教員など 

 
 
４．学位「修士（体育学）」取得への教育課程と履修方法 

（１）教育課程の編成・実施の方針 

学位に相応しい能力を身につけるため、以下のような教育課程を編成し、実施します。 
１）領域科目（6～8単位履修）：3分野（体育・スポーツ学；健康体力学；コーチング学）39研究領域の一つに

所属し、概論・演習・実習などで専門的知識と研究者の基礎力を身につけます。 
２）コース科目（12～17 単位履修）：5 コース（スポーツ文化・経営政策；健康・スポーツ教育；ヘルスフィット

ネス；アスレティックコンディショニング；コーチング）から一つを選択し、高度専門職業人としての専門的
知識と俯瞰力・指導力を身につけます。 

３）研究基礎科目（1～6 単位履修）：博士後期課程への進学志望者は、研究方法論のほか、
Problem-based Learning（課題解決）型のディスカッション重視の演習、そして海外から研究者と学生を
招いて開催される「つくばサマーインスティトゥート」や学会に参加し発表する演習によって、研究者の基
礎力とコミュニケーション力を身につけます。大学院共通科目における研究倫理、英語による発表、論
文ライティング科目の履修を推奨しています。 

４）キャリアパス形成：保健体育教員志望者に対しては専修免許状を取得できる科目が設定され、かつ体
育センター開講の実技科目研修を行います。企業・官庁などへの志望者に対してはインターンシップや
大学院共通科目（キャリアマネジメント、国際性養成などの科目群）の履修を推奨しています。さらに、
TA の業務経験により、現場で生起した問題に対する俯瞰力と指導力、そしてコミュニケーション力を身
につけます。 

 
（２）修業年限 

本学学則に基づき、標準修業年限は２年、在学年限は４年です。 
 
 

  



（３）履修方法 
「領域科目」       ６～８単位 
「コース科目」    １２～１７単位 
「研究基礎科目」    １～６単位 
「自由科目」       ０～６単位 

以上の各科目群の指定範囲から合計３０単位以上の修得が必要です。 
 

（４）大学院設置基準第 14 条による教育方法特例の実施 （社会人特別選抜入学者対象） 
１）修業年限 

大学院設置基準第 14 条による教育方法の特例（以下「14 条特例」という）の適用期間は修業年限 2
年のうちの全期間とします。 

２）履修方法と授業の実施方法 
ア） 14 条特例を適用し、職業を有する学生に配慮した授業を開講します。 
イ） 14 条特例の対象学生は社会人特別選抜による学生とし、履修方法は上記（1）～（3）に準じます 
   が、14 条対応として開設している所属分野の以下の領域科目を履修することができます。 
 
体育・スポーツ学分野  「体育・スポーツ学特別演習」 
健康体力学分野     「健康体力学特別演習」 
コーチング学分野     「コーチング学特別演習」 
 

（５）修了要件 
標準修業年限（2 年）以上在学し、30 単位以上を修得し、修士論文の審査及び最終試験に合格しなければ

なりません。 
 
（６）授与する学位と授与の方針 

筑波大学大学院学則に規定する課程の目的を充足した上で、次の能力を有することが最終試験におい
て認定された者に修士（体育学）の学位を授与します。 
１）世界の平和と友好を構築し、人々の生活を豊かにするスポーツに対する深い理解力 
２）スポーツ文化と社会環境、体育・スポーツ・健康に関する教育、身体と運動のメカニズム、そしてコーチ

ングの分野における専門的知識 
３）人間のからだとこころに関する幅広い知識をもって人々を先導する指導力 
４）現場のニーズに対して、俯瞰力と突破力のあるアイデアを提示し、実践する能力 
５）国際社会に貢献する意志とコミュニケーション力（スポーツの実践能力、語学力） 

 
（７）専修免許取得に関わる履修規程 

中学校教諭及び高等学校教諭の「保健体育」（一種免許状を取得していない場合は、体育専門学群の科目
等履修生に在籍して履修し単位を修得することができます）、「保健」および「養護教諭」の一種免許状を取得
している者が、それぞれの専修免許状を取得するためには、大学HPに載せてある大学院便覧の 「教科又は
教職に関する科目」 のうちの体育学専攻の表に指定されている科目を２４単位以上取得することが必要で
す。 

また、専修免許状を一括申請する場合には、健康・スポーツ教育コースの基礎科目から「体育科学習指導
論」（必修）並びに「体育科学習指導論」を除く健康・スポーツ教育コースの基礎科目及び応用科目の中から 2
科目（選択必修）の計 3 科目を、「保健」及び「養護教諭」の専修免許状を一括申請する場合には「学校健康教
育論」並びに「保健社会学」の 2 科目を必ず修得しなければなりません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



５．ナショナルリーディングコーチ養成プログラム（学位「修士（コーチング学）」） 

 

（１）人材養成の目的 

各競技種目で国をリードする監督・コーチとなり、将来において各統括組織で指導的役職に就くことが期

待される人材、および大学等の教育機関において国のコーチ教育をリードしていく人材の養成を目的とし

ます。 

 

（２）教育目標 

具体的には、 

1）独創性のある卓越したコーチング能力 

2）コーチングに要求される高度なマネジメント能力 

3）日本の理解を土台とした豊かな国際性 

の三つの能力・特質の育成を目標とします。 

 

（３）教育課程の編成・実施の方法 

１）教育課程の編成・実施の方針 

    学位に相応しい能力を身につけるため、以下のような教育課程を編成し、実施しています。 
①コーチング一般科目（5 単位以上履修）：コーチング能力を養成するために、コーチング及びトレー

ニングの一般理論に関する専門的知識を講義などで身につけます。 
②コーチング個別科目（4 単位以上履修）：コーチング能力を養成するために、種目別のコーチング

理論に関する専門的知識と専門的技能を演習及びインターンシップなどで身につけます。 
③関連マネジメント科目（2 単位以上履修）：コーチング場面で要求されるマネジメント能力を養成す

るために、コーチングに関連するマネジメント理論に関する専門的知識を講義などで身につけま
す。 

④国際性科目（6 単位以上履修）：ナショナルレベルのコーチに要求される国際性を養成するために、
日本文化や英語などに関する専門的知識と専門的技能を講義及び演習などで身につけます。ま
た、大学院共通科目（国際性養成科目群など）の履修を推奨しています。 

⑤課題研究（6 単位履修）：修士論文に代わるものとしてコーチング特別課題研究を課すことで、コー
チング現場で生起する問題の診断力と問題解決能力、そしてコミュニケーション力を身につけま
す。 

 
２）修業年限 

本学学則に基づき、標準修業年限は２年、在学年限は４年です。 
 

３）履修方法 
「コーチング一般科目群」 「コーチング個別科目群」 「関連マネジメント科目群」 「国際性科目群」 

「関連スポーツ科学科目群」 から成る専門基礎科目１９単位以上、自由科目０～５単位、コーチング特
別課題研究６単位の合計３０単位以上の修得が必要です。 
 

４）修了要件 
標準修業年限（２年）以上在学し、３０単位以上を修得し、コーチング特別課題研究 （あるいは修士

論文） の審査及び最終試験に合格しなければなりません。 
 

５）授与する学位 
筑波大学大学院学則に規定する課程の目的を充足した上で、次の能力を有することが最終試験に

おいて認定された者に修士（コーチング学）の学位を授与します。 
①世界の平和と友好を構築し、人々の生活を豊かにするスポーツに対する深い理解力 
②コーチングに関する幅広い学識と専門的知識 
③コーチングの実務に関する技能と問題を解決する能力 
④現場のニーズに対して、俯瞰力と突破力のあるアイデアを提示し、実践する能力 
⑤国際社会に貢献する意志とコミュニケーション力（スポーツの実践能力、語学力） 

 
６）専修免許取得に関わる履修規程 

前ページと同様です。 
 

  



６． スポーツ・オリンピック学学位プログラム（学位「修士（スポーツ・オリンピック学）」） 

 

（１） 人材養成の目的 

本学位プログラムは、2020 年東京オリンピック・パラリンピックとその先を見据え、オリンピズムとスポーツの
価値を体現し、スポーツのマネジメントやビジネス、スポーツ医科学、開発と平和のためのスポーツ、コーチン
グや体育に関する実践的な知識を英語によって学び、かつ日本文化に対する理解力をもって、21 世紀の国際
スポーツ界をリードする人材を養成することを目的とします。 
 
（２） 教育目標 
 以下の５つの能力・特質をもった人材の育成を目標とします。 

１） 国際情勢及び地球規模課題とスポーツの使命に対する理解力 
２） 先端的なスポーツ科学の知を基盤にしたリーダーシップの実践力 
３） 2020 年東京オリンピック・パラリンピックを契機としたオリンピズムとスポーツの価値、特に“Integrity of 

Sport（スポーツの高潔さ）”を体現し、実践する能力 
４） 日本文化に対する理解力と英語力を基礎にしたコミュニケーション能力 
５） グローバルな俯瞰力と地域社会で生活する人々へのまなざしをもつ「グローカル」な視点と実践力 

 
（３） 教育課程の編成・実施の方法 

１） 教育課程の編成・実施の方針 
学位に相応しい能力を身につけるため、以下のような教育課程を編成し、実施しています。 

① 専門科目（共通）（９～11 単位履修）：キャリア・ビジョンに沿って、国際スポーツ組織や競技大会
などにおける実践的知識を学び、グローバルな俯瞰力と現場での実践力をもとに、国際スポー
ツ界のリーダーとしての総合的能力を身につけます。 

② 専門科目（専門分野）（４～10 単位）：５分野（「オリンピック・パラリンピック教育」「スポーツ・ビジ
ネス、政策とガバナンス」「スポーツ医科学」「開発と平和のためのスポーツ」「ティーチング、コー
チングと日本文化」）から一つを選択し、先端的なスポーツ科学に対する理解力を基盤にした現
場での実践力を身につけます。 

③ 専門基礎科目（必修）（14 単位）：スポーツ・オリンピック学の基礎力として、オリンピズムとスポー
ツの価値に対する理解力と実践力、日本文化に対する理解力、そして以上を基盤にしたコミュニ
ケーション能力を身につけます。 

④ 専門基礎科目（選択）（０～３単位）：５分野のうち、選択した一つの専門分野に関する演習や講
義以外の科目を履修することで、スポーツ科学に対する広い理解力を身につけます。 

２） 修業年限 
本学学則に基づき、標準修業年限は２年、在学年限は４年です。早期修了については、「修了

要件」を参照してください。 

３） 履修方法 
「専門科目（共通）」９～11 単位 
「専門科目（専門分野）」４～10 単位 
「専門基礎科目（必修）」14 単位 
「専門基礎科目（選択）」０～３単位 
「基礎科目（自由科目）」０～４単位 
以上の各科目群の指定範囲から合計 30 位以上の修得が必要です。 

４） 修了要件 
本学学則に基づいた上で、所定の科目を 30 単位以上修得し、かつ特定課題レポートを英語で執
筆し、審査及び最終試験に合格しなければなりません。標準修業年限は２年ですが、１８ヶ月で
の早期修了を目指します。ただし、当該学生の特定課題レポートに係わる実践的研究の水準が
国際的な視点を踏まえた優れた研究であり、体育学専攻の定める標準履修年限（２年）で認定さ
れる水準と同等以上に達していることが研究科運営委員会で認められた場合に限ります。 

５） 授与する学位 
筑波大学大学院学則に規定する課程の目的を充足した上で、次の能力を有することが最終試験
において認定された者に修士（スポーツ・オリンピック学）の学位を授与します。 

① 国際情勢及び地球規模課題を認識した上で、スポーツの使命に対する理解力 
② 先端的なスポーツ科学を理解し、リーダーシップを実践する能力 
③ オリンピズムとスポーツの価値に対する理解力と実践力 
④ 日本文化に対する認識とコミュニケーション能力 
⑤ グローバルな俯瞰力と地域社会で生活する人々へのまなざしをもった突破力 



７．研究領域と担当教員 

分
野 

研 究 領 域 

担 当 教 員 

研究指導担当 授 業 担 当 

氏   名 メールアドレス＊ 
内線 
番号 

部屋 
番号 氏   名 メールアドレス＊ 

内線
番号 

部屋
番号 

体 

育 

・ 

ス 

ポ 

ー 

ツ 

学 

分 

野 

体育・ 
スポーツ哲学 深澤 浩洋 fukasawa.koyo.gu@ 6341 B508 

Randeep 
Rakwal rakwal.randeep.fu@ 2681 GSI403 

体育史・ 
スポーツ人類学 

（真田 久) sanada.hisashi.fw@ 6351 B515 Alexis Liras lyras.alexis.fe@ 6378 GSI406 

李  燦雨 lee.chanwoo.gb@ 6350 B514 Zubaidullo 
Ubaidulloev  ubaidulloev.z.gw@ 2690 GSI410 

    （山口 拓） yamaguchi.taku.ge@ 6348 B509 

スポーツ社会学 （清水 諭） shimizu.satoshi.fe@  6370 B611     

    

武道学 
酒井 利信 sakai.toshinobu.gp@  6358 B516     

(大石純子) oishi.junko.fu@ 6354 B517     

体育・スポーツ 
経営学 

柳沢 和雄 yanagisawa.kazuo.fu@ 6365 B604     

清水 紀宏 shimizu.norihiro.fu@ 6369 B603     

スポーツ政策学 
齋藤 健司 saito.kenji.fw@  6364 B602 成瀬 和弥 naruse.kazuya.gu@ 6360 B601 

    金子 史弥 kaneko.fumihiro.fm@  6359 B608 

スポーツ産業学 仲澤  眞 nakazawa.makoto.fb@  6375 B503 嵯峨  寿 saga.hitoshi.fu@ 2629 B504 

体育科教育学     長谷川悦示 hasegawa.etsushi.fu@ 6340 A502 

アダプテッド 
体育・スポーツ学 

齊藤まゆみ saito.mayumi.gp@ 2662 A504 松原 豊 matsubara.yutaka.fm@ 6349 A501 

澤江 幸則 sawae.yukinori.ka@ 6317 A503     

体育心理学 坂入 洋右 sakairi.yosuke.fn@ 2685 A505 國部 雅大 kokubu.masahiro.gn@  2642 A509 

健 

康 

体 

力 

学 

分 

野 

健康教育学 

野津 有司 nozu.yuji.gf@ 2658 A618     

武田  文 takeda.fumi.fe@ 3996 D509     

片岡 千恵 kataoka.chie.gb@ 2678 A617     

環境保健学 (本田 靖) honda.yasushi.fn@ 2627 D709      

運動生理学 西保  岳 nishiyasu.takeshi.fw@ 2616 A304 藤井 直人 fujii.naoto.gb@ 2675 A309 

 武政  徹 takemasa.tohru.gm@ 2622 A301     

運動生化学 
征矢 英昭 soya.hideaki.gt@ 2620 A303 松井  崇 matsui.takashi.ga@ 2750 A604 

大森  肇 omori.hajime.gb@ 2676 A302     

運動栄養学 
徳山 薫平 tokuyama.kumpei.gf@  3963 D508     

麻見 直美 omi.naomi.gn@ 6319 A308     

体力学 
鍋倉 賢治 nabekura.yoshihar.fm@ 2640 A609 榎本 靖士 enomoto.yasushi.ft@  2669 A603 

木塚 朝博 kizuka.tomohiro.ft@  2638 A612 小野 誠司 ono.seiji.fp@ 2754 A613 

健康増進学 大藏 倫博 okura.tomohiro.gp@ 2733 A608     

体育測定評価学 西嶋 尚彦 nishijima.taka.fw@ 2654 A601     

内科系 
スポーツ医学 

前田 清司 maeda.seiji.gn@ 8859 D609 久賀 圭祐 kuga@ 
md.tsukuba.ac.jp 

  

渡部 厚一 watanabe.koichi.ga@  5902 D607     

(久野譜也) kuno.shinya.gb@ 3899 D309     

(正田純一) shodaj@ 
md.tsukuba.ac.jp 3045 D507     

外科系 
スポーツ医学 

宮川 俊平 miyakawa.shumpei.fn@ 3959 D612     

白木  仁 shiraki.hitoshi.fw@  2667 D621     

向井 直樹 mukai.naoki.fu@ 2668 D620     

竹村 雅裕 takemura.masahiro.gw@ 3962 D622     

福田  崇 fukuda.takashi.gm@ 2648 A605     

          

          



 

 

          

分 
野 

研 究 領 域 

担 当 教 員 

研究指導担当 授 業 担 当 

氏   名 メールアドレス＊ 内線 
番号 

部屋
番号 氏   名 メールアドレス＊ 内線

番号 
部屋
番号 

健
康
体
力
学
分
野 

スポーツ 
バイオメカニクス 

藤井 範久 fujii.norihisa.ff@ 2624 A620 小池 関也 koike.sekiya.fp@ 2677 A621 

        

応用解剖学     足立 和隆 adachi.kazutaka.gp@  2682 A602 

コ 

ー 

チ 

ン 

グ 

学 

分 
野 

コーチング論・ 
トレーニング学 

木内 敦詞 kiuchi.atsushi.fw@ 2641 B313 河合 季信 kawai.toshinobu.gp@  2646 B316 

(松元 剛) matsumoto.tsuyosh.fn@ 2680 B317     

谷川  聡 tanigawa.satoru.gb@  2644 B315     

スポーツ運動学 
佐野  淳 sano.atsushi.ga@ 6324 A408     

中村  剛 nakamura.tsuyoshi.gu@ 6326 A409     

体操 
コーチング論 

長谷川聖修 hasegawa.kiyonao.fu@ 6328 A423 本谷  聡 motoya.satoshi.gt@ 6329 A422 

        

体操競技 
コーチング論 

渡辺 良夫 watanabe.yoshio.ff@  6332 B401 金谷麻理子 kanaya.mariko.fp@ 6335 B420 

齋藤  卓 saito.taku.ka@ 2606 B402     

陸上競技 
コーチング論 

大山 圭悟 
byun-
ohyama.keigo.fm@ 6321 A401     

木越 清信 kigoshi.kiyonobu.gn@ 2647 B403     

水泳競技 
コーチング論 
 

椿本 昇三 tsubakimoto.shozo.fw@ 2643 B417     

高木 英樹 takagi.hideki.ga@ 6330 B415     

本間三和子 homma.miwako.fe@ 6320 B416     

仙石 泰雄 sengoku.yasuo.ge@ 6338 B414     

バレーボール 
コーチング論 

    中西 康己 nakanishi.yasumi.gm@ 2753 B311 

    秋山  央 akiyama.nakaba.ff@ 7494 B312 

バスケットボール
コーチング論 

内山 治樹 uchiyama.haruki.fp@  2637 B320 吉田 健司 yoshida.kenji.gt@ 2816 B319 

        

ハンドボール 
コーチング論 

會田  宏 aida.hiroshi.ge@ 2635 B301     

藤本  元 fujimoto.hajime.gn@  2714 A424     

山田 永子 yamada.eiko.ga@ 2636 B302     

サッカー 
コーチング論  

浅井  武 asai.takeshi.gf@ 2711 B207 小井土正亮 koido.masaaki.gu@ 2664 B206 

中山 雅雄 nakayama.masao.ge@ 8060 B208     

ラグビー 
コーチング論 

中川  昭 nakagawa.akira.ga@ 2632 B201 嶋崎 達也 shimasaki.tatsuya.gf@ 5041 B414 

古川 拓生 furukawa.takuo.ke@ 2633 B202     

ラケットバットス
ポーツ 
コーチング論 

山田 幸雄 yamada.yukio.gb@ 2631 B309 吹田 真士 suita.masashi.gn@ 6331 B308 

川村  卓 kawamura.takashi.fp@ 2630 B304 奈良 隆章 nara.takaaki.gp@ 6336 B303 

    三橋 大輔 mitsuhashi.daisuk.gn@ 2679 B419 

柔道 
コーチング論 岡田 弘隆 okada.hirotaka.fw@ 2726 B408 増地 克之 masuchi.katsuyuki.gt@ 2725 B409 

剣道 
コーチング論 

香田 郡秀 koda.kunihide.ka@ 2712 B411 鍋山 隆弘 nabeyama.takahiro.gn@ 2757 B413 

    有田 祐二 arita.yuji.ff@ 2751 B412 

弓道 
コーチング論     松尾 牧則 matsuo.makinori.gf@  6345 A421 

野外運動論 
井村  仁 imura.hitoshi.ft@ 2666 A405 渡邉  仁 watanabe.hitoshi.gp@ 6339 A403 

坂本 昭裕 sakamoto.akihiro.ff@ 6361 A404     

舞踊論 寺山 由美 terayama.yumi.gu@ 2653 A427 平山 素子 hirayama.motoko.fp@  2626 A426 

＊ メールアドレスは、標記名に続き u.tsukuba.ac.jp を加える。（  ）は兼担教員。 



８．履修方法・修了要件

人間総合科学研究科　体育学専攻（博士前期課程）　スポーツ文化・経営政策コース

科目区分 修得単位数

専門科目 6～8

基礎科目群 5～

応用科目群 スポーツ文化・経営政策コース共通実習（1単位）　必修 7～

専門基礎科目 1～6

基礎科目 0～6

30～

＜備考＞

＜修了要件＞

科目群

専門基礎科目

　各科目群の指定範囲内で単位を修得しなければならない。指定単位以上修得しても修了単位に含めるこ
とはできない。なお、コース科目・研究基礎科目については、指定単位数以上修得した場合、6単位を限度
に自由科目に振り替えることができる。
　コース科目の各科目群の対象科目については、体育学専攻教育課程冊子を参照のこと。
　社会人特別選抜による学生は、領域科目の個別研究領域の演習Ⅱの代わりに、所属分野開設の特別演
習を履修することができる。
◎１４条対応科目　　体育・スポーツ学特別演習
　　　　　　　　　　　　　健康体力学特別演習
　　　　　　　　　　　　　コーチング学特別演習
　なお、一般学生は、原則として14条対応科目を履修することはできない。
　年度途中に修了する学生は、領域科目の個別研究領域の演習IIの代わりに、所属分野開設の特別演習
IIを履修すること。

標準修業年限（2年）以上在学すること。
上記表に基づき30単位以上を修得し、修士学位論文の審査及び 終試験に合格すること。

コース

修了単位数

研究基礎科目

自由科目

所属する個別研究領域の演習ⅠおよびⅡを含む全科
目　必修

所属分野の研究方法論（1単位）　必修

所属領域外の科目、所属コース外の科目、
所属コース科目・研究基礎科目で履修上限単位を超える科目
専攻外の科目、大学院共通科目、指定の学群科目

コ
ー

ス
科
目

領域科目

スポーツ文化・経営政策コース

12～17

条件・科目名



人間総合科学研究科　体育学専攻（博士前期課程）　健康・スポーツ教育コース

科目区分 修得単位数

専門科目 6～8

基礎科目群 4～

応用科目群 7～

関連科目群 1～

専門基礎科目 1～6

基礎科目 0～6

30～

＜備考＞

＜修了要件＞

専門基礎科目

コ
ー

ス
科
目

12～17

修了単位数

　各科目群の指定範囲内で単位を修得しなければならない。指定単位以上修得しても修了単位に含めるこ
とはできない。なお、コース科目・研究基礎科目については、指定単位数以上修得した場合、6単位を限度
に自由科目に振り替えることができる。
　コース科目の各科目群の対象科目については、体育学専攻教育課程冊子を参照のこと。
　社会人特別選抜による学生は、領域科目の個別研究領域の演習Ⅱの代わりに、所属分野開設の特別演
習を履修することができる。
◎１４条対応科目　　体育・スポーツ学特別演習
　　　　　　　　　　　　　健康体力学特別演習
　　　　　　　　　　　　　コーチング学特別演習
　なお、一般学生は、原則として14条対応科目を履修することはできない。
　年度途中に修了する学生は、領域科目の個別研究領域の演習IIの代わりに、所属分野開設の特別演習
IIを履修すること。

標準修業年限（2年）以上在学すること。
上記表に基づき30単位以上を修得し、修士学位論文の審査及び 終試験に合格すること。

研究基礎科目 所属分野の研究方法論（1単位）　必修

自由科目
所属領域外の科目、所属コース外の科目、
所属コース科目・研究基礎科目で履修上限単位を超える科目
専攻外の科目、大学院共通科目、指定の学群科目

コース 健康・スポーツ教育コース

科目群 条件・科目名

領域科目
所属する個別研究領域の演習ⅠおよびⅡを含む全科
目　必修



人間総合科学研究科　体育学専攻（博士前期課程）　ヘルスフィットネスコース

科目区分 修得単位数

専門科目 6～8

基礎科目群 5～

実験または実習科目（2単位）　　選択必修

基礎ヘルスフィットネス演習、またはヘルスフィットネスコー
スインターンシップ（1単位）　　選択必修

関連科目群 4～

専門基礎科目 1～6

基礎科目 0～6

30～

＜備考＞

＜修了要件＞

修了単位数

　各科目群の指定範囲内で単位を修得しなければならない。指定単位以上修得しても修了単位に含めるこ
とはできない。なお、コース科目・研究基礎科目については、指定単位数以上修得した場合、6単位を限度
に自由科目に振り替えることができる。
　コース科目の各科目群の対象科目については、体育学専攻教育課程冊子を参照のこと。
　社会人特別選抜による学生は、領域科目の個別研究領域の演習Ⅱの代わりに、所属分野開設の特別演
習を履修することができる。
◎１４条対応科目　　体育・スポーツ学特別演習
　　　　　　　　　　　　　健康体力学特別演習
　　　　　　　　　　　　　コーチング学特別演習
　なお、一般学生は、原則として14条対応科目を履修することはできない。
　年度途中に修了する学生は、領域科目の個別研究領域の演習IIの代わりに、所属分野開設の特別演習
IIを履修すること。

標準修業年限（2年）以上在学すること。
上記表に基づき30単位以上を修得し、修士学位論文の審査及び 終試験に合格すること。

専門基礎科目

コ
ー

ス
科
目

12～17

研究基礎科目 所属分野の研究方法論（1単位）　必修

自由科目
所属領域外の科目、所属コース外の科目、
所属コース科目・研究基礎科目で履修上限単位を超える科目
専攻外の科目、大学院共通科目、指定の学群科目

応用科目群 3～

コース ヘルスフィットネスコース

科目群 条件・科目名

領域科目
所属する個別研究領域の演習ⅠおよびⅡを含む全科
目　必修



人間総合科学研究科　体育学専攻（博士前期課程）　アスレティックコンディショニングコース

科目区分 修得単位数

専門科目 6～8

基礎科目群 3～

応用科目群
アスレティックコンディショニングコースインターンシップ（1
単位）　必修 7.5～

関連科目群 2～

専門基礎科目 1～6

基礎科目 0～6

30～

＜備考＞

＜修了要件＞

修了単位数

　各科目群の指定範囲内で単位を修得しなければならない。指定単位以上修得しても修了単位に含めるこ
とはできない。なお、コース科目・研究基礎科目については、指定単位数以上修得した場合、6単位を限度
に自由科目に振り替えることができる。
　コース科目の各科目群の対象科目については、体育学専攻教育課程冊子を参照のこと。
　社会人特別選抜による学生は、領域科目の個別研究領域の演習Ⅱの代わりに、所属分野開設の特別演
習を履修することができる。
◎１４条対応科目　　体育・スポーツ学特別演習
　　　　　　　　　　　　　健康体力学特別演習
　　　　　　　　　　　　　コーチング学特別演習
　なお、一般学生は、原則として14条対応科目を履修することはできない。
　年度途中に修了する学生は、領域科目の個別研究領域の演習IIの代わりに、所属分野開設の特別演習
IIを履修すること。

