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2021（令和3）年度前期　スポーツ実習科目がダンス場所
※健康スポーツ科学一科目あり

東広島キャンパス　開講科目一覧

講義コード 開講区分 開講科目名 曜日時限 主担当教員名
ガイダンス日

程 集合場所
2021

ガイダンス服装等 雨天時

70010011 １ターム スポーツ実習Ａ（バドミントン） 月5-8 藤岩　秀樹 4月12日(月) 西体育館アリーナ 運動のできる服装/室内用シューズ

70010012 １ターム スポーツ実習Ａ（バレーボール） 水5-8 金　致偉 4月14日(水) 西体育館アリーナ 運動着/室内用シューズ

70010013 １ターム スポーツ実習Ａ（バレーボール） 木1-4 金　致偉 4月8日(木) Bb9

70010014 １ターム スポーツ実習Ａ（バスケットボール） 木5-8 松尾　晋典 4月8日(木) Bb9

70010015 １ターム スポーツ実習A（サッカー） 金1-4 渡邉　英幸 4月9日(金) Bb9 南グラウンドなど

70010016 １ターム スポーツ実習Ａ（バドミントン） 金1-4 緒形　ひとみ 4月9日(金) Bb9

70010017 １ターム スポーツ実習Ａ（スクーバ） 金1-4 弘中　満雄 4月9日(金) Bb9

70010018 １ターム スポーツ実習Ａ（バドミントン） 金5-8 弘中　満雄 4月9日(金) Bb9

70010019 １ターム スポーツ実習Ａ（ソフトボール） 金5-8 塩川　満久
4月9日(金) Bb9

西体育館トレーニングルームor
ミーティングルーム

70010021 ２ターム スポーツ実習Ａ（バレーボール） 水1-4 金　致偉 6月9日(水) 西体育館アリーナ 運動着/室内用シューズ

70010022 ２ターム スポーツ実習Ａ（バレーボール） 水5-8 金　致偉 6月9日(水) 西体育館アリーナ 運動着/室内用シューズ

70010023 ２ターム スポーツ実習Ａ（バドミントン） 木1-4 緒形　ひとみ 6月10日(木) 西体育館アリーナ 普段着

70010024 ２ターム スポーツ実習Ａ（バスケットボール） 木5-8 松尾　晋典 6月10日(木) 西体育館アリーナ 運動のできる服装/室内用シューズ

70010025 ２ターム スポーツ実習A（サッカー） 金1-4 渡邉　英幸 6月11日(金) 南グラウンド サッカーのできる服装/シューズ 南グラウンドなど

70010026 ２ターム スポーツ実習Ａ（ノルディックウォーキング） 金1-4 渡邊　大輝 6月11日(金) 西体育館玄関 普段着 西体育館ミーティングルーム

70010027 ２ターム スポーツ実習Ａ（バドミントン） 金5-8 弘中　満雄 6月11日(金) 西体育館アリーナ スポーツウェアと体育館用シューズ

70010028 ２ターム スポーツ実習Ａ（ソフトボール） 金5-8 塩川　満久 6月11日(金) 野球場 運動のできる服装 西体育館トレーニングルーム

70060022 ２ターム スポーツ演習Ａ（水泳・水中スポーツ） 金5-8 齊藤　一彦 6月11日(金) 教育学部B306教室 普段着

70010071 集中 スポーツ実習Ａ（ゴルフ） 集中0-0 和田　正信

70010072 集中 スポーツ実習Ａ（ゴルフ） 集中0-0 上泉　康樹

70010073 集中 スポーツ実習Ａ（ゴルフ） 集中0-0 渡邊　大輝

70010074 集中 スポーツ実習A（アウトドアアクティビティ） 集中0-0 岩田　昌太郎

70020021 ２ターム スポーツ実習Ｂ（アダプテッドスポーツ） 木5-8 田中　亮 6月10日(木) 北体育館３F 普段着

70060011 １ターム スポーツ演習（バスケットボール） 月1-4 上田　毅 4月12日(月) 西体育館アリーナ 運動のできる服装/室内用シューズ

70060012 １ターム スポーツ演習（フットサル） 月1-4 柳岡　拓磨 4月12日(月) 北体育館３F 運動のできる服装/体育館シューズ

70060013 １ターム スポーツ演習（サッカー） 月5-8 上泉　康樹 4月12日(月) 南グラウンド サッカーのできる服装/シューズ 南グラウンドなど

70060014 １ターム スポーツ演習（ソフトボール） 月5-8 尾崎　雄祐 4月12日(月) 野球場 運動のできる服装/雨天の場合室内用シューズ 西体育館トレーニングルーム

70060015 １ターム スポーツ演習（フィットネストレーニング） 水5-8 加藤　荘志
4月14日(水)

オンライン（Teams）
初回前日までに必要事項をもみじへ掲示する

普段着
（ガイダンス後，オンラインで講義を行なう．
　メモを取れるよう準備して欲しい）

西体育館トレーニングルームor
ミーティングルーム

70060017 １ターム スポーツ演習（フィットネストレーニング） 木5-8 加藤　荘志
4月15日(木)

オンライン（Teams）
初回前日までに必要事項をもみじへ掲示する

普段着
（ガイダンス後，オンラインで講義を行なう．
　メモを取れるよう準備して欲しい）

西体育館トレーニングルームor
ミーティングルーム

70060018 １ターム スポーツ演習（フットサル） 木5-8 上泉　康樹 4月15日(木) 北体育館３F 運動のできる服装/体育館シューズ

70060021 ２ターム スポーツ演習（ニュースポーツ） 水1-4 進矢　正宏 6月9日(水) 西体育館1Fミーティングルーム 運動のできる服装/グラウンド用シューズ 柔道場

70060016 ２ターム スポーツ演習（フィットネスエクササイズ（筋力トレーニング）） 木1-4 黒坂　志穂 6月10日(木) 西体育館柔道場 運動のできる服装/体育館シューズ

71001014 １ターム 健康スポーツ科学 金1-4 服部　宏治 4月9日(金) 北体育館３F 運動のできる服装/体育館シューズ/筆記用具

東千田キャンパス

講義コード 開講区分名 開講科目名 曜日時限 主担当教員名
2021

ガイダンス日 集合場所
2021

ガイダンス服装等 雨天時
70010051 ２ターム スポーツ実習A（バドミントン） 月1-4 白石　智也 6月14日(月) 東千田体育室 運動着/体育館シューズ
70010052 ２ターム スポーツ実習A（バレーボール） 月5-8 馬屋原　康高 6月14日(月) 東千田体育室 運動のできる服装/体育館シューズ
70820001 セメスター（前期） スポーツ実習Ａ（バドミントン） 水11-12 弘中　満雄 4月14日(水) 東千田体育室 普段着

もみじ掲示を参照


	掲示用

