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・選択体育実技各科目は、２年生以上が履修可能です。

　ただし、文学部の１年生は、文学部設置科目及び集中授業が履修可能です。

・受講にあたっては、当該年度の健康診断を必ず受診してください。

・�怪我・傷病に対応するため、体育実技科目受講の際は、「学生証」及び「健

康保険証」を携帯してください。病院等の受診の際に必要となります。

学外集中授業の事前抽選について

受講を希望する場合は、Oh-o!�Meiji のアンケートを利用して受け付けます。

受付期間　2023 年 4 月 3 日 ( 月 )　朝 9：00�～�5 日 ( 水 ) 朝 9：00 まで

結果発表　2023 年 4 月 6 日 ( 木 )　Oh-o!�Meiji のクラスウェブに反映されます。

対象学部学年　法・商・政・文・営・情・国・総の 2～ 4年と文 1年

定時科目の受付について

政治経済学部・経営学部は事前に各学部で WEB 履修、文学部は事前に Oh-o!�

Meiji のアンケートを行います。

受付期間　2023 年 4 月 6 日 ( 木 )��朝 9：00�～�7 日 ( 金 ) 朝 9：00 まで

結果発表　2023 年 4 月 9 日 ( 日 )　Oh-o!�Meiji のクラスウェブに反映されます。

対象学部学年　法・商・文・営・情の 2 ～ 4 年と政 2 年と文 1 年 ( 文学部設置科

目に限る )
＊政治経済学部・文学部・経営学部の所属学生は、上記日程より前に所属学部の科目のみ事前に履修登録を受付けます。

　履修登録の方法については、所属学部からの案内や履修ガイダンス資料等を確認するようにしてください。

定員に満たない種目の追加募集について

受講を希望する場合は、Oh-o!�Meiji のアンケートを利用して受け付けます。

受付期間　2023 年 4 月 10 日 ( 月 )��朝 9：00�～�10 日 ( 月 )15：00 まで

結果発表　2023年 4月 11日 (火 )　Oh-o!�Meijiのクラスウェブに反映されます。

学外集中科目の履修について

応募者多数の場合は、抽選となります。ガイダンスを兼ねた事前授業の出席は、参加

の必須条件となります。また、参加費用として、受講料、宿泊費、現地までの交通費

などが必要です。各種目の詳細を、必ずシラバスで確認してください。受講を認めら

れた場合、特別な理由がない限りキャンセルはできません。
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２０２３年度　選択体育実技　時間割一覧

曜
日

時
限

設置　　
学部

春学期 秋学期

担当教員 No. 種　　目 定員
掲載
ページ

担当教員 No. 種　　目 定員
掲載
ページ

集中授業

多 田　 聡 1 キャンプ 《ベーシックコース》 55 4 田 中 伸 明 5 スキー 《ニセコ》 60 8

土 方　 圭 2 キャンプ 《アドバンストコース》 25 5 後 藤 光 将 6 スケート 40 9

川 口 啓 太 3 ゴルフ 28 6 田 中 伸 明 7 スキー 《南会津》 40 10

長 尾　 進 4 馬術 20 7 多 田　 聡 8 スノーハイキング 30 11

月

2 法 夏 目 麻 子 9 スイミング 《初級》 24 12 夏 目 麻 子 42 スイミング 《中級》 24 12

3

政経
高 峰　 修 10 クライミング 24 13

佐 古 隆 之 11 バドミントン 36 14 佐 古 隆 之 43 卓球 40 14

文 佐 賀 典 生 44 クライミング 《初中級》 24 15

情コ 西 谷 善 子 12 レクリエーション ・ スポーツ 20 16

4
政経 佐 古 隆 之 13 バドミントン 36 17 佐 古 隆 之 45 卓球 40 17

情コ 西 谷 善 子 14 レクリエーション ・ スポーツ 20 18

5 政経 一 川 大 輔 15 ゴルフ 28 19 一 川 大 輔 46 ゴルフ 28 19

火
3

法
大 山　 高 16 サッカー 《初級》 40 20 大 山　 高 47 サッカー 《中級》 40 20

小 岩 健 一 17 セルフディフェンス 《入門》 30 21 小 岩 健 一 48 セルフディフェンス 《初中級》 30 21

文 下 田　 学 18 ニュースポーツ （SR11) 20 22 下 田　 学 49 ニュースポーツ （SR11） 20 22

4 法 多 田　 聡 19 レクリエーション 24 23 多 田　 聡 50 バドミントン 36 23

水

2 情コ 竹 﨑 一 真 51 ニュースポーツ （SR11） 20 24

3

政経
堀 川 浩 之 20 バドミントン 36 25 堀 川 浩 之 52 ゴルフ 28 25

板橋クリストファーマリオ 21 テニス 《上級》 24 26 板橋クリストファーマリオ 53 テニス 《上級》 24 26

文
水 村 信 二 22 クライミング 《入門編》 24 27 水 村 信 二 54 クライミング 《入門編》 24 27

長 谷 川 望 23 レクリエーションスポーツ 24 28 長 谷 川 望 55 フットサル 30 28

4

商 渡邊新一郎 24 アクアスポーツ ( プール ) 30 29 長 谷 川 望 56 アダプテッドスポーツ （SR11） 20 29

政経
後 藤 光 将 25 ゴルフ 28 30

板橋クリストファーマリオ 26 テニス 《初級》 24 31 板橋クリストファーマリオ 57 テニス 《初級》 24 31

5 政経
高 峰　 修 27 クライミング 24 32 高 峰　 修 58 クライミング 24 32

武 田 紘 平 28 アクアスポーツ ( プール ) 30 33 武 田 紘 平 59 フィットネス （FR) 30 33

木

2 文 宮 脇 梨 奈 29 ストレッチ＆ヨガ （柔道場） 30 34 宮 脇 梨 奈 60 ストレッチ＆ヨガ （柔道場） 30 34

3

商 佐 伯 徹 郎 30 バスケットボール 40 35 佐 伯 徹 郎 61 サッカー 40 35

文 田 中 伸 明 31 テニス 《中級》 20 36 田 中 伸 明 62 テニス 《中級》 20 36

文 西 谷 善 子 32 クライミング 《初級》 24 37

情コ ソリドーワル，マーヤ 33 ヨガ ・ 護身術 ( 柔道場 ) 20 38 西 谷 善 子 63 クライミング 24 38

4 文
田 中 伸 明 34 テニス 《上級》 20 39 田 中 伸 明 64 テニス 《上級》 20 39

西 谷 善 子 35 クライミング 《初級》 24 40 西 谷 善 子 65 クライミング 《初級》 24 40

5 政経
緒 方 貴 浩 36 テニス 《初級》 24 41 緒 方 貴 浩 66 ゴルフ 28 41

竹 井 尚 也 37 バドミントン 36 42 竹 井 尚 也 67 フィットネス 30 42

金

3

法 高 村 直 成 38 クライミング 《初級》 24 43 高 村 直 成 68 クライミング 《中級》 24 43

政経 成 瀬 和 弥 39 ニュースポーツ 24 44 後 藤 光 将 69 パラスポーツ 24 44

経営 後 藤　 肇 40 バスケットボール 40 45 後 藤　 肇 70 バスケットボール 40 45

4 情コ 森 田 ゆ い 71 日本舞踊 （剣道場） 20 46

5 政経 梅 澤 秋 久 41 バレーボール 40 47 梅 澤 秋 久 72 バレーボール 40 47

※設置学部の学生が優先です。
※学部によって科目名 ・ 履修番号が異なります。
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２０２３年度　選択体育実技　種目別一覧

種目別 No. 種　目 担当教員
設置
学部

学期 曜日時限
掲載
ページ

種目別 No. 種　目 担当教員
設置
学部

学期 曜日時限
掲載
ページ

学外集中

1
キャンプ
《ベーシックコース》

多田　聡 法 2023/9/5 ～ 8 4

武道

17
セルフディフェンス
《入門》

小岩健一 法 【春学期】 火曜 ３限 21

2
キャンプ
《アドバンストコース》

土方　圭 法 2023/9/11 ～ 14 5 48
セルフディフェンス
《初中級》

小岩健一 法 【秋学期】 火曜 ３限 21

3 ゴルフ 川口啓太 商 2023/9/5 ～ 7 6 舞踊 71 日本舞踊 （剣道場） 森田ゆい 情コ 【秋学期】 金曜 ４限 46

4 馬術 長尾　進 国日 2023/9/11 ～ 13 7

クライミング

10 クライミング 高峰　修 政経 【春学期】 月曜 ３限 13

5 スキー 《ニセコ》 田中伸明 文 2024/2/26 ～ 3/1 8 44
クライミング
《初中級》

佐賀典生 文 【秋学期】 月曜 ３限 15

6 スケート 後藤光将 政経 2024/2/19 ～ 22 9 22
クライミング
《入門編》

水村信二 文 【春学期】 水曜 ３限 27

7 スキー 《南会津》 田中伸明 文 2024/2/20～23 10 54
クライミング
《入門編》

水村信二 文 【秋学期】 水曜 ３限 27

8 スノーハイキング 多田　聡 法 2024/2/26～29 11 27 クライミング 高峰　修 政経 【春学期】 水曜 ５限 32

球技 
（ターゲット型）

15 ゴルフ 一川大輔 政経 【春学期】 月曜 ５限 19 58 クライミング 高峰　修 政経 【秋学期】 水曜 ５限 32

46 ゴルフ 一川大輔 政経 【秋学期】 月曜 ５限 19 32 クライミング 《初級》 西谷善子 文 【春学期】 木曜 ３限 37

52 ゴルフ 堀川浩之 政経 【秋学期】 水曜 ３限 25 63 クライミング 西谷善子 情コ 【秋学期】 木曜 ３限 38

25 ゴルフ 後藤光将 政経 【春学期】 水曜 ４限 30 35 クライミング 《初級》 西谷善子 文 【春学期】 木曜 ４限 40

66 ゴルフ 緒方貴浩 政経 【秋学期】 木曜 ５限 41 65 クライミング 《初級》 西谷善子 文 【秋学期】 木曜 ４限 40

球技 
（ゴール

型）

屋外

16 サッカー 《初級》 大山　高 法 【春学期】 火曜 ３限 20 38 クライミング 《初級》 高村直成 法 【春学期】 金曜 ３限 43

47 サッカー 《中級》 大山　高 法 【秋学期】 火曜 ３限 20 68 クライミング 《中級》 高村直成 法 【秋学期】 金曜 ３限 43

55 フットサル 長谷川望 文 【秋学期】 水曜 ３限 28

ニュースポーツ

18
ニュースポーツ
（SR11)

下田　学 文 【春学期】 火曜 ３限 22

61 サッカー 佐伯徹郎 商 【秋学期】 木曜 ３限 35 49
ニュースポーツ
（SR11）

下田　学 文 【秋学期】 火曜 ３限 22

屋内

30 バスケットボール 佐伯徹郎 商 【春学期】 木曜 ３限 35 51
ニュースポーツ
（SR11）

竹﨑一真 情コ 【秋学期】 水曜 ２限 24

40 バスケットボール 後藤　肇 経営 【春学期】 金曜 ３限 45 56
アダプテッドスポーツ
（SR11）

長谷川望 商 【秋学期】 水曜 ４限 29

70 バスケットボール 後藤　肇 経営 【秋学期】 金曜 ３限 45 39 ニュースポーツ 成瀬和弥 政経 【春学期】 金曜 ３限 44

球技 
（ネット型）

屋外

21 テニス 《上級》 板橋クリスト
ファーマリオ

政経 【春学期】 水曜 ３限 26 69 パラスポーツ 後藤光将 政経 【秋学期】 金曜 ３限 44

53 テニス 《上級》
板橋クリスト
ファーマリオ

政経 【秋学期】 水曜 ３限 26

フィットネス

9 スイミング 《初級》 夏目麻子 法 【春学期】 月曜 ２限 12

26 テニス 《初級》
板橋クリスト
ファーマリオ

政経 【春学期】 水曜 ４限 31 42 スイミング 《中級》 夏目麻子 法 【秋学期】 月曜 ２限 12

57 テニス 《初級》
板橋クリスト
ファーマリオ

政経 【秋学期】 水曜 ４限 31 12
レクリエーション ・
スポーツ

西谷善子 情コ 【春学期】 月曜 ３限 16

31 テニス 《中級》 田中伸明 文 【春学期】 木曜 ３限 36 14
レクリエーション ・
スポーツ

西谷善子 情コ 【春学期】 月曜 ４限 18

62 テニス 《中級》 田中伸明 文 【秋学期】 木曜 ３限 36 19 レクリエーション 多田　聡 法 【春学期】 火曜 ４限 23

34 テニス 《上級》 田中伸明 文 【春学期】 木曜 ４限 39 23
レクリエーション
スポーツ

長谷川望 文 【春学期】 水曜 ３限 28

64 テニス 《上級》 田中伸明 文 【秋学期】 木曜 ４限 39 24
アクアスポーツ
( プール )