標準修業年限（2年）以上在学すること。
上記表に基づき30単位以上を修得し、修士学位論文の審査及び 終試験に合格すること。

専門基礎科目

コ
ー

ス
科
目

12.5～17

研究基礎科目 所属分野の研究方法論（1単位）　必修

自由科目
所属領域外の科目、所属コース外の科目、
所属コース科目・研究基礎科目で履修上限単位を超える科目
専攻外の科目、大学院共通科目、指定の学群科目

コース アスレティックコンディショニングコース

科目群 条件・科目名

領域科目
所属する個別研究領域の演習ⅠおよびⅡを含む全科
目　必修



人間総合科学研究科　体育学専攻（博士前期課程）　コーチングコース

科目区分 修得単位数

専門科目 6～8

基礎科目群
トレーニング学（2単位）　必修
コーチング論(事例討議)（1単位）　必修 6～

◎コーチング個別科目群
　　種目別コーチング総合演習（1単位）　　選択必修
　　コーチングコースインターンシップ（1単位）　必修

2～

◎関連マネジメント科目群 2～

関連科目群 3～

専門基礎科目 1～6

基礎科目 0～6

30～

＜備考＞

＜修了要件＞

修了単位数

　各科目群の指定範囲内で単位を修得しなければならない。指定単位以上修得しても修了単位に含めるこ
とはできない。なお、コース科目・研究基礎科目については、指定単位数以上修得した場合、6単位を限度
に自由科目に振り替えることができる。
　コース科目の各科目群の対象科目については、体育学専攻教育課程冊子を参照のこと。
　社会人特別選抜による学生は、領域科目の個別研究領域の演習Ⅱの代わりに、所属分野開設の特別演
習を履修することができる。
◎１４条対応科目　　体育・スポーツ学特別演習
　　　　　　　　　　　　　健康体力学特別演習
　　　　　　　　　　　　　コーチング学特別演習
　なお、一般学生は、原則として14条対応科目を履修することはできない。
　年度途中に修了する学生は、領域科目の個別研究領域の演習IIの代わりに、所属分野開設の特別演習
IIを履修すること。

標準修業年限（2年）以上在学すること。
上記表に基づき30単位以上を修得し、修士学位論文の審査及び 終試験に合格すること。

専門基礎科目

コ
ー

ス
科
目

13～17

研究基礎科目 所属分野の研究方法論（1単位）　必修

自由科目
所属領域外の科目、所属コース外の科目、
所属コース科目・研究基礎科目で履修上限単位を超える科目
専攻外の科目、大学院共通科目、指定の学群科目

応用科目群

コース コーチングコース

科目群 条件・科目名

領域科目
所属する個別研究領域の演習ⅠおよびⅡを含む全科
目　必修



人間総合科学研究科 体育学専攻（博士前期課程） ナショナルリーディングコーチ養成プログラム

科目区分 修得単位数

専門科目 6

5～

4～

2～

6

2～

基礎科目 0～5

30～

＜備考＞

＜修了要件＞

標準修業年限（2年）以上在学すること。
30単位以上を修得し、コーチング特別課題研究（あるいは修士学位論文）の審査及び 終試験に合格するこ
と。

　各科目群の指定範囲内で単位を修得しなければならない。指定単位以上修得しても修了単位に含めること
はできない。
　　修士学位論文を書く場合には、コーチング特別課題研究Ⅰ･Ⅱ（各3単位）にかわり、指導教員開設の研究
領域別演習ⅠおよびII（各3単位）を履修すること。
　　ただし、指導教員開設の研究領域別演習Ⅱの代わりに、14条特例対応科目として開設しているコーチング
学特別演習（３単位）を履修することもできる。
　年度途中に修了する学生は、コーチング特別課題研究IIまたは指導教員開設の研究領域別演習IIの代わり
に、コーチング学特別演習IIを履修すること。

トレーニング学（2単位）　必修
コーチング論（事例討議）（1単位）　　必修

19～

プログラム外の科目、
専攻外の科目、大学院共通科目、指定の学群科目

修了単位数

関連マネジメント
科目群

国際性科目群

関連スポーツ科学
科目群

プログラム ナショナルリーディングコーチ養成プログラム

課題研究

自由科目

コーチング
一般科目群

コーチング
個別科目群

種目別コーチング総合演習（1単位）　選択必修
プログラム特別インターンシップ（3単位）　必修

専門基礎科目

コーチング特別課題研究Ⅰ（3単位）
コーチング特別課題研究Ⅱ（3単位）

条件・科目名科目群



人間総合科学研究科　体育学専攻（博士前期課程）　スポーツ・オリンピック学学位プログラム

【履修方法・修了要件】

科目区分
修得

単位数

0～3

基礎科目 0～3

30～

専門科目

共　通

TIASインターンシップ IA又はIB　（4単位）　必修

9～11TIAS課題研究　（4単位）　必修

2017年/2018年１０月入学者用

プログラム スポーツ・オリンピック学学位プログラム

科目群 条件・科目名

   イベント総合演習 I 又は II （1）必修

専
門
分
野

（
い
ず
れ
か
一
つ
を
選
択

）

オリンピック・パラリン
ピック教育

オリンピック・パラリンピック教育演習 I　 （2単位）　必修
4～6

オリンピック・パラリンピック教育演習 II　（2単位）　必修

スポーツマネジメント スポーツマネジメント演習 I　 （2単位）　必修
4～8

スポーツマネジメント演習 II   （2単位）　必修

スポーツ医科学
スポーツ医科学演習 I　 （2単位）　必修

4～8
スポーツ医科学演習 II   （2単位）　必修

開発と平和のための
スポーツ

開発と平和のためのスポーツ演習 I　 （2単位）　必修
 4～10

開発と平和のためのスポーツ演習 II   （2単位）　必修

スポーツとジェンダー  （1単位）

ティーチング、コーチン
グと日本文化

ティーチング、コーチングと日本文化演習 I　 （3単位）　必修
4～7

ティーチング、コーチングと日本文化演習 II   （1単位）　必修

必　修

オリンピックムーブメント論  （1単位）

14

   オリンピック・パラリンピック教育  （1単位）

研究プロジェクトマネジメントII  （2単位）

   スポーツファイナンスと経済学概論　（2単位）

国際スポーツマーケティング、スポンサーシップ、
そしてメディアマネジメント  （1単位）

   アンチ・ドーピング  （1単位）

日本文化  （1単位）

異文化コミュニケーションII  （2単位）

上記表に基づき30単位以上修得し、かつ特定課題レポートを英語で執筆し、審査及び 終試験に合格すること。

   国際関係論　（1単位）

   コーチング心理学　（1単位）

選　択 選択した専門分野以外の専門科目（共通科目を除く）

自由科目 大学院開設科目のうち、英語で開講する授業科目

専門基礎
科目

修了単位数

＜備考＞

本プログラムの講義はすべて英語で開講。
各科目区分の指定範囲内で単位を修得しなければならない。指定単位以上修得しても修了単位に含めることはで
きない。
日本語を学修するセミナーは別途設定するが、修了単位に含めることはできない。

＜修了要件＞



人間総合科学研究科　体育学専攻（博士前期課程）　スポーツ・オリンピック学学位プログラム

【履修方法・修了要件】

科目区分
修得

単位数

アンチ・ドーピング  （1単位）

4～

基礎科目 0～4

30～

＜備考＞

＜修了要件＞

スポーツマネジメント演習 I　 （2単位）　必修
4～8

スポーツマネジメント演習 II   （2単位）　必修

スポーツ医科学

2016年10月入学者用

プログラム スポーツ・オリンピック学学位プログラム

科目群 条件・科目名

専門科目

共　通
TIASインターンシップ IA又はIB　（4単位）　必修

8～10
TIAS課題研究　（4単位）　必修

スポーツ医科学演習 I　 （2単位）　必修
4～8

スポーツ医科学演習 II   （2単位）　必修

開発と平和のための
スポーツ

開発と平和のためのスポーツ演習 I　 （2単位）　必修
 4～11  

開発と平和のためのスポーツ演習 II   （2単位）　必修

ティーチング、コーチン
グと日本文化

ティーチング、コーチングと日本文化演習 I　 （3単位）　必修
4～8

ティーチング、コーチングと日本文化演習 II   （1単位）　必修

専門基礎
科目

必　修

オリンピックムーブメント論  （1単位）

7

研究プロジェクトマネジメント  （1単位）

国際スポーツマーケティング、スポンサーシップ、
そしてメディアマネジメント  （1単位）

専
門
分
野

（
い
ず
れ
か
一
つ
を
選
択

）

オリンピック・パラリン
ピック教育

オリンピック・パラリンピック教育演習 I　 （2単位）　必修
4～7

オリンピック・パラリンピック教育演習 II　（2単位）　必修

スポーツマネジメント

修了単位数

本プログラムの講義はすべて英語で開講。
各科目区分の指定範囲内で単位を修得しなければならない。指定単位以上修得しても修了単位に含めることは
できない。
日本語を学修するセミナーは別途設定するが、修了単位に含めることはできない。

上記表に基づき30単位以上修得し、かつ特定課題レポートを英語で執筆し、審査及び 終試験に合格すること。

日本文化  （1単位）

異文化コミュニケーション  （1単位）

スポーツとジェンダー  （1単位）

選　択 選択した専門分野以外の専門科目（共通科目を除く）

自由科目 大学院開設科目のうち、英語で開講する授業科目



曜日 時間 春AB　（10週） 春C（5週） 秋AB　（10週） 秋C　（5週）

1
健康体力学分野研究方法論
コーチング特別課題研究Ⅰ（設計）

ヘルスフィットネス橋渡し研究概論
コーチング特別課題研究Ⅰ（設計）

運動栄養学演習Ⅰ
コーチング特別課題研究Ⅰ（設計）

2
武道授業指導論
健康増進学特講

体育科学習指導論
スポーツ栄養学特講

運動栄養学演習Ⅰ
コーチング特別課題研究Ⅰ（設計）

3
コーチング学分野研究方法論 弓道コーチング総合演習 ｺｰﾁﾝｸﾞ論・ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ学演習Ⅰ

水泳競技コーチング論演習 I

4

スポーツ社会学
環境保健学
運動栄養学演習Ⅰ
スポーツ医学基礎論特講Ⅰ
ｺｰﾁﾝｸﾞ論・ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ学演習Ⅰ
水泳競技コーチング論演習 I

アダプテッド・スポーツ教育論
運動学習心理学
運動栄養学演習Ⅰ
スポーツ医学基礎論特講Ⅰ
ｺｰﾁﾝｸﾞ論・ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ学演習Ⅰ
身体技法論
水泳競技コーチング論演習 I

ｺｰﾁﾝｸﾞ論・ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ学演習Ⅰ
水泳競技コーチング論演習 I

5
研究基礎共通演習（PBL）
ｱｽﾚﾃｨｯｸﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ論特講

研究ワークショップⅠ
ｱｽﾚﾃｨｯｸｺﾝﾃﾞｨｼｮﾆﾝｸﾞ論特講
コーチング論（事例討議）

6
スポーツ行政学
野外運動論実習
ｱｽﾚﾃｨｯｸﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ論特講

スポーツ法学
ｱｽﾚﾃｨｯｸｺﾝﾃﾞｨｼｮﾆﾝｸﾞ論特講

1 オリンピック論
健康・スポーツ科学のための統計学

健康・スポーツ科学のための統計学
運動生理学演習Ⅰ
Olympic and Paralympic History

2

運動生理学演習Ⅰ
ラグビーコーチング論演習Ⅰ
身体表現論 健康・スポーツ科学のための統計学

スポーツ史学
運動生理学演習Ⅰ
ラグビーコーチング論演習Ⅰ
舞踊授業指導論

Sport and Policy

3

スポーツを通じた開発論
運動器の仕組みと働き（基礎編）
ﾗｹｯﾄﾊﾞｯﾄｽﾎﾟｰﾂｺｰﾁﾝｸﾞ論演習Ⅰ

スポーツマーケティング論
野外教育基礎理論
運動器の仕組みと働き（応用編）
スポーツ運動学演習Ⅰ
ﾗｹｯﾄﾊﾞｯﾄｽﾎﾟｰﾂｺｰﾁﾝｸﾞ論演習Ⅰ

ラグビーコーチング論演習Ⅰ
ﾗｹｯﾄﾊﾞｯﾄｽﾎﾟｰﾂｺｰﾁﾝｸﾞ論演習Ⅰ
舞踊論演習Ⅰ

4

体育心理学演習Ⅰ
舞踊論演習Ⅰ
バドミントンコーチング総合演習
野球コーチング総合演習
スポーツコーチング総合演習

スポーツリスクマネジメント論
体育心理学演習Ⅰ
コーチングのバイオメカニクス
舞踊論演習Ⅰ

体育心理学演習Ⅰ
ラグビーコーチング論演習Ⅰ
ﾗｹｯﾄﾊﾞｯﾄｽﾎﾟｰﾂｺｰﾁﾝｸﾞ論演習Ⅰ
舞踊論演習Ⅰ

5

体育史・スポーツ人類学演習Ⅰ
スポーツ政策学演習Ⅰ
野外教育指導論
体育心理学実習

体育史・スポーツ人類学演習Ⅰ
スポーツ政策学演習Ⅰ
体育心理学実習
スポーツ情報戦略論

6
スポーツ政策学演習Ⅰ
健康増進学演習Ⅰ
スポーツバイオメカニクス演習I

健康増進学演習Ⅰ
スポーツバイオメカニクス演習I

健康増進学演習Ⅰ
体育測定評価学演習Ⅰ
スポーツバイオメカニクス演習I

1
武道学演習Ⅰ
スポーツ産業学演習Ⅰ
体力学特講

武道学演習Ⅰ
スポーツ産業学演習Ⅰ
基礎ヘルスフィットネス演習

バスケットボールコーチング論演習Ⅰ
テニスコーチング総合演習

2

武道学
スポーツ経営学
スポーツカウンセリング論
スポーツ生理学特講
応用解剖学演習Ⅰ
バスケットボールコーチング論演習Ⅰ
ラグビーコーチング総合演習
舞踊上演マネジメント論
Advanced Coach Education

武道文化論
応用解剖学演習Ⅰ
女性スポーツ医学論特講
バスケットボールコーチング論演習Ⅰ

スポーツ産業学演習Ⅰ
応用解剖学演習Ⅰ
バスケットボールコーチング論演習Ⅰ
テニスコーチング総合演習

3

スポーツ政策学
環境保健学演習Ⅰ
体育科教育学演習Ⅰ
弓道コーチング論演習Ⅰ

環境保健学演習Ⅰ
体育科教育学演習Ⅰ
弓道コーチング論演習Ⅰ

スポーツ産業学演習Ⅰ
環境保健学演習Ⅰ
体育科教育学演習Ⅰ
弓道コーチング論演習Ⅰ

4 弓道コーチング論演習Ⅰ

９．時間割
学期 春 秋

月

火

水



曜日 時間 春AB　（10週） 春C（5週） 秋AB　（10週） 秋C　（5週）

1

健康スポーツ科学のための英語上級
トレーニング学
スポーツ医学基礎論特講Ⅱ
体育測定評価学特講(発育発達学を含む)

トレーニング学
Sport,Culture and Society

柔道コーチング論演習Ⅰ

2
スポーツ運動学
体操コーチング論演習Ⅰ
柔道コーチング論演習Ⅰ

柔道コーチング論演習Ⅰ
スポーツ法学演習
柔道コーチング論演習Ⅰ
Sport and Policy

3

スポーツ法学演習
野外教育プログラム論
スポーツ運動学演習Ⅰ
陸上競技コーチング論演習Ⅰ
体操競技コーチング論演習Ⅰ
サッカーコーチング論演習Ⅰ
バスケットボールコーチング総合演習
高度スポーツ指導者の英語会話

陸上競技コーチング論演習Ⅰ
体操コーチング論演習I
体操競技コーチング論演習Ⅰ
サッカーコーチング論演習Ⅰ
水泳競技コーチング総合演習
バレーボールコーチング総合演習
高度スポーツ指導者の英語会話

スポーツ法学演習
スポーツ運動学演習Ⅰ
体操コーチング論演習I
体操競技コーチング論演習Ⅰ
ハンドボールコーチング論演習Ⅰ
サッカーコーチング論演習Ⅰ
高度スポーツ指導者の英語会話

4

スポーツ産業学
アダプテッド体育・スポーツ学演習Ⅰ
ハンドボールコーチング論演習Ⅰ
柔道コーチング総合演習
舞踊表現技術実習

スポーツビジネス論
ハンドボールコーチング論演習Ⅰ
舞踊表現技術実習

スポーツ運動学演習Ⅰ
体操コーチング論演習I
体操競技コーチング論演習Ⅰ
ハンドボールコーチング論演習Ⅰ
サッカーコーチング論演習Ⅰ

5
内科系スポーツ医学演習Ⅰ
野外運動論演習Ⅰ

学校体育経営論
内科系スポーツ医学演習Ⅰ
野外運動論演習Ⅰ

内科系スポーツ医学演習Ⅰ
野外運動論演習Ⅰ

6
内科系スポーツ医学演習Ⅰ
スポーツバイオメカニクス演習I

1
外科系スポーツ医学演習Ⅰ

外科系スポーツ医学演習Ⅰ
外科系スポーツ医学演習Ⅰ
柔道コーチング論実習「形」

2
スポーツ用具と動きのしくみ
柔道コーチング論実習「形」
Diffusion of Japanese Culture

体育・スポーツ学分野研究方法論
フェアプレイ論
外科系スポーツ医学演習Ⅰ
柔道コーチング論実習「形」

3

体育・スポーツ経営学演習Ⅰ
バレーボールコーチング論演習Ⅰ
剣道コーチング論演習Ⅰ

体育・スポーツ経営学演習Ⅰ
保健社会学
スポーツ生化学特講
体操競技コーチング総合演習
バレーボールコーチング論演習Ⅰ

フェアプレイ論
バレーボールコーチング論演習Ⅰ
剣道コーチング論演習Ⅰ

4

体育・スポーツ経営学演習Ⅰ
スポーツ生理学実験
体操コーチング総合演習
ハンドボールコーチング総合演習
サッカーコーチング総合演習

アダプテッド体育・スポーツ学演習Ⅰ
スポーツ生理学実験
スポーツ生化学実験
剣道コーチング総合演習
舞踊指導総合演習

アダプテッド体育・スポーツ学演習Ⅰ
バレーボールコーチング論演習Ⅰ
剣道コーチング論演習Ⅰ
陸上競技コーチング論演習Ⅰ

5
スポーツ生理学実験
陸上競技コーチング総合演習

スポーツ生理学実験
スポーツ生化学実験

陸上競技コーチング論演習Ⅰ

6 運動生化学演習Ⅰ 運動生化学演習Ⅰ 運動生化学演習Ⅰ

木

金

学期 春 秋



集中・随時・応談科目等

体育・スポーツ経営学演習Ⅱ

スポーツ文化・経営政策コース共通実習 スポーツ政策学演習Ⅱ

体育・スポーツ哲学演習Ⅰ スポーツ産業学演習Ⅱ

体育・スポーツ哲学演習Ⅱ

保健教材論I 学校健康教育論

保健教材論Ⅱ アダプテッド体育・スポーツ指導理論実習

スポーツ心理学

スポーツ内科学特講

アスレティックトレーナー演習

ナショナルリーディングコーチ養成プログラム
競技マネジメント論

スポーツイベント論特講

スポーツマネジメント論特講

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ特別ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ春 高度競技マネジメント論特講

JSC Seminar(JSCセミナー)

JSC Project(JSCプロジェクト)

On the Job Practice (Domestic)

Anti-Doping(アンチ・ドーピング）

Management and Organization(経営マネジメント論) 研究倫理

Project Management(プロジェクトマネジメント論) 英語発表

科学英語論文ライティング－プラクティス

コーチング特別課題研究II（展開とまとめ）

体操競技コーチング論演習Ⅱ

陸上競技コーチング論演習Ⅱ

水泳競技コーチング論演習Ⅱ

バレーボールコーチング論演習Ⅱ

バスケットボールコーチング論演習Ⅱ

競技マネジメント論

剣道コーチング論演習Ⅰ

コーチング論・トレーニング学演習Ⅱ

スポーツ運動学演習Ⅱ

体操コーチング論演習Ⅱ

舞踊論演習Ⅱ

剣道コーチング論演習Ⅱ

弓道コーチング論演習Ⅱ

外科系スポーツ医学演習Ⅱ

スポーツ医学基礎論実習Ⅱ

アスレティックコンディショニング論演習

研究基礎科目

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ特別ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ秋

日本文化論

高度スポーツ指導者の英語会話

高度スポーツ指導者の実践英語演習

内科系スポーツ医学演習Ⅱ

スポーツ社会学演習Ⅰ

体育史・スポーツ人類学演習Ⅱ

スポーツ社会学演習Ⅱ

武道学演習Ⅱ

スポーツ文化・経営政策コースインターンシップ春

スポーツ文化・経営政策コースインターンシップ秋

運動生化学演習Ⅱ

環境保健学演習Ⅱ

環境保健学演習Ⅰ

野外運動論演習Ⅰ

体力学実習

健康増進学実習

健康増進学演習Ⅰ

スポーツイベント文化論

体育授業観察分析法Ⅰ

体育授業観察分析法Ⅱ

体育科教育学演習Ⅰ

体育授業観察分析演習

アダプテッド体育・スポーツ学演習Ⅰ

体育心理学演習Ⅰ

健康教育学演習Ⅰ

スポーツ文化・経営政策コース

健康・スポーツ教育コース

ヘルスフィットネスコース

アスレティックコンディショニングコース

テーピング・マッサージ実習

応用解剖学演習Ⅰ

身体文化論

スポーツメディア論

体育史・スポーツ文化人類学演習Ⅰ

武道学演習Ⅰ

体育・スポーツ哲学

機能解剖学実験

アスレティックトレーナー特講

運動栄養学演習Ⅱ

体力学演習Ⅱ

健康増進学演習Ⅱ

体育測定評価学演習Ⅱ

スポーツ栄養学実験実習

ヘルスフィットネスコースインターンシップ春

ヘルスフィットネスコースインターンシップ秋

体育測定評価学実習(発育発達学を含む)

アスレティックトレーナー特講

テーピング・マッサージ実習

体育測定評価学演習Ⅰ

運動生化学演習Ⅰ

体力学演習Ⅰ

運動生理学演習Ⅱ

アスレティックリハビリテーション論実習

スポーツバイオメカニクス演習Ⅱ

応用解剖学演習Ⅱ

アスレティックコンディショニングコースインターンシップ春

アスレティックコンディショニングコースインターンシップ秋

コーチングコースインターンシップ 春

コーチングコースインターンシップ 秋

International Sport Policy Studies(国際スポーツ政策研究)

健康・スポーツ科学の統計学

つくばサマーインスティトゥート

研究ワークショップII

野外教育実習（キャンプ）

ハンドボールコーチング論演習Ⅱ

ラケットバットスポーツコーチング論演習Ⅱ

サッカーコーチング論演習Ⅱ

ラグビーコーチング論演習Ⅱ

柔道コーチング論演習Ⅱ

アスレティックコンディショニング論実習

アスレティックリハビリテーション論演習

野外運動論実習

野外運動論演習Ⅱ

健康・スポーツ教育コースインターンシップ春

健康・スポーツ教育コースインターンシップ秋

体育心理学実習

体育科教育学演習Ⅱ

アダプテッド体育・スポーツ学演習Ⅱ

体育心理学演習Ⅱ

健康教育学演習Ⅱ

スポーツバイオメカニクス実験

スポーツ医学基礎論実習Ⅰ

コーチングコース



１０．開設科目一覧

領域科目　（体育・スポーツ学分野）

科目番号 所属研究領域科目（６～８単位）必修 (a) 単位
数

標準
履修
年次

実施学期 曜時限 教室 担当教員 備考

01EH151 体育・スポーツ哲学演習I 3.0 1 通年 随時 深澤 浩洋

01EH152 体育・スポーツ哲学演習II 3.0 2 通年 随時 深澤 浩洋

01EH105 体育史・スポーツ人類学演習I 3.0 1
春C

春AB秋AB
集中
火5

真田 久,山口 拓,李 燦
雨

01EH154 体育史・スポーツ人類学演習II 3.0 2 通年 随時
真田 久,山口 拓,李 燦
雨

01EH111 スポーツ社会学演習I 3.0 1 通年 随時 清水 諭

01EH156 スポーツ社会学演習II 3.0 2 通年 随時 清水 諭

01EH159 武道学演習I 3.0 1
春AB秋AB

秋C
水1
集中

5C411
酒井 利信

01EH160 武道学演習II 3.0 2 通年 随時 酒井 利信

01EH161 体育・スポーツ経営学演習I 3.0 1
春AB
秋AB

金3,4
金3

5C403 柳沢 和雄,清水 紀宏

01EH162 体育・スポーツ経営学演習II 3.0 2 通年 随時 柳沢 和雄,清水 紀宏

01EH163 スポーツ政策学演習I 3.0 1
春AB
秋AB

火5,6
火5

5C412 齋藤 健司,成瀨 和弥

01EH164 スポーツ政策学演習II 3.0 2 通年 随時 齋藤 健司,成瀨 和弥

01EH126 スポーツ法学演習 2.0 1
春AB
秋C

木3
木2,3

5C615 齋藤 健司

01EH128 スポーツ産業学演習I 3.0 1
春AB秋AB

秋C
水1

水2,3
5C412 仲澤 眞,嵯峨 寿

01EH167 スポーツ産業学演習II 3.0 2 通年 随時 仲澤 眞,嵯峨 寿

01EH168 体育科教育学演習I 3.0 1
春AB秋ABC

秋C
水3
集中

5C212
長谷川 悦示 01B9072と同一。

01EH169 体育科教育学演習II 3.0 2 通年 随時 長谷川 悦示

01EH170 体育授業観察分析演習 2.0 1 春AB 随時 5C212 長谷川 悦示

受講者は、第1回オリ
エンテーション(4月16
日(月)17時~,5C212)に
出席すること。
01B9083と同一。

01EH135 アダプテッド体育・スポーツ学演習I 3.0 1
春AB
秋C

秋ABC

木4
集中
金4

5C412

5C412
齊藤 まゆみ,澤江 幸則

01EH172 アダプテッド体育・スポーツ学演習II 3.0 2 通年 随時 齊藤 まゆみ,澤江 幸則

01EH137 体育心理学演習I 3.0 1
秋C

春AB秋ABC
集中
火4

坂入 洋右,國部 雅大
教室:5C311(心理実験
実習室1)

01EH174 体育心理学演習II 3.0 2 通年 随時 坂入 洋右,國部 雅大

01EH175 体育心理学実習 2.0 1
春AB秋AB

通年
火5
集中

坂入 洋右,國部 雅大
教室:5C311(心理実験
実習室1)

01EH144 体育・スポーツ学特別演習 3.0 2 通年 随時 坂入 洋右
社会人に限る
14条特例対応科目

01EH145 体育・スポーツ学特別演習II 3.0 2 春AB 随時 坂入 洋右
年度途中修了予定者の
み履修可

(a)　H25、26年度入学者は演習Iおよび演習IIの合計６単位、H27年度以降入学者は所属する研究領域科目全てを必修とする。

(b)　14条特例の対象学生は社会人特別選抜による学生とし、体育・スポーツ学分野に所属する対象学生は、演習IIを履修する代わりに体育・ス
ポーツ学特別演習を履修することができる。ただし、所属研究領域の演習IIとの重複履修を避けること。



領域科目　（健康体力学分野）

科目番号 所属研究領域科目（６～８単位）必修 (a) 単位
数

標準
履修
年次

実施学期 曜時限 教室 担当教員 備考

01EH201 健康教育学演習I 3.0 1 春AB秋ABC 応談
野津 有司,武田 文,片
岡 千恵

01EH257 健康教育学演習II 3.0 2 通年 随時
野津 有司,武田 文,片
岡 千恵

01EH205 環境保健学演習I 3.0 1
秋C

春AB秋ABC
集中
水3 5C618

本田 靖

01EH259 環境保健学演習II 3.0 2 通年 随時 本田 靖

01EH207 運動生理学演習I 3.0 1
春AB
秋AB

火2
火1,2

5C502 西保 岳,武政 徹

01EH261 運動生理学演習II 3.0 2 通年 随時 西保 岳,武政 徹

01EH212 運動生化学演習I 3.0 1
秋C

春AB秋ABC
集中
金6 5C412

征矢 英昭,大森 肇

01EH263 運動生化学演習II 3.0 2 通年 随時 征矢 英昭,大森 肇

01EH216 運動栄養学演習I 3.0 1
春AB秋AB

秋C
月4

月1,2
徳山 薫平,麻見 直美

教室:5C117(多目的実
験・実習室1 運動栄養
学)

01EH265 運動栄養学演習II 3.0 2 通年 随時 徳山 薫平,麻見 直美

01EH266 体力学演習I 3.0 1 通年 随時
鍋倉 賢治,木塚 朝博,
榎本 靖士,小野 誠司

01EH267 体力学演習II 3.0 2 通年 随時
木塚 朝博,鍋倉 賢治,
榎本 靖士,小野 誠司

01EH223 健康増進学演習I 3.0 1
秋C

春AB秋ABC
集中
火6 5C502

大藏 倫博

01EH269 健康増進学演習II 3.0 2 通年 随時 大藏 倫博

01EH270 体育測定評価学演習I 3.0 1 通年 随時 西嶋 尚彦

01EH271 体育測定評価学演習II 3.0 2 通年 随時 西嶋 尚彦

01EH227 内科系スポーツ医学演習I 3.0 1
春AB秋AB

秋C
木5

木5,6
前田 清司,渡部 厚一 教室:総合研究棟D115

01EH273 内科系スポーツ医学演習II 3.0 2 通年 随時 前田 清司,渡部 厚一

01EH230 スポーツ医学基礎論特講I 2.0 1・2 春AB秋AB 月4 5C404
前田 清司,竹越 一博,
渡部 厚一

01EH275 外科系スポーツ医学演習I 3.0 1
春AB秋AB

秋C
金1

金1,2

白木 仁,宮川 俊平,向
井 直樹,竹村 雅裕,福
田 崇

教室:総合研究棟D116

01EH276 外科系スポーツ医学演習II 3.0 2 通年 随時
白木 仁,宮川 俊平,向
井 直樹,竹村 雅裕,福
田 崇

01EH239 スポーツ医学基礎論特講II 1.0 1・2 春AB 木1 5C404
宮川 俊平,向井 直樹,
金森 章浩

AT必修科目

01EH242 スポーツバイオメカニクス演習I 3.0 1
春AB秋AB

秋C
火6

火・木6
藤井 範久,小池 関也

教室:SPEC(体育総合実
験棟)

01EH278 スポーツバイオメカニクス演習II 3.0 2 通年 随時 藤井 範久,小池 関也

01EH279 スポーツバイオメカニクス実験 2.0 1・2
秋ABC

夏季休業中
随時
集中

藤井 範久,小池 関也

使用機材の関係で,人数
を制限することがある.
履修登録する前に,担当
教員から受講許可をも
らうこと.

