
4/5更新
○配当学部（アルファベット）の示す学部（学科）名について

　Ｌ：文学部　Ｈ：国際人間科学部　Ｊ：法学部　Ｅ：経済学部　Ｂ：経営学部　Ｓ：理学部　ＭＭ：医学部医学科　ＭＨ：医学部保健学科

　Ｔ：工学部　Ａ：農学部　Z：海洋政策科学部

健康・スポーツ科学　実習科目

★履修するためには、必ず第1クォーターの初回授業に出席して下さい。
　（第2クォーターのみ履修を希望する場合でも、第1クォーター初回授業への出席が必要です。）
★第1クォーターの初回授業は、写真（１枚：縦4cm×横3cm）を必ず持参の上、鶴甲第１キャンパス第２体育館に集合して下さい。

月曜1限

時間割コード科目名 担当教員 時間割コード科目名 担当教員

1G666 健康・スポーツ科学実習基礎1【2018年度以前入学生対象】 近藤　徳彦 2G666 健康・スポーツ科学実習基礎2【2018年度以前入学生対象】 近藤　徳彦

1G667 健康・スポーツ科学実習基礎1【2018年度以前入学生対象】 木村　哲也 2G667 健康・スポーツ科学実習基礎2【2018年度以前入学生対象】 木村　哲也

1G668 健康・スポーツ科学実習基礎1【2018年度以前入学生対象】 武村　政徳 2G668 健康・スポーツ科学実習基礎2【2018年度以前入学生対象】 武村　政徳

1G669 健康・スポーツ科学実習基礎1【2018年度以前入学生対象】 村田　和隆 2G669 健康・スポーツ科学実習基礎2【2018年度以前入学生対象】 村田　和隆

1G670 健康・スポーツ科学実習基礎1【2018年度以前入学生対象】 港野　恵美 2G670 健康・スポーツ科学実習基礎2【2018年度以前入学生対象】 港野　恵美

1G671 健康・スポーツ科学実習基礎1【2018年度以前入学生対象】 小見山　高明 2G671 健康・スポーツ科学実習基礎2【2018年度以前入学生対象】 小見山　高明

1G659 健康・スポーツ科学実習基礎1【2018年度以前入学生対象】 佐藤　幸治 2G659 健康・スポーツ科学実習基礎2【2018年度以前入学生対象】 佐藤　幸治 遠隔授業にて実施

月曜2限

時間割コード科目名 担当教員 時間割コード科目名 担当教員

1G672 健康・スポーツ科学実習基礎1【2018年度以前入学生対象】 近藤　徳彦 2G672 健康・スポーツ科学実習基礎2【2018年度以前入学生対象】 近藤　徳彦

1G673 健康・スポーツ科学実習基礎1【2018年度以前入学生対象】 木村　哲也 2G673 健康・スポーツ科学実習基礎2【2018年度以前入学生対象】 木村　哲也

1G674 健康・スポーツ科学実習基礎1【2018年度以前入学生対象】 武村　政徳 2G674 健康・スポーツ科学実習基礎2【2018年度以前入学生対象】 武村　政徳

1G675 健康・スポーツ科学実習基礎1【2018年度以前入学生対象】 村田　和隆 2G675 健康・スポーツ科学実習基礎2【2018年度以前入学生対象】 村田　和隆

1G676 健康・スポーツ科学実習基礎1【2018年度以前入学生対象】 港野　恵美 2G676 健康・スポーツ科学実習基礎2【2018年度以前入学生対象】 港野　恵美

1G677 健康・スポーツ科学実習基礎1【2018年度以前入学生対象】 小見山　高明 2G677 健康・スポーツ科学実習基礎2【2018年度以前入学生対象】 小見山　高明

1G660 健康・スポーツ科学実習基礎1【2018年度以前入学生対象】 佐藤　幸治 2G660 健康・スポーツ科学実習基礎2【2018年度以前入学生対象】 佐藤　幸治 遠隔授業にて実施