渡邊新一郎 商 【春学期】 水曜 ４限 29

36 テニス 《初級》 緒方貴浩 政経 【春学期】 木曜 ５限 41 28
アクアスポーツ
( プール )

武田紘平 政経 【春学期】 水曜 ５限 33

屋内

11 バドミントン 佐古隆之 政経 【春学期】 月曜 ３限 14 59 フィットネス （FR) 武田紘平 政経 【秋学期】 水曜 ５限 33

43 卓球 佐古隆之 政経 【秋学期】 月曜 ３限 14 29
ストレッチ＆ヨガ
（柔道場）

宮脇梨奈 文 【春学期】 木曜 ２限 34

13 バドミントン 佐古隆之 政経 【春学期】 月曜 ４限 17 60
ストレッチ＆ヨガ
（柔道場）

宮脇梨奈 文 【秋学期】 木曜 ２限 34

45 卓球 佐古隆之 政経 【秋学期】 月曜 ４限 17 33
ヨガ ・ 護身術
( 柔道場 )

ソリドーワル，
マーヤ

情コ 【春学期】 木曜 ３限 38

50 バドミントン 多田　聡 法 【秋学期】 火曜 ４限 23 67 フィットネス 竹井 尚也 政経 【秋学期】 木曜 ５限 42

20 バドミントン 堀川浩之 政経 【春学期】 水曜 ３限 25

37 バドミントン 竹井 尚也 政経 【春学期】 木曜 ５限 42

41 バレーボール 梅澤秋久 政経 【春学期】 金曜 ５限 47

72 バレーボール 梅澤秋久 政経 【秋学期】 金曜 ５限 47
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種　　目：学外集中　　キャンプ《ベーシックコース》� 担当教員：　多田　聡（法学部）種　　目：学外集中　　キャンプ《ベーシックコース》� 担当教員：　多田　聡（法学部）

授業の概要・到達目標授業の概要・到達目標
【授業の概要】

夏期学外集中授業＜キャンプ実習ベーシックコース＞＜キャンプ実習ベーシックコース＞

　この授業では、自然環境の中でテント泊と野外炊事によるキャンプ生活を過ごしながら、アウトドア活動を安全に行うための知識、技術、マナーについ

て学んでいきます。都市での日常生活を離れ、自然の中でシンプルな生活を送ることは、自然や仲間の多様性に気づき、そして自分自身の新しい発見をす

る良い機会になることでしょう。

　学内での事前授業でキャンプの準備を進め、夏期休業期間に学外での実習を行います。活動はキャンプ場内でのニュースポーツ、クラフト、キャンプ場

外でのトレッキング、サイクリング、カヌー、クライミングなどを行います。キャンプの生活方法は、常設のテントや炊飯場を利用した初歩的なものなので、

キャンプ経験がない初心者でも受講が可能です。また、グループ内での助け合いにより快適なキャンプ生活を送ることも実習の中で大切な内容と考えてい

ます。

【到達目標】

(1) 野外での生活技術や各種活動スキルを身につけている

(2) アウトドア活動を安全に行うための知識、技術、マナーについて理解している

(3) 自然や仲間の多様性に気づき、そして自分自身の新しい発見することができる

授業内容授業内容
事前のガイダンスおよび3泊4日の合宿でキャンプの実習を行います。この授業でのキャンプは、施設や用具なども充実しており、初めてテントや寝袋を使

って寝るというような初心者でも十分楽しめる内容になっています。

＜実施場所＞静岡県朝霧高原　朝霧野外活動センター

＜実施時期＞2023年9月5日（火）～ 8日（金）３泊４日

＜定　員＞　48名

＜経　費＞　23000円程度（キャンプ場利用料、食料費、保険料、交通費など）

5月中旬　事前授業1（学内、第0.5回分）

7月上旬　事前授業2（学内、第0.5回分）

9月5日～ 8日　3泊4日の合宿授業

1日目（第2回～ 3回分）

　午後　キャンプ場に集合

　開講式、班分け、設営、アウトドアクッキング　夜：講義

2日目（第4回～ 8回分）

　ウォークラリー、キャンプクラフトなど　夜：講義

3日目（第9回～ 12回分）

　選択活動（ハイキング、サイクリング、クライミング、カヌーなど）

　アウトドアパーティー

4日目（第13回～ 14回分）

　撤収、実技講習のまとめ　解散

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。

履修上の注意履修上の注意
1．本授業は、和泉の選択体育実技の学部間相互乗り入れ科目として実施します。

2．受講希望者は Oh-o! Meiji システムのアンケート機能で申し込んでください。応募多数の場合は抽選となります。　

3．申込み日（予定）は、2023年4月3日～ 5日です。

4． キャンプ実習ベーシックコースは、4月3日と4日の昼休みの時間帯に対面でのガイダンス4月3日と4日の昼休みの時間帯に対面でのガイダンスを行います（詳細は後日公開）。対面ガイダンスに出席してい

なくても申込はできますが、抽選になった場合は対面ガイダンス出席者を優先します抽選になった場合は対面ガイダンス出席者を優先します。

5．5月中旬及び7月上旬に事前授業を行いますので、履修を認められた学生は必ず出席してください。

6． 受講を認められた学生は、特別な理由がない限りキャンセル ( 履修削除）はできません。不参加の場合は「F」判定となります。実施期日、経費を確認

した上で履修してください。

7．心身のコンディションを整えて出席してください。４月の学習指導時に実施される学内の健康診断を必ず受診しておいてください。

準備学習（予習・復習等）の内容準備学習（予習・復習等）の内容
以下のような内容が実技種目において技術の上達や理解を深めるための準備学習といえます。

1) 事前に自然、野外活動、キャンプについての文献や映像などに目を通しておくこと

2) 活動にふさわしい服装や用具の準備や手入れをすること

3) 健康的な生活を心がけ、よりよい体調で授業に臨むこと

教科書教科書　特に定めない。

参考書参考書　特に定めない。

課題に対するフィードバックの方法課題に対するフィードバックの方法
1) この授業は実習科目なので、授業時の課題へのフィードバックはその時、その場で行われます。

2) 他に Oh-o!Meiji クラスウェブ、メールを活用しフィードバックします。

成績評価の方法成績評価の方法
事前授業を含め実習への全日程参加が、単位取得の前提条件となります。

その上で、平常点（事前授業、現地実習での積極的参加度、授業への取り組み姿勢など）60％、グループ活動・コミュケーション能力30％、レポート10％

により総合的に評価します。

その他その他
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種　　目：学外集中　　キャンプ《アドバンストコース》� 担当教員：　土方　圭（法学部）種　　目：学外集中　　キャンプ《アドバンストコース》� 担当教員：　土方　圭（法学部）

授業の概要・到達目標授業の概要・到達目標
【授業概要】 

　この授業は、経験は少ないが本格的な野外活動に挑戦してみたい学生、すでにキャンプ実習を履修した学生、あるいはプライベートでキャンプ経験があ

る学生を対象とします。ベーシックコースよりも（あまり便利な用具を使わない）シンプルなキャンプ生活を予定しています。限定された条件（道具、食料、

情報、ｅｔｃ）において創意工夫することにより、普段の生活では気づきにくい様々な発見がもたらされるでしょう。

　高い体力レベルは要しません。性別を問わず、意欲・好奇心旺盛な皆さんの履修をお待ちしています。

【到達目標】

　野外での活動を自然環境や安全に配慮しながら自分で計画し、主体的に実行できるようになることを到達目標とします。また、これら身体を介した活動

を多分に伴うシンプルな生活を通して、自然との関係のみならず、他の参加者、そして自分への新たな気付きを得ることも目標とします。

授業内容授業内容
＜事前講習＞　７月初～中旬　駿河台ならびに和泉キャンパス（予定）

＜実施場所＞　静岡県富士宮市朝霧高原　朝霧野外活動センター

＜実施時期＞　2023年9月11日 ( 月 ) ～ 14日 ( 木 )　3泊4日

＜定　員＞　25名

＜指　導　者＞　3名

＜経　費＞2万円程度。キャンプ場利用料、食費、薪燃料費、交通費、保険料等の実費がかかります。

＜授業内容＞

1日目：（午後）午後キャンプ場に現地集合。開講式、備品配布、環境整備、アウトドアクッキングの基礎（夜）ミーティング、翌日の準備

2日目：（午前・午後）キャンプ場内およびキャンプ場周辺の活動

3日目：（終日）キャンプ場外での活動

4日目：（午前）撤収、まとめ、正午頃解散

詳細は、事前授業で説明します。必ず出席すること。

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。

履修上の注意履修上の注意
・受講希望者は、Oh-o! Meiji システムのアンケート機能で申し込む（2023年4月に実施予定）。詳細は学部掲示板や新年度履修資料で確認すること。

・アンケート機能による抽選や履修と関連して説明会を開催する場合がある。

・定員超過の場合は抽選となる。

・４月に実施される学内健康診断を必ず受診しておくこと。

・自然環境、野外活動に関する情報を収集すること、個人装備を準備すること、実習に備えて体調を整えることなどが準備学習となる。

準備学習（予習・復習等）の内容準備学習（予習・復習等）の内容
　現代生活では利便性が様々に追及されており、その大部分は電力供給を前提としている。本実習を履修するにあたり日常生活のようには電力の供給され

ない生活について想像力を働かせておくこと。

教科書教科書　　特に定めない。

参考書参考書　　特に定めない。

課題に対するフィードバックの方法課題に対するフィードバックの方法
Oh-o! Meiji 等を通じて配信するため、確認すること。

成績評価の方法成績評価の方法
　事前授業を含め実習への全日程参加が単位取得の前提条件となる。

　その上で、平常点（事前授業、実習への積極的参加度、授業への取り組み姿勢など）50％、技能の上達度10％、理解力・コミュケーション能力20％、レ

ポート20％により評価する。

その他その他
　特別な理由がない限り履修登録後の参加取り消しは認めない。

＊当科目は「事前登録」対象科目であり、履修希望者多数の場合は抽選を行う。詳細は、新年度の履修関連資料で確認すること。

No. ２
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種　　目：学外集中　　ゴルフ� 担当教員：　川口　啓太（商学部）種　　目：学外集中　　ゴルフ� 担当教員：　川口　啓太（商学部）

授業の概要・到達目標授業の概要・到達目標
　折角授業でゴルフを習ったのだからゴルフ場でプレーをしてみたい。そんな学生のための集中授業です。ゴルフはターゲットスポーツです。小さなホー

ルに向かってボールを正確に運んでいく技術が要求されます。ドライバーからパターまで多くのクラブを使用してショットをします。それらクラブでの飛

距離と方向性の技術習得を目指します。紳士のスポーツと言われるゴルフの実施には、技術やルール以外に服装やマナー、ラウンドの方法など学ばなくて

はならない事柄が沢山あります。ラウンドレッスンや夜のミーティングを利用して、出来るだけ多くの知識を提供したいと考えています。生涯スポーツと

してゴルフを考えている学生は是非受講してください。

概要：

　１．期間　2023年９月５日（火）～７日（木）　２泊３日

　２．場所　ダイナミックゴルフ茂原

　３．対象　以下の条件をいずれか１つ満たしている学生

　　（１）　第１・２セメスターでゴルフ授業を受講し単位を取得した者

　　（２）　第３セメスターでゴルフを受講する者

　　（３）　すでにゴルフのラウンド経験がある者

　４．定員　28名

　５．参加費（登録料）　1500円予定（保険料など）

　６．参加費（宿泊費等）　約37000円程度（交通費、宿泊費、ゴルフ施設利用料）

授業内容授業内容
　３日間ともダイナミックゴルフ茂原の施設を使用して実習を行います。

１日目：９時集合・開講式の後10時より実習開始。午前中は練習打席にて各クラブでのショット練習。午後は各種ショット練習（コントロールショット、

パッティング、バンカーショットなど）とショートコースを使ってラウンド方法の体験。

２日目：まず各自が練習打席にてショットの練習。午前中にショートコース９ホールのラウンドレッスン。午後はパッティンググリーンやアプローチ場を

使っての各種ショット練習。ショートコース９ホールのラウンド。

３日目：各自ショット練習。１１時よりショートコース１８ホールの正式ラウンド。ホールアウト後にスコアカード提出。４時半頃解散予定

履修上の注意履修上の注意
１． 生涯スポーツ演習＜ゴルフ＞は、和泉の選択体育実技の学部間相互乗り入れ科目として実施します。商学部の他に７学部（法、政経、文、経営、情コミ、