01EH243 応用解剖学演習I 3.0 1
秋C

春AB秋ABC
集中
水2

足立 和隆
教室:5C119(多目的実
験・実習室2 解剖)

01EH281 応用解剖学演習II 3.0 2 通年 随時 足立 和隆

01EH252 健康体力学特別演習 3.0 2 通年 随時 武田 文
社会人に限る
14条特例対応科目

01EH283 健康体力学特別演習II 3.0 2 春AB 随時 武田 文
年度途中修了予定者の
み履修可

(a)　H25、26年度入学者は演習Iおよび演習IIの合計６単位、H27年度以降入学者は所属する研究領域科目全てを必修とする。

(b)　14条特例の対象学生は社会人特別選抜による学生とし、健康体力学分野に所属する対象学生は、演習IIを履修する代わりに健康体力学特別
演習を履修することができる。ただし、所属研究領域の演習IIとの重複履修を避けること。



領域科目　（コーチング学分野）

科目番号 所属研究領域科目（６～８単位）必修 (a) 単位
標準
履修
年次

学　期 曜時限 教　室 担当教員 備　考

01EH302 コーチング論・トレーニング学演習I 3.0 1
春AB秋AB

秋C
月4

月3,4
5C504

松元 剛,河合 季信,谷
川 聡,木内 敦詞

教室:体育学系棟A413

01EH292 コーチング論・トレーニング学演習II 3.0 2 通年 随時
松元 剛,河合 季信,谷
川 聡

01EH306 スポーツ運動学演習I 3.0 1
春AB
秋AB
秋C

木3
火3

木3,4
5C602 佐野 淳,中村 剛

01EH294 スポーツ運動学演習II 3.0 2 通年 随時 佐野 淳,中村 剛

01EH309 体操コーチング論演習I 3.0 1
春AB
秋AB
秋C

木2
木3

木3,4
体操場
体操場

長谷川 聖修,本谷 聡 教室:A423

01EH296 体操コーチング論演習II 3.0 2 通年 随時 長谷川 聖修,本谷 聡

01EH315 体操競技コーチング論演習I 3.0 1
春AB秋AB

秋C
木3

木3,4
5C512 渡辺 良夫,齋藤 卓

01EH367 体操競技コーチング論演習II 3.0 2 通年 随時 渡辺 良夫,齋藤 卓
体操競技のコーチング
わざの伝承 など

01EH318 陸上競技コーチング論演習I 3.0 1
春AB秋AB

秋C
木3

金4,5
5C515

大山 卞 圭悟,木越 清
信

01EH369 陸上競技コーチング論演習II 3.0 2 通年 随時
大山 卞 圭悟,木越 清
信

01EH321 水泳競技コーチング論演習I 3.0 1
春AB秋AB

秋C
月4

月3,4
5C402

椿本 昇三,仙石 泰雄

01EH372 水泳競技コーチング論演習II 3.0 2 通年 随時
椿本 昇三,本間 三和
子,高木 英樹,仙石 泰
雄

01EH324 バレーボールコーチング論演習I 3.0 1
春AB秋AB

秋C
金3

金3,4
5C502 中西 康己,秋山 央

01EH374 バレーボールコーチング論演習II 3.0 2 通年 随時 中西 康己,秋山 央

01EH327 バスケットボールコーチング論演習I 3.0 1
春AB秋AB

秋C
水2

水1,2
5C503 内山 治樹,吉田 健司

01EH376 バスケットボールコーチング論演習II 3.0 2 通年 応談 内山 治樹

01EH330 ハンドボールコーチング論演習I 3.0 1
春AB秋AB

秋C
木4

木3,4
5C502

會田 宏,藤本 元,山田
永子

01EH378 ハンドボールコーチング論演習II 3.0 2 通年 随時
會田 宏,藤本 元,山田
永子

01EH333 サッカーコーチング論演習I 3.0 1
春AB秋AB

秋C
木3

木3,4
5C513 淺井 武,中山 雅雄

01EH380 サッカーコーチング論演習II 3.0 2 通年 随時 淺井 武,中山 雅雄

01EH336 ラグビーコーチング論演習I 3.0 1
春AB秋AB

秋C
火2

火3,4
中川 昭,古川 拓生,嶋
崎 達也

教室:体育学系棟B202

01EH382 ラグビーコーチング論演習II 3.0 2 通年 随時 中川 昭,古川 拓生

01EH383 ラケットバットスポーツコーチング論演習I 3.0 1
春AB秋AB

秋C
火3

火3,4
5C603

山田 幸雄,川村 卓,吹
田 真士,奈良 隆章,三
橋 大輔

01EH384 ラケットバットスポーツコーチング論演習II 3.0 2 通年 随時
山田 幸雄,川村 卓,吹
田 真士,奈良 隆章

01EH346 柔道コーチング論演習I 3.0 1
春AB秋AB

秋C
木2

木1,2
5C402 岡田 弘隆,増地 克之

01EH386 柔道コーチング論演習II 3.0 2 通年 随時 岡田 弘隆,増地 克之

01EH370 柔道コーチング論実習「形」 1.0 1・2
春AB
秋C

金2
金1,2

柔道場 増地 克之

01EH349 剣道コーチング論演習I 3.0 1
春AB
秋AB
秋C

金3
随時
金3,4

5C503
香田 郡秀,鍋山 隆弘,
有田 祐二

01EH388 剣道コーチング論演習II 3.0 2 通年 随時
香田 郡秀,鍋山 隆弘,
有田 祐二

01EH352 弓道コーチング論演習I 3.0 1
春AB秋AB

秋C
水3

水3,4
弓道場 松尾 牧則

01EH390 弓道コーチング論演習II 3.0 2 通年 随時 松尾 牧則

(a)　H25、26年度入学者は演習Iおよび演習IIの合計６単位、H27年度以降入学者は所属する研究領域科目全てを必修とする。



領域科目　（コーチング学分野）

科目番号 所属研究領域科目（６～８単位）必修 (a) 単位
標準
履修
年次

学　期 曜時限 教　室 担当教員 備　考

01EH354 野外運動論演習I 3.0 1
秋C

春AB秋ABC
集中
木5 5C502

井村 仁,坂本 昭裕,渡
邉 仁

01EH392 野外運動論演習II 3.0 2 通年 随時
井村 仁,坂本 昭裕,渡
邉 仁

01EH393 野外運動論実習 2.0 1
春AB
通年

月6
集中

5C502 井村 仁,坂本 昭裕,渡
邉 仁

01EH361 舞踊論演習I 3.0 1
春AB秋AB

秋C
火4

火3,4
平山 素子,寺山 由美

教室:体育学系棟
A415(舞踊作業室)

01EH395 舞踊論演習II 3.0 2 通年 随時 寺山 由美,平山 素子

01EH396 舞踊表現技術実習 1.0 1 春AB秋AB 木4 ダンス場 平山 素子

01EH364 コーチング学特別演習 3.0 2 通年 随時 香田 郡秀
社会人に限る
14条特例対応科目

01EH365 コーチング学特別演習II 3.0 2 春AB 随時 香田 郡秀
年度途中修了予定者の
み履修可

(a)　H25、26年度入学者は演習Iおよび演習IIの合計６単位、H27年度以降入学者は所属する研究領域科目全てを必修とする。
(ｂ)　14条特例の対象学生は社会人特別選抜による学生とし、コーチング学分野に所属する対象学生は、演習IIを履修する代わりに
コーチング学特別演習を履修することができる。ただし、所属研究領域の演習IIとの重複履修を避けること。



科目番号 Ⅰ. 基礎科目群（5単位以上） 単位
標準
履修
年次

学　期 曜時限 教　室 担当教員 備　考

01EH411 体育・スポーツ哲学 1.0 1 秋B 集中 深澤 浩洋, (        )

01EH412 スポーツ史学 1.0 1 秋AB 火2 5C404 李 燦雨

01EH413 武道学 1.0 1・2 春AB 水2 5C412 大石 純子

01EH434 スポーツ社会学 1.0 1・2 春AB 月4 5C403 清水 諭 01B9476と同一。

01EH119 スポーツ経営学 1.0 1 春AB 水2 5C413 柳沢 和雄,清水 紀宏

01EH415 スポーツ産業学 1.0 1・2 春AB 木4 5C413
仲澤 眞,嵯峨 寿,髙橋
義雄

01EH438 スポーツ政策学 1.0 1 春AB 水3 5C616
齋藤 健司,成瀨 和弥,
菊 幸一

科目番号 Ⅱ. 応用科目群（7単位以上） 単位
標準
履修
年次

学　期 曜時限 教　室 担当教員 備　考

01EH401 フェアプレイ論 1.0 1・2 秋C 金2,3 5C317 深澤 浩洋

01EH417 身体文化論 1.0 1・2 春C 集中 5C307
清水 諭,深澤 浩洋,李
燦雨

01EH404 オリンピック論 1.0 2 春AB 火1 5C316 真田 久

01EH405 武道文化論 1.0 1・2 秋AB 水2 5C513 酒井 利信
01B9481, 01DR347と同
一。

01EH403 スポーツイベント文化論 1.0 1・2
01DR349と同一。
2018年度開講せず。

01EH433 スポーツマーケティング論 1.0 1・2 秋AB 火3 5C316 柳沢 和雄

01EH432 地域スポーツ経営論 1.0 1・2
西暦奇数年度開講。
2018年度開講せず。

01EH421 スポーツ法学 1.0 1 秋AB 月6 5C412 齋藤 健司

01EH422 スポーツ行政学 1.0 1 春AB 月6 5C412 成瀨 和弥 01B9462と同一。

01EH439 スポーツリスクマネジメント論 1.0 1 秋AB 火4 5C508 齋藤 健司 01B9471と同一。

01EH423 スポーツビジネス論 1.0 1・2 秋AB 木4 5C308
仲澤 眞,嵯峨 寿,髙橋
義雄

01EH424 スポーツを通じた開発論 1.0 1 春AB 火3 5C413 山口 拓

01EH425 スポーツメディア論 1.0 1・2 秋C 集中 清水 諭, (        )

01EH426 スポーツ文化・経営政策コース共通実習 1.0 1・2 通年 随時
深澤 浩洋,真田 久,柳
沢 和雄,齋藤 健司,仲
澤 眞

担当教員の元へ赴き、
説明を受けること。ス
ポーツ文化・経営政策
コース必修

01EH427
スポーツ文化・経営政策コース
インターンシップ春

1.0 1・2
春C夏季休

業中
随時

インターンシップ担当
教員

同一コースの履修は、
春または秋のどちらか1
つとする。

01EH428
スポーツ文化・経営政策コース
インターンシップ秋

1.0 1
秋C春季休

業中
随時

インターンシップ担当
教員

同一コースの履修は、
春または秋のどちらか1
つとする。

コース科目
<スポーツ文化・経営政策コース>



科目番号 Ⅰ. 基礎科目群（4単位以上） 単位
標準
履修
年次

学　期 曜時限 教　室 担当教員 備　考

01EH471 体育科学習指導論 1.0 1 秋AB 月2 5C212 長谷川 悦示

専修免許の一括申請に
必要となる科目。
01B9062と同一。
専修免許の一括申請に
必要となる科目です。春
学期に受講希望者を対
象にガイダンスを行うの
で、必ず出席するように
してください。

01EH472 学校健康教育論 1.0 1 春C 集中 野津 有司

01EH473 アダプテッド・スポーツ教育論 1.0 1 秋AB 月4 5C508 齊藤 まゆみ,澤江 幸則
01B9127と同一。

01EH465 スポーツカウンセリング論 1.0 1 春AB 水2 5C317 坂入 洋右 AT必修科目

01EH631 野外教育基礎理論 1.0 1 秋AB 火3 5C317 井村 仁

科目番号 Ⅱ. 応用科目群（7単位以上） 単位
標準
履修
年次

学　期 曜時限 教　室 担当教員 備　考

01EH431 学校体育経営論 1.0 1 秋AB 木5 5C504 清水 紀宏 01B9121と同一。

01EH664 舞踊授業指導論 1.0 1 秋AB 火2 寺山 由美

教室:体育学系棟
A415(舞踊作業室)
西暦偶数年度開講。
01B9171と同一。

01EH477 武道授業指導論 1.0 1 春AB 月1
香田 郡秀,有田 祐二,
鍋山 隆弘,岡田 弘隆,
増地 克之

教室:武道館 柔道場、
剣道場
01B9362と同一。

01EH478 スポーツ心理学 1.0 1 夏季休業中 集中 5C416 坂入 洋右,中込 四郎
AT必修科目
01B9482と同一。

01EH142 運動学習心理学 1.0 1 秋AB 月4 5C406 國部 雅大 AT必修科目

01EH480 保健教材論I 1.0 1
西暦奇数年度開講。
01B9147と同一。

01EH481 保健教材論II 1.0 1 秋C 集中 野津 有司,片岡 千恵
西暦偶数年度開講。
01B9148と同一。

01EH204 保健社会学 1.0 1 秋AB 金3 武田 文 教室:総合研究棟D117

01EH206 環境保健学 1.0 1 春AB 月4 5C502 本田 靖
01EQ405と同一。
英語で授業。

01EH484 野外教育プログラム論 1.0 1 春AB 木3 5C618 渡邉 仁

01EH636 野外教育実習(キャンプ) 1.5 1 夏季休業中 集中
井村 仁,坂本 昭裕,渡
邉 仁

01EH486 野外教育指導論 1.0 1 春AB 火5 5C618 坂本 昭裕

01EH487 体育授業観察分析法I 1.0 1 秋AB 随時 長谷川 悦示 01B9107と同一。

01EH488 体育授業観察分析法II 1.0 1 秋AB 集中 齊藤 まゆみ,澤江 幸則

アダプテッド体育に関す
る教材作成、つくりん
ぴっく12月第2日曜)
01B9108と同一。

01EH489 体力学特講 1.0 1・2 春AB 水1 5C216
木塚 朝博,鍋倉 賢治,
榎本 靖士,小野 誠司

AT必修科目
01B9422と同一。

01EH490
健康・スポーツ教育コースインターンシップ
春

1.0 1・2
春C夏季休

業中
随時

インターンシップ担当
教員

同一コースの履修は、
春または秋のどちらか1
つとする。

01EH491
健康・スポーツ教育コースインターンシップ
秋

1.0 1
秋C春季休

業中
随時

インターンシップ担当
教員

同一コースの履修は、
春または秋のどちらか1
つとする。

科目番号 Ⅲ. 関連科目群（1単位以上） 単位
標準
履修
年次

学　期 曜時限 教　室 担当教員 備　考

01EH623 スポーツ運動学 1.0 1 春AB 木2 5C508 佐野 淳 AT必修科目

01EH621 トレーニング学 2.0 1 春AB秋AB 木1 5C407 谷川 聡 AT必修科目

01EH604 コーチングのバイオメカニクス 1.0 1・2 秋AB 火4 5C513 藤井 範久
西暦偶数年度開講。
01B9376と同一。

01EH438 スポーツ政策学 1.0 1 春AB 水3 5C616
齋藤 健司,成瀨 和弥,
菊 幸一

01EH439 スポーツリスクマネジメント論 1.0 1 秋AB 火4 5C508 齋藤 健司 01B9471と同一。

01EH404 オリンピック論 1.0 2 春AB 火1 5C316 真田 久

01EH422 スポーツ行政学 1.0 1 春AB 月6 5C412 成瀨 和弥 01B9462と同一。

01EH551 体育測定評価学特講(発育発達学を含む) 1.0 1・2 春AB 木1 5C317 西嶋 尚彦 01B9447と同一。

コース科目

<健康・スポーツ教育コース>



科目番号 Ⅰ. 基礎科目群（5単位以上） 単位
標準
履修
年次

学　期 曜時限 教　室 担当教員 備　考

01EH531 スポーツ生理学特講 1.0 1 春AB 水2 5C307
西保 岳,武政 徹,藤井
直人

AT必修科目

01EH532 スポーツ生化学特講 1.0 1 秋AB 金3 5C308 征矢 英昭,大森 肇 AT必修科目

01EH533 スポーツ栄養学特講 1.0 1・2 秋AB 月2 5C508 徳山 薫平,麻見 直美 AT必修科目

01EH489 体力学特講 1.0 1・2 春AB 水1 5C216
木塚 朝博,鍋倉 賢治,
榎本 靖士,小野 誠司

AT必修科目
01B9422と同一。

01EH550 健康増進学特講 1.0 1・2 春AB 月2 5C302 大藏 倫博 01B9437と同一。

01EH551 体育測定評価学特講(発育発達学を含む) 1.0 1・2 春AB 木1 5C317 西嶋 尚彦 01B9447と同一。

01EH552 ヘルスフィットネス橋渡し研究概論 1.0 1 秋AB 月1 5C406

征矢 英昭,大森 肇,武
政 徹,徳山 薫平,鍋倉
賢治,西嶋 尚彦,西保
岳,榎本 靖士,大藏 倫
博,麻見 直美,木塚 朝
博,小野 誠司

科目番号 Ⅱ. 応用科目群（3単位以上） 単位
標準
履修
年次

学　期 曜時限 教　室 担当教員 備　考

01EH553 スポーツ生理学実験 2.0 1・2 春AB秋AB 金4,5 5C402 西保 岳,武政 徹
スポーツ生理学特講の
受講者に限る

01EH554 スポーツ生化学実験 2.0 1・2 秋AB 金4,5 5C411 征矢 英昭,大森 肇
スポーツ生化学特講の
受講者に限る

01EH218 スポーツ栄養学実験実習 2.0 1・2 秋ABC 集中 徳山 薫平,麻見 直美

教室:5C117(多目的実
験・実習室1 運動栄養
学)
スポーツ栄養学特講受
講者に限る

01EH556 体力学実習 2.0 1・2 春ABC秋AB 随時
鍋倉 賢治,木塚 朝博,
榎本 靖士,小野 誠司

体力学領域の所属学生
に限る。教室:5C127

01EH557 健康増進学実習 2.0 1・2 春ABC秋AB 随時 大藏 倫博,前田 清司
原則として、健康増進学
領域の所属学生に限る

01EH558 体育測定評価学実習(発育発達学を含む) 2.0 1・2 通年 随時 西嶋 尚彦
体育測定評価学特講受
講者に限る

01EH559 基礎ヘルスフィットネス演習 1.0 1・2 秋AB 水1 5C301

大森 肇,征矢 英昭,武
政 徹,田中 喜代次,徳
山 薫平,鍋倉 賢治,西
嶋 尚彦,西保 岳,榎本
靖士,大藏 倫博,麻見
直美,木塚 朝博

01EH545 ﾍﾙｽﾌｨｯﾄﾈｽｺｰｽｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ春 1.0 1・2
春C夏季休

業中
随時

インターンシップ担当
教員

同一コースの履修は、
春または秋のどちらか1
つとする。

01EH560 ﾍﾙｽﾌｨｯﾄﾈｽｺｰｽｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌ秋 1.0 1
秋C春季休

業中
随時

インターンシップ担当
教員

同一コースの履修は、
春または秋のどちらか1
つとする。

科目番号 Ⅲ. 関連科目群（4単位以上） 単位
標準
履修
年次

学　期 曜時限 教　室 担当教員 備　考

01EH561 運動器のしくみと働き(基礎編) 1.0 1・2 春AB 火3 5C407 足立 和隆 AT必修科目

01EH576 スポーツバイオメカニクス特講 1.0 1・2
AT必修科目
西暦奇数年度開講。

01EH577 スポーツ用具と動きのしくみ 1.0 1・2 春AB 金2 5C406 小池 関也

01EH237 アスレティックコンディショニング論特講 2.0 1 秋AB 月5,6 5C301

宮川 俊平,白木 仁,向
井 直樹,竹村 雅裕,福
田 崇,渡部 厚一,金森
章浩

AT必修科目

01EH238 アスレティックリハビリテーション論特講 2.0 1 春AB 月5,6 5C308
宮川 俊平,白木 仁,向
井 直樹,竹村 雅裕,福
田 崇,金森 章浩

AT必修科目

01EH563 アスレティックトレーナー特講 1.0 1・2 秋B 集中
白木 仁,竹村 雅裕,福
田 崇

AT必修科目

01EH566 テーピング・マッサージ実習 1.5 1・2 秋AB 集中
白木 仁,竹村 雅裕,福
田 崇

AT必修科目

01EH621 トレーニング学 2.0 1 春AB秋AB 木1 5C407 谷川 聡 AT必修科目

01EH465 スポーツカウンセリング論 1.0 1 春AB 水2 5C317 坂入 洋右 AT必修科目

01EH439 スポーツリスクマネジメント論 1.0 1 秋AB 火4 5C508 齋藤 健司 01B9471と同一。

01EH433 スポーツマーケティング論 1.0 1・2 秋AB 火3 5C316 柳沢 和雄

コース科目

<ヘルスフィットネスコース>

選
択
必
修
（
２
単
位
）

選
択
必
修
（
１
単
位
）



<アスレティックコンディショニングコース>

科目番号 Ⅰ. 基礎科目群（3単位以上） 単位
標準
履修
年次

学　期 曜時限 教　室 担当教員 備　考

01EH567 スポーツ医学基礎論実習I 1.5 1・2 通年 応談 前田 清司,渡部 厚一

01EH568 スポーツ医学基礎論実習II 1.5 1・2 通年 随時
宮川 俊平,白木 仁,向
井 直樹,竹村 雅裕

AT必修科目

01EH561 運動器のしくみと働き(基礎編) 1.0 1・2 春AB 火3 5C407 足立 和隆 AT必修科目

01EH562 運動器のしくみと働き(応用編) 1.0 1・2 秋AB 火3 5C508 足立 和隆 AT必修科目

01EH251 機能解剖学実験 1.0 1・2 春C 集中 足立 和隆
AT必修科目 教
室:5C119

01EH533 スポーツ栄養学特講 1.0 1・2 秋AB 月2 5C508 徳山 薫平,麻見 直美 AT必修科目

01EH240 女性スポーツ医学論特講 1.0 1 秋AB 水2 5C317 向井 直樹,渡部 厚一 AT必修科目

01EH573 スポーツ内科学特講 2.0 1・2 秋C 集中
渡部 厚一,宮川 俊平,
向井 直樹

AT必修科目
西暦偶数年度開講。

01EH576 スポーツバイオメカニクス特講 1.0 1・2
AT必修科目
西暦奇数年度開講。

01EH577 スポーツ用具と動きのしくみ 1.0 1・2 春AB 金2 5C406 小池 関也

科目番号 Ⅱ. 応用科目群（7.5単位以上） 単位
標準
履修
年次

学　期 曜時限 教　室 担当教員 備　考

01EH237 アスレティックコンディショニング論特講 2.0 1 秋AB 月5,6 5C301

宮川 俊平,白木 仁,向
井 直樹,竹村 雅裕,福
田 崇,渡部 厚一,金森
章浩

AT必修科目

01EH235 アスレティックコンディショニング論演習 3.0 1・2 通年 随時

宮川 俊平,白木 仁,向
井 直樹,竹村 雅裕,福
田 崇,渡部 厚一,金森
章浩

AT必修科目

01EH564 アスレティックコンディショニング論実習 1.5 1・2 通年 応談
宮川 俊平,白木 仁,向
井 直樹,竹村 雅裕,福
田 崇,金森 章浩

AT必修科目

01EH238 アスレティックリハビリテーション論特講 2.0 1 春AB 月5,6 5C308
宮川 俊平,白木 仁,向
井 直樹,竹村 雅裕,福
田 崇,金森 章浩

