
三学科共通開講科目
科目名 科目番号

スポーツ健康科学総論 BAS1101
キャリアデザイン BAS1102
文章表現法 BAS1103
ゼミナール（含卒業論文） HSS4104
Oral English Ⅰ LNG1101
Oral English Ⅱ LNG2102
Introduction to TOEFL Ⅰ LNG1103
Introduction to TOEFL Ⅱ LNG1104
TOEFL・IELTS Ⅰ LNG2105
TOEFL・IELTS Ⅱ LNG2106
Basic English Conversation Ⅰ LNG1107
Basic English Conversation Ⅱ LNG1108
Advanced English for Global Oral Communication LNG3109
Advanced English for Global Written Communication LNG3110
ドイツ語Ⅰ LNG1111
ドイツ語Ⅱ LNG1112
フランス語Ⅰ LNG1113
フランス語Ⅱ LNG1114
基礎の数学 MAT1115
力学の基礎 PSC1116
一般化学 CHE1117
細胞の生物学 BIO1118
統計学 STA2119
心とからだの哲学 PHI1120
社会学 SOC1121
心理学 PSY1122
経済学 ECO1123
法学 LAW1124
新しい世界を拓いた人々 BAS1125
現代物理の基礎 PSY2126
歴史学 HIS1127
日本文学 LIT1128
国際関係論 POS1129
日本国憲法 LAW1130
音楽 ART1131
美術 ART1132

一
般
教
育
科
目

外
国
語
科
目



科目名 科目番号
陸上運動 COA1233
水泳 COA1234
器械運動 COA2235
柔道Ⅰ・剣道Ⅰ COA1236
柔道Ⅱ COA2237
剣道Ⅱ COA2238
サッカー COA2239
バスケットボール COA2240
バレーボール COA1241
テニス COA1242
ソフトボール COA2243
ハンドボール COA1244
体つくり運動 PHE1245
ダンス DAE1246
エアロビックダンスエクササイズ FIT2247
レクリエーションスポーツ REC1248
キャンプ ODE1249
スキー ODE1250
海浜実習 ODE1251

運
動
実
技
実
習
科
目



スポーツ科学科開講科目
科目名 科目番号

機能解剖学 PSL2201
運動生理学Ⅰ PSL2202
運動生理学Ⅱ PSL2203
スポーツ心理学 PSY1204
スポーツトレーニング総論 TRS2205
体力の測定と評価 TRS2206
スポーツ外傷・障害学 SPM2207
ｽﾎﾟｰﾂ外傷・障害の予防とﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ実習 SPM3208
体力トレーニング論（含実習） TRS2209
陸上運動
水泳
器械運動
ダンス
柔道Ⅰ・剣道Ⅰ
柔道Ⅱ
剣道Ⅱ
サッカー
バスケットボール
ハンドボール
バレーボール
テニス
ソフトボール
体つくり運動
エアロビックダンスエクササイズ
レクリエーションスポーツ
キャンプ
スキー
海浜実習
保健体育科教育法Ⅰ 健康学科開講科目を参照
保健体育科教育法Ⅱ PHE2210
保健体育科教育法Ⅲ PHE3211
保健体育科教育法Ⅳ PHE3212
道徳の理論及び指導法
特別活動の指導法
体育原理 PHI1213
学校体育経営管理学 MGT2214
学校保健学
特別支援教育論
コンピュータ実習 教職に関する科目は別に定める

学
科
共
通
科
目

三学科共通開講科目を参照

三学科共通開講科目を参照

三学科共通開講科目を参照

三学科共通開講科目を参照

健康学科開講科目を参照

教職に関する科目は別に定める



科目名 科目番号
スポーツ指導者に必要な医学的知識 SPM1215
アスレティックトレーナー一般論 TRM1216
コンディショニング概論 TRS2217
アスレティックリハビリテーション TRM3218
ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰに必要な検査・測定、評価 TRM3219
スポーツ社会学
生涯スポーツ論
衛生・公衆衛生学総論
障害者教育総論
スポーツコーチング総論 COA3220
スポーツ運動学 COA3221
スポーツ競技の生理学 PSL3222
スポーツ心理学実験実習 PSY3223
トレーニング科学総合実習 TRS3224
テーピング及びマッサージ実習 TRM3225
スポーツ医学（内科系）
スポーツ医学（運動器系）
発育発達
生理学
陸上競技「トラック」のコーチング論 COA3226
陸上競技「フィールド」のコーチング論 COA3227
水泳競技のコーチング論 COA2228
体操競技のコーチング論 COA3229
バレーボールのコーチング論 COA2230
バスケットボールのコーチング論 COA3231
サッカーのコーチング論 COA3232
ラグビーのコーチング論 COA2233
ハンドボールのコーチング論 COA2234
柔道のコーチング論 MIA3235
剣道のコーチング論 MIA2236
専門運動実技実習（陸上競技） COA4237
専門運動実技実習（水泳競技） COA3238
専門運動実技実習（体操競技） COA4239
専門運動実技実習（柔道） COA4240
専門運動実技実習（剣道） COA3241
専門運動実技実習（サッカー） COA4242
専門運動実技実習（バレーボール） COA3243
専門運動実技実習（バスケットボール） COA3244
専門運動実技実習（ラグビー） COA3245
専門運動実技実習（ハンドボール） COA3246
コーチングインターシップ COA3247