国日、総合数理）の学生が履修可能です。応募多数の場合は抽選となります。

２．７月上旬にガイダンスを兼ねた事前授業を行いますので、履修学生は必ず出席して下さい。

３．この授業は特別な理由がない限りキャンセルできません。

４．４月の学習指導時に実施される学内の健康診断を必ず受診しておいて下さい。

準備学習（予習・復習等）の内容準備学習（予習・復習等）の内容
　事前授業に配布された資料をよく読んでおくこと。

教科書教科書　　特にテキストは用いず、必要な資料等は事前授業時に配布します。

参考書参考書　　特に参考書は用いず、必要な資料等は事前授業時に配布します。

課題に対するフィードバックの方法課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法成績評価の方法
　事前ガイダンスへの参加（１０％）、実習への参加（６０％）、技術の上達度（１５％）団体行動状況（１５％）から総合評価します。

その他その他

No. ３
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種　　目：学外集中　　馬術� 担当教員：　長尾　進（国際日本学部）種　　目：学外集中　　馬術� 担当教員：　長尾　進（国際日本学部）

授業の概要・到達目標授業の概要・到達目標
この授業は、2年次配当の春学期開講集中授業です。合宿や協同作業を伴う集中授業タイプの授業への参加を通じて、コミュニケーション能力を高め、団

体行動や生活における規範やコモンセンスを身につけ、かつ当該種目の基礎実技を習得することを到達目標とします。

授業内容授業内容
馬術コース （8月上旬事前講習、9月11日〜13日・2泊3日の実習、9月中旬事後講習）

担当：長尾　進（国際日本学部）ほか現地指導員。

定員：20名 

経費：6月頃事前振り込み：参加費（登録料） 1,000円。参加費（宿泊費等）騎乗料とヘルメット等借用料、友部駅‐馬場間チャーターバス代、および宿泊

費 （2泊4食込）合計で、約40,000円程度。※このほかに、交通費： JR 東京‐友部 往復4,000円程度。

実施場所：中島トニアシュタール （茨城県茨城町）

宿泊場所：シーラックパル水戸 （水戸市）

茨城県茨城町の中島トニアシュタール乗馬クラブにおいて2泊3日で行う実技実習と、その実習の前後に中野キャンパスにおける事前学修と事後学修とをセ

ットにした集中授業です。実習では、同クラブ指導員のアシストのもと、馬体手入れや馬装の方法と、常歩（なみあし）、速歩（はやあし）、軽速歩（けい

はやあし）の乗馬各歩様を学びます。経験者は駈歩（かけあし）に挑戦することもできます。講義では、馬術競技の概要と、世界の馬事文化や和鞍（わぐら、

日本式馬術）の知識を学びます。皆さんは、なによりもまず、馬の大きさに驚くでしょう。それから馬の可愛さのとりこになり、またその賢さに舌を巻く

ことでしょう。動物と触れ合う機会の少なくなった昨今、貴重な体験のできる実習です。

履修上の注意履修上の注意
事前講習 ・事後講習を含め、全日程参加できることが、履修の条件です。

準備学習（予習・復習等）の内容準備学習（予習・復習等）の内容
馬術競技の成り立ちや技術等について、事前に本や映像などから情報を得ておくこと （事前学修） は、理解や習得の手助けとなります。

教科書教科書　必要に応じてプリント等を配付します。

参考書参考書　必要に応じて紹介します。

課題に対するフィードバックの方法課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法成績評価の方法
事前講習・実習・事後講習を含めた学修状況と意欲が基礎点（50％）となります。これに、常歩・軽速歩等の達成度 （30％）と事後レポート （20％） を加

味し総合的に評価します。また、遅刻・早退・見学は減点の対象となります。

その他その他
※　8月上旬頃に事前講習、9月中旬頃に事後講習があります。これらも授業時数に含まれます。日時は、決まり次第、履修者に連絡します。

※　自分の学部・学科・専攻等の実験・実習・補講・集中授業等や、自分の母国での義務等と日程が重なる人は、応募できません。

※　体育科目が必修である学部の学生は、必修単位分の再履修として受講することはできません。

No.4
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種　　目：学外集中　　スキー《ニセコ》� 担当教員：　田中　伸明（文学部）種　　目：学外集中　　スキー《ニセコ》� 担当教員：　田中　伸明（文学部）

授業の概要・到達目標授業の概要・到達目標
スキー (ニセコ )スキー (ニセコ )
　本授業は、世界的にも注目されているニセコエリア内スキー場（北海道）を利用し、現地滞在により実施する授業である。この授業では、「未経験者か
ら経験者までそのレベルに必要な板や身体の操作といった技術」、「より楽しくスキーをするため必要な知識」の習得を目指すことを目的として実施する。
　そして、ある程度思い通りにスキーをコントロールをすることができ、生涯スポーツへの導入、ウェルネスライフの一助となることを到達目標とする。
　また、スキーに直接関連すること以外として、計画的に行動する能力を養うことも到達目標の一つとする。

授業内容授業内容
　スキーは、落下運動である。何もしなくても滑走することができる。しかし、何もしなければ加速していく一方である。そこで必要になってくるのがス
ピードのコントロールである。これは、板の操作、身体の操作によって行う。この操作をすることにより、スピードをコントロールでき、曲がりたいとき
に曲がる、止まりたいときに止まるといったことが可能になる。これらのことは、どのようなレベルのスキーヤーであっても求められるものである。
　本授業は、初心者から上級者までを対象に行う。レベル別に班編成を行い、それぞれに必要な技術を練習する。なお、本授業はアルペンスキーによる授
業である。また、期間中にスキー級別テスト（バッジテスト）を実施する予定であるので希望者は受検することができる。
　本授業は、上質なパスダースノーとして世界的にも知られているニセコエリアにあるグランヒラフスキー場を主に利用する。

本授業における目的は次の通りである。
　1．身体を動かし運動不足を解消する　 3．生涯スポーツへの導入
　2．安全で快適なスキーの実践能力の育成　 4．集団生活を通した社会性の養成
　　　2-1) 基礎体力の維持増進　 5．多くの人とコミュニケーションを図る
　　　2-2) 基本的な技術と知識の獲得　 6．文化に触れる
　　　2-3) 冬の自然の中での活動を体験する　 7．計画的に行動する能力を高める
　　　2-4) マナーの習得

★授業概要★
実施場所：ニセコグランヒラフスキー場（北海道虻田郡倶知安町）
実施日：2024年2月26日 ( 月 ) ～ 3月1日 ( 金 ) 開催予定 (2023/1/31現在 )
対象：未経験者から上級者まで
定員：60名
指導者：受講者7名につき1名の教員
費用 (2022年度実績）：受講料 (2,100)、宿泊費 ( 素泊：9,000/ 泊 )、リフト券代 (14,000)、現地移動バス代 (4,000)、交通費 ( 現地集合につき各自実費）、
レンタル代 (希望者のみ、例：スキー 3点セット：9,000、ウェア上下：7,000、帽子・グローブ・ゴーグルセット：5,000など )。
これらは、あくまで2022年度の実績であり、2023年度の費用は2023年秋頃に明確になる予定である。おおよそ大きく変わることはないと思われるが、宿泊
費については、年によって変動があるため、10,000円前後を目安として考えておくこと。

以下が全日程の授業予定である。
　● 基本情報アンケート回答：2023年4月下旬から5月上旬頃
　● 登録料 (旧受講料 )納付：2023年9月下旬頃
　● 事前授業：2023年10月から11月頃に学内にて開催 (対面ないしオンライン )
　● 現地日程
　　　 1日目：午後集合、開講式、講義、翌日準備
　　　 2日目：午前班分後講習、午後講習、講義
　　　 3日目：午前講習、午後講習、講義
　　　 4日目：午前講習、午後講習、講義
　　　　　　　　　4日目午後にバッジテスト実施予定
　　　 5日目：午前講習、閉講式。閉講式終了後、解散
　　　　※現地では天候に大きく影響を受けるため、上記現地日程はあくまで予定である
　● 事後レポートの提出

補足事項
　宿泊は、倶知安町内の宿泊施設を手配してもらう予定である。これらの宿泊施設は、手配完了時の Covid-19感染状況によるところはあるが、基本的には、
一人一部屋、つまり個室での宿泊手配としてもらう予定である (2023/1/31時点 )。

履修上の注意履修上の注意
　本授業は、８学部（法・商・政経・文・経営・情コミ・国日・総数）合同授業である。履修者希望が、定員超過の場合は抽選となる。
　履修申込は、Oh-o Meiji アンケートにより行う。受付期間は、4/3( 月 )09：00 ～ 4/5( 水 )09：00、での実施予定（2023/1現在）。
　詳細は学部からおよび Oh-o Meij からの新年度案内にて確認をすること。
　履修確定後、9月下旬頃に登録料納付、そして、10月下旬から11月上旬頃に事前講習を実施する予定である。秋学期開始前後の Oh-o Meiji による案内に
ついて特に注意をすること。
　4月に実施される学内健康診断を必ず受診すること (授業参加にあたり健康診断受診は必須 )。
　特別な理由がない限り、履修登録後のキャンセルは認めない。
　なお、4年生は、この科目を履修し単位取得することができるわけであるが、この科目の認定単位は、卒業判定には間に合わないので、その点について
注意をすること。
　本授業は、Oh-o! Meiji を活用した授業準備や運営となる。したがって Oh-o! Meiji の確認を怠ることがないようにすること。

準備学習（予習・復習等）の内容準備学習（予習・復習等）の内容
　事前授業実施後は、現地までのアクセス情報や現地情報を調べておき、可能な限り、スキーの動画を閲覧し、イメージを持っておくこと。
また、授業終了後は、改めてスキーに行き、授業を受けたことによる、自身の上達をより定着させることが望まれる。

教科書教科書　特になし。必要に応じて資料を配付する。

参考書参考書　公財）全日本スキー連盟「日本スキー教程」、スキージャーナル、2014、ISBN：978-4789912280

課題に対するフィードバックの方法課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法成績評価の方法
● 授業への取り組み姿勢：40%
　　・提出物提出等の各期限を守れるか、
　　・事前授業の出席、事前講習後の提出物等
　　・研修日誌・事後レポートなどの提出物
　　・等々
● 技能上達度：30%
● グループ行動状況：30%
以上から総合的に評価する。
したがって、指定された期間に行うべきことを期間内に行うことも重要なポイントとなる。
　評価を受けるに当たっては、事前納付金の期間内納付、10月から11月頃に学内で実施する事前講習への出席および提出物の提出、そして現地での5日間
をあわせた全期間の出席が前提となる。したがって、事前納付金の期間内納付が出来ていないもの、事前授業を欠席したものは、現地授業への参加が認め
られないことになるので十分に気をつけること。

その他その他
これまでで既に記載をしたことであるが、重要なことであるので、再度記載する。
　● ４月に実施される学内健康診断を必ず受診すること (授業参加にあたり健康診断受診は必須 )。
　● Oh-o! Meiji の確認を怠らないこと。
　● 特別な理由がない限り、履修登録後の参加取りやめは認めない。
　● 上述したが、事前納付金納付期間内の納付、事前授業への出席は必須となるので注意をすること。
　● 様々な定められた期限を必ず守ること。
　●  ４年生は、この科目を履修し、単位取得することができるわけであるが、この科目の認定単位は、卒業判定には間に合わないので、その点について

注意をすること。

No. ５
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種　　目：学外集中　　スケート� 担当教員：　後藤　光将（政治経済学部）種　　目：学外集中　　スケート� 担当教員：　後藤　光将（政治経済学部）

授業の概要・到達目標授業の概要・到達目標
【野辺山スケートコース】

　心地よいスピードを感じながら、自分の身体全体を用いて意のままに氷上を滑走することは、他では得られない感覚です。寒い場所での体温調節は多く

のエネルギーを消費させる有酸素運動であり、ダイエットにも効果的です。実習では、まず基礎スケーティングを習得します。集団で音楽に合わせて滑る

“シンクロナイズドスケーティング”、氷上の格闘技“アイスホッケー”などにも挑戦します。野辺山高原は長野県の東端に位置しており、高原野菜の産地

で有名です。滑走練習の合間には、近隣の牧場を訪問して、雄大な自然を体験する機会もあります。氷上での様々な活動を体験しながら、普段の都会の生

活では感じることのない、すばらしい発見があるはずです。

授業内容授業内容
1．期間：2024年2月19日（月 )～ 2月22日（木）3泊4日

2．場所：長野県南佐久郡南牧村野辺山1003　帝産アイススケートトレーニングセンター

3．対象：経験は問いません。

4．定員：40名（指導者5名を予定）

5．受講費：1,000円（保険料など）

6．参加費用：宿泊費・食費・リンク代・スケート靴レンタル料・雑費（約38,000円　※3泊分）＋交通費（各自）

7．担当者：後藤光将（政治経済学部教授）

　1日目：（午後）開講式、基礎スケーティング1、講義

　2日目：（終日）基礎スケーティング2、講義

　3日目：（終日）基礎スケーティング3、牧場見学、シンクロナイズドスケーティング、講義

　4日目：（午前）アイスホッケー体験、ふりかえり、閉講式

履修上の注意履修上の注意
1． 本授業は、選択体育実技の学部間相互乗り入れ科目（和泉・駿河台・中野キャンパス）として実施します。受講希望者はシラバスで詳細を確認したうえで、