AT必修科目

01EH236 アスレティックリハビリテーション論演習 3.0 1・2 通年 随時
宮川 俊平,白木 仁,向
井 直樹,竹村 雅裕,福
田 崇,金森 章浩

AT必修科目

01EH565 アスレティックリハビリテーション論実習 1.5 1・2 通年 応談
宮川 俊平,白木 仁,向
井 直樹,竹村 雅裕,福
田 崇,金森 章浩

AT必修科目

01EH563 アスレティックトレーナー特講 1.0 1・2 秋B 集中
白木 仁,竹村 雅裕,福
田 崇

AT必修科目

01EH566 テーピング・マッサージ実習 1.5 1・2 秋AB 集中
白木 仁,竹村 雅裕,福
田 崇

AT必修科目

01EH572 アスレティックトレーナー演習 1.0 1・2 秋C 集中
白木 仁,竹村 雅裕,福
田 崇

AT必修科目

01EH579
アスレティックコンディショニング
コースインターンシップ春

1.0 1・2
春C夏季休

業中
随時

インターンシップ担当
教員

同一コースの履修は、
春または秋のどちらか1
つとする。

01EH580
アスレティックコンディショニング
コースインターンシップ秋

1.0 1
秋C春季休

業中
随時

インターンシップ担当
教員

同一コースの履修は、
春または秋のどちらか1
つとする。

科目番号 Ⅲ. 関連科目群（2単位以上） 単位
標準
履修
年次

学　期 曜時限 教　室 担当教員 備　考

01EH621 トレーニング学 2.0 1 春AB秋AB 木1 5C407 谷川 聡, (        ) AT必修科目

01EH489 体力学特講 1.0 1・2 春AB 水1 5C216
木塚 朝博,鍋倉 賢治,
榎本 靖士,小野 誠司

AT必修科目
01B9422と同一。

01EH623 スポーツ運動学 1.0 1 春AB 木2 5C508 佐野 淳 AT必修科目

01EH604 コーチングのバイオメカニクス 1.0 1・2 秋AB 火4 5C513 藤井 範久
西暦偶数年度開講。
01B9376と同一。

01EH531 スポーツ生理学特講 1.0 1 春AB 水2 5C307
西保 岳,武政 徹,藤井
直人

AT必修科目

01EH532 スポーツ生化学特講 1.0 1 秋AB 金3 5C308 征矢 英昭,大森 肇 AT必修科目

01EH465 スポーツカウンセリング論 1.0 1 春AB 水2 5C317 坂入 洋右 AT必修科目

01EH478 スポーツ心理学 1.0 1 夏季休業中 集中 5C416 坂入 洋右, (        )
AT必修科目
01B9482と同一。

01EH142 運動学習心理学 1.0 1 秋AB 月4 5C406 國部 雅大 AT必修科目

コース科目

選
択
必
修



<コーチングコース>

科目番号 Ⅰ. 基礎科目群（6単位以上） 単位
標準
履修
年次

学　期 曜時限 教　室 担当教員 備　考

01EH621 トレーニング学(必修) 2.0 1 春AB秋AB 木1 5C407 谷川 聡 AT必修科目

01EH622 コーチング論(事例討議)(必修) 1.0 1 秋AB 月5 5C307 河合 季信

01EH623 スポーツ運動学 1.0 1 春AB 木2 5C508 佐野 淳 AT必修科目

01EH604 コーチングのバイオメカニクス 1.0 1・2 秋AB 火4 5C513 藤井 範久
西暦偶数年度開講。
01B9376と同一。

01EH624 身体技法論 1.0 1 秋AB 月4 長谷川 聖修
教室:柔道場
01B9197と同一。

01EH405 武道文化論 1.0 1・2 秋AB 水2 5C513 酒井 利信
01B9481, 01DR347と同
一。

01EH625 身体表現論 1.0 1・2 春AB 火2 5C307 寺山 由美
教室:体育学系棟
A415(舞踊作業室)
01B9167と同一。

科目番号
Ⅱ. 応用科目群：コーチング個別科目群

（2単位以上）
単位

標準
履修
年次

学　期 曜時限 教　室 担当教員 備　考

01EH643 体操コーチング総合演習 1.0 1 春AB 金4 体操場 長谷川 聖修,本谷 聡 01B9187と同一。

01EH644 体操競技コーチング総合演習 1.0 1 秋AB 金3
体操競技

場
金谷 麻理子

01B9212と同一。

01EH645 陸上競技コーチング総合演習 1.0 1 春AB 金5 5C411
大山 卞 圭悟,木越 清
信

01B9222と同一。

01EH646 水泳競技コーチング総合演習 1.0 1 秋AB 木3
屋内プー

ル
仙石 泰雄

01B9237と同一。

01EH647 バレーボールコーチング総合演習 1.0 1 秋AB 木3 5C514 中西 康己,秋山 央 01B9247と同一。

01EH648 ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙｺｰﾁﾝｸﾞ総合演習 1.0 1・2 春AB 木3 5C504 内山 治樹 01B9262と同一。

01EH649 ハンドボールコーチング総合演習 1.0 1 春AB 金4 5C411
會田 宏,藤本 元,山田
永子

01B9277と同一。

01EH650 サッカーコーチング総合演習 1.0 1 春AB 金4 5C513 淺井 武,中山 雅雄 01B9302と同一。

01EH651 ラグビーコーチング総合演習 1.0 1 春AB 水2 古川 拓生 01B9312と同一。

01EH652 テニスコーチング総合演習 1.0 1 秋C 水1,2 5C413 山田 幸雄 01B9327と同一。

01EH653 バドミントンコーチング総合演習 1.0 1 春AB 火4 5C411 吹田 真士

01EH654 野球コーチング総合演習 1.0 1 春AB 火4 5C412 川村 卓,奈良 隆章

専門的な内容になるの
で,野球経験者に限る.
01B9337と同一。

01EH655 柔道コーチング総合演習 1.0 1 春AB 木4 柔道場 岡田 弘隆,増地 克之 01B9347と同一。

01EH656 剣道コーチング総合演習 1.0 1 秋AB 金4 5C502
香田 郡秀,鍋山 隆弘,
有田 祐二

01B9367と同一。

01EH657 弓道コーチング総合演習 1.0 1 秋AB 月3 弓道場 松尾 牧則

01EH658 舞踊指導総合演習 1.0 1 秋AB 金4 寺山 由美 01B9177と同一。

01EH659 スポーツコーチング総合演習 1.0 1 春AB 火4 5C413
松元 剛,河合 季信,木
内 敦詞,谷川 聡

研究領域に含まれてい
るスポーツ種目を専門
とする学生は、受講でき
ない。

01EH660 コーチングコースインターンシップ春 1.0 1・2
春C夏季休

業中
随時

インターンシップ担当
教員

同一コースの履修は、
春または秋のどちらか1
つとする。

01EH673 コーチングコースインターンシップ秋 1.0 1
秋C春季休

業中
随時

インターンシップ担当
教員

同一コースの履修は、
春または秋のどちらか1
つとする。

科目番号
Ⅲ. 応用科目群： 関連マネジメント科目群

（2単位以上）
単位

標準
履修
年次

学　期 曜時限 教　室 担当教員 備　考

01EH676 競技マネジメント論 1.0 1 秋A 集中
尾縣 貢,山口 香,髙橋
義雄

01EH677 舞踊上演マネジメント論 1.0 1 春AB 水2 5C618 平山 素子

01EH678 スポーツ情報戦略論 1.0 1 秋AB 火5 5C301 河合 季信

01EH439 スポーツリスクマネジメント論 1.0 1 秋AB 火4 5C508 齋藤 健司 01B9471と同一。

科目番号 Ⅳ. 関連科目群（3単位以上） 単位
標準
履修
年次

学　期 曜時限 教　室 担当教員 備　考

01EH404 オリンピック論 1.0 2 春AB 火1 5C316 真田 久

01EH401 フェアプレイ論 1.0 1・2 秋C 金2,3 5C317 深澤 浩洋

01EH478 スポーツ心理学 1.0 1 夏季休業中 集中 5C416 坂入 洋右, (        )
AT必修科目
01B9482と同一。

01EH561 運動器のしくみと働き(基礎編) 1.0 1・2 春AB 火3 5C407 足立 和隆 AT必修科目

01EH577 スポーツ用具と動きのしくみ 1.0 1・2 春AB 金2 5C406 小池 関也

01EH531 スポーツ生理学特講 1.0 1 春AB 水2 5C307
西保 岳,武政 徹,藤井
直人

AT必修科目

01EH237 アスレティックコンディショニング論特講 2.0 1 秋AB 月5,6 5C301

宮川 俊平,白木 仁,向
井 直樹,竹村 雅裕,福
田 崇,渡部 厚一,金森
章浩

AT必修科目

01EH533 スポーツ栄養学特講 1.0 1・2 秋AB 月2 5C508 徳山 薫平,麻見 直美 AT必修科目

コース科目

選
択
必
修

種
目
別
コ
ー
チ
ン
グ
総
合
演
習
（
理
論
・
実
習
）
1
単
位
必
修
。
専
門
競
技
の
科
目
を
受

講
し
、
該
当
が
な
い
場
合
の
み
ス
ポ
ー
ツ
コ
ー
チ
ン
グ
総
合
演
習
を
受
講
す
る
こ
と
。



科目番号 所属分野の研究方法論（1単位）必修 単位
標準
履修
年次

学　期 曜時限 教　室 担当教員 備　考

01EH004 体育・スポーツ学分野研究方法論 1.0 1・2 秋AB 金2 5C307 深澤 浩洋

01EH005 健康体力学分野研究方法論 1.0 1・2 春AB 月1 5C317 前田 清司

01EH006 コーチング学分野研究方法論 1.0 1・2 春AB 月3 5C317 川村 卓

科目番号 選択（０～５単位） 単位
標準
履修
年次

学　期 曜時限 教　室 担当教員 備　考

01EH011 研究ワークショップI 1.0 1 秋AB 月5 5C503
坂入 洋右,大藏 倫博,
仙石 泰雄

01EH012 研究ワークショップII 1.0 2 通年 随時
坂入 洋右,大藏 倫博,
仙石 泰雄

01EH013 研究基礎共通実習(PBL) 1.0 1・2 春AB 月5
5C501,5C5
02,5C503

清水 諭,片岡 千恵,麻
見 直美,松尾 牧則,吹
田 真士,成瀨 和弥

01EH014 健康・スポーツ科学のための統計学 2.0 1・2
春AB
春C
春C

火1
火1,2
集中

5C317
5C317 西嶋 尚彦,大藏 倫博

01B9432と同一。

01EH143 健康・スポーツ科学のための英語上級 1.0 1・2 春AB 木1 5C503
ラクワール ランディー
プ

英語で授業。

01EH016 つくばサマーインスティトゥート 2.0 1・2 春C 集中 長谷川 悦示

受講者はガイダンス
(6月5日11:25~12:15,
5C212)に出席すること。

01EH024
International Sport Policy Studies(国際ス
ポーツ政策研究)

1.0 1・2 春C 集中 清水 諭,金子 史弥
01DZ597と同一。
英語で授業。

01EH025
Advanced Coach Education(上級コーチ教育
論)

1.0 1・2 春AB 水2 5C504 松元 剛
筑波開設科目。
英語で授業。

01EH026
Management and Organization(経営マネジメ
ント論)

1.0 1・2 春C 集中 山口 拓
01DZ598と同一。
英語で授業。

01EH027
Project Management(プロジェクトマネジメン
ト論)

1.0 1・2 秋B 集中 GSI301 山口 拓
英語で授業。

01EH028 JSC Seminar(JSCセミナー) 1.0 1・2 春C秋ABC 随時
清水 諭,勝田 隆,和久
貴洋

日本語と英語による。筑
波開設科目。

01EH029 JSC Project(JSCプロジェクト) 1.0 1・2 春C秋ABC 随時
清水 諭,勝田 隆,和久
貴洋

日本語と英語による。筑
波開設科目。

01EH030 On the Job Practice (Domestic) 2.0 1 春C秋ABC 随時
清水 諭,勝田 隆,和久
貴洋

日本語と英語による。筑
波開設科目。

01EH032
Sport,Culture and Society(スポーツ・文化・
社会)

1.0 1・2 秋AB 木1 5C413 清水 諭
筑波開設科目。
英語で授業。

01EH044
Olympic and Paralympic History(オリンピッ
ク・パラリンピック史)

1.0 1 秋AB 火1 5C617
真田 久,澤江 幸
則,Lyras Alexis

原則として、体育学専攻
所属学生のみ履修可。
英語で授業。

01EH049 Sport and Policy(スポーツと政策) 1.0 1 秋C 火・木2 GSI302 金子 史弥

原則として、体育学専攻
所属学生のみ履修可。
英語で授業。

01EH050 Anti-Doping(アンチ・ドーピング) 1.0 1 秋ABC 集中 GSI302 渡部 厚一

原則として、体育学専攻
所属学生のみ履修可。
英語で授業。

01ZZ105 研究倫理 1.0 1・2 春C 集中 岡林 浩嗣,大須賀 壮

01ZZ305 英語発表 1.0 1・2 春C 集中
ウッド マシュー ク
リストファー

英語で授業。

01ZZ306
科学英語論文ライティング-プラクティ
ス

1.0 1・2 春C 集中 テイラー デマー
Course will be taught in
English
英語で授業。

寄附講座

科目番号 科目名
単位
数

標準
履修
年次

実施学期 曜時限 教室 担当教員 備考

01EH751
アダプテッド体育・スポーツ指導理論実
習

2.0 1・2 通年 応談 松原 豊
アダプテッド体育・ス
ポーツ学演習Iを履修済
みの者に限る。

研究基礎科目

選
択
必
修



科目番号 Ⅰ. コーチング一般科目群（5単位以上） 単位
標準
履修
年次

学　期 曜時限 教　室 担当教員 備　考

01EH621 トレーニング学 2.0 1 春AB秋AB 木1 5C407 谷川 聡 AT必修科目

01EH622 コーチング論(事例討議) 1.0 1 秋AB 月5 5C307 河合 季信

01EH623 スポーツ運動学 1.0 1 春AB 木2 5C508 佐野 淳 AT必修科目

01EH604 コーチングのバイオメカニクス 1.0 1・2 秋AB 火4 5C513 藤井 範久
西暦偶数年度開講。
01B9376と同一。

01EH624 身体技法論 1.0 1 秋AB 月4 長谷川 聖修
教室:柔道場
01B9197と同一。

01EH405 武道文化論 1.0 1・2 秋AB 水2 5C513 酒井 利信
01B9481, 01DR347と同
一。

01EH625 身体表現論 1.0 1・2 春AB 火2 5C307 寺山 由美
教室:体育学系棟
A415(舞踊作業室)
01B9167と同一。

科目番号 Ⅱ. コーチング個別科目群（4単位以上） 単位
標準
履修
年次

学　期 曜時限 教　室 担当教員 備　考

01EH644 体操競技コーチング総合演習 1.0 1 秋AB 金3
体操競技

場
金谷 麻理子

01B9212と同一。

01EH645 陸上競技コーチング総合演習 1.0 1 春AB 金5 5C411
大山 卞 圭悟,木越 清
信

01B9222と同一。

01EH646 水泳競技コーチング総合演習 1.0 1 秋AB 木3
屋内プー

ル
仙石 泰雄

01B9237と同一。

01EH647 バレーボールコーチング総合演習 1.0 1 秋AB 木3 5C514 中西 康己,秋山 央 01B9247と同一。

01EH648 ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙｺｰﾁﾝｸﾞ総合演習 1.0 1・2 春AB 木3 5C504 内山 治樹 01B9262と同一。

01EH649 ハンドボールコーチング総合演習 1.0 1 春AB 金4 5C411
會田 宏,藤本 元,山田
永子

01B9277と同一。

01EH650 サッカーコーチング総合演習 1.0 1 春AB 金4 5C513 淺井 武,中山 雅雄 01B9302と同一。

01EH651 ラグビーコーチング総合演習 1.0 1 春AB 水2 古川 拓生 01B9312と同一。

01EH652 テニスコーチング総合演習 1.0 1 秋C 水1,2 5C413 山田 幸雄 01B9327と同一。

01EH653 バドミントンコーチング総合演習 1.0 1 春AB 火4 5C411 吹田 真士

01EH654 野球コーチング総合演習 1.0 1 春AB 火4 5C412 川村 卓,奈良 隆章

専門的な内容になるの
で,野球経験者に限る.
01B9337と同一。

01EH655 柔道コーチング総合演習 1.0 1 春AB 木4 柔道場 岡田 弘隆,増地 克之 01B9347と同一。

01EH656 剣道コーチング総合演習 1.0 1 秋AB 金4 5C502
香田 郡秀,鍋山 隆弘,
有田 祐二

01B9367と同一。

01EH657 弓道コーチング総合演習 1.0 1 秋AB 月3 弓道場 松尾 牧則

01EH659 スポーツコーチング総合演習 1.0 1 春AB 火4 5C413
松元 剛,河合 季信,木
内 敦詞,谷川 聡

研究領域に含まれてい
るスポーツ種目を専門
とする学生は、受講でき
ない。

01EH710 プログラム特別インターンシップ春 3.0 1・2
春C夏季休

業中
随時

インターンシップ担当
教員

同一コースの履修は、
春または秋のどちらか1
つとする。

01EH711 プログラム特別インターンシップ秋 3.0 1
秋C春季休

業中
随時

インターンシップ担当
教員

同一コースの履修は、
春または秋のどちらか1
つとする。

科目番号
Ⅲ. 関連マネジメント科目群

（2単位以上）
単位

標準
履修
年次

学　期 曜時限 教　室 担当教員 備　考

01EH676 競技マネジメント論 1.0 1 秋A 集中
尾縣 貢,山口 香,髙橋
義雄

01EH678 スポーツ情報戦略論 1.0 1 秋AB 火5 5C301 河合 季信

01EH439 スポーツリスクマネジメント論 1.0 1 秋AB 火4 5C508 齋藤 健司 01B9471と同一。

01EK106 スポーツイベント論特講 2.0 1・2 秋A
金7,8
集中

髙橋 義雄
10/6,10/27

01EK201 スポーツマネジメント論特講 2.0 1・2
春A
春B

火7,8
集中

尾縣 貢
6/2,6/30

01EK206 高度競技マネジメント論特講 2.0 1・2 秋AB 水7,8 山口 香

科目番号 Ⅳ. 国際性科目群（6単位・必修） 単位
標準
履修
年次

学　期 曜時限 教　室 担当教員 備　考

01EH712 高度スポーツ指導者の英語会話 3.0 1
春AB
秋C

秋ABC

木3
集中
木3

5C603

01EH713 高度スポーツ指導者の実践英語演習 1.0 2 春C 集中

01EH714 日本文化論(宗教,思想,古典芸能など) 1.0 1 通年 集中 酒井 利信,鹿島 則良

01EH404 オリンピック論 1.0 2 春AB 火1 5C316 真田 久

ナショナルリーディングコーチ養成プログラム カリキュラム

○修了のための履修要件　30単位　（専門科目19単位以上　自由科目0〜5単位　特別課題研究6単位）

種
目
別
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ー
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ン
グ
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合
演
習
（
理
論
・
実
習
）
1
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必
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。
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技
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目
を
受
講
し
、
該
当
が
な
い
場
合
の
み
ス
ポ
ー
ツ
コ
ー
チ
ン
グ
総
合
演
習
を
受
講

す
る
こ
と
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選
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必
修



科目番号
Ⅴ. 関連スポーツ科学科目群

（2単位以上）
単位

標準
履修
年次

学　期 曜時限 教　室 担当教員 備　考

01EH401 フェアプレイ論 1.0 1・2 秋C 金2,3 5C317 深澤 浩洋

01EH478 スポーツ心理学 1.0 1 夏季休業中 集中 5C416 坂入 洋右,(　　　)
AT必修科目
01B9482と同一。

01EH561 運動器のしくみと働き(基礎編) 1.0 1・2 春AB 火3 5C407 足立 和隆 AT必修科目

01EH577 スポーツ用具と動きのしくみ 1.0 1・2 春AB 金2 5C406 小池 関也

01EH531 スポーツ生理学特講 1.0 1 春AB 水2 5C307
西保 岳,武政 徹,藤井
直人

AT必修科目

01EH237 アスレティックコンディショニング論特講 2.0 1 秋AB 月5,6 5C301

宮川 俊平,白木 仁,向
井 直樹,竹村 雅裕,福
田 崇,渡部 厚一,金森
章浩

AT必修科目

01EH533 スポーツ栄養学特講 1.0 1・2 秋AB 月2 5C508 徳山 薫平,麻見 直美 AT必修科目

科目番号 Ⅵ. 課題研究（6単位） 単位
標準
履修
年次

学　期 曜時限 教　室 担当教員 備　考

01EH715 コーチング特別課題研究I(設計) 3.0 1
春AB秋AB

秋C
月1

月1,2
5C403 中山 雅雄

01EH716 コーチング特別課題研究II(展開とまとめ) 3.0 2 通年 随時
内山 治樹,香田 郡秀,
本間 三和子,山田 幸
雄,岡田 弘隆

※　特別課題研究ではなく、修士論文を書く場合には、これら２科目（※）のかわりに指導教員開設の研究領域別演習ⅠおよびⅡ（各3単位）を
履修すること。また、指導教員開設の研究領域別演習Ⅱの代わりに、14条特例対応科目として開設しているコーチング学特別演習を履修するこ
ともできる。ただし、特別演習とコーチング特別課題研究IIの重複履修を避けること。

ナショナルリーディングコーチ養成プログラム カリキュラム



科目番号
専門基礎科目

 (スポーツ・オリンピック学 必修)：14単位
単位

標準
履修
年次

学期 曜時限 教室 担当教員 備考

01EH021 Olympic Movement Studies(オリンピックムーブメント論) 1.0 1・2 秋AB 月2 GSI302
真田 久,澤江 幸
則,Lyras Alexis

筑波開設科目。
英語で授業。

01EH047
International Sport Marketing, Sponsorship and Media
Management(国際スポーツマーケティング、スポンサー
シップ、そしてメディアマネジメント)

1.0 1 秋AB 集中 金子 史弥

原則として、スポーツ・オリンピック
学学位プログラム所属学生のみ履修
可。英語で授業。

01EH048
Sport Finance and Economics(スポーツファイナンスと経
済学概論)

2.0 1 秋B 集中 髙橋 義雄

原則として、スポーツ・オリンピック
学学位プログラム所属学生のみ履修
可。英語で授業。

01EH050 Anti-Doping(アンチ・ドーピング) 1.0 1 秋ABC 集中 渡部 厚一
原則として、体育学専攻所属学生のみ
履修可。英語で授業。

01EH052 Japanese Culture(日本文化) 1.0 1 秋AB 火5,6 5C302 江上 いずみ

原則として、スポーツ・オリンピック
学学位プログラム所属学生のみ履修
可。英語で授業。

01EH056 Sport and Gender(スポーツとジェンダー) 1.0 1 春AB 金5,6 GSI302 清水 諭

原則として、スポーツ・オリンピック
学学位プログラム所属学生のみ履修
可。英語で授業。

01EH057
Olympic and Paralympic Education(オリンピック・パラ
リンピック教育)

1.0 1 春AB 水2 5C513
真田 久,澤江 幸
則,Lyras Alexis

原則として、スポーツ・オリンピック
学学位プログラム所属学生のみ履修
可。英語で授業。

01EH081 International Relations(国際関係論) 1.0 1 春AB 火3 GSI302
ｳﾊﾞｲﾄﾞｩﾛｴﾌ
ｽﾞﾊﾞｲﾄﾞｩﾛ

原則として、スポーツ・オリンピック
学学位プログラム所属学生のみ履修
可。英語で授業。

01EH093 Psychology of Coaching(コーチング心理学) 1.0 1 秋AB 月5 GSI302
ガイスラー ギド
ヴァルター

英語で授業。

01EH098
Research Project Management II (研究プロジェクトマネ
ジメントII)

2.0 1 秋ABC 随時
ラクワール ラン
ディープ

In principle, only for students who
belong to Master's Program in
Health and Sport Sciences.
英語で授業。(Fri.3) 5C413

01EH099
Cross-Cultural Communication II(異文化コミュニケー
ションII)

2.0 1 秋ABC 金5,6 GSI302
ラクワール ラン
ディープ

In principle, only for students who
belong to Master's Program in
Health and Sport Sciences.
英語で授業。

科目番号
専門科目

(スポーツ・オリンピック学 共通)：9～11単位
単位

標準
履修
年次

学期 曜時限 教室 担当教員 備考

01EH076
TIAS Internship IA
(TIASインターンシップ IA)

4.0 1
秋C春季
休業中

随時
TIASインターン
シップ担当教員

スポーツ・オリンピック学学位プログ
ラム所属学生のみ履修可。
英語で授業。

01EH078
TIAS Internship IB
(TIASインターンシップ IB)

4.0 1
春C夏季
休業中

随時
TIASインターン
シップ担当教員

スポーツ・オリンピック学学位プログ
ラム所属学生のみ履修可。
英語で授業。

01EH077 TIAS Internship IIA(TIASインターンシップ IIA) 2.0 1
秋C春季
休業中

随時
TIASインターン
シップ担当教員

スポーツ・オリンピック学学位プログ
ラム所属学生のみ履修可。
英語で授業。

01EH079 TIAS Internship IIB(TIASインターンシップ IIB) 2.0 1
春C夏季
休業中

随時
TIASインターン
シップ担当教員

スポーツ・オリンピック学学位プログ
ラム所属学生のみ履修可。
英語で授業。

01EH089 TIAS Research Project(TIAS課題研究) 4.0 2 秋ABC 随時
TIAS課題研究指導
教員

スポーツ・オリンピック学学位プログ
ラム所属学生のみ履修可。
英語で授業。

01EH096 TIAS Research Project II(TIAS課題研究II) 4.0 2 春ABC 随時
TIAS課題研究指導
教員

スポーツ・オリンピック学学位プログ
ラム所属学生のみ履修可。
英語で授業。

01EH094
Seminar in Event Production Management I
(イベント総合演習 I)

1.0 1 秋ABC 随時 GSI302
金子 史弥,清水
諭,大石 純子,ﾗｸ
ﾜｰﾙ　ﾗﾝﾃﾞｨｰﾌﾟ

原則として、スポーツ・オリンピック
学学位プログラム所属学生のみ履修
可。英語で授業。

01EH095
Seminar in Event Production Management II
(イベント総合演習 II)

1.0 1 春ABC 随時 GSI302
金子 史弥,清水
諭,大石 純子,ﾗｸ
ﾜｰﾙ　ﾗﾝﾃﾞｨｰﾌﾟ

原則として、スポーツ・オリンピック
学学位プログラム所属学生のみ履修
可。英語で授業。

科目番号
専門科目 (スポーツ・オリンピック学

オリンピック・パラリンピック教育)：4～6単位
単位

標準
履修
年次

学期 曜時限 教室 担当教員 備考

01EH044
Olympic and Paralympic History(オリンピック・パラリ
ンピック史)

1.0 1 秋AB 火1 5C617
真田 久,澤江 幸
則,Lyras Alexis

原則として、体育学専攻所属学生のみ
履修可。英語で授業。

01EH045 Olympism and Legacy(オリンピズムとレガシー) 1.0 1 秋AB 木3 GSI302 深澤 浩洋

原則として、スポーツ・オリンピック
学学位プログラム所属学生のみ履修
可。英語で授業。

01EH054
Seminar in Olympic and Paralympic Education I(オリン
ピック・パラリンピック教育演習 I)