学
科
共
通
科
目

コ
ー

チ
ン
グ
科
学
コ
ー

ス

スポーツマネジメント学科開講科目を参照

スポーツ医科学コース開講科目を参照

健康学科開講科目を参照



科目名 科目番号
ダンス指導論 DAE2248
野外教育論 ODE2249
スポーツ情報分析論 COA2250
現代スポーツ史 HIS1251
生理学 PSL2252
運動生化学 BCM2253
スポーツバイオメカニクス BMC2254
スポーツ医学（内科系） SPM2255
スポーツ医学（運動器系） SPM4256
運動生理学実験実習 PSL4257
スポーツコーチング総論
スポーツ運動学
スポーツ競技の生理学
スポーツと栄養 BCM2258
発育発達 PGD2259
老化と運動 TRM2260
運動処方演習 TRM3261
生理学実験実習 PSL4262
栄養・生化学実験実習 BCM3263
スポーツバイオメカニクス実験実習 BMC3264
測定と評価実習 TRS3265
機能解剖学実習 PSL3266
救急法実習 SPM3267

コ
ー

チ
ン
グ

科
学
コ
ー

ス

コーチング科学コース開講科目を参照
ス
ポ
ー

ツ
医
科
学
コ
ー

ス



スポーツマネジメント学科開講科目
科目名 科目番号

マネジメント総論 MGT1301
スポーツマネジメント論 MGT2302
マーケティングの基礎 MGT1303
スポーツマーケティング論 MGT2304
経営組織論 MGT2305
社会心理学 PSY2306
メディア概論 SOC2307
スポーツ社会学 SOC2308
生涯スポーツ論 HSS2309
スポーツマネジメント特別講義 MGT3310
経営学 MGT1311
組織開発論 MGT2312
スポーツビジネス論 MGT2313
イベント概論 MGT1314
スポーツビジネスコントラクト LAW2315
財務管理論 MGT2316
スポーツイベントの企画運営 MGT2317
メディア経営論 MGT2318
マスコミュニケーション論 SOC2319
広告論 MGT2320
情報ネットワーク社会論 SOC2321
スポーツジャーナリズム論 SOC2322
スポーツコンテンツ制作演習 MGT3323
余暇社会論 SOC2324
スポーツ施設マネジメント MGT2325
スポーツ行財政論 POS2326
スポーツ政策論 POS2327
スポーツと法 LAW1328
スポーツボランティア SOC2329
コンピュータ実習 教職に関する科目は別に定める
スポーツマーケティング実習 MGT3330
スポーツイベントの企画運営実習 MGT3331
スポーツマネジメント･インターンシップ MGT4332
組織開発実習 MGT3333
スポーツの調査研究演習 INF2334
スポーツ心理学
スポーツ運動学
生理学
衛生・公衆衛生学総論 健康学科開講科目を参照
運動生理学Ⅰ
学校体育経営管理学

学
科
共
通
科
目

スポーツ科学科開講科目を参照

スポーツ科学科開講科目を参照



健康学科開講科目
科目名 科目番号

衛生･公衆衛生学総論 PUH1401
医学概論 BMS1402
健康学概論 AHS1403
社会福祉論Ⅰ SOC1404
精神保健学Ⅰ BMS1405
健康運動指導論 AHS2406
臨床心理学 PSY2407
健康教育学 AHS2408
障害者教育総論 SNE2409
健康統計学 STA2410
免疫学概論 BMS1411
精神医学Ⅰ BMS2412
生涯健康論 AHS2413
学校保健学 AHS2414
健康栄養論 AHS2415
生理学
機能解剖学
発育発達
看護の基礎 NUR1416
健康学実習 AHS3417
知的障害者の心理 SNE2418
肢体不自由者の心理 SNE2419
病弱者の看護 SNE2420
障害者の病理と生理 SNE2421
障害者の進路支援 SNE2422
知的障害者指導法 SNE2423
肢体不自由者指導法 SNE2424
病弱者指導法 SNE2425
視覚障害者の教育 SNE2426
聴覚障害者の教育 SNE2427
発達障害と重度･重複障害者の教育 SNE2428
養護概説 NUR1429
看護学概説 NUR2430
看護学基礎演習 NUR3431
看護学実習 NUR3432
精神医学Ⅱ BMS2433
精神保健学Ⅱ BMS2434
障害者福祉論 SOC2435
精神保健福祉制度論 SOC2436