4月3 ～ 5日に Oh-o! Meiji のアンケート機能で申し込みを行ってください。また、4月3、4日に対面ガイダンスを実施します。対面ガイダンスは参加必

須でありませんが、希望者多数の場合は対面ガイダンス参加者優先となります。

2．12月に事前授業を行いますので、受講を認められた学生は必ず出席してください。

3．受講を認められた学生は、特別な理由がない限りキャンセルはできません。日程をよく確認してください。

4．2月下旬に実施する授業のため、4年生は卒業判定後の単位認定となりますので、卒業要件の単位に含めることができません。

5．4月の学習指導時に実施される学内の健康診断を必ず受診しておいて下さい。

準備学習（予習・復習等）の内容準備学習（予習・復習等）の内容
　氷上スポーツ（フィギュアスケート）に関する情報を事前に調べておいてください。

教科書教科書　　特に指定しません。

参考書参考書　　特に指定しません。

課題に対するフィードバックの方法課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法成績評価の方法
　事前ガイダンスへの出席（10％）、授業への取り組み姿勢（40％）、技能上達度（30％）、グループ行動状況（20％）から、総合的に評価します。

その他その他

No. ６
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種　　目：学外集中　　スキー《南会津》� 担当教員：　田中　伸明（文学部）種　　目：学外集中　　スキー《南会津》� 担当教員：　田中　伸明（文学部）

授業の概要・到達目標授業の概要・到達目標
スキー (南会津 )スキー (南会津 )

　大都会東京から少し足を伸ばせば、そこは銀世界。都会の日常からはまさに非日常空間、別世界。しかし、そんな別世界も、意外とお手軽だったりします。
本授業で使用するスキー場は、福島県南会津にある、会津高原たかつえスキー場です。福島県ではありますが、ほぼ関東エリアともいえるかもしれません。
このスキー場は、公式 HP にも記載されているとおり、本州でも有数の上質なパウダースキー場、とされています。コースバリエーション豊富で、スキー
が初めての人から経験者の人まで滑りがいのあるスキー場です。そのような比較的身近な場所で、たくさん滑走し、上達を目指してみませんか。スキーの
経験は問いません。スキーの楽しみを味わい、ぜひとも生涯にわたって楽しみのある人生となるよう、生涯スポーツへの足がかりとしてみませんか。

本授業の到達目標は次の通りです。
1．「未経験者から経験者までそのレベルに必要な板や身体の操作といった技術」、「より楽しくスキーをするため必要な知識」の習得
2．生涯スポーツへの導入となり、その後のウェルネスライフの一つとなり得るものとなる
3．新たな人間関係の構築
4．計画的に行動する能力を養うこと

授業内容授業内容
この南会津スキー授業は、2023年度初めて実施するスキー授業となります。

【授業内容】
　スキーに必要な様々な技術、その基本となる板の操作や身体の操作、といったどのレベルのスキーヤーにも必要な技術について、初心者から上級者まで
を対象に、レベル別に編成した班別講習を実施し、それらの習得を目指すとともに、スキーに必要な知識の習得を目指し、講義等を実施することとなります。

★授業概要★
実施場所：会津高原たかつえスキー場（福島県南会津郡）
宿泊施設：会津アストリアホテル (予定 )
実施日：2024年2月20日 ( 火 ) ～ 23日 ( 金 ) 開催予定 (2023/1/31現在 )
対象：未経験者から上級者まで
定員：40名
指導者：受講者7名につき1名の教員
費用見積：登録料 (1,000)、宿泊費 (約：9,000/ 泊、2食付 )、リフト券代 (約6,000)、交通費 (現地集合につき各自実費）、レンタル代 (希望者のみ、例：
スキー 3点セット：約8,000、ウェア上下：約5,000)。
これらは、2023/1時点での見積りです。正確な金額は2023年秋頃に確定されることにりますが、この見積金額から大きく変わることはないと思われますの
で、これらの見積を目安として考えておいてください。

以下、全日程授業予定
　● 基本情報アンケート回答：2023年4月下旬から5月上旬頃
　● 登録料納付：2023年9月下旬頃
　● 事前授業：2023年10月から11月頃に学内にて開催 (対面ないしオンライン )
　● 現地日程
　　　 1日目：午前集合、開講式、午後班分後講習、講義
　　　 2日目：午前講習、午後講習、講義
　　　 3日目：午前講習、午後講習、講義
　　　 4日目：午前講習、閉講式。閉講式終了後、解散
　　　　※現地では天候に大きく影響を受けるため、上記現地日程はあくまで予定です
　● 事後レポートの提出

補足事項
　宿泊施設での部屋割りは複数人で一部屋、つまり相部屋による宿泊となる予定です (2023/1/31時点 )

履修上の注意履修上の注意
　本授業は、８学部（法・商・政経・文・経営・情コミ・国日・総数）合同授業であり、履修者希望が定員超過の場合は、抽選となります。
　履修申込は、Oh-o Meiji アンケートにより行うことになります。受付期間は、4/3( 月 )09：00 ～ 4/5( 水 )09：00、での実施予定（2023/1現在）です。
詳細は学部からおよび Oh-o Meij からの新年度案内にて確認をしてください。
　履修確定後、9月下旬頃に登録料納付、そして、10月下旬から11月上旬頃に事前講習を実施する予定です。秋学期開始前後の Oh-o Meiji による案内につ
いて特に注意をしてください。
　4月に実施される学内健康診断を必ず受診しておいてください (授業参加にあたり健康診断受診は必須 )。
　特別な理由がない限り、履修登録後のキャンセルは認められません。
　なお、4年生は、この科目を履修し単位取得することができるわけですが、この科目の認定単位は、卒業判定には間に合わないので、このことについて
注意をしてください。
　本授業は、Oh-o! Meiji を活用した授業準備や運営となります。したがって Oh-o! Meiji の確認を怠ることがないようにしてください。

準備学習（予習・復習等）の内容準備学習（予習・復習等）の内容
　事前授業実施後は、現地までのアクセス情報や現地情報を調べておき、可能な限り、スキーの動画を閲覧し、イメージを持っておいてください。また、
授業終了後は、改めてスキーに行き、授業を受けたことによる、自身の上達をより定着させることが望まれます。

教科書教科書　特にありません。必要に応じて資料を配付します。

参考書参考書　公財）全日本スキー連盟「日本スキー教程」、スキージャーナル、2014、ISBN：978-4789912280

課題に対するフィードバックの方法課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法成績評価の方法
● 授業への取り組み姿勢：40%
　　・提出物提出等の各期限を守れるか、
　　・事前授業の出席、事前講習後の提出物等
　　・研修日誌・事後レポートなどの提出物
　　・等々
● 技能上達度：30%
● グループ行動状況：30%
以上から総合的に評価する。
したがって、指定された期間に行うべきことを期間内に行うことも重要なポイントとなる。

　評価を受けるに当たっては、事前納付金の期間内納付、10月から11月頃に学内で実施する事前講習への出席および提出物の提出、そして現地での4日間
をあわせた全期間の出席が前提となります。
　したがって、事前納付金の期間内納付が出来ていないもの、事前授業を欠席したものは、現地授業への参加が認められないことになるので十分に気をつ
けてください。

その他その他
これまでで既に記載をしたことでありますが、重要なことであるので、再度記載します。
　● ４月に実施される学内健康診断を必ず受診しておいてください (授業参加にあたり健康診断受診は必須 )。
　● Oh-o! Meiji の確認を怠らないようにしてください。
　● 特別な理由がない限り、履修登録後の参加取りやめは認められません。
　● 上述しましたが、事前納付金納付期間内の納付、事前授業への出席は必須となるので注意をしてください。
　● 様々な定められた期限を必ず守るようにしてください。
　●  ４年生は、この科目を履修し、単位取得することができるわけですが、この科目の認定単位は、卒業判定には間に合わないので、このことについて

注意をしてください。

No. ７
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種　　目：学外集中　　スノーハイキング� 担当教員：　多田　聡（法学部）種　　目：学外集中　　スノーハイキング� 担当教員：　多田　聡（法学部）

授業の概要・到達目標授業の概要・到達目標
【授業の概要】

冬期学外集中授業＜スノーハイキング＞＜スノーハイキング＞

　この授業では、「テレマークスキー」という歩くスキーを使って行うスノーハイキングの実習です。雪の原生林を歩いたり、登ったり、滑り降りたりす

る移動技術、雪山キャンプ技術、野外での安全管理など、雪山を丸ごと楽しむために必要とされる技術の習得を目指します。

　テレマークスキーは、つま先部分をスキーに固定し、かかとが自由にあげられるスキーでヒールフリースキーとも呼ばれています。このかかとの自由さ

が最大の特徴であり、歩く・登る・滑る・飛ぶといった行動の可能性を生み出しています。このようなスキースタイルはノルディックスキーともいい、自

然との関わりを大切にする北欧のスキー文化を取り入れたものです。　「テレマーク」は北欧ノルウェーの地方の名称です。

　このように雪上での多様な活動の可能性があるテレマークスキーを活用することで、単にスキーの技術習得にとどまらず、日本の冬の自然環境や雪国の

文化について理解を深めることもできるでしょう。さらには合宿形式での実習を通じて学生同士のソーシャルスキルを身につける機会とすることもこの実

習の目的とします。

※状況によりスノーシュー、かんじきなど他の用具を使用してハイキングや雪上活動をする場合もあります。

【到達目標】

1) 基礎的なスキー技術を理解し、実践できる

2) 雪山での活動技術を理解し、実践できる

3) 集団生活の中でのソーシャルスキルが身についている

4) 雪国の文化と自然環境を理解している

授業内容授業内容
第1回（0.5回分）：事前授業（9月下旬予定）

　イントロダクション、参加者顔合わせ

第2回（0.5回分）：事前授業（12月上旬予定）

　現地実習についての講義、準備

第2回以降　現地実習

1日目（第2回～第4回分）：（午後）正午集合。開講式、足慣らし、班分け、実技講習、（夜）講義

2日目（第5回～第8回分）：（午前・午後）実技講習＆ミニツアーなど、（夜）講義＆ミーティング

3日目（第9回～第12回分）：（終日）ツアー、（夜）講義＆ミーティング

4日目（第13回、第14回分）：（午前）実技講習　昼食（午後）解散

１．期　　日：2024年2月26日（月）～ 29日（木）3泊4日（予定）

２．場　　所：長野県戸隠高原スキー場およびその周辺の自然環境

３．対　　象：2年～ 4年生（文学部は1年生を含む）、経験は問いません。

４．定　　員：30名

５．経　　費：55,000円程度。以下の実費の総額です。

宿泊費、食費、交通費、レンタルスキー代、リフト代、受講料

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。

履修上の注意履修上の注意
１．本授業は、和泉の選択体育実技の学部間相互乗り入れ科目として実施します。

２．受講希望者は4月3日から（予定）Oh-o! Meiji システムで申し込んでください。応募多数の場合は抽選となります。

３．申込み日（予定）は、2023年4月3日～ 5日です。

４．９月下旬および12月上旬に事前授業を行いますので、履修を認められた学生は必ず出席してください。

５． 受講を認められた学生は、特別な理由がない限りキャンセル（履修削除）はできません。不参加の場合は「F] 判定となります。実施期日、経費を考慮の上、

履修してください。

６．心身コンディションを整えて出席してください。４月の学習指導時に実施される学内の健康診断を必ず受診しておいてください。

７．冬期休業中に実施するため４年生は卒業に必要な単位としては認定できません。承知の上で履修することはできます。

準備学習（予習・復習等）の内容準備学習（予習・復習等）の内容
以下のような内容が実技種目において技術の上達や理解を深めるための準備学習といえます。

1) 事前に雪山の自然、スノースポーツについての文献や映像などに目を通しておくこと

2) 活動にふさわしい服装や用具の準備や、活動後の手入れをすること

3) 健康的な生活を心がけ、よりよい体調で授業に臨むこと

教科書教科書　特に定めない。

参考書参考書　特に定めない。

課題に対するフィードバックの方法課題に対するフィードバックの方法
1) この授業は実習科目なので、授業時の課題へのフィードバックはその時、その場で行われます。

2) 他に Oh-o!Meiji クラスウェブ、メールを活用しフィードバックします。

成績評価の方法成績評価の方法
事前授業を含め実習への全日程参加が、単位取得の前提条件となります。

その上で、平常点（事前授業、現地実習への積極的参加度、授業への取り組み姿勢など）40％、技能・体力の上達度20％、理解力・コミュケーション能力

20％、レポート20％により評価します。

その他その他

No. ８
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No. ９
種目：スイミング《初級》（春学期　月曜２限）種目：スイミング《初級》（春学期　月曜２限）