2.0 1 秋ABC 随時
真田 久,澤江 幸
則,Lyras Alexis

スポーツ・オリンピック学学位プログ
ラム所属学生のみ履修可。英語で授
業。

01EH084
Seminar in Olympic and Paralympic Education II(オリ
ンピック・パラリンピック教育演習 II)

2.0 1 春ABC 随時
真田 久,澤江 幸
則,Lyras Alexis

スポーツ・オリンピック学学位プログ
ラム所属学生のみ履修可。 01EH054を
履修した者に限る。英語で授業。

スポーツ・オリンピック学学位プログラム　カリキュラム       2017年/2018年10月入学者用

○修了のための履修要件 30単位【・共通科目：9～11単位　・専門科目：領域により4～10単位　・専門基礎科目(必修：14単位、選択：0～3単位以上)　・基礎科目0～3単位】

選
択
必
修

選
択
必
修



科目番号
専門科目(スポーツ・オリンピック学
スポーツマネジメント)：4～8単位

単位
標準
履修
年次

学期 曜時限 教室 担当教員 備考

01EH046
Sport Organisation and Governance(スポーツ組織とガバ
ナンス論)

1.0 1 秋C 集中 金子 史弥

原則として、スポーツ・オリンピック
学学位プログラム所属学生のみ履修
可。英語で授業。

01EH049 Sport and Policy(スポーツと政策) 1.0 1 秋C 火・木2 GSI302 金子 史弥
原則として、体育学専攻所属学生のみ
履修可。英語で授業。

01EH055
International Sport Event Management(国際スポーツイ
ベントマネジメント論)

2.0 1 春B 集中 髙橋 義雄

原則として、スポーツ・オリンピック
学学位プログラム所属学生のみ履修
可。 文京キャンパス　英語で授業。

01EH061
Seminar in Sport Management I(スポーツマネジメント演
習 I)

2.0 1 秋ABC
木4
随時

GSI302
髙橋 義雄,金子
史弥

スポーツ・オリンピック学学位プログ
ラム所属学生のみ履修可。英語で授
業。

01EH085
Seminar in Sport Management II(スポーツマネジメント
演習 II)

2.0 1 春ABC
木4
随時

GSI302
金子 史弥,髙橋
義雄

スポーツ・オリンピック学学位プログ
ラム所属学生のみ履修可。 01EH061を
履修した者に限る。英語で授業。

科目番号
専門科目

(スポーツ・オリンピック学
スポーツ医科学)：4～8単位

単位
標準
履修
年次

学期 曜時限 教室 担当教員 備考

01EH058
Sport Technology and Biomechanics(スポーツ工学とバイ
オメカニクス)

1.0 1 春AB 木5 GSI302
西保 岳,淺井 武,
高木 英樹,小池
関也,藤井 範久

原則として、スポーツ・オリンピック
学学位プログラム所属学生のみ履修
可。英語で授業。

01EH059 Sport Medicine(スポーツ医学) 1.0 1 春ABC 随時 GSI302
渡部 厚一,金森
章浩

原則として、スポーツ・オリンピック
学学位プログラム所属学生のみ履修
可。英語で授業。

01EH080
Exercise Physiology and Human Performance(運動生理学
とヒューマンパフォーマンス)

1.0 1 春AB 月5 GSI302

西保 岳,前田 清
司,ﾗｸﾜｰﾙ ﾗﾝﾃﾞｨｰ
ﾌﾟ,小野 誠司,松
井 崇

原則として、スポーツ・オリンピック
学学位プログラム所属学生のみ履修
可。英語で授業。

01EH206 環境保健学 1.0 1 春AB 月4 5C502 本田 靖
01EQ405と同一。
英語で授業。

01EH062
Seminar in Sport Science and Medicine I(スポーツ医科
学演習 I)

2.0 1 秋ABC 随時
西保 岳,本田 靖,
ﾗｸﾜｰﾙ ﾗﾝﾃﾞｨｰﾌﾟ,
渡部 厚一

スポーツ・オリンピック学学位プログ
ラム所属学生のみ履修可。
英語で授業。

01EH086
Seminar in Sport Science and Medicine II(スポーツ医
科学演習 II)

2.0 1 春ABC 随時
西保 岳,本田 靖,
ﾗｸﾜｰﾙ ﾗﾝﾃﾞｨｰﾌﾟ,
渡部 厚一

スポーツ・オリンピック学学位プログ
ラム所属学生のみ履修可。  01EH062を
履修した者に限る。英語で授業。

科目番号
専門科目 (スポーツ・オリンピック学

開発と平和のためのスポーツ)：4～10単位
単位

標準
履修
年次

学期 曜時限 教室 担当教員 備考

01EH024
International Sport Policy Studies(国際スポーツ政策
研究)

1.0 1・2 春C 集中
清水 諭,金子 史
弥

01DZ597と同一。
英語で授業。

01EH026 Management and Organization(経営マネジメント論) 1.0 1・2 春C 集中 山口 拓
01DZ598と同一。
英語で授業。

01EH027 Project Management(プロジェクトマネジメント論) 1.0 1・2 秋B 集中 山口 拓
GSI棟301
英語で授業。

01EH032 Sport,Culture and Society(スポーツ・文化・社会) 1.0 1・2 秋AB 木1 5C413 清水 諭
筑波開設科目。
英語で授業。

01EH039
International Development and Peace through Sport
II(スポーツ国際開発論II)

1.0 1 秋AB 火2 5C514
山口 拓,大石 純
子,本田 靖

筑波開設科目。
英語で授業。

01EH075
Sport and Person with Disabilities (PWDs)(スポーツと
障がい者)

1.0 1・2 秋AB 金2 GSI302
清水 諭,田中 暢
子

筑波開設科目。
英語で授業。

01EH063
Seminar in Sport for Development and Peace I(開発と
平和のためのスポーツ演習 I)

2.0 1 秋ABC
月1
随時

GSI302
清水 諭,ｳﾊﾞｲﾄﾞｩﾛ
ｴﾌ ｽﾞﾊﾞｲﾄﾞｩﾛ,山
口 拓

スポーツ・オリンピック学学位プログ
ラム所属学生のみ履修可。英語で授
業。

01EH087
Seminar in Sport for Development and Peace II(開発と
平和のためのスポーツ演習 II)

2.0 1 春ABC
月1
随時

GSI302
清水 諭,ｳﾊﾞｲﾄﾞｩﾛ
ｴﾌ ｽﾞﾊﾞｲﾄﾞｩﾛ,山
口 拓

スポーツ・オリンピック学学位プログ
ラム所属学生のみ履修可。 01EH063を
履修した者に限る。英語で授業。

科目番号
専門科目 (スポーツ・オリンピック学

ティーチング、コーチングと日本文化)：4～7単位
単位

標準
履修
年次

学期 曜時限 教室 担当教員 備考

01EH051 Taiku(Physical Education) (体育) 1.0 1 春AB 水3 GSI302
ｶﾞｲｽﾗｰ ｷﾞﾄ ｳﾞｧﾙ
ﾀｰ

原則として、体育学専攻所属学生のみ
履修可。英語で授業。

01EH082 Elite Sport Coaching(エリートスポーツコーチング論) 1.0 1 春ABC 集中 GSI302 仙石 泰雄

原則として、スポーツ・オリンピック
学学位プログラム所属学生のみ履修
可。英語で授業。

01EH083 Budo(武道) 1.0 1 春B 集中 大石 純子

原則として、スポーツ・オリンピック
学学位プログラム所属学生のみ履修
可。英語で授業。

01EH064
Seminar in Teaching, Coaching and Japanese Culture
I(ティーチング、コーチングと日本文化演習 I)

3.0 1 秋ABC 火3,4 GSI302
大石 純子,ｶﾞｲｽﾗｰ
ｷﾞﾄ ｳﾞｧﾙﾀｰ,仙石
泰雄

スポーツ・オリンピック学学位プログ
ラム所属学生のみ履修可。
英語で授業。

01EH088
Seminar in Teaching, Coaching and Japanese Culture
II(ティーチング、コーチングと日本文化演習 II)

1.0 1 春AB 火4 GSI302
大石 純子,ｶﾞｲｽﾗｰ
ｷﾞﾄﾞ ｳﾞｧﾙﾀｰ,仙石
泰雄

スポーツ・オリンピック学学位プログ
ラム所属学生のみ履修可。 01EH064を
履修した者に限る。英語で授業。



科目番号
専門基礎科目

(スポーツ・オリンピック学 必修):7単位
単位

標準
履修
年次

学期 曜時限 教室 担当教員 備考

01EH021
Olympic Movement Studies(オリンピックムーブメント
論)

1.0 1・2 秋AB 月2 GSI302
真田 久,澤江 幸
則,Lyras Alexis

筑波開設科目。
英語で授業。

01EH043
Research Project Management (研究プロジェクトマネ
ジメント)

1.0 1 秋AB 随時
ラクワール ラン
ディープ

筑波開設科目。
英語で授業。

01EH047
International Sport Marketing, Sponsorship and
Media Management(国際スポーツマーケティング、スポ
ンサーシップ、そしてメディアマネジメント)

1.0 1 秋AB 集中 金子 史弥

原則として、スポーツ・オリンピック学
学位プログラム所属学生のみ履修可。
英語で授業。

01EH050 Anti-Doping(アンチ・ドーピング) 1.0 1 秋ABC 集中 渡部 厚一
原則として、体育学専攻所属学生のみ履
修可。英語で授業。

01EH052 Japanese Culture(日本文化) 1.0 1 秋AB 火5,6 5C302 江上 いずみ

原則として、スポーツ・オリンピック学
学位プログラム所属学生のみ履修可。
英語で授業。

01EH053
Cross-Cultural Communication(異文化コミュニケー
ション)

1.0 1 秋AB 随時
ラクワール ラン
ディープ

原則として、スポーツ・オリンピック学
学位プログラム所属学生のみ履修可。
英語で授業。

01EH056 Sport and Gender(スポーツとジェンダー) 1.0 1 春AB 金5,6 GSI302 清水 諭

原則として、スポーツ・オリンピック学
学位プログラム所属学生のみ履修可。
英語で授業。

科目番号
専門科目

(スポーツ・オリンピック学 共通):8～10単位
単位

標準
履修
年次

学期 曜時限 教室 担当教員 備考

01EH076
TIAS Internship IA
(TIASインターンシップ IA)

4.0 1
秋C春季
休業中

随時
TIASインターン
シップ担当教員

スポーツ・オリンピック学学位プログラ
ム所属学生のみ履修可。英語で授業。

01EH078
TIAS Internship IB
(TIASインターンシップ IB)

4.0 1
春C夏季
休業中

随時
TIASインターン
シップ担当教員

スポーツ・オリンピック学学位プログラ
ム所属学生のみ履修可。英語で授業。

01EH077 TIAS Internship IIA(TIASインターンシップ IIA) 2.0 1
秋C春季
休業中

随時
TIASインターン
シップ担当教員

スポーツ・オリンピック学学位プログラ
ム所属学生のみ履修可。英語で授業。

01EH079 TIAS Internship IIB(TIASインターンシップ IIB) 2.0 1
春C夏季
休業中

随時
TIASインターン
シップ担当教員

スポーツ・オリンピック学学位プログラ
ム所属学生のみ履修可。英語で授業。

01EH089 TIAS Research Project(TIAS課題研究) 4.0 2 秋AB 随時
TIAS課題研究指
導教員

スポーツ・オリンピック学学位プログラ
ム所属学生のみ履修可。英語で授業。

01EH096 TIAS Research Project II(TIAS課題研究II) 4.0 2 春ABC 随時
TIAS課題研究指
導教員

スポーツ・オリンピック学学位プログラ
ム所属学生のみ履修可。英語で授業。

科目番号
専門科目(スポーツ・オリンピック学

 オリンピック・パラリンピック教育):4～7単位
単位

標準
履修
年次

学期 曜時限 教室 担当教員 備考

01EH044
Olympic and Paralympic History(オリンピック・パラ
リンピック史)

1.0 1 秋AB 火1 5C617
真田 久,澤江 幸
則,Lyras Alexis

原則として、体育学専攻所属学生のみ履
修可。
英語で授業。

01EH045 Olympism and Legacy(オリンピズムとレガシー) 1.0 1 秋AB 木3 GSI302 深澤 浩洋

原則として、スポーツ・オリンピック学
学位プログラム所属学生のみ履修可。
英語で授業。

01EH057
Olympic and Paralympic Education(オリンピック・パ
ラリンピック教育)

1.0 1 春AB 水2 5C513
真田 久,澤江 幸
則,Lyras Alexis

原則として、スポーツ・オリンピック学
学位プログラム所属学生のみ履修可。
英語で授業。

01EH054
Seminar in Olympic and Paralympic Education I(オ
リンピック・パラリンピック教育演習 I)

2.0 1 秋ABC 随時
真田 久,澤江 幸
則,Lyras Alexis

スポーツ・オリンピック学学位プログラ
ム所属学生のみ履修可。英語で授業。

01EH084
Seminar in Olympic and Paralympic Education II(オ
リンピック・パラリンピック教育演習 II)

2.0 1 春ABC 随時
真田 久,澤江 幸
則,Lyras Alexis

スポーツ・オリンピック学学位プログラ
ム所属学生のみ履修可。 01EH054を履修
した者に限る。英語で授業。

科目番号
専門科目 (スポーツ・オリンピック学
 スポーツマネジメント):4～8単位

単位
数

標準
履修
年次

学期 曜時限 教室 担当教員 備考

01EH046
Sport Organisation and Governance(スポーツ組織と
ガバナンス論)

1.0 1 秋C 集中 金子 史弥

原則として、スポーツ・オリンピック学
学位プログラム所属学生のみ履修可。英
語で授業。

01EH049 Sport and Policy(スポーツと政策) 1.0 1 秋C
火・木

2
GSI302 金子 史弥

原則として、体育学専攻所属学生のみ履
修可。英語で授業。

01EH090
International Sport Event Management 2.0(国際ス
ポーツイベントマネジメント論2.0)

1.0 1 春B 集中 髙橋 義雄

原則として、スポーツ・オリンピック学
学位プログラム所属学生のみ履修可。
英語で授業。

01EH091
Sport Finance and Economics 2.0 (スポーツファイナ
ンスと経済学概論2.0)

1.0 1 秋B 集中 髙橋 義雄

原則として、スポーツ・オリンピック学
学位プログラム所属学生のみ履修可。
英語で授業。

01EH061
Seminar in Sport Management I(スポーツマネジメン
ト演習 I)

2.0 1 秋ABC
木4
随時

GSI302 髙橋 義雄,金子
史弥

スポーツ・オリンピック学学位プログラ
ム所属学生のみ履修可。英語で授業。

01EH085
Seminar in Sport Management II(スポーツマネジメン
ト演習 II)

2.0 1 春ABC
木4
随時

GSI302 金子 史弥,髙橋
義雄

スポーツ・オリンピック学学位プログラ
ム所属学生のみ履修可。 01EH061を履修
した者に限る。英語で授業。

スポーツ・オリンピック学学位プログラム　カリキュラム                 2016年10月入学者用
○修了のための履修要件 30単位【・共通科目：8～10単位　・専門科目：領域により4～11単位　・専門基礎科目(必修：7単位、選択：4単位以上)　・基礎科目0～4単位】

選
択
必
修



科目番号
専門科目 (スポーツ・オリンピック学

 スポーツ医科学):4～8単位
単位
数

標準
履修
年次

学期 曜時限 教室 担当教員 備考

01EH058
Sport Technology and Biomechanics(スポーツ工学と
バイオメカニクス)

1.0 1 春AB 木5 GSI302
西保 岳,淺井 武
高木 英樹,小池
関也,藤井 範久

原則として、スポーツ・オリンピック学
学位プログラム所属学生のみ履修可。
英語で授業。

01EH059 Sport Medicine(スポーツ医学) 1.0 1 春ABC 随時 GSI302
渡部 厚一,金森
章浩

原則として、スポーツ・オリンピック学
学位プログラム所属学生のみ履修可。
英語で授業。

01EH080
Exercise Physiology and Human Performance(運動生
理学とヒューマンパフォーマンス)

1.0 1 春AB 月5 GSI302

西保 岳,前田 清
司,ﾗｸﾜｰﾙ ﾗﾝﾃﾞｨｰ
ﾌﾟ,小野 誠司,松
井 崇

原則として、スポーツ・オリンピック学
学位プログラム所属学生のみ履修可。
英語で授業。

01EH206 環境保健学 1.0 1 春AB 月4 5C502 本田 靖
01EQ405と同一。
英語で授業。

01EH062
Seminar in Sport Science and Medicine I(スポーツ
医科学演習 I)

2.0 1 秋ABC 随時
西保 岳,本田
靖,ﾗｸﾜｰﾙ ﾗﾝﾃﾞｨｰ
ﾌﾟ,渡部 厚一

スポーツ・オリンピック学学位プログラ
ム所属学生のみ履修可。
英語で授業。

01EH086
Seminar in Sport Science and Medicine II(スポーツ
医科学演習 II)

2.0 1 春ABC 随時
西保 岳,本田
靖,ﾗｸﾜｰﾙ ﾗﾝﾃﾞｨｰ
ﾌﾟ,渡部 厚一

スポーツ・オリンピック学学位プログラ
ム所属学生のみ履修可。  01EH062を履
修した者に限る。
英語で授業。

科目番号
専門科目 (スポーツ・オリンピック学

開発と平和のためのスポーツ):4～11単位
単位
数

標準
履修
年次

学期 曜時限 教室 担当教員 備考

01EH024
International Sport Policy Studies(国際スポーツ政
策研究)

1.0 1・2 春C 集中
清水 諭,金子 史
弥

英語で授業。

01EH026 Management and Organization(経営マネジメント論) 1.0 1・2 春C 集中 山口 拓
英語で授業。

01EH027 Project Management(プロジェクトマネジメント論) 1.0 1・2 秋B 集中 山口 拓
英語で授業。

01EH032 Sport,Culture and Society(スポーツ・文化・社会) 1.0 1・2 秋AB 木1 5C413 清水 諭
筑波開設科目。
英語で授業。

01EH039
International Development and Peace through Sport
II(スポーツ国際開発論II)

1.0 1 秋AB 火2 5C514
山口 拓,大石 純
子,本田 靖

筑波開設科目。
英語で授業。

01EH075
Sport and Person with Disabilities (PWDs)(スポー
ツと障がい者)

1.0 1・2 秋AB 金2 GSI302
清水 諭,田中 暢
子

筑波開設科目。
英語で授業。

01EH081 International Relations(国際関係論) 1.0 1 春AB 火3 GSI302
ｳﾊﾞｲﾄﾞｩﾛｴﾌ ｽﾞﾊﾞ
ｲﾄﾞｩﾛ

原則として、スポーツ・オリンピック学
学位プログラム所属学生のみ履修可。
英語で授業。

01EH063
Seminar in Sport for Development and Peace I(開発
と平和のためのスポーツ演習 I)

2.0 1 秋ABC
月1
随時

GSI302
清水 諭,山口
拓,ｳﾊﾞｲﾄﾞｩﾛｴﾌ
ｽﾞﾊﾞｲﾄﾞｩﾛ

スポーツ・オリンピック学学位プログラ
ム所属学生のみ履修可。英語で授業。

01EH087
Seminar in Sport for Development and Peace II(開
発と平和のためのスポーツ演習 II)

2.0 1 春ABC
月1
随時

GSI302
清水 諭,山口
拓,ｳﾊﾞｲﾄﾞｩﾛｴﾌ
ｽﾞﾊﾞｲﾄﾞｩﾛ

スポーツ・オリンピック学学位プログラ
ム所属学生のみ履修可。 01EH063を履修
した者に限る。英語で授業。

科目番号
専門科目 (スポーツ・オリンピック学

ティーチング、コーチングと日本文化):4～8単位
単位
数

標準
履修
年次

学期 曜時限 教室 担当教員 備考

01EH051 Taiku(Physical Education) (体育) 1.0 1 春AB 水3 GSI302
ｶﾞｲｽﾗｰ ｷﾞﾄ ｳﾞｧﾙ
ﾀｰ

原則として、体育学専攻所属学生のみ履
修可。
英語で授業。

01EH082
Elite Sport Coaching(エリートスポーツコーチング
論)

1.0 1 春ABC 集中 GSI302 仙石 泰雄

原則として、スポーツ・オリンピック学
学位プログラム所属学生のみ履修可。
英語で授業。

01EH083 Budo(武道) 1.0 1 春B 集中 大石 純子

原則として、スポーツ・オリンピック学
学位プログラム所属学生のみ履修可。
英語で授業。

01EH093 Psychology of Coaching(コーチング心理学) 1.0 1 秋AB 月5 GSI302
ｶﾞｲｽﾗｰ ｷﾞﾄ ｳﾞｧﾙ
ﾀｰ

英語で授業。

01EH064
Seminar in Teaching, Coaching and Japanese
Culture I(ティーチング、コーチングと日本文化演習
I)

3.0 1 秋ABC 火3,4 GSI302
大石 純子,ｶﾞｲｽ
ﾗｰ ｷﾞﾄ ｳﾞｧﾙﾀｰ,
仙石 泰雄

スポーツ・オリンピック学学位プログラ
ム所属学生のみ履修可。
英語で授業。

01EH088
Seminar in Teaching, Coaching and Japanese
Culture II(ティーチング、コーチングと日本文化演習
II)

1.0 1 春AB 火4 GSI302
大石 純子,ｶﾞｲｽ
ﾗｰ ｷﾞﾄ ｳﾞｧﾙﾀｰ,
仙石 泰雄

スポーツ・オリンピック学学位プログラ
ム所属学生のみ履修可。 01EH064を履修
した者に限る。
英語で授業。



体育学領域科目 単位数 学期 曜時限 担当教員

W870011 体育哲学 1 秋AB 月4 深澤、森田

W150011 スポーツ哲学 1 春AB 金3 深澤

W870021 体育・スポーツ史 2 秋AB 火3，木5 真田、李

W870031 武道学Ⅰ 1 春AB 月4 酒井、大石

W150041 武道学Ⅱ 1 秋AB 木2 酒井

W870041 スポーツ社会学 2 秋AB 月，火3 清水（諭）、金子、下竹

W870051 体育・スポーツ経営学 2 春AB 火4，木5 柳沢、清水（紀）

W870061 体育・スポーツ心理学 2 春AB 火4，水3 坂入、國部

W870071 スポーツ産業学 1 春AB 火3 仲澤

W150141 レジャー論 1 秋C 木4.5 仲澤

W870081 スポーツ政策学Ⅰ 1 春AB 火3 齋藤（健）、成瀬

W150151 スポーツ政策学Ⅱ 1 秋C 火3，水3 齋藤（健）、成瀬

運動学領域科目

W880011 運動学Ⅰ 1 春AB 水3 佐野、中村

W880021 運動学Ⅱ 1 秋AB 月4 佐野、中村

W880031 一般コーチング学 1 春AB 火5 村木

W880041 一般トレーニング学 1 春AB 木2 村木

W880051 個別コーチング学 1 秋C 火5，水1 長谷川（聖），内山

W880061 個別トレーニング学 1 秋C 水2，金2 長谷川（聖），内山

健康体力学領域科目

W890011 解剖学 1 春AB 火2 足立、中山（光）

W890021 生理学 1 夏季休業中 集中 武政

W890031 運動生理学 1 秋AB 木1 西保、武政

W890041 運動生化学 1 秋AB 火4 征矢、大森

W890051 運動栄養学Ⅰ 1 秋AB 水3 徳山、麻見

W890061 スポーツバイオメカニクスⅠ 1 秋C 火4，木3 藤井

W890071 体力学 1 秋AB 火4 木塚、鍋倉、小野

W890091 体育測定評価学（統計学を含む） 1 秋AB 火5 西嶋

W890081 健康増進学 1 秋AB 火5 大藏

W890101 スポーツ医学Ⅰ（救急処置を含む） 1 春AB 木4 宮川、前田、向井、渡部

W890111 衛生・公衆衛生学 1 春AB 金5 本田、門間

W890121 健康教育学（精神保健を含む） 1 春AB 金4 武田、久野、水上、橋本

W890131 学校保健学Ⅰ（小児保健及び学校安全を含む） 1 秋C 月4，木5 片岡

W150221 運動適応生理学 1 秋AB 木4 西保、武政、武田（紘）

W150231 コンディショニングのスポーツ生化学 1 春AB 金3 征矢、大森

自由科目として認定することはできません。

学群指定科目一覧（自由科目）

※上記科目を、教員免許状の取得のためなどの資格取得に使用する場合は、学群の科目等履修生に在籍

して修得してください。

　また、体育専門学群（本学の他学群も含む）において卒業に必要な単位として修得済の場合、大学院では



１１．授業概要（科目番号順）

科目番号 科目名 授業概要

01EH004 体育・スポーツ学分野研究方法論 人文社会科学の研究にとって必要な知識基盤として、様々な研究方法論の基礎を学習する。

01EH005 健康体力学分野研究方法論 健康体力学分野における様々な研究方法論の基礎を学習する。

01EH006 コーチング学分野研究方法論 コーチング学分野の研究法やその内容について様々な立場から学習する.

01EH011 研究ワークショップI
スポーツ・健康科学領域における研究テーマについて、受講生各自が学会等において発表するために必要な知識と方法
を、講義、演習、発表練習およびディスカッションを通して学ぶ。

01EH012 研究ワークショップII
受講生各自が、スポーツ・健康科学領域における研究テーマについて学会等において発表するために必要な準備、発表練
習、ディスカッションと指導を行い、実際に発表する。

01EH013 研究基礎共通実習(PBL)

スポーツ科学、体育科学にかかわる問題を自ら発見し、解決する過程をグループでの協働作業から学ぶ授業です。
授業は、チューターとしての教員と少人数の学生によって進められ、発言者の意図を理解し、グループの目的を達成する
ために効果的なコミュニケーションを行うことが求められます。
知識詰め込み方の教育(teaching)から知識を探求する方法を身につける教育(learning)へと展開する1stステップとなり
ます。

01EH014 健康・スポーツ科学のための統計学 基礎的および先端的な健康・スポーツ科学研究に用いる統計的分析法について概説する.