スポーツ科学科開講科目を参照
学
科
共
通
科
目



科目名 科目番号
精神保健福祉援助技術総論 SOC2437
ソーシャルワーク論 SOC2438
ソーシャルワーク演習 SOC3439
リハビリテーション概論 RWE1440
地域福祉論Ⅰ SOC2441
地域福祉論Ⅱ SOC3442
社会保障論Ⅰ SOC1443
社会保障論Ⅱ SOC2444
公的扶助論 LAW2445
社会福祉論Ⅱ SOC2446
運動生理学Ⅰ
スポーツ医学(内科系)
スポーツ医学(運動器系)
精神保健福祉論 SOC2447
精神保健福祉援助技術各論 SOC3448
精神保健福祉援助演習 SOC3449
精神科リハビリテーション学 BMS2450
保健医療サービス SOC2451
権利擁護と成年後見制度 LAW3452
福祉行財政と福祉計画 SOC3453
環境衛生学 HYG2454
労働基準法 LAW2455
精神保健福祉援助実習 AHS3456
精神保健福祉援助実習指導Ⅰ AHS2457
精神保健福祉援助実習指導Ⅱ AHS2458
精神保健福祉援助実習指導Ⅲ AHS2459
健康運動指導実習 AHS3460
環境衛生学実習 HYG3461
陸上運動
水泳
器械運動
ダンス
柔道Ⅰ･剣道Ⅰ
柔道Ⅱ
剣道Ⅱ
サッカー
バスケットボール
ハンドボール
バレーボール
テニス
ソフトボール

スポーツ科学科開講科目を参照

学
科
共
通
科
目

三学科共通開講科目を参照



科目名 科目番号
体つくり運動
エアロビックダンスエクササイズ
レクリエーションスポーツ
キャンプ
スキー
海浜実習
スポーツ外傷･障害学 スポーツ科学科開講科目を参照
スポーツ社会学 スポーツマネジメント学科開講科目を参照
保健体育科教育法Ⅰ AHS2462
保健体育科教育法Ⅱ
保健体育科教育法Ⅲ
保健体育科教育法Ⅳ
学校体育経営管理学 スポーツ科学科開講科目を参照
コンピュータ実習 教職に関する科目は別に定める
特別支援教育論 SNE2463
健康相談 PSY2464
体育原理 スポーツ科学科開講科目を参照
道徳の理論及び指導法
特別活動の指導法

教職に関する科目は別に定める

スポーツ科学科開講科目を参照

学
科
共
通
科
目

三学科共通開講科目を参照



教育の基礎的理解に関する科目等（保健体育）
科目名 科目番号

教育原理 PED1501
教職概論 PED1502
学校経営論 PED2503
教育心理学 PSY2504
特別支援教育論 SNE2505
道徳の理論及び指導法 PED2506
総合的な学習の時間の内容と教育課程の編成 PED2507
特別活動の指導法 PED2508
教育課程及び教育方法の理論と実践 PED3509
生徒･進路指導論 PED2510
教育相談 PSY2511
教育実習 PED3512
事前事後指導 PED3513
教職実践演習(中･高) PED4514
日本国憲法 LAW1119
陸上運動 COA1201
水泳 COA1202
器械運動 COA2203
Oral English Ⅰ LNG1101
Oral English Ⅱ LNG2102
コンピュータ実習 INF1515

教育の基礎的理解に関する科目等（養護教諭1種免許）
科目名 科目番号

教育原理 PED1501
教職概論 PED1502
学校経営論 PED2503
教育心理学 PSY2504
特別支援教育論 SNE2505
道徳の理論及び指導法 PED2506
総合的な学習の時間の内容と教育課程の編成 PED2507
特別活動の指導法 PED2508
教育課程及び教育方法の理論と実践 PED3509
生徒･進路指導論 PED2510
教育相談 PSY2511
養護実習 NUR3512
養護実習事前事後指導 NUR3513
教職実践演習(養護教諭) NUR4514
日本国憲法 LAW1119
陸上運動 COA1201
水泳 COA1202
器械運動 COA2203
Oral English Ⅰ LNG1101
Oral English Ⅱ LNG2102
コンピュータ実習 INF1515
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