担当教員：夏目　麻子担当教員：夏目　麻子� 設置学部：法学部� 設置学部：法学部

授業の概要・到達目標授業の概要・到達目標
≪授業の到達目標及びテーマ≫
　水泳は、「全身運動」であり、「有酸素運動」です。また、乳幼児から高齢者、
腰痛持ちの人や故障後のリハビリ等、幅広く活用され親しまれています。
ダイエットや体型維持に役立つのはもちろんのこと、呼吸器系を強化し
風邪をひきにくくする効果もあると言われています。更に近年ではマス
ターズ大会も盛んに行われており、８０歳から水泳を始めた方が１００
歳を超えてもまだ試合に出て水泳を楽しんでおられるそうです。小学校
やスイミングスクールで水泳を習った経験がある人も多いと思いますが、
まさに水泳は「生涯スポーツ」として最適なスポーツの一つと言えるで
しょう。
　その為、今回の授業では、この先も水泳を続けたいと思えるように、
楽しく、かっこよく、そして楽に長く泳げることを目標に、授業を展開
していきたいと思っています。
また、スポーツは健康維持・体力増進のためだけではなく、スポーツを
通して、人と人との関わり合い方を考え、工夫し、コミュニケーション
スキルを向上・発揮できる場にしていきたいと思います。
≪授業の概要≫
　4泳法の習得・スキルアップ、最終的には個人メドレー完泳を目標に授
業を展開していきます。ビデオ撮影を取り入れながらフォームをチェッ
ク、フィン・マスク・シュノーケルを使ったスキンダイビング体験、ま
たコミュニケーションスキルを養うために水球・水中ホッケーなどゲー
ム要素も取り入れる予定です。

授業内容授業内容
第１回：ガイダンス（授業計画の説明・評価について）
第２回：プールの使用説明、水泳の基本姿勢
第３回：自由形１
第４回：自由形２
第５回：平泳ぎ１
第６回：平泳ぎ２
第７回：背泳ぎ１
第８回：背泳ぎ２
第９回：バタフライ１
第10回：バタフライ２
第11回：個人メドレーに挑戦
第12回：水中スポーツ１
第13回：水中スポーツ２
第14回：授業のまとめ
＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。

履修上の注意履修上の注意
　履修開始の第１週目（授業の開講時限）にガイダンスを行いますので、
指定された教室に集合してください。＊更衣は不要です。
　通常授業に関しては以下の点に留意してください。
　１　 心身のコンディションを整えて出席してください。スポーツ実習

は「運動の実践」が基盤となるため、授業に欠席をしないことが
最も基本となる条件です。なお、受講にあたっては健康診断を受
けておくことが義務付けられます。

　２　 授業に参加する服装としては、水着・キャップ・ゴーグルが必要
です。

　３　授業の進行及び安全管理の観点から、遅刻は厳禁とします。
　４　 水泳は安全管理が特に要求されるスポーツです。プールでのルー

ル、授業態度についてはしっかりと理解してください。

準備学習（予習・復習等）の内容準備学習（予習・復習等）の内容
　食事、睡眠をしっかり取り、体調を整えて授業に出席してください。
　授業後はしっかり水分・栄養補給をし、ストレッチで体のケアをしま
しょう。

教科書教科書　　特に指定しない。

参考書参考書　　特に指定しない。

課題に対するフィードバックの方法課題に対するフィードバックの方法
授業時間内及び Oh-o! Meiji システムを利用

成績評価の方法成績評価の方法
　成績評価に関する試験は特に行いません。
　単位の取得には、開講日数の2/3以上の出席が必要です。
　2/3以上出席した者については、以下のような比率で総合的に評価しま
す。
　(a)　授業への積極的な取組み・態度　50%　(b)　理解力・技能40%　　
　(c)　レポート・提出物10%

その他その他
＊ 当科目は「事前登録」対象科目であり、履修希望者多数の場合は抽選
を行う。詳細は、新年度配布の履修関連資料で確認すること。

No.42
種目：スイミング《中級》（秋学期　月曜２限）種目：スイミング《中級》（秋学期　月曜２限）

担当教員：夏目　麻子担当教員：夏目　麻子� 設置学部：法学部� 設置学部：法学部

授業の概要・到達目標授業の概要・到達目標
≪授業の到達目標及びテーマ≫
　水泳は、「全身運動」であり、「有酸素運動」です。また、乳幼児から高齢者、
腰痛持ちの人や故障後のリハビリ等、幅広く活用され親しまれています。
ダイエットや体型維持に役立つのはもちろんのこと、呼吸器系を強化し
風邪をひきにくくする効果もあると言われています。更に近年ではマス
ターズ大会も盛んに行われており、８０歳から水泳を始めた方が１００
歳を超えてもまだ試合に出て、水泳を楽しんでおられるそうです。小学
校やスイミングスクールで水泳を習った経験がある人も多いと思います
が、まさに水泳は「生涯スポーツ」として最適なスポーツの一つと言え
るでしょう。
　その為、今回の授業では、この先も水泳を続けたいと思えるように、
楽しく、かっこよく、そして楽に長く泳げることを目標に、授業を展開
していきたいと思っています。
また、スポーツは健康維持・体力増進のためだけではなく、スポーツを
通して、人と人との関わり合い方を考え、工夫し、コミュニケーション
スキルを向上・発揮できる場にしていきたいと思います。
≪授業の概要≫
　４泳法の習得・スキルアップ・スピードアップを目標に個々のレベル
に合わせたドリルワークやインターバルトレーニングなどを取り入れ授
業を展開していきます。ただ黙々と泳ぐのではなく、一人一人が考え、
工夫し、挑戦するプログラムを組み立てていきます。またコミュニケー
ションスキルを養うためにリレー・水球などゲーム要素も取り入れる予
定です。

授業内容授業内容
第１回：ガイダンス（授業計画の説明・評価について）
第２回：プールの使用説明、水泳の基本姿勢
第３回：自由形１
第４回：自由形２
第５回：平泳ぎ１
第６回：平泳ぎ２
第７回：背泳ぎ１
第８回：背泳ぎ２
第９回：バタフライ１
第10回：バタフライ２
第11回：個人メドレー
第12回：水中スポーツ1
第13回：水中スポーツ2
第14回：授業のまとめ
＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。

履修上の注意履修上の注意
　履修開始の第１週目（授業の開講時限）にガイダンスを行いますので、
指定された教室に集合してください。＊更衣は不要です。
　通常授業に関しては以下の点に留意してください。
　１　 心身のコンディションを整えて出席してください。スポーツ実習

は「運動の実践」が基盤となるため、授業に欠席をしないことが
最も基本となる条件です。なお、受講にあたっては健康診断を受
けておくことが義務付けられます。

　２　 授業に参加する服装としては、水着・キャップ・ゴーグルが必要
です。

　３　授業の進行及び安全管理の観点から、遅刻は厳禁とします。
　４　 水泳は安全管理が特に要求されるスポーツです。プールでのルー

ル、授業態度についてはしっかりと理解してください。

準備学習（予習・復習等）の内容準備学習（予習・復習等）の内容
　食事、睡眠をしっかり取り、体調を整えて授業に出席してください。
　授業後はしっかり水分・栄養補給をし、ストレッチで体のケアをしま
しょう。

教科書教科書　　特に指定しない。

参考書参考書　　特に指定しない。

課題に対するフィードバックの方法課題に対するフィードバックの方法
授業時間内及び Oh-o! Meiji システムを利用

成績評価の方法成績評価の方法
　成績評価に関する試験は特に行いません。
　単位の取得には、開講日数の2/3以上の出席が必要です。
　2/3以上出席した者については、以下のような比率で総合的に評価しま
す。
　(a)　授業への積極的な取組み・態度　50%　(b)　理解力・技能40%　　
　(c)　レポート・提出物10%

その他その他
＊ 当科目は「事前登録」対象科目であり、履修希望者多数の場合は抽選
を行う。詳細は、新年度配布の履修関連資料で確認すること。
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No.10
種目：クライミング（春学期　月曜３限）種目：クライミング（春学期　月曜３限）

担当教員：高峰　修担当教員：高峰　修� 設置学部：政治経済学部� 設置学部：政治経済学部

授業の概要・到達目標授業の概要・到達目標
実施種目：クライミング実施種目：クライミング

　クライミングとはとっ手（ホールド）のついた人口壁を縦に横に移動し、

自分の課題ルートのクリアを目指す身体活動です。腕力が必要なように

思うかもしれませんが、むしろバランス力が求められ、男女を問わず様々

な体格や体力レベル、運動経験をもつ学生が各自で決めた課題ルートに

取り組むことができます。

　この授業の前半では高さ4m ほどの人口壁を補助具を付けずに登るボル

ダリングを、後半はハーネスとトップロープを使ったロープクライミン

グを実践します。

　クライミングは基本的には個人の活動ですが、ロープクライミングで

は登っている人のロープを確保する活動が加わります。そうしたことか

ら毎回の授業ではグループを作り、グループメンバーのコミュニケーシ

ョンを通じて各自の知識をより確かなものにし、スキルの向上を目指し

ます。競争原理に基づくスポーツとは違った協同原理の身体活動を体験

してください。

授業内容授業内容
使用施設：クライミングウォール使用施設：クライミングウォール

第１回： ガイダンス～クライミングのルールと安全管理、設備と用具に

ついて

第２回：ホールドの持ち方、足の使い方、オブザベーション

【ボルダリング】

第３回：三点支持と正対ムーブ

第４回：二点支持とダイアゴナル

第５回：多様なムーブ

第６回：フラッギング

第７回：各自の課題練習、ロープクライミングの基本技術

【ロープクライミング】

第８～９回：ロープクライミング1回目、バディによるビレイ練習

第10 ～ 11回：ロープクライミング2回目

第12 ～ 13回：ロープクライミング3回目

第14回：まとめ

履修上の注意履修上の注意
１． 定員を超えた場合は抽選を行います。詳細については４月のガイダ

ンスにて説明します。

２． 単位修得のためには、半期授業実施回数の３分の２以上の出席が必

要となります。

３．実技と講義の内容に関するレポート課題を出します。

４．服装やメガネの着用については教員の指示に従うこと。

準備学習（予習・復習等）の内容準備学習（予習・復習等）の内容
常にクライミングの情報を集めるよう心がけましょう。

教科書教科書　使用しません。

参考書参考書　使用しません。

課題に対するフィードバックの方法課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法成績評価の方法
　単位修得のためには、授業実施回数の３分の２以上の出席が必要とな

ります。また実技と講義の内容にかかわるレポート課題を出します。成

績は以下の点から評価します：

１）各自の課題への取り組み（50％）

２）グループワークへの参加度（20％）

３）クライミングスキル評価（20％）

４）レポート評価（10％）

その他その他
　受講にあたっては当該年度の健康診断を必ず受診しておくこと。

　クライミングに必要なシューズはレンタル用を用意してあります。
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No.11
種目：バドミントン（春学期　月曜３限）種目：バドミントン（春学期　月曜３限）

担当教員：佐古　隆之担当教員：佐古　隆之� 設置学部：政治経済学部� 設置学部：政治経済学部

授業の概要・到達目標授業の概要・到達目標
＜授業概要＞ 本授業の目標は、人間形成や心身共に健康な活力を培うた

めに欠くことのできない身体運動について科学的に理解し、周りの人々

とのコミュニケーションをとりながら実践できる知識を、実際の体験を

通じて習得することです。運動不足が要因となる病が深刻な社会問題と

なっている中で、健康で活力ある生活の基礎となる身体運動の実践能力

向上、生涯を通じて運動が実践できる資質の育成をねらいとします。 

実施種目：バドミントン

　

＜到達目標＞

ハイクリア、ドライブ、ドロップ、スマッシュ、ヘアピンなどの基本的

技術を習得するための練習に加えて、ゲームを数多く行うことで、バド

ミントンに必要な「動く」「打つ」「読む」能力の向上を目指します。

授業内容授業内容
使用施設：サブホール

第１講：春学期授業のイントロダクション

第２講：グリップについての説明、ストローク練習（１）ハイクリア

第３講：ストローク練習（２）ドライブ、ドロップ

第４講：ストローク練習（３）スマッシュ、ヘアピン

以降、毎授業の前半30分は各種ストローク練習を行う。

第５講：シングルスゲームの実践（１）ハーフコート

第６講：シングルスゲームの実践（２）ハーフコート（レベル分け）

第７講：シングルスゲームの実践（３）ハーフコート（レベル別）

第８講：シングルスゲームの実践（４）オールコート（レベル別）

第９講：ダブルスゲームの実践（１）

第10講：ダブルスゲームの実践（２）

第11講：ダブルスゲームの実践（３）

第12講：団体戦のためのチーム作り

第13講：団体戦の実践（１）

第14講：団体戦の実践（２）

履修上の注意履修上の注意
１． 単位修得にあたっては、半期授業実施回数の３分の２以上の出席が

必要となります。

２． 医師により運動が禁止または制限されている学生は、第１回目の授

業時に担当教員に申し出て、指示を受けて下さい。

準備学習（予習・復習等）の内容準備学習（予習・復習等）の内容
授業内で実施したストレッチングや筋力トレーニングなどを自宅でも積

極的に実施することを推奨する。　　

教科書教科書　使用しません。

参考書参考書　使用しません。

課題に対するフィードバックの方法課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法成績評価の方法
（１）平常点60％…授業への取り組み情況、積極性