01EH016 つくばサマーインスティトゥート

筑波大学体育系と学術協定を結んでいる海外の大学と共同で企画する、英語を公用語とするプログラムである。体育・ス
ポーツ領域にかかわる大学生・大学院生、若手研究者を対象とし、日本の体育・スポーツ文化を理解し、体育・スポーツ
教育、スポーツ科学に関わる諸外国の現状と課題について情報を共有し、協力して国際的課題に取り組むグローバル人材
として資質の向上を図ることをねらいとする。

01EH021
Olympic Movement Studies(オリンピックムー
ブメント論)

オリンピック・ムーブメントの変遷およびオリンピック・ムーブメントの中身について概観し、今後のオリンピック・
ムーブメントについて展望する。

01EH024
International Sport Policy Studies(国際ス
ポーツ政策研究)

国際スポーツ政策の理論と実践の概要を提供する。英国やヨーロッパの例を用いながら、国際スポーツ政策の現状と課題
そして今後の可能性について学ぶ。

01EH025
Advanced Coach Education(上級コーチ教育
論)

トレーニング方法、情報戦略、国際的な動向などの面から、コーチ教育について考える。

01EH026
Management and Organization(経営マネジメ
ント論)

スポーツ国際開発学の理論と実践を概観し、国際的・社会的・文化的な課題解決に向けたスポーツによる取り組みを学
ぶ。
本講義では、特に開発課題に焦点化して、諸課題の特性と持続可能な平和的社会の実現に向けたスポーツの役割に関して
討論形式で学ぶ。

01EH027
Project Management(プロジェクトマネジメン
ト論)

開発援助実務者をサポートするために国際機関によって開発された実用的基礎技術としてのプロジェクト・マネジメント
手法について学習します。
主に参加型計画、モニタリング、評価を含むProject Cycle Management(PCM)を採り上げます。

01EH028 JSC Seminar(JSCセミナー) 日本スポーツ振興センターが開催する研修およびセミナーに参加し、レポート作成やその他の業務を通じて学習する。

01EH029 JSC Project(JSCプロジェクト) 日本スポーツ振興センターで展開されている事業に参加し、事業運営について学ぶ。

01EH030 On the Job Practice (Domestic) 日本スポーツ振興センターなどのスポーツおよび国際開発に関連する組織において4週間の研修を行う。

01EH032
Sport,Culture and Society(スポーツ・文
化・社会)

スポーツ社会学における理論と実践的研究を基礎にして、スポーツを通した国際開発と平和構築に関する批判的思考をす
る

01EH039
International Development and Peace
through Sport II(スポーツ国際開発論II)

このコースでは、「スポーツ国際開発学」の観点に基づく、文化的、社会的、国際的な問題解決の見解をスポーツイベン
トやに関する批判的思考法について学ぶ。
この講義では、特にIDS研究により集中した内容を取り扱います。

01EH044
Olympic and Paralympic History(オリンピッ
ク・パラリンピック史)

オリンピック競技会、パラリンピック競技会の歴史について、通史のみならず、各国の歴史について学ぶ。

01EH045
Olympism and Legacy(オリンピズムとレガ
シー)

オリンピズムとオリンピックレガシーについて、それらの意義を学ぶとともに、今後の国や地域等に応じたレガシーのあ
り方を考える。

01EH046
Sport Organisation and Governance(スポー
ツ組織とガバナンス論)

国際スポーツ競技連盟(IFs)や国内競技連盟(NFs)に関する組織構造や業務について、実務レベルでその内容を理解し、国
内外のスポーツ競技組織に関するステークホルダーの概要とその責務を理解する。また、国際オリンピック委員会(IOC)
が提唱するステークホルダー間の相互作用に注目しながら、「オリンピックムーブメント」を展開するシステムやガバナ
ンスのグローバルモデルについて議論する。

01EH047

International Sport Marketing,
Sponsorship and Media Management(国際ス
ポーツマーケティング、スポンサーシップ、
そしてメディアマネジメント)

スポーツマーケティングに関する歴史的背景を踏まえて、その目的と基本的なシステム、そして北米、ヨーロッパ、アジ
ア、日本の事例を学ぶ。さらに、具体的なマーケティングプログラムの設計、販売、サービス管理の方法を学びながら、
マーケティングの実践方法についてグループワークを行い議論する。また、スポーツマーケティングに重要なメディアの
諸権利について、歴史と技術革新を踏まえながら、メディアマネジメントに関するグループワークと議論から将来を展望
する。

01EH048
Sport Finance and Economics(スポーツファ
イナンスと経済学概論)

国際競技連盟ほかスポーツの組織や国際スポーツイベントに関する財務について、資金調達や会計などに関する理論と実
務について学修する。また、スポーツ産業やスポーツビジネスを経済学の視点から分析・考察し、国や地域における経済
的影響、及びリーグやイベントに対する経済学的視点について学修する。

01EH049 Sport and Policy(スポーツと政策)

この授業では、第1に、主に担当教員による講義を通じて、スポーツ政策に関する諸概念、理論、視点、方法論について
学ぶ。第2に、いくつかの国におけるスポーツ政策の歴史・制度について学習し、各国のスポーツ政策に見られる相違点
とそれを生み出す要因について議論する。第3に、具体的な事例を交えながら、スポーツ政策の形成過程、政策評価のあ
り方について議論する。

01EH050 Anti-Doping(アンチ・ドーピング) 日本で展開されているアンチ・ドーピングの全体像について学ぶ。

01EH051 Taiku(Physical Education) (体育)

The course outlines contemporary themes in sport pedagogy from both theoretical and practical perspectives.
In the first half of the course, guest lectures from experts in different domains will teach students about
issues and approaches to physical education within Japanese and international contexts. In the latter
classes, students will apply selected PE theory to practical teaching sessions in an activity of their
choice.

01EH052 Japanese Culture(日本文化) 日本の文化と習慣、和のマナー、礼儀作法について、日本文化の体験を踏まえて、その思想などについて考える。

01EH054
Seminar in Olympic and Paralympic
Education I(オリンピック・パラリンピック
教育演習 I)

オリンピック・パラリンピック教育に関する先行研究などを踏まえて、研究視角、方法、実証について、自らのテーマを
設定しながら学修する。

01EH055
International Sport Event Management(国際
スポーツイベントマネジメント論)

スポーツイベントを開催するスポーツ施設について、その歴史的変遷、現在の構造と機能、経営方法について学修する。
また、国際的なスポーツイベントを招致し、準備、開催に至るプラニング、組織づくり、人材配置、さらにリスクマネジ
メントについて、事例をもとにして学ぶ。さらに、オリンピック・パラリンピックに必須のボランティアに関するマネジ
メントについて事例をもとに学ぶ。

01EH056 Sport and Gender(スポーツとジェンダー)
スポーツに関わるジェンダー問題の理論と実践について、その課題と問題点を事例を挙げながら考える。

01EH057
Olympic and Paralympic Education(オリン
ピック・パラリンピック教育)

オリンピック教育、パラリンピック教育について学ぶとともに、2020年に向けての教育内容を考える。



科目番号 科目名 授業概要

01EH058
Sport Technology and Biomechanics(スポー
ツ工学とバイオメカニクス)

スポーツ工学とそれに関連するバイオメカニクス的背景と最新の知見を紹介する。

01EH059 Sport Medicine(スポーツ医学) 日本におけるスポーツ医学の臨床及び研究の全体像について学ぶ。

01EH061
Seminar in Sport Management I(スポーツマ
ネジメント演習 I)

本セミナーでは、スポーツマネジメントに関わる研究テーマに関して、事例研究を交えつつ議論を行う。また、適宜、主
に国内のスポーツイベント、スポーツ関連団体に関するフィールドワークを行う。

01EH062
Seminar in Sport Science and Medicine
I(スポーツ医科学演習 I)

特別課題レポート作成に必要な国内外の文献を購読し、また、必要な実験計画や方法についても、少人数にてディスカッ
ションする。

01EH063
Seminar in Sport for Development and
Peace I(開発と平和のためのスポーツ演習 I)

Simon Darnell, Sport for Development and Peace: A Critical Sociology, Broomsbury,  2012を読み解きながら、権
力に関する理論を踏まえつつ、IDS・SDPの理論と実践について批判的思考を構築する

01EH064
Seminar in Teaching, Coaching and
Japanese Culture I(ティーチング、コーチン
グと日本文化演習 I)

この演習では、学生はいずれかの指導教員(大石純子,ギド・ガイスラー、仙石泰雄)をまず選択する。その上で、選択し
た指導教員の指導もと、知識を拡充しつつ問題を特定していく。さらに研究課題の設定、研究計画のデザイン、データの
収集と処理、プレゼンテーションスキルについて学ぶ。

01EH075
Sport and Person with Disabilities
(PWDs)(スポーツと障がい者)

講義では、学生は障害者のスポーツについて学びます。その際に、パラリンピックやパラリンピック以外の世界大会、ま
た障害(身体障害、知的障害、精神障害)の特性など、講義内で議論が可能と思われる事例なども提示していきます。

01EH076
TIAS Internship IA(TIASインターンシップ
IA)

4週間のインターンシップ先を決定し、スポーツ組織や競技大会などの現場における実践的知識を学びながら、キャリア
パスの構築につなげる。

01EH077
TIAS Internship IIA(TIASインターンシップ
IIA)

スポーツ組織や競技大会などの現場における実践的知識を学びながら、キャリアパスの構築につなげる。

TIAS インターンシップ IAの履修者を対象にする。

01EH078
TIAS Internship IB(TIASインターンシップ
IB)

4週間のインターンシップ先を決定し、スポーツ組織や競技大会などの現場における実践的知識を学びながら、キャリア
パスの構築につなげる。

01EH079
TIAS Internship IIB(TIASインターンシップ
IIB)

スポーツ組織や競技大会などの現場における実践的知識を学びながら、キャリアパスの構築につなげる。
TIAS インターンシップ IAあるいはIBの履修者を対象にする。

01EH080
Exercise Physiology and Human
Performance(運動生理学とヒューマンパ
フォーマンス)

ヒューマンパフォーマンスに関連する運動生理学的背景と最新の知見を紹介する。

01EH081 International Relations(国際関係論)
この授業では、スポーツと国際関係について事例を挙げながら理解し知識を得ます。スポーツと政治、スポーツと外交政
策、スポーツ外交、スポーツと平和(スポーツを通しての国際協力と平和)をテーマにして学びます。

01EH082
Elite Sport Coaching(エリートスポーツコー
チング論)

一流競技者のパフォーマンス向上に関するコーチング、トレーニング理論および方法を学び実践する。

01EH083 Budo(武道)
本授業では、学生は、茨城県鹿嶋市への1泊2日のスタディーツアーに参加します。そこで、現代武道と古武道についての
視察学習(一部体験あり)します。

01EH084
Seminar in Olympic and Paralympic
Education II(オリンピック・パラリンピック
教育演習 II)

オリンピック・パラリンピック教育に関する先行研究などを踏まえて、研究視角、方法、実証について、自らのテーマを
設定しながら学修する。

01EH085
Seminar in Sport Management II(スポーツマ
ネジメント演習 II)

本セミナーでは、スポーツマネジメントに関わる研究テーマに関して、事例研究を交えつつ議論を行う。また、適宜、主
に国内のスポーツイベント、スポーツ関連団体に関するフィールドワークを行う。

01EH086
Seminar in Sport Science and Medicine
II(スポーツ医科学演習 II)

特別課題レポート作成に必要な国内外の文献を購読し、また、必要な実験計画や方法についても、少人数にてディスカッ
ションする。

01EH087
Seminar in Sport for Development and
Peace II(開発と平和のためのスポーツ演習
II)

Simon Darnell, Sport for Development and Peace: A Critical Sociology, Broomsbury,  2012を読み解きながら、権
力に関する理論を踏まえつつ、IDS・SDPの理論と実践について批判的思考を構築する

01EH088
Seminar in Teaching, Coaching and
Japanese Culture II(ティーチング、コーチ
ングと日本文化演習 II)

この演習では、ティーチング、コーチングと日本文化演習 Iで選択した指導教員の指導に基づいて、知識を拡充し問題を
特定していく。そして、研究課題を設定し、研究計画を立案して、データの収集と処理を行っていく。さらに、自らの研
究についてのプレゼンテーションを実施する。

01EH089 TIAS Research Project(TIAS課題研究)

学生は、以下のような研究専攻の1つに基づいて独自の研究プロジェクトを実施し、最終報告書を作成します。
1)オリンピック・パラリンピック教育
2)スポーツマネジメント
3)スポーツ医科学
4) 開発と平和のためのスポーツ
5)ティーチング、コーチングと日本文化

01EH093 Psychology of Coaching(コーチング心理学)

The course addresses theoretical and psychological foundations of coaching methodology. Principles of
behaviour, teaching, and skill acquisition are used to connect the four main dimensions of coaching practice
(technical, tactical, physical, psychological), with further consideration for performance analysis and
enhancement through the development of (mental) performance plans.

01EH094
Seminar in Event Production Management
I(イベント総合演習 I)

本授業は、オリンピズムとスポーツの価値をもとにした下記のプロジェクトを通して、イベントマネジメントについて実
践的に学修することを目的とする。
学生は、TIASが企画する以下のプロジェクトを選択し、教員・研究員らと共に企画・実践・評価・改善について体験を踏
まえて学修する。
・スタディツアー
・OVEP実践活動
・NANAIRO EKIDEN実践活動
・スポーツコーチングに関する実践活動
・その他イベント

01EH095
Seminar in Event Production Management
II(イベント総合演習 II)

本授業は、オリンピズムとスポーツの価値をもとにした下記のプロジェクトを通して、イベントマネジメントについて実
践的に学修することを目的とする。
学生は、TIASが企画する以下のプロジェクトを選択し、教員・研究員らと共に企画・実践・評価・改善について体験を踏
まえて学修する。
・スタディツアー
・OVEP実践活動
・NANAIRO EKIDEN実践活動
・スポーツコーチングに関する実践活動
・その他イベント

01EH096 TIAS Research Project II(TIAS課題研究II)

学生は、以下のような研究専攻の1つに基づいて独自の研究プロジェクトを実施し、最終報告書を作成します。
1)オリンピック・パラリンピック教育
2)スポーツマネジメント
3)スポーツ医科学
4) 開発と平和のためのスポーツ
5)ティーチング、コーチングと日本文化

01EH098
Research Project Management II (研究プロ
ジェクトマネジメントII)

In this course, students will learn about management of their research projects, focusing on the planning,
outline construction and details therein in line with the stated aims and objectives of the project.



科目番号 科目名 授業概要

01EH099
Cross-Cultural Communication II(異文化コ
ミュニケーションII)

In this course, students will learn the basics of cross-cultural communication in respect to the globalised
university, and the future working environment they will face. Irrespective of your backgrounds, past
affiliations and disciplines, the need will be to have good communication with people having diverse
perspectives and personalities, and which is key for building relationships and success, and future careers

01EH105 体育史・スポーツ人類学演習I 体育史やスポーツ人類学に関する基本的な文献や研究論文を購読し、それらの研究方法について学ぶ。

01EH111 スポーツ社会学演習I
スポーツ、体育、舞踊そして伝統スポーツにおける身体の歴史と政治推力について文献資料やフィールドワークから学
ぶ。

01EH119 スポーツ経営学 体育・スポーツの推進に相応しいスポーツ経営の考え方、及び経営組織と事業運営について解説する。

01EH126 スポーツ法学演習
国内及び国外のスポーツ法に関する動向を調査検討し現状の認識を深めるとともに、スポーツ法学に関する文献資料を購
読し、研究の方法や理論に関する理解を深める。

01EH128 スポーツ産業学演習I スポーツ産業研究に必要な理論や実務的な知見について学ぶととともに、当該領域の研究方法論について学習する。

01EH135 アダプテッド体育・スポーツ学演習I
アダプテッド・スポーツ科学に関する文献を購読するとともに,アダプテッド・スポーツ現場を体験し,研究の動向と課題
について議論する。

01EH137 体育心理学演習I

体育心理学の研究法に関する講義と体験的学習を通して、スポーツ・体育心理学領域における研究の実際を知り、心理学
的研究法に関する理解を深める。また,海外の文献を読んで実際の研究を理解し、各自の問題意識に基づいて研究計画を
立てる。

01EH142 運動学習心理学 人間の運動学習(Motor Learning)と運動制御(Motor Control)について、知覚-運動統合の過程を中心に学ぶ。

01EH143 健康・スポーツ科学のための英語上級

体育並びにスポーツ科学に関連した,より高度な英語の読解力並びに表現力を身につける.

 ( Objective of this course is to improve  writing listening, and speaking ability in English in Physical
Education and Sport Science at an  advanced level.)

01EH144 体育・スポーツ学特別演習 社会人特別選抜入学者で体育・スポーツ学分野の学生の必修科目

01EH145 体育・スポーツ学特別演習II 研究成果について議論を深め、修士学位論文を作成する。

01EH151 体育・スポーツ哲学演習I 体育哲学およびスポーツ哲学に関する文献の講読を行い、問題設定の仕方や研究方法論についての理解を深める。

01EH152 体育・スポーツ哲学演習II
体育哲学およびスポーツ哲学に関連する文献(論文や著書)のうち、受講者の研究テーマに関連するものについて、概要を
まとめ、報告・議論を行う。

01EH154 体育史・スポーツ人類学演習II 体育史やスポーツ人類学(国際開発学を含む)に関わる研究方法論を身につけ、研究論文を書き上げる。

01EH156 スポーツ社会学演習II
社会学の理論を基礎にしながら、研究方法論を学び、論文執筆を自主的、自立的に行っていく。その際、学生や教員との
議論を繰り返し、応答する中で、自らの立ち位置と思考を深めていく。

01EH157 身体文化論演習

身体とその文化を拠り所にして、文化と社会に関する理論を検討する。その中で、人種、民族、ジェンダー、セクシュア
リティ、階級、ナショナリティと、アイデンティティ、ライフスタイル、社会変動、そして社会運動について考える。

01EH158 体育社会学演習
学校、都市、スタジアム、祝祭空間における身体の近代とその変容について、身体とその文化に関する理論書を読み、議
論する。

01EH159 武道学演習I 武道学全体を鳥瞰図的に把握し、先行研究を広く学習することにより、修士論文のテーマ設定をする。

01EH160 武道学演習II 武道学における文献学的研究方法論を学び、具体的史料にあたりつつ、修士論文作成のための学習をする。

01EH161 体育・スポーツ経営学演習I
体育・スポーツ経営学に関する内外(外国は主にアメリカ合衆国を中心に)の文献を購読しながら、経営理論の動向及び方
向性を検討する。

01EH162 体育・スポーツ経営学演習II
体育・スポーツ経営をめぐるトピックスや具体的な経営課題を取り上げ、関連する文献や論文を収集するとともに、研究
の視点や課題解決の方法について議論し、研究論文としてまとめる。

01EH163 スポーツ政策学演習I
国内及び国外のスポーツ政策及びスポーツ政策研究に関する動向について調査検討し、スポーツ政策の実務的な課題を理
解するとともに、スポーツ政策学に関する内外の文献を購読し理論的な認識を深める。

01EH164 スポーツ政策学演習II
スポーツ政策に関する各自の研究テーマに関する文献及び資料の収集・批判及び検討、研究方法論及び分析の枠組みの検
討を行い、実際の調査研究の成果を発表し、議論を深める。

01EH167 スポーツ産業学演習II 研究テーマの設定、先行研究のレビュー、研究の意義、研究の方法等、修士論文の作成に必要な研究指導を行う。

01EH168 体育科教育学演習I 体育科教育学の知見を踏まえ、関心をもったテーマに即して研究デザインについて検討する。

01EH169 体育科教育学演習II 自ら設定した研究デザインに即して収集したデータの分析並びに考察方法について学習する。

01EH170 体育授業観察分析演習
体育授業の観察法に関する基礎的知識を習得する。受講者は模擬授業を計画・実施し、その授業を観察分析して、その活
用方法について理解する。(H30年度は4月中に授業案作成、5月5,6日に模擬授業を実施する。)

01EH172 アダプテッド体育・スポーツ学演習II
アダプテッド・スポーツについて学び、教育場面やスポ−ツ活動での実践を通して、アダプテッド・スポーツ科学を理論
と実践から学習する。

01EH174 体育心理学演習II
体育・スポーツ心理学関連の学術雑誌から関心のある掲載論文を受講生自身が探し出し、抄録を作成して発表し、研究課
題等について討議する。

01EH175 体育心理学実習
スポーツにおけるセルフコントロール、性格の診断法、知覚運動学習の基本的実験研究法を、実践・実験実習、データ分
析、発表、レポート作成を通して学ぶ。

01EH201 健康教育学演習I 健康教育学に関する国内外の文献を講読する。

01EH204 保健社会学
健康の理論モデル、健康の社会的要因に関する基本パラダイムを学ぶ。また我が国の親子保健・老人保健の各領域におけ
る健康課題とそれに対応する各種法制度・政策・サービスの現状を理解する。

01EH205 環境保健学演習I スポーツ活動や生活行動への環境の悪影響に関する研究の最前線について考究する。

01EH206 環境保健学
環境保健学の研究手法を紹介し,各種環境要因の影響に関する研究に関する
知識を与え,環境保健学特有の考え方を学ばせる.

01EH207 運動生理学演習I
スポーツ生理学に関するジャーナルに掲載されたテキストや外国の文献資料の輪読・抄読を行い,同時に研究方法などに
ついて基礎的な理解を深める.

01EH216 運動栄養学演習I 栄養学、食生活および運動(スポーツ)領域における知識を深めるため、専門図書、総説等の購読を中心に行う。

01EH218 スポーツ栄養学実験実習 スポーツ栄養学領域の研究の手法を学習する

01EH223 健康増進学演習I
人体の形態、運動機能、体力・運動能力等の発達・加齢変化に関する測定評価法、トレーニング法、統計解析法などに関
する内外の文献を討議する。

01EH227 内科系スポーツ医学演習I スポーツ医学(内科系)に関する文献を読み、基礎知識を学ぶ。

01EH230 スポーツ医学基礎論特講I スポーツ医学の基礎として、健康の維持・増進および疾患の予防・治療における運動の効果について解説する。

01EH235 アスレティックコンディショニング論演習
競技力向上のためのスポーツ傷害予防やコンディショニングに関する国内・外の文献を抄読し,最新の知識に基づいて,ス
ポーツ傷害予防やコンディショニングの方法論・エビデンスを探求する.

01EH236 アスレティックリハビリテーション論演習
スポーツ傷害からの早期復帰に必要な知識を駆使して,アスレティックリハビリテーションプログラムを作成できるよう
になる.

01EH237 アスレティックコンディショニング論特講
競技力向上に関わるスポーツ傷害予防やコンディショニングの課題と方法論について多面的に解説する.



科目番号 科目名 授業概要

01EH238 アスレティックリハビリテーション論特講
スポーツ選手の傷害から復帰のために必要なリハビリテーションの基本を学習する.

01EH239 スポーツ医学基礎論特講II
スポーツ傷害の発生や診断,予防の理論的な背景や考え方を理解する.傷害のバイオメカニクスと修復のメカニズム等を概
説する.

01EH240 女性スポーツ医学論特講
月経の調節機構と加齢による変化,妊娠による身体機能の変化と胎児の発育を学ぶ.激しいスポーツ活動に起因する月経異
常の発現機転を理解する.また,妊婦のスポーツ活動が母体および胎児に及ぼす影響を理解する.

01EH242 スポーツバイオメカニクス演習I
スポーツバイオメカニクスに関する国内外の文献を購読し,スポーツバイオメカニクスの研究課題などについてディス
カッションする.

01EH243 応用解剖学演習I 修士論文に関連する文献の輪読と実験方法等について学ぶ。

01EH251 機能解剖学実験
身体運動の分析法,力の測定法,筋電図,重心動揺,歩行分析に関する実験を行う.キーワード:運動器 ,機能と形態,筋電図,
重心動揺,歩行

01EH252 健康体力学特別演習 社会人特別選抜入学者で健康体力学分野の学生の必修科目

01EH257 健康教育学演習II 健康教育学に関する国内外の文献を講読する。

01EH259 環境保健学演習II スポーツ活動や生活行動への環境の悪影響に関する研究の最前線について考究する。

01EH261 運動生理学演習II
スポーツ生理学に関するジャーナルに掲載されたテキストや外国の文献資料の輪読・抄読を行い,同時に研究方法などに
ついて基礎的な理解を深める.

01EH265 運動栄養学演習II 栄養学、食生活および運動(スポーツ)領域における知識を深めるため、専門図書、総説等の購読を中心に行う。

01EH266 体力学演習I
体力科学、体力・運動能力、体力トレーニング、運動遊びなどに関する国内外の学術論文、解説、著書、マニュアルなど
を参考に、体力学領域における文献研究、研究計画、研究方法について演習する。

01EH267 体力学演習II
体育科学に関する内外の学術論文を題材に討議を行い、体力学領域における科学的知見に関わる情報を収集し、文献研究
の方法について演習する。

01EH269 健康増進学演習II 修士論文作成における当該分野の関連知識と方法論を修得する。

01EH270 体育測定評価学演習I 運動能力の研究に関する基礎的および先端的な科学研究の方法を理解し修得する.

01EH271 体育測定評価学演習II 運動能力に関する実際の研究データの分析を通して,基礎的および先端的な研究方法を実践する.

01EH273 内科系スポーツ医学演習II スポーツ医学(内科系)に関する文献を読み、専門的な知識を学ぶ。

01EH275 外科系スポーツ医学演習I スポーツ医学(外科系)に関する文献を読み,基礎知識を学ぶ

01EH276 外科系スポーツ医学演習II スポーツ医学(外科系)の関する論文を読み,専門的な知識を学ぶ.

01EH278 スポーツバイオメカニクス演習II 修士論文作成に必要な国内外の文献を購読し,ディスカッションする.

01EH279 スポーツバイオメカニクス実験 スポーツバイオメカニクスの研究手法,特に動作分析手法について実習するとともに,データのまとめ方を学習する.

01EH281 応用解剖学演習II 修士論文に関連する文献の発表と修士論文の経過報告を行う。

01EH283 健康体力学特別演習II 研究成果について議論を深め、修士学位論文を作成する。

01EH292 コーチング論・トレーニング学演習II スポーツ・トレーニング及びコーチングにおける諸問題について、問題の所在の究明と実践的な問題解決能力を養う。

01EH294 スポーツ運動学演習II
スポーツ運動学(発生運動学)に関する国内外(日本語、ドイツ語)の重要文献を精読することによって、スポーツ運動学理
論の知識を深める。

01EH296 体操コーチング論演習II 体操の研究方法に関する内外の文献や資料を題材として討議を行いながら,体操コーチングの専門的知識を深める。

01EH302 コーチング論・トレーニング学演習I
スポーツ・トレーニング及びコーチングに関する内外文献の抄読、種目別コーチングの隘路分析等を行い、望ましいト
レーニング及びコーチング構造の在り方を探求する。

01EH306 スポーツ運動学演習I
スポーツ運動学(発生運動学)に関する国内外(日本語、ドイツ語)の重要文献を精読することによって、スポーツ運動学理
論の知識を深める。

01EH309 体操コーチング論演習I
体操の運動方法ならびに指導方法に関する内外の文献や資料を題材として,ねらい,対象,運動方法,指導法,評価などにつ
いて討議する。

01EH315 体操競技コーチング論演習I
体操の運動方法ならびに指導方法に関する内外の文献や資料を題材として,ねらい,対象,運動方法,指導法,評価などにつ
いて討議する。

01EH318 陸上競技コーチング論演習I 陸上競技の技術,トレーニング,指導法について,国内外の文献をもとにして,体育的側面及び競技的側面から検討する.

01EH321 水泳競技コーチング論演習I 水泳競技コーチングに関わる新しい研究課題について、内外の文献・資料に基づき討議する。

01EH324 バレーボールコーチング論演習I バレーボールのコーチングに関する理論を内外の文献や資料を用いて検討する。

01EH327 バスケットボールコーチング論演習I バスケットボールにおけるコーチング全般にわたり、内外の文献、資料を用いて検討する。

01EH330 ハンドボールコーチング論演習I 国内外における文献の精読を通して,ハンドボールのコーチングに関する基礎理論および応用理論について学習する。

01EH333 サッカーコーチング論演習I サッカーの指導に必要な具体的な問題について,内外の文献,資料を用いて検討する

01EH336 ラグビーコーチング論演習I ラグビーコーチング学に関する様々な文献や映像に検討を加え,関連する問題について討議を行う.