月曜3限

時間割コード科目名 担当教員 時間割コード科目名 担当教員

1G678 健康・スポーツ科学実習基礎1【2018年度以前入学生対象】 高田　義弘 2G678 健康・スポーツ科学実習基礎2【2018年度以前入学生対象】 高田　義弘

1G679 健康・スポーツ科学実習基礎1【2018年度以前入学生対象】 佐藤　幸治 2G679 健康・スポーツ科学実習基礎2【2018年度以前入学生対象】 佐藤　幸治 遠隔授業にて実施

1G680 健康・スポーツ科学実習基礎1【2018年度以前入学生対象】 石原　暢 2G680 健康・スポーツ科学実習基礎2【2018年度以前入学生対象】 石原　暢

1G681 健康・スポーツ科学実習基礎1【2018年度以前入学生対象】 武村　政徳 2G681 健康・スポーツ科学実習基礎2【2018年度以前入学生対象】 武村　政徳

1G682 健康・スポーツ科学実習基礎1【2018年度以前入学生対象】 港野　恵美 2G682 健康・スポーツ科学実習基礎2【2018年度以前入学生対象】 港野　恵美

1G683 健康・スポーツ科学実習基礎1【2018年度以前入学生対象】 小見山　高明 2G683 健康・スポーツ科学実習基礎2【2018年度以前入学生対象】 小見山　高明

火曜3限

時間割コード科目名 担当教員 時間割コード科目名 担当教員

1G684 健康・スポーツ科学実習基礎1【2018年度以前入学生対象】 高見　和至 2G684 健康・スポーツ科学実習基礎2【2018年度以前入学生対象】 高見　和至

1G685 健康・スポーツ科学実習基礎1【2018年度以前入学生対象】 高田　義弘 2G685 健康・スポーツ科学実習基礎2【2018年度以前入学生対象】 高田　義弘

1G686 健康・スポーツ科学実習基礎1【2018年度以前入学生対象】 原田　和弘 2G686 健康・スポーツ科学実習基礎2【2018年度以前入学生対象】 原田　和弘

1G687 健康・スポーツ科学実習基礎1【2018年度以前入学生対象】 益冨　真子 2G687 健康・スポーツ科学実習基礎2【2018年度以前入学生対象】 益冨　真子

1G688 健康・スポーツ科学実習基礎1【2018年度以前入学生対象】 小坂　美保 2G688 健康・スポーツ科学実習基礎2【2018年度以前入学生対象】 小坂　美保

水曜2限

時間割コード科目名 担当教員 時間割コード科目名 担当教員

1G690 健康・スポーツ科学実習基礎1【2018年度以前入学生対象】 前田　正登 2G690 健康・スポーツ科学実習基礎2【2018年度以前入学生対象】 前田　正登 遠隔授業にて実施

1G691 健康・スポーツ科学実習基礎1【2018年度以前入学生対象】 石原　暢 2G691 健康・スポーツ科学実習基礎2【2018年度以前入学生対象】 石原　暢

1G692 健康・スポーツ科学実習基礎1【2018年度以前入学生対象】 益冨　真子 2G692 健康・スポーツ科学実習基礎2【2018年度以前入学生対象】 益冨　真子

1G716 健康・スポーツ科学実習基礎1【2018年度以前入学生対象】 秋元　忍 2G716 健康・スポーツ科学実習基礎2【2018年度以前入学生対象】 秋元　忍

水曜3限

時間割コード科目名 担当教員 時間割コード科目名 担当教員

1G693 健康・スポーツ科学実習基礎1【2018年度以前入学生対象】 長ヶ原　誠 2G693 健康・スポーツ科学実習基礎2【2018年度以前入学生対象】 長ヶ原　誠

1G694 健康・スポーツ科学実習基礎1【2018年度以前入学生対象】 岡本　香代子 2G694 健康・スポーツ科学実習基礎2【2018年度以前入学生対象】 岡本　香代子

1G695 健康・スポーツ科学実習基礎1【2018年度以前入学生対象】 木下　嘉夫 2G695 健康・スポーツ科学実習基礎2【2018年度以前入学生対象】 木下　嘉夫