（２）実技内容の習得度20％

（３）授業への貢献度20％

その他その他
１． 各種目に適切な服装や靴、またメガネの着用については担当教員の

指示に従ってください。

２．受講にあたっては当該年度の健康診断を必ず受診してください。

No.43
種目：卓球（秋学期　月曜３限）種目：卓球（秋学期　月曜３限）

担当教員：佐古　隆之担当教員：佐古　隆之� 設置学部：政治経済学部� 設置学部：政治経済学部

授業の概要・到達目標授業の概要・到達目標
使用施設：卓球場

＜授業概要＞

本授業の目標は、人間形成や心身共に健康な活力を培うために欠くこと

のできない身体運動について、科学的に理解し、周りの人々とのコミュ

ニケーションをとりながら実践できる知識を、実際の体験を通じて習得

することです。運動不足が要因となる病が深刻な社会問題となっている

中で、健康で活力ある生活の基礎となる身体運動の実践能力向上、生涯

を通じて運動が実践できる資質の育成をねらいとします。

実施種目：卓球

各人のレベルに応じ、卓球の基本的な打法の練習とゲームを中心に展開

する。

＜到達目標＞

初心者はゲームを楽しめるようになることを目標とする。また中・上級

者は戦術の理解を深め、よりレベルの高いゲーム展開が行えるようにな

ることを目標とする。

授業内容授業内容
第１回： 卓球のルール、特徴についての説明、基本的練習ー導入（ラケ

ットの持ち方、基本的ルールの説明）

第２回：基本的練習ー導入（フォアハンド）の練習

第３回：基本的練習ー導入（バックハンド）の練習

第４回： 基本的練習ー導入（ツッツキ）の練習、なおフォアハンド、バ

ックハンド、ツッツキは以後の授業前半に繰り返し練習する

第５回：基本的練習ー発展（サービス）の練習

第６回：基本的練習ー発展（レシーブ）の練習

第７回：基本的練習ー発展（スマッシュ）の練習

第８回：応用的練習（シングルス）の試合（１）

第９回：応用的練習（シングルス）の試合（２）

第10回：応用的練習（ダブルス）の試合（１）

第11回：応用的練習（ダブルス）の試合（２）

第12回：応用的練習（団体戦）の試合（１）

第13回：応用的練習（団体戦）の試合（２）

第14回：まとめ

履修上の注意履修上の注意
１． 単位修得にあたっては、半期授業実施回数の３分の２以上の出席が

必要となります。

２． 医師により運動が禁止または制限されている学生は、第１回目の授

業時に担当教員に申し出て、指示を受けて下さい。

準備学習（予習・復習等）の内容準備学習（予習・復習等）の内容
授業内で実施したストレッチングや筋力トレーニングなどを自宅でも積

極的に実施することを推奨する。　　

教科書教科書　使用しない。

参考書参考書　使用しない。

課題に対するフィードバックの方法課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法成績評価の方法
（１）平常点60％…授業への取り組み情況、積極性

（２）実技内容の習得度20％

（３）授業への貢献度20％

その他その他
１． 各種目に適切な服装や靴、またメガネの着用については担当教員の

指示に従ってください。

２． 受講にあたっては当該年度の健康診断を必ず受診してください。
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月
曜
日



No.44
種目：クライミング《初中級》（秋学期　月曜３限）種目：クライミング《初中級》（秋学期　月曜３限）

担当教員：佐賀　典生担当教員：佐賀　典生� 設置学部：文学部� 設置学部：文学部

授業の概要・到達目標授業の概要・到達目標
本授業は、高さ約４メートルのクライミング専用の壁を、特別な補助具

を使用せずに手足で登り降りをするクライミング（以下、ボルダリング）

というスポーツを行う、入門・初級者対象の体育実技です。

近年、クライミングは、オリンピック競技にもなり、幅広い年齢層で行

われるようになっています。

本授業では、ボルダリングの基礎知識の習得と技術の向上ともに、グル

ープワークを通してのコミュニケーション能力の向上を目指しながら、

生涯を通してスポーツを楽しむ力を養うことを目標とします。

＜到達目標＞

1. ボルダリングに関する基礎知識と基礎技術を理解し、自ら積極的に取

り組むことができる。

2. クラスメイトと積極的にコミュニケーションをはかることができる。

授業内容授業内容
施　　設：和泉体育館１階クライミングウォール（７面： 78、90、98、

110、120、135、165度）を使用する。

授業内容： 以下を予定しているが、授業進行状況に合わせて内容や順序

を変更することもある。

第１週： ボルダリングの概論１（安全対策、シューズの選び方）、体験ボ

ルダリング、ログシート作成

第２週： フットホールドへの足の置き方、ホールドの持ち方、三点支持、

課題におけるスタート・ゴール方法（スラブ壁、垂壁、８級）

第３週： 三点支持における身体の動かし方（ムーヴ練習）、ホールドの持

ち替え方、課題（８級）

第４週：オブザベーションの重要性、課題（８～７級）

第５週：ボルダリング課題（８～７級）

第６週：二点支持とスメアリング、課題（８～７級）

第７週：ハイステップ、課題（８～７級）

第８週：ステミング、課題（８～７級）

第９週：レスト法、課題（８～７級）

第10週：ヒールフック、課題（８～６級）

第11週：クロスムーヴ、課題（８～６級）

第12週：課題作成とその課題挑戦

第13週：課題（８～６級）、長もの課題（初級）

第14週：課題（８～６級）、まとめ

履修上の注意履修上の注意
・ 本授業は、和泉６学部相互乗り入れ科目である。受講希望者は、Oh-o! 

meiji システムのアンケート機能での申込みとなる。

・ 受講希望者が定員を上回った場合は、抽選となる。詳細は、ガイダンス

時に配布される「選択体育科目履修案内」を参照のこと。

・ 準備、適切な服装や靴、またメガネの着用については担当教員の指示に

従ってください。

・ 授業前日には睡眠を十分にとり、当日の朝食や昼食を必ず摂取すること。

・運動に適した服装を着用すること。

準備学習（予習・復習等）の内容準備学習（予習・復習等）の内容
・必要に応じて授業中に指示する。

・クライミングの映像をみておくこと。 

・ 自らの動画を撮影した場合には、修正点を見つけるためにも次回までに

動作（ムーブ）を確認しておくこと。

教科書教科書　使用しない。

参考書参考書　使用しない。

課題に対するフィードバックの方法課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法成績評価の方法
評価を受けるためには３分の２以上の参加を必須とする。

平常点（60点）、提出物（20点）、レポート（20点）から総合的に評価する。

その他その他
４月に実施される学内健康診断を必ず受診すること。

― 15 ―
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曜
日



No.12
種目：種目：レクリエーション・スポーツ（春学期　月曜３限）レクリエーション・スポーツ（春学期　月曜３限）

担当教員：西谷　善子担当教員：西谷　善子
� 設置学部：情報コミュニケーション学部� 設置学部：情報コミュニケーション学部

授業の概要・到達目標授業の概要・到達目標
【授業概要】

本授業は、生涯にわたって様々なスポーツを楽しみ心身の健康の保持増

進を図るための能力を培うことを目的とする。

複数のスポーツ種目の実践を通して、豊かな社会性、包括的な運動・メ

ンタルスキルを身につけたり、他者とのコミュニケーションによる意思

決定や課題解決の方法についても考察する力を素養する。

【到達目標】

・ スポーツ活動における安全管理、危機管理について認識しながら活動で

きる。

・ 種目ごとの特性を把握し、参加者とコミュニケーションを図りながら、

プレーを楽しむことができる。

・ グループワークにおいて他者と試行錯誤しながら、安心・安全に配慮し

た取り組みができる。

授業内容授業内容
健康増進エクササイズや、様々な軽スポーツおよびコミュニケーション

スポーツを実施する。

○使用施設：和泉総合体育館　東棟（イースト）スポーツルーム11

【第1講】オリエンテーション

【第2～ 13講】

○実施種目：

アイスブレイク、ミニサッカー、ミニバスケットボール、ユニホック、

アルティメット

上記実施種目より、数週毎に種目を変えて実施する。

毎回、簡単な技術練習の後、ミニゲームを行い、理解を深める。

【第14講】まとめ、レポート提出

履修上の注意履修上の注意
1．授業進行状況に合わせて順序、内容を変更することがあります。

2． 単位修得にあたっては、半期授業実施回数の３分の２以上の出席が必

要となります。

3． 運動が禁止または制限されている学生は、第１回目の授業時に担当教

員に申し出て、指示を受けてください。

4． 大学の新型コロナウィルス対策対策に従い、対面授業からオンライン

授業に切り替える場合があります。

準備学習（予習・復習等）の内容準備学習（予習・復習等）の内容
日常生活の中でスポーツを行ったり、観戦したり、スポーツに触れ合う

機会を増加させる。

また心身の健康維持・増進を意識し、自身で行動できるようにする。

教科書教科書　特に指定しません。

参考書参考書　特に指定しません。

課題に対するフィードバックの方法課題に対するフィードバックの方法
ゲーム中の映像や振り返りシートをフィードバックする。

成績評価の方法成績評価の方法
成績は、平常点（60％）、理解度・達成度（20％）、レポート（20％）で

総合的に評価します。

その他その他
1． 各種目に適切な服装や靴、またメガネの着用については担当教員の指

示に従ってください。

2．受講にあたっては当該年度の健康診断を必ず受診してください。
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曜
日



No.13
種目：バドミントン（春学期　月曜４限）種目：バドミントン（春学期　月曜４限）

担当教員：佐古　隆之担当教員：佐古　隆之� 設置学部：政治経済学部� 設置学部：政治経済学部

授業の概要・到達目標授業の概要・到達目標
＜授業概要＞ 本授業の目標は、人間形成や心身共に健康な活力を培うた

めに欠くことのできない身体運動について科学的に理解し、周りの人々

とのコミュニケーションをとりながら実践できる知識を、実際の体験を

通じて習得することです。運動不足が要因となる病が深刻な社会問題と

なっている中で、健康で活力ある生活の基礎となる身体運動の実践能力

向上、生涯を通じて運動が実践できる資質の育成をねらいとします。 

実施種目：バドミントン

　

＜到達目標＞

ハイクリア、ドライブ、ドロップ、スマッシュ、ヘアピンなどの基本的

技術を習得するための練習に加えて、ゲームを数多く行うことで、バド

ミントンに必要な「動く」「打つ」「読む」能力の向上を目指します。

授業内容授業内容
使用施設：サブホール

第１講：春学期授業のイントロダクション

第２講：グリップについての説明、ストローク練習（１）ハイクリア

第３講：ストローク練習（２）ドライブ、ドロップ

第４講：ストローク練習（３）スマッシュ、ヘアピン

以降、毎授業の前半30分は各種ストローク練習を行う。

第５講：シングルスゲームの実践（１）ハーフコート

第６講：シングルスゲームの実践（２）ハーフコート（レベル分け）

第７講：シングルスゲームの実践（３）ハーフコート（レベル別）

第８講：シングルスゲームの実践（４）オールコート（レベル別）

第９講：ダブルスゲームの実践（１）

第10講：ダブルスゲームの実践（２）

第11講：ダブルスゲームの実践（３）

第12講：団体戦のためのチーム作り

第13講：団体戦の実践（１）

第14講：団体戦の実践（２）

履修上の注意履修上の注意
１． 単位修得にあたっては、半期授業実施回数の３分の２以上の出席が

必要となります。

２． 医師により運動が禁止または制限されている学生は、第１回目の授

業時に担当教員に申し出て、指示を受けて下さい。

準備学習（予習・復習等）の内容準備学習（予習・復習等）の内容
授業内で実施したストレッチングや筋力トレーニングなどを自宅でも積

極的に実施することを推奨する。　　

教科書教科書　使用しません。

参考書参考書　使用しません。

課題に対するフィードバックの方法課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法成績評価の方法
（１）平常点60％…授業への取り組み情況、積極性