01EH346 柔道コーチング論演習I 柔道の文献を読んで議論する。

01EH349 剣道コーチング論演習I 剣道に関する文献や、研究資料を題材として討議する。

01EH352 弓道コーチング論演習I

弓道古伝書を読み下し、弓術・弓具・指南法等に関する理解を深める。伝統的弓道とその指導法を理解し、現代における
基本的指導のあり方を理解・修得する。弓道における「五射六科」の内容を学習し、その理解と現代的応用方法について
考える。年齢や経験の違いによる弓道指導の留意点について理解する。安全で効果的に弓道指導を行う上での現代的課題
と、弓道指導の将来展望を俯瞰できる能力と実践力を養う。

01EH354 野外運動論演習I 野外運動における自然と文化、人間理解等について、基本的な知識を修得し、理解を深める。

01EH361 舞踊論演習I
舞踊(ダンス)分野に関する国内・国外の文献。資料を中心に近年の舞踊論における研究の動向と諸問題について学習する
とともに、舞踊論の研究方法論について理解を深める。

01EH364 コーチング学特別演習 社会人特別選抜入学者でコーチング分野の学生の必修科目

01EH365 コーチング学特別演習II 研究成果について議論を深め、修士学位論文を作成する。

01EH367 体操競技コーチング論演習II 体操競技に関する研究法について学習し,修士論文をまとめる.

01EH369 陸上競技コーチング論演習II 陸上競技の技術,トレーニング,指導法の研究について実践し,データ分析,プレゼンテーションについて学ぶ.

01EH370 柔道コーチング論実習「形」 柔道の7つの形を実習する.

01EH372 水泳競技コーチング論演習II
水泳に関連する内外・海外の文献・資料を題材として討議を行い、水泳の技術、トレーニング、コーチング等の専門的知
識を身に付ける。

01EH374 バレーボールコーチング論演習II バレーボールに関する論文や研究資料を参考に、論文作成のための方法論と関連知識を修得する。

01EH376 バスケットボールコーチング論演習II
バスケットボール競技のコーチングに関わる理論知を分析・検討することと併せて,アカデミック・ライティングおよび
プレゼンテーションに不可欠な手法を習得し,最終的には修士論文の完成を目指す。



科目番号 科目名 授業概要

01EH378 ハンドボールコーチング論演習II ハンドボールのコーチングに関する研究方法論について学習し,修士論文の作成に必要な知識と技能を養成する。

01EH380 サッカーコーチング論演習II サッカーの指導に関する問題に科学的にアプローチし修士論文の作成に取り組み

01EH382 ラグビーコーチング論演習II 各自の研究について計画上および実施上の問題を出し合い,討議を行う.

01EH383 ラケットバットスポーツコーチング論演習I
野球,テニス,卓球,バドミントンにおけるスポーツの特性とコーチングに関する資料を読みながら,指導力の養成を図る

01EH384 ラケットバットスポーツコーチング論演習II
野球,テニス,卓球,バドミントンにおけるスポーツの特性とコーチングに関する修士論文の作成の指導を行う

01EH386 柔道コーチング論演習II 柔道に関する文献を読み、研究に関する議論をする。

01EH388 剣道コーチング論演習II 剣道に関する論文や研究資料を講読し、論文作成のための方法論と関連知識を習得する。

01EH390 弓道コーチング論演習II

弓道指導に関する古文献、研究論文等により、弓器・弓工に関する理解を深める。伝統的弓道指導法、現代的弓道指導法
に関する理解と実践を通して知見を得る。弓道指導法に関する先行研究を理解し、現在の弓道コーチングのあり方、弓道
コーチングの将来を展望する。

01EH392 野外運動論演習II 野外運動に関する研究課題を出し合い、討議を行う。

01EH393 野外運動論実習

野外教育に関連した外部団体と連携し、野外教育プログラムについて、1企画、2運営、3評価に関与することを通して、
総合的に野外教育事業をマネジメントする能力を修得することがねらいである。企画では野外教育事業の対象、目的、プ
ログラム、組織について立案実習する。運営では、実地踏査、参加者への指導を実践する。さらに評価においては、報告
書等の作成を通じて振り返りをする。

01EH395 舞踊論演習II 舞踊に関する論文や研究資料を参考に、論文作成のための方法論と関連知識を身につける。

01EH396 舞踊表現技術実習
西洋のダンス文化の象徴であるバレエを中心に取り上げる。後半は、現代的なダンスへの応用なども紹介しながら、ダン
サーの表現技術の深さの秘訣を探る。

01EH401 フェアプレイ論
フェアネスの歴史的概観やフェアプレイを奨励する運動を踏まえ、フェアプレイが主張される意味について、複数の価値
観、道徳観から考察する。

01EH403 スポーツイベント文化論
スポーツイベントとその背景を学び、映像メディアを介した身体の文化政治(人種、民族、ジェンダー、ナショナリティ
など)の歴史と現在について考える。

01EH404 オリンピック論
オリンピックの歴史とオリンピック・ムーブメントの動向について学習し、今後のオリンピック・ムーブメントのあり方
を模索する

01EH405 武道文化論
武道の文化性に焦点を当て,日本特有の身体論,心法論,修行論を踏まえつつ,特に刀剣の思想を中心に解説する.またこれ
をもとに,世界に普及されつつある武道の今後の課題を,文化論の立場から考察する.

01EH411 体育・スポーツ哲学 身体の捉え方や身体の経験をめぐって、体育哲学とスポーツ哲学のそれぞれのスタンスから講義を行う。

01EH412 スポーツ史学

人間の歩みの総体である歴史、その歴史に対するより正しい認識と解釈を求め人類が試みてきた様々な方法を学習する。
資料を取り扱う諸学問に通じる質的研究方法、とりわけ史学の営みを通して、驚嘆する感性と懐疑する精神を身に付け、
現代の体育・スポーツをを意識的に探究する。

01EH413 武道学 世界に広がりつつある武道文化の諸様相について学ぶ。

01EH415 スポーツ産業学
レジャー・スポーツ産業を対象に人文,社会科学的な視点から検討し,レジャー・スポーツ産業に関する基本的な知見を学
習するとともに,当該領域における当面の問題を明らかにし,基本的研究課題を理解する.

01EH417 身体文化論
伝統文化、体操、体育、スポーツなどを具体的に取り上げながら、文化的社会的に構築される身体と身体観について、文
化社会学、歴史学、哲学を基礎にしながら領域を越えて議論し、身体文化に対するアプローチを切り開く。

01EH421 スポーツ法学
スポーツに関する基本法令、判例、法制度及び法的諸問題について概説し、スポーツ法学に関する理論、スポーツ法の体
系及びスポーツ法政策の基礎知識を学ぶ。

01EH422 スポーツ行政学
日本の国および地方自治体のスポーツ行政の制度や組織等について概説するとともに、そのあり方について検討する。特
に、運動部活動を取り上げ、今後の運動部活動の望ましいあり方についてグループで討議し、発表する。

01EH423 スポーツビジネス論
スポーツとビジネスの関係を、主にプロスポーツの運営やスポーツメーカーのブランディング、ツーリズム産業などを事
例に、理解を深めていく講義である。

01EH424 スポーツを通じた開発論

国際社会では複雑な相互依存が深化する世界構造の下で「制度からヒト」へのパラダイム変換が求められている。こうし
た中、国際開発分野における 1)地球規模の連携、2)社会関係資本の構築、或いは3)国際開発課題の解決・改善・緩和を
実現する「道具、乗り物、手段」として「スポーツを通じた開発」或いは「平和と開発のためのスポーツ」の効果が期待
され始めている。本講義では、先行研究および事例研究を通じて、「スポーツを通じた開発」の役割と可能性について考
察する。

01EH425 スポーツメディア論
現代社会におけるスポーツイベントとメディアの親和性を歴史を踏まえて学び、映像メディアを介して表象化される人
種、ジェンダー、ナショナリティの諸問題を捉える。

01EH426 スポーツ文化・経営政策コース共通実習

スポーツ文化・経営政策コースに関連する諸事象に関する問題発見・課題解決能力の涵養を図り、生きた知識を身につけ
ることを目的とする。そのために、各自が選択した担当教員の指導の下、スポーツ関連施設や組織等で行われている活動
に触れたり、調査を行ったりする。

01EH427
スポーツ文化・経営政策コースインターン
シップ春

学内外のスポーツ団体、学校における授業や部活動、スポーツ関連企業、研究所などにおいて計画書に基づいて実習し、
通常の教育課程では学ぶことのできない高度な実践的経験、知識を得る。

01EH428
スポーツ文化・経営政策コースインターン
シップ秋

学内外のスポーツ団体、学校における授業や部活動、スポーツ関連企業、研究所などにおいて計画書に基づいて実習し、
通常の教育課程では学ぶことのできない高度な実践的経験、知識を得る。

01EH431 学校体育経営論
学校体育の経営管理をめぐる今日的な課題を取り上げ,体育事業論及び経営過程論の立場から論ずるとともに,教育の自由
化論や学校体育の存在論等についてディスカッションを行い、学校体育にかかわる経営理念や経営哲学を磨く。.

01EH432 地域スポーツ経営論

現代の地域社会におけるスポーツおよびスポーツクラブの意義と役割、地域スポーツクラブの形態・構造、クラブ組織化
のプロセスと方法について論ずる。特に、地域スポーツにおける共同性と自治性の重要性とその充足のための方略につい
て学習する。

01EH433 スポーツマーケティング論
スポーツマーケティングの目的、方法に関する基礎理論を理解するとともに、商業スポーツ施設経営やスポーツイベント
経営など具体的なスポーツ経営を事例にした検討を通して、実践的な考え方を養う。

01EH434 スポーツ社会学
スポーツイベントと人々とのかかわりについて、メディア、人種、ナショナリティ、ジェンダー、都市開発などをテーマ
に議論する。

01EH438 スポーツ政策学 スポーツ政策の現状と課題に対する理解を深めるとともに、スポーツ政策学の理論と視座を考える。

01EH439 スポーツリスクマネジメント論
スポーツ活動におけるリスクマネジメント理論の応用を検討するとともに,スポーツ事故の法的責任,安全対策および事故
防止策についての理解を深める.

01EH465 スポーツカウンセリング論
スポーツ競技者や生徒や一般成人の心身の問題の改善やパフォーマンス向上を目的とした心理的サポートとして、指導者
や援助者に必要なカウンセリングの理論と方法を、健康心理学およびスポーツ心理学の最新の知見を踏まえて学ぶ。

01EH471 体育科学習指導論

体育科における学習指導論を模擬授業の計画・実施を通して習得する。受講生は複数のグループごとに、授業計画を立案
し教師役、生徒役、観察者を相互に役割分担しながら模擬授業を実施する。ビデオ収録された授業映像はe-Learning授業
評価システムに収蔵される。授業者はこのシステムで授業映像を視聴しながら授業評価・省察を行い、反省会ではそれを
もとに討議する。

01EH472 学校健康教育論 学校における健康および安全の課題について,教育的視点から論じる。

01EH473 アダプテッド・スポーツ教育論 特別支援教育におけるアダプテッド・スポーツ教育について講述する。

01EH477 武道授業指導論 学校における武道の指導法ついて検討し実習する。



科目番号 科目名 授業概要

01EH478 スポーツ心理学 アスリートの心理サポート現場での心理的問題の解説ならびに対応について概説する。

01EH480 保健教材論I 保健科教育の教育内容と教材化について講義・演習する。

01EH481 保健教材論II 高等学校における保健科教育の教材について分析し,実践的に演習する。

01EH484 野外教育プログラム論
野外教育で展開される各種プログラムについて多角的に理解を深め、野外教育プログラムを計画・運営・評価する能力を
高める。

01EH486 野外教育指導論

本時では、野外教育プログラムにおける指導理論について論じる。特に、キャンプカウンセリング(グループアプローチ)
の方法、実際、諸問題等について取り上げたい。キャンプカウンセリングの方法については、実習形式を取り入れ体験的
に学習を深める。

01EH487 体育授業観察分析法I 体育授業の組織的観察法を用い、体育授業を観察、分析する。

01EH488 体育授業観察分析法II
アダプテッド体育の視点をもった授業づくりのための理論を学び、特別支援学校や特別支援教育対象生徒が参加する体育
授業を観察評価するとともに教材開発を行う。

01EH489 体力学特講
体力に関する様々な概念や構成要素を復習し、発達加齢段階や各種レベルに応じた測定法、最新の解析法を解説すること
を通して、運動遊び、エクササイズ、トレーニングなどが、健康体力や競技体力に及ぼす効果について学ぶ。

01EH490
健康・スポーツ教育コースインターンシップ
春

学内外のスポーツ団体、学校における授業や部活動、スポーツ関連企業、研究所などにおいて計画書に基づいて実習し、
通常の教育課程では学ぶことのできない高度な実践的経験、知識を得る。

01EH491
健康・スポーツ教育コースインターンシップ
秋

学内外のスポーツ団体、学校における授業や部活動、スポーツ関連企業、研究所などにおいて計画書に基づいて実習し、
通常の教育課程では学ぶことのできない高度な実践的経験、知識を得る

01EH504 環境スポーツ疫学 スポーツ・運動中の健康問題を環境の側面から読み解く手法と解決の実践について学ばせる.

01EH531 スポーツ生理学特講
スポーツ・運動に伴って神経・筋系,呼吸・循環系に起る変化のメカニズムとスポーツ・運動の生体に及ぼす効果を解説
する.

01EH533 スポーツ栄養学特講
競技力を高めるための、および健康の維持増進のための食事とトレーニング、睡眠(休養)の組み立て方とその実践につい
て学ぶ。

01EH545
ヘルスフィットネスコースインターンシップ
春

学内外のスポーツ団体、学校における授業や部活動、スポーツ関連企業、研究所などにおいて計画書に基づいて実習し、
通常の教育課程では学ぶことのできない高度な実践的経験、知識を得る。

01EH550 健康増進学特講
加齢に伴う生活機能の変化と健康との関連に基づき、健康増進(サクセスフルエイジング)に必要なトレーニング法、生活
実践法などについて講義する。一般健常者、高齢者、有疾患者に対する運動処方についても講義する。

01EH551 体育測定評価学特講(発育発達学を含む) 運動能力とその発達に関する測定学および評価学の基礎的および先端的な研究方法について理解する.

01EH552 ヘルスフィットネス橋渡し研究概論
ヘルスフィットネス分野における基礎的研究と応用・臨床的研究の関係性および研究をスポーツ実践(現場)や生活・健康
に生かすための課題や工夫について解説する。

01EH553 スポーツ生理学実験 体力診断やスポーツ適性診断に必要なスポーツ生理学的測定法を習得させる.

01EH556 体力学実習
体力科学、体力・運動能力、体力トレーニング、運動遊びなどに関する国内外の学術論文、解説、著書、マニュアルなど
を参考に、体力学領域における研究計画、研究方法、プレゼンテーションについて実習する。

01EH557 健康増進学実習 一般健常者、高齢者、有疾患者を対象とした健康指標の検査・測定方法およびトレーニング方法の実際を学習する。

01EH558 体育測定評価学実習(発育発達学を含む)
実験や調査のデータを統計分析して,結果を図表でまとめる.スポーツデータサイエンスのデータ分析手法を適用して,試
合のプレー,トレーニング分析などのデータから知見をマイニングする.

01EH559 基礎ヘルスフィットネス演習 ヘルスフィットネス分野に関する文献を紹介し討論をおこなう。

01EH560
ヘルスフィットネスコースインターンシップ
秋

学内外のスポーツ団体、学校における授業や部活動、スポーツ関連企業、研究所などにおいて計画書に基づいて実習し、
通常の教育課程では学ぶことのできない高度な実践的経験、知識を得る。

01EH561 運動器のしくみと働き(基礎編) 運動器を構成する筋,骨格,神経系の概要を学ぶ.キーワード:運動器,筋,骨格,神経系

01EH562 運動器のしくみと働き(応用編) 上・下肢,体幹の筋の作用について学ぶ.キーワード:筋,関節,筋の作用,神経支配

01EH563 アスレティックトレーナー特講 スポーツ現場でのアスレティックトレーナーの活動において,最新の情報を提供する.

01EH564 アスレティックコンディショニング論実習
競技力向上に関わるスポーツ傷害予防やコンディショニングの方法についてグループで実習を行う.

01EH565 アスレティックリハビリテーション論実習
スポーツ傷害からの早期復帰に必要な知識を駆使して,アスレティックリハビリテーションプログラムを作成できるよう
になる.

01EH566 テーピング・マッサージ実習
テーピング及びマッサージを実施する上での運動学的,解剖学的,生理学的な基礎知識や方法について解説しながら,実習
を行う.

01EH567 スポーツ医学基礎論実習I スポーツ医学(内科系)に関連する実習を行う。

01EH568 スポーツ医学基礎論実習II スポーツ傷害に関する基本的な身体の評価方法を学び,実際の研究計画を立てられるようになる.

01EH572 アスレティックトレーナー演習 アスレティックトレーナーの役割、組織等の活動に関する文献的演習を行う。

01EH573 スポーツ内科学特講 スポーツにおける内科的諸問題に対する原因、対処法、予防・治療法について解説する。

01EH576 スポーツバイオメカニクス特講
スポーツ動作や様々な基礎的運動をバイオメカニクス的側面から考察するために必要な基礎事項や分析手法を解説する.

01EH577 スポーツ用具と動きのしくみ
スポーツ用具の性能向上のためのしくみについて紹介するとともに,パフォーマンス実現のための動きのしくみ(メカニズ
ム)について解説する

01EH579
アスレティックコンディショニングコースイ
ンターンシップ春

学内外のスポーツ団体、学校における授業や部活動、スポーツ関連企業、研究所などにおいて計画書に基づいて実習し、
通常の教育課程では学ぶことのできない高度な実践的経験、知識を得る。

01EH580
アスレティックコンディショニングコースイ
ンターンシップ秋

学内外のスポーツ団体、学校における授業や部活動、スポーツ関連企業、研究所などにおいて計画書に基づいて実習し、
通常の教育課程では学ぶことのできない高度な実践的経験、知識を得る。

01EH604 コーチングのバイオメカニクス

スポーツの技術やトレーニングを考えるための基礎となるバイオメカニクス的原則、動作の改善ループ、バイオメカニク
スデータの解釈などについて一流選手の分析例などにより説明するとともに、動作の改善にバイオメカニクスをどのよう
に活用するかについてdiscussionする。

01EH621 トレーニング学

スポーツトレーニングを推進するための適切な目標と課題の設定法,課題解決法や手段の選択・創造法,時間資源と時系列
的な関連性を考慮した計画立案法,効果的なトレーニング実践法,トレーニング効果のアセスメント法に関する理論を理解
し,高度なトレーニング実践を展開できる知を学習する.また,トレーニング学独自の学領域としてのオリジナリティーと
その研究方法論について学んでいく.

01EH622 コーチング論(事例討議)
コーチとして必要なコーチング能力、マネジメント能力、国際性等について、現場で活躍中のトップ・コーチに話題を提
供してもらい、コーチング上の課題を究明する。

01EH623 スポーツ運動学 スポーツ運動学の重要な基本概念、学問成立の経緯および研究方法について概説する。

01EH624 身体技法論
気功、呼吸法、武術、整体法、体操、ボディワーク等の身体技法について概観し、それらと体育やスポーツとの関係や意
味について、個々の身体技法を具体的に確認しながら論じてゆく。

01EH625 身体表現論

「身体表現」というくくりでダンスとスポーツを捉え、両者の共通性と違いを身体、動き、リズム、即興性、コミュニ
ケーションなどの視点から探求するとともに、ダンス必修化に伴って注目されているダンス教育とその指導法について、
学習指導要領や関連文献、DVDなどの映像を通して学習し、研究や指導に応用できる能力を養う。

01EH631 野外教育基礎理論 野外教育の歴史と現状及び理論的背景について学習する。



科目番号 科目名 授業概要

01EH636 野外教育実習(キャンプ)
代表的な野外教育の形態である組織キャンプについて、自らその教育的価値を体験しながら、基本的な計画・運営・評価
の方法を実践的に学習する。

01EH643 体操コーチング総合演習
体操についての国内外の映像資料や文献を参考にしながら,その現状を討議し,問題点を探る。また,体操に関する指導方
法や研究方法についても学習する。

01EH644 体操競技コーチング総合演習 体操競技における技術のとらえ方および指導方法について、運動の学習プロセスの体験を通して学習する。

01EH645 陸上競技コーチング総合演習 陸上競技フィールド種目の技術特性,指導法やトレーニング法について概説する.

01EH646 水泳競技コーチング総合演習 水泳競技に関わる科学的データを収集し、データの分析および客観的な解釈方法を学習する。

01EH647 バレーボールコーチング総合演習 バレーボールの競技特性,技術,戦術,指導法について概説する。

01EH648 バスケットボールコーチング総合演習 バスケットボールの特性,ルールと技術の関係,基礎的技術からゲームまでのコーチングの方法を検討する.

01EH649 ハンドボールコーチング総合演習
ハンドボールのコーチング実践に必要な理論の学習とコーチング実践活動を通して,さまざまな問題に対処できる専門的
な指導力を身につける。

01EH650 サッカーコーチング総合演習 サッカーのコーチングに関わる理論の習得とコーチングの実践を通してサッカーのコーチとしての能力の向上を目指す

01EH651 ラグビーコーチング総合演習 ラグビーのコーチングに関わる幾つかのトピックスについて講義及び演習を行う.

01EH652 テニスコーチング総合演習 ストローク、ボレー、サービス動作の技術指導のあり方を検討する。

01EH653 バドミントンコーチング総合演習 バドミントン競技の研究・指導に関する実習およびバドミントン競技能力を高めるための実習を行う。

01EH654 野球コーチング総合演習 野球のコーチングを多角的視点から講義を行う.

01EH655 柔道コーチング総合演習 柔道の指導法を中心に実技、理論を検討する。

01EH656 剣道コーチング総合演習 剣道の試合審判規則について学習し、審判の理論と実践能力を高める。

01EH657 弓道コーチング総合演習

伝統的運動文化としての「弓道」の特性を理解するとともに、弓道指導における基礎基本となる「基本体(基本の姿勢・
基本の動作)」「射法八節」についてその理論学習と実践を通じて弓道コーチングの実際を学習する。「基本の姿勢」
「基本の動作」「射法八節」正しく身につけ、指導においても示範ができるようにする。また、対象に応じた指導法を理
解し、安全かつ効果的に学習できる指導法を理解・習得する。

01EH658 舞踊指導総合演習

舞踊(ダンス)教育における内容の中でも表現・創作ダンス(モダンダンス)とリズム系ダンスを中心に、各々の特性と技
法、指導法、上演に関する理解を深めるとともに、実習を通して基礎的、応用的な能力を養う。舞踊における身体、イ
メージ、リズム、動きの関係について、多様なテーマ(課題)から即興的に表現・創作するとともに、舞台に向けたダンス
作品を創作、上演する。

01EH659 スポーツコーチング総合演習
研究領域に含まれていないスポーツ種目について、種目横断的にその指導法についての理論や指導実践を学び、望ましい
トレーニング及びコーチング構造の在り方を探求する。

01EH660 コーチングコースインターンシップ春
学内外のスポーツ団体、学校における授業や部活動、スポーツ関連企業、研究所などにおいて計画書に基づいて実習し、
通常の教育課程では学ぶことのできない高度な実践的経験、知識を得る。

01EH664 舞踊授業指導論

舞踊(ダンス)の授業(学習指導)における理論と実践方法について関連する文献と実践事例を基に検討するとともに,主な
学習内容(表現・創作系,リズム系)の特性を踏まえた指導計画を作成し検討していく.(ダンスの特性,学習内容,指導計画,
指導言語,学習評価)

01EH673 コーチングコースインターンシップ秋
学内外のスポーツ団体、学校における授業や部活動、スポーツ関連企業、研究所などにおいて計画書に基づいて実習し、
通常の教育課程では学ぶことのできない高度な実践的経験、知識を得る。

01EH676 競技マネジメント論
コーチング場面で要求されるマネジメント能力を養成するために、コーチングに関連するマネジメント理論に関する専門
的知識を身につける。

01EH677 舞踊上演マネジメント論 舞踊公演にまつわる様々な諸問題を検証しながら、舞踊公演を企画・運営する方法を学ぶ。

01EH678 スポーツ情報戦略論
主として競技スポーツで扱われる情報について、戦略的に収集、統合、加工、活用し、目的を達成するための過程につい
て学ぶ。

01EH710 プログラム特別インターンシップ春
学内外のスポーツ団体、学校における授業や部活動、スポーツ関連企業、研究所などにおいて計画書に基づいて実習し、
通常の教育課程では学ぶことのできない高度な実践的経験、知識を得る。

01EH711 プログラム特別インターンシップ秋
学内外のスポーツ団体、学校における授業や部活動、スポーツ関連企業、研究所などにおいて計画書に基づいて実習し、
通常の教育課程では学ぶことのできない高度な実践的経験、知識を得る。

01EH713 高度スポーツ指導者の実践英語演習 To plan and conduct sport activities in English during Tsukuba Summer Institute and other events

01EH714 日本文化論(宗教,思想,古典芸能など)

スポーツ界のリーダーとして世界で活躍するためには、グローバル化社会における自文化のオリジナリティーを自覚する
ことも必要である。こういった考えのもと、日本文化論として宗教、思想、古典芸能などをとり上げ、フィールドワーク
も含めつつ学習し、日本文化の粋を理解する。

01EH715 コーチング特別課題研究I(設計) ナショナルリーディングコーチ養成プログラムの科目で課題研究に向けた方法論を中心に学習する.