1G696 健康・スポーツ科学実習基礎1【2018年度以前入学生対象】 益冨　真子 2G696 健康・スポーツ科学実習基礎2【2018年度以前入学生対象】 益冨　真子

1G697 健康・スポーツ科学実習基礎1【2018年度以前入学生対象】 村田　和隆 2G697 健康・スポーツ科学実習基礎2【2018年度以前入学生対象】 村田　和隆

1G661 健康・スポーツ科学実習基礎1【2018年度以前入学生対象】 高見　和至 2G661 健康・スポーツ科学実習基礎2【2018年度以前入学生対象】 高見　和至 遠隔授業にて実施

全学共通授業科目【2018年度以前入学生再履修用】
時間割表　2021年度1Q2Q　（健康・スポーツ科学　実習科目）

備考

配当
学部

第1クォーター 第2クォーター
備考

E（学籍番号下
4桁：～2070）

S

配当
学部

第1クォーター 第2クォーター

備考

MM,W,J,B

T
（電気電子・機
械工学）

T
（応用化学・情
報知能）

配当
学部

第1クォーター 第2クォーター
備考

配当
学部

第1クォーター 第2クォーター

備考

配当
学部

第1クォーター 第2クォーター
備考

H
（発達コミュニ
ティ・環境共

生）

L

配当
学部

第1クォーター 第2クォーター



水曜4限

時間割コード科目名 担当教員 時間割コード科目名 担当教員

1G699 健康・スポーツ科学実習基礎1【2018年度以前入学生対象】 長ヶ原　誠 2G699 健康・スポーツ科学実習基礎2【2018年度以前入学生対象】 長ヶ原　誠

1G700 健康・スポーツ科学実習基礎1【2018年度以前入学生対象】 原田　和弘 2G700 健康・スポーツ科学実習基礎2【2018年度以前入学生対象】 原田　和弘

1G701 健康・スポーツ科学実習基礎1【2018年度以前入学生対象】 岡本　香代子 2G701 健康・スポーツ科学実習基礎2【2018年度以前入学生対象】 岡本　香代子

1G702 健康・スポーツ科学実習基礎1【2018年度以前入学生対象】 益冨　真子 2G702 健康・スポーツ科学実習基礎2【2018年度以前入学生対象】 益冨　真子

1G703 健康・スポーツ科学実習基礎1【2018年度以前入学生対象】 村田　和隆 2G703 健康・スポーツ科学実習基礎2【2018年度以前入学生対象】 村田　和隆

1G662 健康・スポーツ科学実習基礎1【2018年度以前入学生対象】 高見　和至 2G662 健康・スポーツ科学実習基礎2【2018年度以前入学生対象】 高見　和至 遠隔授業にて実施

木曜1限

時間割コード科目名 担当教員 時間割コード科目名 担当教員

1G705 健康・スポーツ科学実習基礎1【2018年度以前入学生対象】 本間　正信 2G705 健康・スポーツ科学実習基礎2【2018年度以前入学生対象】 本間　正信

1G706 健康・スポーツ科学実習基礎1【2018年度以前入学生対象】 前田　正登 2G706 健康・スポーツ科学実習基礎2【2018年度以前入学生対象】 前田　正登 遠隔授業にて実施

1G707 健康・スポーツ科学実習基礎1【2018年度以前入学生対象】 關　典子 2G707 健康・スポーツ科学実習基礎2【2018年度以前入学生対象】 關　典子

1G708 健康・スポーツ科学実習基礎1【2018年度以前入学生対象】 伊藤　克広 2G708 健康・スポーツ科学実習基礎2【2018年度以前入学生対象】 伊藤　克広

1G709 健康・スポーツ科学実習基礎1【2018年度以前入学生対象】 岡本　香代子 2G709 健康・スポーツ科学実習基礎2【2018年度以前入学生対象】 岡本　香代子

木曜2限

時間割コード科目名 担当教員 時間割コード科目名 担当教員

1G710 健康・スポーツ科学実習基礎1【2018年度以前入学生対象】 本間　正信 2G710 健康・スポーツ科学実習基礎2【2018年度以前入学生対象】 本間　正信