（２）実技内容の習得度20％

（３）授業への貢献度20％

その他その他
１． 各種目に適切な服装や靴、またメガネの着用については担当教員の

指示に従ってください。

２．受講にあたっては当該年度の健康診断を必ず受診してください。

No.45
種目：卓球（秋学期　月曜４限）種目：卓球（秋学期　月曜４限）

担当教員：佐古　隆之担当教員：佐古　隆之� 設置学部：政治経済学部� 設置学部：政治経済学部

授業の概要・到達目標授業の概要・到達目標
使用施設：卓球場

＜授業概要＞

本授業の目標は、人間形成や心身共に健康な活力を培うために欠くこと

のできない身体運動について、科学的に理解し、周りの人々とのコミュ

ニケーションをとりながら実践できる知識を、実際の体験を通じて習得

することです。運動不足が要因となる病が深刻な社会問題となっている

中で、健康で活力ある生活の基礎となる身体運動の実践能力向上、生涯

を通じて運動が実践できる資質の育成をねらいとします。

実施種目：卓球

各人のレベルに応じ、卓球の基本的な打法の練習とゲームを中心に展開

する。

＜到達目標＞

初心者はゲームを楽しめるようになることを目標とする。また中・上級

者は戦術の理解を深め、よりレベルの高いゲーム展開が行えるようにな

ることを目標とする。

授業内容授業内容
第１回： 卓球のルール、特徴についての説明、基本的練習ー導入（ラケ

ットの持ち方、基本的ルールの説明）

第２回：基本的練習ー導入（フォアハンド）の練習

第３回：基本的練習ー導入（バックハンド）の練習

第４回： 基本的練習ー導入（ツッツキ）の練習、なおフォアハンド、バ

ックハンド、ツッツキは以後の授業前半に繰り返し練習する

第５回：基本的練習ー発展（サービス）の練習

第６回：基本的練習ー発展（レシーブ）の練習

第７回：基本的練習ー発展（スマッシュ）の練習

第８回：応用的練習（シングルス）の試合（１）

第９回：応用的練習（シングルス）の試合（２）

第10回：応用的練習（ダブルス）の試合（１）

第11回：応用的練習（ダブルス）の試合（２）

第12回：応用的練習（団体戦）の試合（１）

第13回：応用的練習（団体戦）の試合（２）

第14回：まとめ

履修上の注意履修上の注意
１． 単位修得にあたっては、半期授業実施回数の３分の２以上の出席が

必要となります。

２． 医師により運動が禁止または制限されている学生は、第１回目の授

業時に担当教員に申し出て、指示を受けて下さい。

準備学習（予習・復習等）の内容準備学習（予習・復習等）の内容
授業内で実施したストレッチングや筋力トレーニングなどを自宅でも積

極的に実施することを推奨する。　　

教科書教科書　使用しない。

参考書参考書　使用しない。

課題に対するフィードバックの方法課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法成績評価の方法
（１）平常点60％…授業への取り組み情況、積極性

（２）実技内容の習得度20％

（３）授業への貢献度20％

その他その他
１． 各種目に適切な服装や靴、またメガネの着用については担当教員の

指示に従ってください。

２．受講にあたっては当該年度の健康診断を必ず受診してください。

― 17 ―

月
曜
日



No.14
種目：種目：レクリエーション・スポーツ（春学期　月曜４限）レクリエーション・スポーツ（春学期　月曜４限）

担当教員：西谷　善子担当教員：西谷　善子
� 設置学部：情報コミュニケーション学部� 設置学部：情報コミュニケーション学部

授業の概要・到達目標授業の概要・到達目標
【授業概要】

本授業は、生涯にわたって様々なスポーツを楽しみ心身の健康の保持増

進を図るための能力を培うことを目的とする。

複数のスポーツ種目の実践を通して、豊かな社会性、包括的な運動・メ

ンタルスキルを身につけたり、他者とのコミュニケーションによる意思

決定や課題解決の方法についても考察する力を素養する。

【到達目標】

・ スポーツ活動における安全管理、危機管理について認識しながら活動で

きる。

・ 種目ごとの特性を把握し、参加者とコミュニケーションを図りながら、

プレーを楽しむことができる。

・ グループワークにおいて他者と試行錯誤しながら、安心・安全に配慮し

た取り組みができる。

授業内容授業内容
健康増進エクササイズや、様々な軽スポーツおよびコミュニケーション

スポーツを実施する。

○使用施設：和泉総合体育館　東棟（イースト）スポーツルーム11

【第1講】オリエンテーション

【第2～ 13講】

○実施種目：

アイスブレイク、ミニサッカー、ミニバスケットボール、ユニホック、

アルティメット

上記実施種目より、数週毎に種目を変えて実施する。

毎回、簡単な技術練習の後、ミニゲームを行い、理解を深める。

【第14講】まとめ、レポート提出

履修上の注意履修上の注意
1．授業進行状況に合わせて順序、内容を変更することがあります。

2． 単位修得にあたっては、半期授業実施回数の３分の２以上の出席が必

要となります。

3． 運動が禁止または制限されている学生は、第１回目の授業時に担当教

員に申し出て、指示を受けてください。

4． 大学の新型コロナウィルス対策対策に従い、対面授業からオンライン

授業に切り替える場合があります。

準備学習（予習・復習等）の内容準備学習（予習・復習等）の内容
日常生活の中でスポーツを行ったり、観戦したり、スポーツに触れ合う

機会を増加させる。

また心身の健康維持・増進を意識し、自身で行動できるようにする。

教科書教科書　特に指定しません。

参考書参考書　特に指定しません。

課題に対するフィードバックの方法課題に対するフィードバックの方法
ゲーム中の映像や振り返りシートをフィードバックする。

成績評価の方法成績評価の方法
成績は、平常点（60％）、理解度・達成度（20％）、レポート（20％）で

総合的に評価します。

その他その他
1． 各種目に適切な服装や靴、またメガネの着用については担当教員の指

示に従ってください。

2．受講にあたっては当該年度の健康診断を必ず受診してください。
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月
曜
日



No.15
種目：ゴルフ（春学期　月曜５限）種目：ゴルフ（春学期　月曜５限）

担当教員：一川　大輔担当教員：一川　大輔� 設置学部：政治経済学部� 設置学部：政治経済学部

授業の概要・到達目標授業の概要・到達目標
本授業の目標は、人間形成や心身共に健康な活力を培うために欠くこと

のできない身体運動について科学的に理解し、周りの人々とコミュニケ

ーションをとりながら実践できる知識を、実際の体験を通じて習得する

ことです。運動不足が起因となる疾病等が深刻な社会問題となっている

なかで、健康で活力ある生活の基礎となる身体運動の実践能力向上、生

涯を通じて運動が実践できる資質の育成をねらいとします。

授業内容授業内容
使用施設：ゴルフレンジ

第１回　 オリエンテーション、利用施設の説明、アドレスとグリップ、

パッティング基礎

第２回　パッティングでのアドレス、グリップ、距離感の理解

第３回　アイアンショットでのアドレスとグリップ、ショット基礎

第４回　 アプローチショットでのバックスイングからインパクト、パタ

ー（バックスイングなし型）

第５回　 アプローチショットでのインパクトからフォロースルー、パタ

ー（インパクト型）

第６回　 アプローチショットでのフォロースルーからフィニッシュ、パ

ター（フォロースルー型）

第７回　ショットクロック練習（７時から５時）、パターゲーム

第８回　ショットクロック練習 ( ９時から３時）、パターゲーム

第９回　ショットクロック練習 (11時から１時）、パターゲーム

第10回　 打ち出し角度を変えるためのショット練習、ショットデータの

確認

第11回　各種クラブ（ウッド等）でのショット練習

第12回　各種クラブ（アイアン、ウッド等）でのショット練習

第13回　実際のラウンドを想定した模擬ラウンド練習

第14回　まとめ：授業内容の総括

履修上の注意履修上の注意
１．本授業の内容には実技だけではなく講義も含まれています。

２． 単位修得にあたっては、授業実施回数の３分の２以上の出席が必要

となります。

３． 医師により運動が禁止または制限されている学生は、第１回目の授

業時に担当教員に申し出て、指示を受けてください。

準備学習（予習・復習等）の内容準備学習（予習・復習等）の内容
授業前に特別の運動トレーニングを実施する必要はないが、日頃から健

康状態を整えるように努める。授業後も学内運動施設を利用し運動習慣

を獲得する意識を持ち、運動記録をつけるなどの方策が望まれる。

教科書教科書　特になし

参考書参考書　PGA　基本ゴルフ教本（日本プロゴルフ協会）
2019年ゴルフ規則書（日本ゴルフ協会）

課題に対するフィードバックの方法課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法成績評価の方法
*授業開講時数2/3以上の出席を成績の対象とします。

平常点（授業内容への理解と受講態度・協調性）60%、技術（初期の技術

レベルからの向上度等）30%、レポート10%

その他その他
１． 各種目に適切な服装や靴、またメガネの着用については担当教員の

指示に従ってください。

２．受講にあたっては当該年度の健康診断を必ず受診してください。

No.46
種目：ゴルフ（秋学期　月曜５限）種目：ゴルフ（秋学期　月曜５限）

担当教員：一川　大輔担当教員：一川　大輔� 設置学部：政治経済学部� 設置学部：政治経済学部

授業の概要・到達目標授業の概要・到達目標
実施種目：ゴルフ実施種目：ゴルフ

本授業の目標は、人間形成や心身共に健康な活力を培うために欠くこと

のできない身体運動について科学的に理解し、周りの人々とコミュニケ

ーションをとりながら実践できる知識を、実際の体験を通じて習得する

ことです。運動不足が起因となる疾病等が深刻な社会問題となっている

なかで、健康で活力ある生活の基礎となる身体運動の実践能力向上、生

涯を通じて運動が実践できる資質の育成をねらいとします。

授業内容授業内容
使用施設：ゴルフレンジ

第１回　 オリエンテーション、利用施設の説明、アドレスとグリップ、

パッティング基礎

第２回　パッティングでのアドレス、グリップ、距離感の理解

第３回　アイアンショットでのアドレスとグリップ、ショット基礎

第４回　 アプローチショットでのバックスイングからインパクト、パタ

ー（バックスイングなし型）

第５回　 アプローチショットでのインパクトからフォロースルー、パタ

ー（インパクト型）

第６回　 アプローチショットでのフォロースルーからフィニッシュ、パ

ター（フォロースルー型）

第７回　ショットクロック練習（７時から５時）、パターゲーム

第８回　ショットクロック練習 ( ９時から３時）、パターゲーム

第９回　ショットクロック練習 (11時から１時）、パターゲーム

第10回　 打ち出し角度を変えるためのショット練習、ショットデータ分

析

第11回　各種クラブ（ウッド等）でのショット練習

第12回　各種クラブ（アイアン、ウッド等）でのショット練習

第13回　実際のラウンドを想定した模擬ラウンド練習

第14回　まとめ：授業内容の総括

履修上の注意履修上の注意
１．本授業の内容には実技だけではなく講義も含まれています。

２． 単位修得にあたっては、授業実施回数の３分の２以上の出席が必要

となります。

３． 医師により運動が禁止または制限されている学生は、第１回目の授

業時に担当教員に申し出て、指示を受けてください。

準備学習（予習・復習等）の内容準備学習（予習・復習等）の内容
授業前に特別の運動トレーニングを実施する必要はないが、日頃から健

康状態を整えるように努める。授業後も学内運動施設を利用し運動習慣

を獲得する意識を持ち、運動記録をつけるなどの方策が望まれる。

教科書教科書　特になし

参考書参考書　PGA　基本ゴルフ教本（日本プロゴルフ協会）
2019年ゴルフ規則書（日本ゴルフ協会）

課題に対するフィードバックの方法課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法成績評価の方法
*授業開講時数2/3以上の出席を成績の対象とします。

平常点（授業内容への理解と受講態度・協調性）60%、技術（初期の技術

レベルからの向上度等）30%、レポート10%

その他その他
１． 各種目に適切な服装や靴、またメガネの着用については担当教員の

指示に従ってください。

２．受講にあたっては当該年度の健康診断を必ず受診してください。
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月
曜
日