01EH716 コーチング特別課題研究II(展開とまとめ)
ナショナルリーディングコーチ養成プログラムの科目で,課題研究作成に向けて,指導教員による指導を中心に学習を進め
る



免許
教科
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専修免許状
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免許
教科

科目番号 授 業 科 目 単位数
専修免許状
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01EH151 体育・スポーツ哲学演習Ⅰ 3 01EH415 スポーツ産業学 1

01EH105 体育史・スポーツ人類学演習Ⅰ 3 01EH438 スポーツ政策学 1

01EH111 スポーツ社会学演習Ⅰ 3 01EH401 フェアプレイ論 1

01EH157 身体文化論演習 1 01EH417 身体文化論 1

01EH158 体育社会学演習 1 01EH404 オリンピック論 1

01EH159 武道学演習Ⅰ 3 01EH405 武道文化論 1

01EH161 体育・スポーツ経営学演習Ⅰ 3 01EH403 スポーツイベント文化論 1

01EH163 スポーツ政策学演習Ⅰ 3 01EH433 スポーツマーケティング論 1

01EH126 スポーツ法学演習 2 01EH432 地域スポーツ経営論 1

01EH128 スポーツ産業学演習Ⅰ 3 01EH421 スポーツ法学 1

01EH168 体育科教育学演習Ⅰ 3 01EH422 スポーツ行政学 1

01EH170 体育授業観察分析演習 2 01EH439 スポーツリスクマネジメント論 1

01EH135 アダプテッド体育・スポーツ学演習Ⅰ 3 01EH423 スポーツビジネス論 1

01EH137 体育心理学演習Ⅰ 3 01EH424 スポーツを通じた開発論 1

01EH175 体育心理学実習 2 01EH425 スポーツメディア論 1

01EH201 健康教育学演習Ⅰ 3 01EH426 スポーツ文化・経営政策コース共通実習 1

01EH205 環境保健学演習Ⅰ 3 01EH471 ○ 体育科学習指導論 1

01EH207 運動生理学演習Ⅰ 3 01EH472 △ 学校健康教育論 1

01EH212 運動生化学演習Ⅰ 3 01EH473 △ アダプテッド・スポーツ教育論 1

01EH216 運動栄養学演習Ⅰ 3 01EH465 △ スポーツカウンセリング論 1

01EH266 体力学演習Ⅰ 3 01EH631 △ 野外教育基礎理論 1

01EH223 健康増進学演習Ⅰ 3 01EH476 △ 体育科カリキュラム論 1

01EH270 体育測定評価学演習Ⅰ 3 01EH431 △ 学校体育経営論 1

01EH227 内科系スポーツ医学演習Ⅰ 3 01EH664 △ 舞踊授業指導論 1

01EH230 スポーツ医学基礎論特講Ⅰ 2 24 01EH477 △ 武道授業指導論 1 24

01EH275 外科系スポーツ医学演習Ⅰ 3 単 01EH478 △ スポーツ心理学 1 単

01EH239 スポーツ医学基礎論特講Ⅱ 1 位 01EH142 △ 運動学習心理学 1 位

01EH242 スポーツバイオメカニクス演習Ⅰ 3 以 01EH480 △ 保健教材論Ⅰ 1 以

01EH279 スポーツバイオメカニクス実験 2 上 01EH481 △ 保健教材論Ⅱ 1 上

01EH243 応用解剖学演習Ⅰ 3 01EH204 △ 保健社会学 1

01EH302 コーチング論・トレーニング学演習Ⅰ 3 01EH504 △ 環境スポーツ疫学 1

01EH306 スポーツ運動学演習Ⅰ 3 01EH206 △ 環境保健学 1

01EH309 体操コーチング論演習Ⅰ 3 01EH484 △ 野外教育プログラム論 1

01EH297 身体技法論実習 1 01EH636 △ 野外教育実習（キャンプ） 1.5

01EH315 体操競技コーチング論演習Ⅰ 3 01EH486 △ 野外教育指導論 1

01EH318 陸上競技コーチング論演習Ⅰ 3 01EH487 △ 体育授業観察分析法Ⅰ 1

01EH321 水泳競技コーチング論演習Ⅰ 3 01EH488 △ 体育授業観察分析法Ⅱ 1

01EH324 バレーボールコーチング論演習Ⅰ 3 01EH531 スポーツ生理学特講 1

01EH327 バスケットボールコーチングﾞ論演習Ⅰ 3 01EH532 スポーツ生化学特講 1

01EH330 ハンドボールコーチング論演習Ⅰ 3 01EH533 スポーツ栄養学特講 1

01EH333 サッカーコーチング論演習Ⅰ 3 01EH489 △ 体力学特講 1

01EH336 ラグビーコーチング論演習Ⅰ 3 01EH550 健康増進学特講 1

01EH383 ラケットバットスポーツコーチング論演習Ⅰ 3 01EH551 体育測定評価学特講（発育発達学を含む） 1

01EH346 柔道コーチング論演習Ⅰ 3 01EH552 ヘルスフィットネス橋渡し研究概論 1

01EH370 柔道コーチング論実習「形」 1 01EH553 スポーツ生理学実験 2

01EH349 剣道コーチング論演習Ⅰ 3 01EH554 スポーツ生化学実験 2

01EH352 弓道コーチング論演習Ⅰ 3 01EH218 スポーツ栄養学実験実習 2

01EH354 野外運動論演習Ⅰ 3 01EH556 体力学実習 2

01EH393 野外運動論実習 2 01EH557 健康増進学実習 2

01EH361 舞踊論演習Ⅰ 3 01EH558 体育測定評価学実習（発育発達学を含む） 2

01EH396 舞踊表現技術実習 1 01EH559 基礎ヘルスフィットネス演習 1

01EH411 体育・スポーツ哲学 1 01EH567 スポーツ医学基礎論実習Ⅰ 1.5

01EH412 スポーツ史学 1 01EH568 スポーツ医学基礎論実習Ⅱ 1.5

01EH413 武道学 1 01EH561 運動器のしくみと働き（基礎編） 1

01EH434 スポーツ社会学 1 01EH562 運動器のしくみと働き（応用編） 1

01EH119 スポーツ経営学 1 01EH251 機能解剖学実験 1

次頁につづく

１２．専修免許状取得のための体育学専攻開設科目一覧　
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注：一括申請による免許状取得のための必修科目は○印の科目、かつ、△印から2科目選択必修。
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01EH240 女性スポーツ医学論特講 1 01EH655 柔道コーチング総合演習 1

01EH576 スポーツバイオメカニクス特講 1 01EH656 剣道コーチング総合演習 1

01EH577 スポーツ用具と動きのしくみ 1 01EH657 弓道コーチング総合演習 1

01EH237 アスレティックコンディショニング論特講 2 01EH658 舞踊指導総合演習 1

01EH235 アスレティックコンディショニング論演習 3 01EH659 スポーツコーチング総合演習 1

01EH564 アスレティックコンディショニング論実習 1.5 01EH676 競技マネジメント論 1

01EH238 アスレティックリハビリテーション論特講 2 01EH677 舞踊上演マネジメント論 1

01EH236 アスレティックリハビリテーション論演習 3 01EH678 スポーツ情報戦略論 1

01EH565 アスレティックリハビリテーション論実習 1.5 01EH712 高度スポーツ指導者の英語会話 3

01EH563 アスレティックトレーナー特講 1 01EH713 高度スポーツ指導者の実践英語演習 1

01EH566 テーピング・マッサージ実習 1.5 01EH714 日本文化論（宗教、思想、古典芸能など） 1

01EH621 トレーニング学 2 01EH715 コーチング特別課題研究Ⅰ 3

01EH622 コーチング論（事例討議） 1 24 01EH004 体育・スポーツ学分野研究方法論 1 24

01EH623 スポーツ運動学 1 単 01EH005 健康体力学分野研究方法論 1 単

01EH604 コーチングのバイオメカニクス 1 位 01EH006 コーチング学分野研究方法論 1 位

01EH624 身体技法論 1 以 01EH011 研究ワークショップⅠ 1 以

01EH625 身体表現論 1 上 01EH012 研究ワークショップⅡ 1 上

01EH643 体操コーチング総合演習 1 01EH013 研究基礎共通演習（PBL） 1

01EH644 体操競技コーチング総合演習 1 01EH014 健康・スポーツ科学のための統計学 2

01EH645 陸上競技コーチング総合演習 1 01EH143 健康・スポーツ科学のための英語上級 1

01EH646 水泳競技コーチング総合演習 1 01EH016 つくばサマーインスティトゥート 2

01EH647 バレーボールコーチング総合演習 1 01EH021 Olympic Movement Studies(オリンピックムーブメント論) 1

01EH648 バスケットボールコーチング総合演習 1 01EH023 Diffusion of Japanese Culture(日本文化伝播論) 1

01EH649 ハンドボールコーチング総合演習 1 01EH024 International Sport Policy Studies(国際スポーツ政策研究) 1

01EH650 サッカーコーチング総合演習 1 01EH025 Advanced Coach Education(上級コーチ教育論) 1

01EH651 ラグビーコーチング総合演習 1 01EH026 Management and Organization(経営マネジメント論) 1

01EH652 テニスコーチング総合演習 1 01EH027 Project Management(プロジェクトマネジメント論) 1

01EH653 バドミントンコーチング総合演習 1 01EH032 Sport, Culture and Society(スポーツ・文化・社会) 1

01EH654 野球コーチング総合演習 1
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注：一括申請による免許状取得のための必修科目は○印の科目、かつ、△印から2科目選択必修。
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01EH201 健康教育学演習Ⅰ 3 01EH486 野外教育指導論 1

01EH205 環境保健学演習Ⅰ 3 01EH487 体育授業観察分析法Ⅰ 1

01EH207 運動生理学演習Ⅰ 3 01EH488 体育授業観察分析法Ⅱ 1

01EH212 運動生化学演習Ⅰ 3 01EH531 スポーツ生理学特講 1

01EH216 運動栄養学演習Ⅰ 3 01EH532 スポーツ生化学特講 1

01EH266 体力学演習Ⅰ 3 01EH533 スポーツ栄養学特講 1

01EH223 健康増進学演習Ⅰ 3 01EH489 体力学特講 1

01EH270 体育測定評価学演習Ⅰ 3 01EH550 健康増進学特講 1

01EH227 内科系スポーツ医学演習Ⅰ 3 01EH551 体育測定評価学特講（発育発達学を含む） 1

01EH230 スポーツ医学基礎論特講Ⅰ 2 01EH552 ヘルスフィットネス橋渡し研究概論 1

01EH275 外科系スポーツ医学演習Ⅰ 3 01EH553 スポーツ生理学実験 2

01EH239 スポーツ医学基礎論特講Ⅱ 1 01EH554 スポーツ生化学実験 2

01EH242 スポーツバイオメカニクス演習Ⅰ 3 01EH218 スポーツ栄養学実験実習 2

01EH279 スポーツバイオメカニクス実験 2 01EH556 体力学実習 2

01EH243 応用解剖学演習Ⅰ 3 24 01EH557 健康増進学実習 2 24

01EH471 体育科学習指導論 1 単 01EH558 体育測定評価学実習（発育発達学を含む） 2 単

01EH472 ○ 学校健康教育論 1 位 01EH559 基礎ヘルスフィットネス演習 1 位

01EH473 アダプテッド・スポーツ教育論 1 以 01EH567 スポーツ医学基礎論実習Ⅰ 1.5 以

01EH465 スポーツカウンセリング論 1 上 01EH568 スポーツ医学基礎論実習Ⅱ 1.5 上

01EH631 野外教育基礎理論 1 01EH561 運動器のしくみと働き（基礎編） 1

01EH476 体育科カリキュラム論 1 01EH562 運動器のしくみと働き（応用編） 1

01EH431 学校体育経営論 1 01EH251 機能解剖学実験 1

01EH664 舞踊授業指導論 1 01EH240 女性スポーツ医学論特講 1

01EH477 武道授業指導論 1 01EH576 スポーツバイオメカニクス特講 1

01EH478 スポーツ心理学 1 01EH577 スポーツ用具と動きのしくみ 1

01EH142 運動学習心理学 1 01EH237 アスレティックコンディショニング論特講 2

01EH480 保健教材論Ⅰ 1 01EH235 アスレティックコンディショニング論演習 3

01EH481 保健教材論Ⅱ 1 01EH564 アスレティックコンディショニング論実習 1.5

01EH204 ○ 保健社会学 1 01EH238 アスレティックリハビリテーション論特講 2

01EH504 環境スポーツ疫学 1 01EH236 アスレティックリハビリテーション論演習 3

01EH206 環境保健学（英語開講） 1 01EH565 アスレティックリハビリテーション論実習 1.5

01EH484 野外教育プログラム論 1 01EH563 アスレティックトレーナー特講 1

01EH636 野外教育実習（キャンプ） 1.5 01EH566 テーピング・マッサージ実習 1.5

注：一括申請による免許状取得のための必修科目は○印の科目。
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01EH201 健康教育学演習Ⅰ 3 01EH486 野外教育指導論 1

01EH205 環境保健学演習Ⅰ 3 01EH487 体育授業観察分析法Ⅰ 1

01EH207 運動生理学演習Ⅰ 3 01EH488 体育授業観察分析法Ⅱ 1

01EH212 運動生化学演習Ⅰ 3 01EH531 スポーツ生理学特講 1

01EH216 運動栄養学演習Ⅰ 3 01EH532 スポーツ生化学特講 1

01EH266 体力学演習Ⅰ 3 01EH533 スポーツ栄養学特講 1

01EH223 健康増進学演習Ⅰ 3 01EH489 体力学特講 1

01EH270 体育測定評価学演習Ⅰ 3 01EH550 健康増進学特講 1

01EH227 内科系スポーツ医学演習Ⅰ 3 01EH551 体育測定評価学特講（発育発達学を含む） 1

01EH230 スポーツ医学基礎論特講Ⅰ 2 01EH552 ヘルスフィットネス橋渡し研究概論 1

01EH275 外科系スポーツ医学演習Ⅰ 3 01EH553 スポーツ生理学実験 2

01EH239 スポーツ医学基礎論特講Ⅱ 1 01EH554 スポーツ生化学実験 2

01EH242 スポーツバイオメカニクス演習Ⅰ 3 01EH218 スポーツ栄養学実験実習 2

01EH279 スポーツバイオメカニクス実験 2 01EH556 体力学実習 2

01EH243 応用解剖学演習Ⅰ 3 24 01EH557 健康増進学実習 2 24

01EH471 体育科学習指導論 1 単 01EH558 体育測定評価学実習（発育発達学を含む） 2 単

01EH472 ○ 学校健康教育論 1 位 01EH559 基礎ヘルスフィットネス演習 1 位

01EH473 アダプテッド・スポーツ教育論 1 以 01EH567 スポーツ医学基礎論実習Ⅰ 1.5 以

01EH465 スポーツカウンセリング論 1 上 01EH568 スポーツ医学基礎論実習Ⅱ 1.5 上

01EH631 野外教育基礎理論 1 01EH561 運動器のしくみと働き（基礎編） 1

01EH476 体育科カリキュラム論 1 01EH562 運動器のしくみと働き（応用編） 1

01EH431 学校体育経営論 1 01EH251 機能解剖学実験 1

01EH664 舞踊授業指導論 1 01EH240 女性スポーツ医学論特講 1

01EH477 武道授業指導論 1 01EH576 スポーツバイオメカニクス特講 1

01EH478 スポーツ心理学 1 01EH577 スポーツ用具と動きのしくみ 1

01EH142 運動学習心理学 1 01EH237 アスレティックコンディショニング論特講 2

01EH480 保健教材論Ⅰ 1 01EH235 アスレティックコンディショニング論演習 3

01EH481 保健教材論Ⅱ 1 01EH564 アスレティックコンディショニング論実習 1.5

01EH204 ○ 保健社会学 1 01EH238 アスレティックリハビリテーション論特講 2

01EH504 環境スポーツ疫学 1 01EH236 アスレティックリハビリテーション論演習 3

01EH206 環境保健学（英語開講） 1 01EH565 アスレティックリハビリテーション論実習 1.5

01EH484 野外教育プログラム論 1 01EH563 アスレティックトレーナー特講 1

01EH636 野外教育実習（キャンプ） 1.5 01EH566 テーピング・マッサージ実習 1.5

注：一括申請による免許状取得のための必修科目は○印の科目。
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１２．付 録 

授業時間 

【筑波キャンパス】（月曜日～金曜日開講）（１時限－７５分） 

時   限 開始時間～終了時間 休憩時間 

第１時限 ８：４０ ～  ９：５５     ９：５５ ～ １０：１０

第２時限 １０：１０ ～ １１：２５ １１：２５ ～ １２：１５

第３時限 １２：１５ ～ １３：３０ １３：３０ ～ １３：４５

第４時限 １３：４５ ～ １５：００ １５：００ ～ １５：１５

第５時限 １５：１５ ～ １６：３０ １６：３０ ～ １６：４５

第６時限 １６：４５ ～ １８：００  

 

単位と時間 

１単位の授業時間を４５時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし、

次の基準によるものとします。 

    講義、演習  １５時間～３０時間 １単位 

    実験、実習、実技  ３０時間～４５時間 １単位 

   ※本学では、１時限（７５分）の授業を 1.5 時間（９０分）として計算しています。 

 

履修申請 

履修を希望する科目については、定められた履修申請期間中（TWINS 履修申請の締切日の

日程参照）に履修申請をしなければなりません。履修申請をしない科目の履修は認められま

せんので、各自必ず履修申請を行なってください。 

履修申請は、「ＴＷＩＮＳ」というシステムを利用してＷＥＢ上で行います。

（https://twins.tsukuba.ac.jp/）入学時に統一認証システムの ID と初期パスワードが記載さ

れたカードを配布しています。この ID とパスワードを使用して TWINS にログインしてくだ

さい。なお、統一認証のパスワードが不明になった等の事情により再交付が必要な場合には、

学術情報メディアセンターあるいは附属図書館に再交付を願い出てください。 

 

TWINS 履修申請の締切日 

 

 

 

 

 

 

 

履修申請変更願 

止むを得ない理由があって、TWINS 履修申請の締切日を過ぎて、科目を追加履修あるい

は履修中止をする場合は、下記手順に従い TWINS から「履修申請変更願」を印刷し、授業

担当教員、指導教員、専攻長の承認印を得て、体育芸術エリア支援室大学院教務窓口へ提出

開始モジュール 締切日 開始モジュール 締切日 

春 A 4/25（水） 秋 A 10/16（火） 

春 B 5/28（月） 秋 B 11/14（水） 

春 C 7/9（月） 秋 C 1/11（金） 

※ 掲示等で別途締切が設定されている場合は、その指示に従うこと。 



してください。なお、「履修申請変更願」に有効期限が記載されています。提出時に期限を

過ぎていると無効となるので、TWINS から印刷した後速やかに提出してください。 

＊履修申請期間中は、通常の履修登録画面から変更を行ってください。 

 

----------------操作方法---------------- 

① TWINS メニューの「履修」カテゴリ内にある「履修申請変更」をクリック 

② 中止したい、あるいは追加したい科目の科目番号を入力し、「追加」ボタンをクリック。

複数科目ある場合は、同じ操作を繰り返す。 

（「追加科目」または「中止科目」に科目情報が追加されます。） 

③ 「申請書作成」ボタンをクリック 

④ 作成された PDF ファイルを印刷する 

⑤ 必要事項を記入し、教員（授業担当、指導教員、体育学専攻長）から承認印を得る 

⑥ 体育芸術エリア支援室大学院教務窓口へ提出 

 

 

  

1

2

3



履修申請変更願（見本） 

 

  

自筆で署名 

授業担当教員からの承認印 

変更理由を記入 

指導教員、専攻長

からの承認印 

提出期限の数日前までに

支援室大学院教務へ提出



成績評価 

 成績評価は、授業担当教員が、試験結果及び授業出席状況その他を加味して判定

し、下記によりＡ＋，Ａ，Ｂ，Ｃ及びＤの５段階で評価します。総合評価がＡ＋，

Ａ，Ｂ及びＣは合格とし単位を授与します。Ｄは不合格として単位は授与しません。

（成績証明書に記載されるのは、単位が授与されたＡ＋, Ａ, Ｂ又はＣ評価の科目です。） 

【成績評価基準】 

 Ａ＋：９０～１００点  Ａ：８０～８９点  Ｂ：７０～７９点  Ｃ：６０～

６９点  Ｄ：５９点以下 

 

修業年限、在学年限について 

修業年限とは、課程を修了するために必要な在学期間です。また、在学年限とは、

在学することができる最大の年数です。博士前期課程における標準修業年限及び在学

年限は次のとおりです。なお、休学期間は、修業年限及び在学年限には算入されませ

ん。 

課    程 標準修業年限 在学年限 

博士前期課程 ２ 年 ４ 年 

※ 転入学、早期修了、長期履修学生に係る修業年限、在学年限は、大学院学則の規定に基

づき別途定められていますので、支援室大学院教務担当に確認してください。 

 

休学、復学、退学、留学等について 

休学、復学、退学、留学等、学籍異動を要する場合は、所定の手続を行って大学の許可を得

ることが必要です。休学等の手続は、指導教員、専攻長、研究科長等と相談のうえ、体育芸術

エリア支援室大学院教務担当で必要な手続を行ってください。なお、許可を得るためには関係

委員会での承認を得るまでの期間が必要となりますので、すべての申請手続きは原則として１

カ月前までに行ってください。 

また、休学許可日によっては、許可された休学期間の授業料が免除されます。休学が予定さ

れている場合は、できるだけ早く体育芸術エリア支援室大学院教務担当にご相談ください。 

  



シラバスの検索・閲覧 

教育課程編成支援システム（KdB）を利用し、本学で開設されている授業のシラバ

スを閲覧することができます。ログイン用ユーザ ID とパスワードの入力欄が配置され

ていますが、ログインをせず利用できます。 

① KdB トップページへアクセス（https://kdb.tsukuba.ac.jp/） 

② 検索 

例１）検索フィールドに講義名、科目番号等を入力し、「検索」ボタンをクリック 

例２）「要件」ボタンからドロップダウンで「体育学専攻」を選択し、「検索」ボ

タンをクリック 

  要件→大学院便覧→人間総合科学研究科→体育学専攻 

③ 科目名をクリック→シラバス画面表示 

「シラバスダウンロード」ボタンをクリックすると、PDF ファイル形式でシラバ

スを出力できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

検索フィールド 

「要件」検索 



在学生向け URL 

 

サイト名 URL 

大学院便覧 https://www.tsukuba.ac.jp/education/g‐courses/index.html

TWINS https://twins.tsukuba.ac.jp/campusweb/ 

TWINS Web 掲示板（ＰＣ用） https://twins.tsukuba.ac.jp/campusweb/campusportal.do 

TWINS Web 掲示板（スマホ用） https://twins.tsukuba.ac.jp/campusweb/campussmart.do?locale=ja_JP 

筑波大学教育課程編成支援システム（Kdb） https://kdb.tsukuba.ac.jp/ 

体育学専攻 http://www.taiiku.tsukuba.ac.jp/hss/ 

スポーツ国際開発学共同専攻 http://tkjids.taiiku.tsukuba.ac.jp/ 

スポーツ・オリンピック学学位プログラム http://tias.tsukuba.ac.jp/education/ 

つくばサマーインスティテュート http://www.siit.jp/ 

筑波大学大学院人間総合科学研究科 http://www.chs.tsukuba.ac.jp/ 

筑波大学体育系 Web http://www.taiiku.tsukuba.ac.jp/ 

学習管理システム manaba http://www.ecloud.tsukuba.ac.jp/manaba 

筑波大学クラウドメールサービス https://cloudmail.u.tsukuba.ac.jp/my.policy 

筑波大学附属図書館 Tulips https://www.tulips.tsukuba.ac.jp/lib/ 

学内無線 LAN システム http://www.cc.tsukuba.ac.jp/network/access/ 

筑波大学統一認証システム https://account.tsukuba.ac.jp/ 

 



（大学院関係：筑波キャンパス）　

曜日 曜日

月 月

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14 7 8 9 10 11 12 13 7 8 9 10 11 12 13

15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21 14 15 16 17 18 19 20 14 15 16 17 18 19 20

22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28 21 22 23 24 25 26 27 21 22 23 24 25 26 27

29 30 29 30 28 29 30 31 28 29 30 31 ※31日は金曜日の授業を実施

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3

6 7 8 9 10 11 12 6 7 8 9 10 11 12 春季スポーツ・デー5.12～5.13 4 5 6 7 8 9 10 4 5 6 7 8 9 10

13 14 15 16 17 18 19 13 14 15 16 17 18 19 11 12 13 14 15 16 17 11 12 13 14 15 16 17 秋季スポーツ・デー11.17～11.18

20 21 22 23 24 25 26 20 21 22 23 24 25 26 18 19 20 21 22 23 24 18 19 20 21 22 23 24 ※20日は金曜日の授業を実施

27 28 29 30 31 27 28 29 30 31 25 26 27 28 29 30 25 26 27 28 29 30 推薦入試11.29-11.30

1 2 1 2 1 1

3 4 5 6 7 8 9 3 4 5 6 7 8 9 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8

10 11 12 13 14 15 16 10 11 12 13 14 15 16 9 10 11 12 13 14 15 9 10 11 12 13 14 15

17 18 19 20 21 22 23 17 18 19 20 21 22 23 16 17 18 19 20 21 22 16 17 18 19 20 21 22

24 25 26 27 28 29 30 24 25 26 27 28 29 30 春AＢモジュール期末試験6.26-7.2 23 24 25 26 27 28 29 23 24 25 26 27 28 29 冬季休業12.27-1.6

30 31 30 31

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14 6 7 8 9 10 11 12 6 7 8 9 10 11 12

15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21 ※17日は月曜日の授業を実施 13 14 15 16 17 18 19 13 14 15 16 17 18 19

22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28 20 21 22 23 24 25 26 20 21 22 23 24 25 26

29 30 31 29 30 31 27 28 29 30 31 27 28 29 30 31

1 2 3 4 1 2 3 4 春ABCモジュール期末試験8.1-8.7 1 2 1 2

5 6 7 8 9 10 11 5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9 3 4 5 6 7 8 9

12 13 14 15 16 17 18 12 13 14 15 16 17 18 10 11 12 13 14 15 16 10 11 12 13 14 15 16

19 20 21 22 23 24 25 19 20 21 22 23 24 25 17 18 19 20 21 22 23 17 18 19 20 21 22 23

26 27 28 29 30 31 26 27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 24 25 26 27 28

1 1 1 2 1 2

2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8 3 4 5 6 7 8 9 3 4 5 6 7 8 9

9 10 11 12 13 14 15 9 10 11 12 13 14 15 10 11 12 13 14 15 16 10 11 12 13 14 15 16

16 17 18 19 20 21 22 16 17 18 19 20 21 22 17 18 19 20 21 22 23 17 18 19 20 21 22 23

23 24 25 26 27 28 29 23 24 25 26 27 28 29 24 25 26 27 28 29 30 24 25 26 27 28 29 30 大学院学位記授与式3.25

30 30 31 31
授業
日数 ⑮ ⑯ ⑯ ⑮ ⑮ ⑮ ⑯ ⑯ ⑮ ⑮ 授業

日数 ⑮ ⑮ ⑮ ⑮ ⑮ ⑮ ⑮ ⑮ ⑮ ⑮
(注)

1 ．太字は、国民の祝日に関する法律による休日（振替え休日含む）を示す。（ただし、春分の日は予定である。） 5 ．11月2日（金）及び5日（月）は、大学行事（学園祭）による臨時休講日。
2 ．期末試験日は で示し、試験予備日を で示す。 6 ．11月28日(水)～11月30日（金）は推薦入試の関係で全日臨時休業とする。
3 ．休業及び休講日は で示す。 7 ．1月18日（金）及び1月21日(月)は大学入試センター試験の関係で全日臨時休業とする。
4 ．入学式・新入生オリエンテーション・学位記授与式は で示す。

平成３０年度学年暦カレンダー

春　学　期 秋　学　期
パターン１（A～Cモジュールを基本）
・A～Cモジュール15週授業+期末試験

パターン２（A,Bモジュールを基本）
・A,Bモジュール10週授業+期末試験
・Cモジュール5週授業

パターン１（A～Cモジュールを基本）
・A～Cモジュール15週授業+期末試験

パターン２（A,Bモジュールを基本）
・A,Bモジュール10週授業+期末試験
・Cモジュール5週授業

木日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 月金 土 備考 日 月 火 水 木 金 土 日

開学記念日 10.1
秋学期授業開始10.1
※9日は月曜日の授業を実施

筑波キャンパス電気設備点検
（全学停電）10月下旬（予定）

火 水 木 金 土 備考

４
月

春季休業4.1-4.5
入学式4.6
新入生オリエンテーション4.6-4.9
春学期授業開始4.10 10

月

春学期授業終了8.7
期末試験予備日8.8
夏季休業8.9-9.30

５
月

11
月

６
月

12
月

学園祭11.2-11.4

９
月

３
月

大学院学位記授与式9.25
秋学期入学式9.28

秋ABCモジュール期末試験
2.4、2.8-2.14
秋学期授業終了2.14
期末試験予備日2.15
春季休業2.16-3.31

秋AＢモジュール期末試験
12.17、12.20-12.26

７
月

１
月

センター試験1.19-1.20
※15日は月曜日の授業を実施
※17日は金曜日の授業を実施
※23日は月曜日の授業を実施

８
月

２
月
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