1G711 健康・スポーツ科学実習基礎1【2018年度以前入学生対象】 關　典子 2G711 健康・スポーツ科学実習基礎2【2018年度以前入学生対象】 關　典子

1G712 健康・スポーツ科学実習基礎1【2018年度以前入学生対象】 水澤　克子 2G712 健康・スポーツ科学実習基礎2【2018年度以前入学生対象】 水澤　克子

1G713 健康・スポーツ科学実習基礎1【2018年度以前入学生対象】 伊藤　克広 2G713 健康・スポーツ科学実習基礎2【2018年度以前入学生対象】 伊藤　克広

1G714 健康・スポーツ科学実習基礎1【2018年度以前入学生対象】 岡本　香代子 2G714 健康・スポーツ科学実習基礎2【2018年度以前入学生対象】 岡本　香代子

1G663 健康・スポーツ科学実習基礎1【2018年度以前入学生対象】 前田　正登 2G663 健康・スポーツ科学実習基礎2【2018年度以前入学生対象】 前田　正登 遠隔授業にて実施

木曜3限

時間割コード科目名 担当教員 時間割コード科目名 担当教員

1G715 健康・スポーツ科学実習基礎1【2018年度以前入学生対象】 國土　将平 2G715 健康・スポーツ科学実習基礎2【2018年度以前入学生対象】 國土　将平

1G716 健康・スポーツ科学実習基礎1【2018年度以前入学生対象】 秋元　忍 2G716 健康・スポーツ科学実習基礎2【2018年度以前入学生対象】 秋元　忍

1G717 健康・スポーツ科学実習基礎1【2018年度以前入学生対象】 水澤　克子 2G717 健康・スポーツ科学実習基礎2【2018年度以前入学生対象】 水澤　克子

1G718 健康・スポーツ科学実習基礎1【2018年度以前入学生対象】 村田　和隆 2G718 健康・スポーツ科学実習基礎2【2018年度以前入学生対象】 村田　和隆

1G719 健康・スポーツ科学実習基礎1【2018年度以前入学生対象】 岡本　香代子 2G719 健康・スポーツ科学実習基礎2【2018年度以前入学生対象】 岡本　香代子

1G664 健康・スポーツ科学実習基礎1【2018年度以前入学生対象】 前田　正登 2G664 健康・スポーツ科学実習基礎2【2018年度以前入学生対象】 前田　正登 遠隔授業にて実施

木曜4限

時間割コード科目名 担当教員 時間割コード科目名 担当教員

1G720 健康・スポーツ科学実習基礎1【2018年度以前入学生対象】 國土　将平 2G720 健康・スポーツ科学実習基礎2【2018年度以前入学生対象】 國土　将平

1G721 健康・スポーツ科学実習基礎1【2018年度以前入学生対象】 秋元　忍 2G721 健康・スポーツ科学実習基礎2【2018年度以前入学生対象】 秋元　忍

1G722 健康・スポーツ科学実習基礎1【2018年度以前入学生対象】 水澤　克子 2G722 健康・スポーツ科学実習基礎2【2018年度以前入学生対象】 水澤　克子

1G723 健康・スポーツ科学実習基礎1【2018年度以前入学生対象】 村田　和隆 2G723 健康・スポーツ科学実習基礎2【2018年度以前入学生対象】 村田　和隆

1G665 健康・スポーツ科学実習基礎1【2018年度以前入学生対象】 前田　正登 2G665 健康・スポーツ科学実習基礎2【2018年度以前入学生対象】 前田　正登 遠隔授業にて実施

備考

E（学籍番号下
4桁：2071～）

配当
学部

第1クォーター 第2クォーター

備考

備考

備考

MH

配当
学部

第1クォーター 第2クォーター

備考

A

配当
学部

第1クォーター 第2クォーター

H
（グローバル・
子ども教育）

T
（建築・市民

工）

配当
学部

第1クォーター 第2クォーター

配当
学部

第1クォーター 第2クォーター