No.16
種目：サッカー《初級》（春学期　火曜３限）種目：サッカー《初級》（春学期　火曜３限）

担当教員：大山　高担当教員：大山　高� 設置学部：法学部� 設置学部：法学部

授業の概要・到達目標授業の概要・到達目標
【授業の概要】

　この授業は、サッカーを通じて運動機会（毎回の授業では主にゲーム

形式でサッカーを楽しむ）の確保と（特に欧州の）サッカークラブが実

現しているスポーツライフの実態を学習することである。その中でも諸

外国のサッカー事情を知り、ドイツやスペインといったサッカー強豪国

のマルチスポーツの特性を学ぶことが目的である。欧米オセアニア地域

の青少年たちは一つの競技に専念することがなく、複数の競技種目をプ

レーすることが教育的・文化的に定着している。この「マルチスポーツ」

と呼ばれる概念を用いて「日本と海外のスポーツ事情の違い」を習得し

てほしい。

【到達目標】

　本講義は運動実習であるため、サッカー競技を中心に楽しいゲーム形

式で競技の特性を学ぶ。また、サッカーが他の競技にどのような影響（応

用力）をもたらしているのか体験 /理解することを到達目標とする。

授業内容授業内容
第１回：スポーツ実習の概要と授業計画

第２回：ボール競技の特性（1）

第３回：ボール競技の特性（2）

第４回：ボール競技の特性（3）

第５回：ボールスポーツの基礎（1）

第６回：ボールスポーツの基礎（2）

第７回：サッカーの競技特性（1）

第８回：サッカーの競技特性（2）

第９回：サッカーの競技応用（1）

第10回：サッカーの競技応用（2）

第11回：サッカーの競技応用（3）

第12回：諸外国のサッカー事情（1）

第13回：諸外国のサッカー事情（2）

第14回：サッカーの未来について

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。

履修上の注意履修上の注意
　到達目標に掲げた内容は、日本人の青少年には理解しにくい内容であ

る。日本での部活動を例にあげても、日本人は複数の種目を掛け持ちす

ることが多くないため「様々な競技をプレーするメリット」を理解する

機会はほとんどない。今までサッカーに興味のなかった学生も、本授業

を通じて実際に体験しながらその競技の特性を改めて理解し、マルチス

ポーツの特性に興味を持ってほしい。また、この授業を習得後には日常

的な社交で利用される機会が多いサッカー（フットサル等）を楽しめる

ようになってもらいたい。

準備学習（予習・復習等）の内容準備学習（予習・復習等）の内容
　授業で実習する競技の（有名な）トップアスリート（特にヨーロッパ

で活躍する外国人選手）たちが幼少期にどのようなスポーツをやってい

たのか事前に調べておくこと。

教科書教科書
「海外のサッカーはなぜ巨大化したのか」青娥書房　大山 高（著）

参考書参考書　　特に定めません。

課題に対するフィードバックの方法課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法成績評価の方法
　単位修得にあたっては半期授業実施回数の3分の2以上の出席が必要と

なります。

　・ （a）平常点：40％（b）理解力・コミュニケーション能力：40％（c）技能・

体力：20％

その他その他
　本授業では、実技評価を行うものではなく、授業中の活動評価（積極

的な受講意欲、態度）をベースにします。従って、授業中に実施するス

ポーツの競技経験は受講生に全く問いません。スポーツの語源である「楽

しく」「気晴らし」になるような授業を行います。

＊ 当科目は「事前登録」対象科目であり、履修希望者多数の場合は抽選

を行う。詳細は、新年度配布の履修関連資料で確認すること。

No.47
種目：サッカー《中級》（秋学期　火曜３限）種目：サッカー《中級》（秋学期　火曜３限）

担当教員：大山　高担当教員：大山　高� 設置学部：法学部� 設置学部：法学部

授業の概要・到達目標授業の概要・到達目標
【授業の概要】

　この授業は、サッカーを通じて運動機会（毎回の授業では主にゲーム

形式でサッカーを楽しむ）の確保と（特に欧州の）サッカークラブが実

現しているスポーツライフの実態を学習することである。その中でも諸

外国のサッカー事情を知り、ドイツやスペインといったサッカー強豪国

のマルチスポーツの特性を学ぶことが目的である。欧米オセアニア地域

の青少年たちは一つの競技に専念することがなく、複数の競技種目をプ

レーすることが教育的・文化的に定着している。この「マルチスポーツ」

と呼ばれる概念を用いて「日本と海外のスポーツ事情の違い」を習得し

てほしい。

【到達目標】

　本講義は運動実習であるため、サッカー競技を中心に楽しいゲーム形

式で競技の特性を学ぶ。また、サッカーが他の競技にどのような影響（応

用力）をもたらしているのか体験 /理解することを到達目標とする。

授業内容授業内容
第１回：スポーツ実習の概要と授業計画

第２回：ボール競技の特性（1）

第３回：ボール競技の特性（2）

第４回：ボール競技の特性（3）

第５回：ボールスポーツの基礎（1）

第６回：ボールスポーツの基礎（2）

第７回：サッカーの競技特性（1）

第８回：サッカーの競技特性（2）

第９回：サッカーの競技応用（1）

第10回：サッカーの競技応用（2）

第11回：サッカーの競技応用（3）

第12回：諸外国のサッカー事情（1）

第13回：諸外国のサッカー事情（2）

第14回：サッカーの未来について

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。

履修上の注意履修上の注意
　到達目標に掲げた内容は、日本人の青少年には理解しにくい内容であ

る。日本での部活動を例にあげても、日本人は複数の種目を掛け持ちす

ることが多くないため「様々な競技をプレーするメリット」を理解する

機会はほとんどない。今までサッカーに興味のなかった学生も、本授業

を通じて実際に体験しながらその競技の特性を改めて理解し、マルチス

ポーツの特性に興味を持ってほしい。また、この授業を習得後には日常

的な社交で利用される機会が多いサッカー（フットサル等）を楽しめる

ようになってもらいたい。

準備学習（予習・復習等）の内容準備学習（予習・復習等）の内容
授業で実習する競技の（有名な）トップアスリート（特にヨーロッパで

活躍する外国人選手）たちが幼少期にどのようなスポーツをやっていた

のか事前に調べておくこと。

教科書教科書
「海外のサッカーはなぜ巨大化したのか」青娥書房　大山 高（著）

参考書参考書　特に定めません

課題に対するフィードバックの方法課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法成績評価の方法
単位修得にあたっては半期授業実施回数の3分の2以上の出席が必要とな

ります。

　・ （a）平常点：40％（b）理解力・コミュニケーション能力：40％（c）技能・

体力：20％

その他その他
本授業では、実技評価を行うものではなく、授業中の活動評価（積極的

な受講意欲、態度）をベースにします。従って、授業中に実施するスポ

ーツの競技経験は受講生に全く問いません。スポーツの語源である「楽

しく」「気晴らし」になるような授業を行います。

＊ 当科目は「事前登録」対象科目であり、履修希望者多数の場合は抽選

を行う。詳細は、新年度配布の履修関連資料で確認すること。
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No.17
種目：種目：セルフディフェンス《入門》（春学期　火曜３限）セルフディフェンス《入門》（春学期　火曜３限）

担当教員：小岩　健一担当教員：小岩　健一� 設置学部：法学部� 設置学部：法学部

授業の概要・到達目標授業の概要・到達目標
セルフディフェンス初級

セルフディフェンスをブラジリアン柔術のテクニックを通して学んでい

きます。

ブラジリアン柔術はあらゆる格闘技の中でも老若男女問わず何歳からで

も始められます。

護身に優れており、少ない力で危険な体勢から回避する技術を身につけ

ることが出来ます。

まずは基本的なストレッチ、マット運動から始めて基礎的な技術を覚え

ていきましょう。

全身運動なので運動不足の解消からの基礎体力向上そして体幹を鍛えら

れてダイエット効果も！！

女性大歓迎です！毎年キャーキャー楽しみながらやっています。

通年で受講お勧めします。

講師はブラジリアン柔術黒帯です。

授業内容授業内容
第１回：ガイダンス、授業の概要と計画

第２回：ストレッチ・マット運動（流行りのアニマルムーブを体験）

第３回：効率のよい立ち上がり方

第４回：座っている状態で襲われたら

第５回：寝ている状態で横に回り込まれたら

第６回：寝ている状態で踏み込んできたら

第７回：マウントポジション（馬乗り状態）から逃げる

第８回：立った状態で手首をつかまれたら①

第９回：立った状態で手首をつかまれたら②

第10回：立った状態で背後から片手で首を絞められたら

第11回：立った状態で正面から胴体を抱えられたら

第12回：殴り合いになってしまったとき

第13回：クロスチョークって！？

第14回：ブラジリアン柔術のスパーリング体験

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。

履修上の注意履修上の注意
学内の健康診断を受診してください。

準備学習（予習・復習等）の内容準備学習（予習・復習等）の内容
特に定めない。

教科書教科書　必要に応じて、資料を配付します。

参考書参考書　必要に応じて、資料を配付します。

課題に対するフィードバックの方法課題に対するフィードバックの方法
配布した資料や指定した動画を参考にすること。

成績評価の方法成績評価の方法
実践活動やコミュニケーションなどを通して、評価します。

その他その他
＊ 当科目は「事前登録」対象科目であり、履修希望者多数の場合は抽選

を行う。詳細は、新年度配布の履修関連資料で確認すること。

No.48
種目：種目：セルフディフェンス《初中級》（秋学期　火曜３限）セルフディフェンス《初中級》（秋学期　火曜３限）

担当教員：小岩　健一担当教員：小岩　健一� 設置学部：法学部� 設置学部：法学部

授業の概要・到達目標授業の概要・到達目標
セルフディフェンス初級～中級

セルフディフェンスをブラジリアン柔術のテクニックを通して学んでい

きます。

ブラジリアン柔術はあらゆる格闘技の中でも老若男女問わず何歳からで

も始められます。

護身に優れており、少ない力で危険な体勢から回避する技術を身につけ

ることが出来ます。

まずは基本的なストレッチ、マット運動から始めて基礎的な技術を覚え

ていきましょう。

全身運動で体幹も鍛えられるのでダイエット効果も期待出来ます！！

俳優の岡田准一さんや小栗旬さんをはじめ海外のセレブ女優もハマって

います。

通年での履修をお勧めします。

講師はブラジリアン柔術黒帯です。

授業内容授業内容
第１回：ガイダンス、授業の概要と計画

第２回：ストレッチ・受け身・マット運動

第３回：効率のよい立ち上がり方

第４回：座っている状態で襲われたら

第５回：寝ている状態で横に回り込まれたら

第６回：寝ている状態で踏み込んできたら

第７回：マウントポジション（馬乗り状態）から逃げる

第８回：ストレートアームロックとは？

第９回：トライアングルチョークとは？

第10回：タックル（シングル・ダブルレッグテイクダウン）

第11回：馬乗りからヘッドロックをされたらどう逃げる？

第12回：横からヘッドロックをされたらどう逃げる ?

第13回：ギロチンチョーク（かけ方・逃げ方）

第14回：ブラジリアン柔術のスパーリング体験

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。

履修上の注意履修上の注意
学内の健康診断を受診してください。

準備学習（予習・復習等）の内容準備学習（予習・復習等）の内容
特に定めない。

教科書教科書　必要に応じて、資料を配付します。

参考書参考書　必要に応じて、資料を配付します。

課題に対するフィードバックの方法課題に対するフィードバックの方法
配布した資料や指定した動画を参考にすること。

成績評価の方法成績評価の方法
実践活動やコミュニケーションなどを通して、評価します。

その他その他
＊ 当科目は「事前登録」対象科目であり、履修希望者多数の場合は抽選

を行う。詳細は、新年度配布の履修関連資料で確認すること。
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No.18
種目：ニュースポーツ（SR11）（春学期　火曜３限）種目：ニュースポーツ（SR11）（春学期　火曜３限）

担当教員：下田　学担当教員：下田　学� 設置学部：文学部� 設置学部：文学部

授業の概要・到達目標授業の概要・到達目標
＜授業概要＞

健全な身体をつくるために運動が必要なことは広く認識され、疾病予防

や治療においても運動の効果が科学的に検証されてきています。そこで、

身体を管理し、改善するためにも、運動について考える必要があります。

また、スポーツに親しむことは、活動的な日常生活を送るためや健康の

維持・増進のためにも有効です。しかし、定期的に運動を行うためには、

運動の方法やライフスタイルを考える必要があります。実習を通して、

スポーツの難しさや面白さを体験します。そして、生涯スポーツについ

て考えます。

＜到達目標＞

活動的な生活を実践する。

日常生活でスポーツをする。

授業内容授業内容
第1回：aのみ：生涯スポーツ概論

第2回：ユニホック1：種目特性と基本的技術の理解

第3回：フライングディスク1

第4回：インディアカ・ソフトバレーボール1

第5回：キンボール1

第6回：ユニホック2：戦術の理解

第7回：フライングディスク2

第8回：インディアカ・ソフトバレーボール2

第9回：キンボール2

第10回：ユニホック3：リーグ戦

第11回：フライングディスク3

第12回：インディアカ・ソフトバレーボール3

第13回：キンボール3

第14回：インディアカ・ソフトバレーボール4：リーグ戦2

※授業内容は必要に応じて変更することがあります。

履修上の注意履修上の注意
1回目の授業は更衣不要です。

2回目以降の授業に関しては以下の点に留意してください。

（1）スポーツ活動にふさわしいシューズとウェアを着用してください。

（2）授業の進行および安全管理の観点から、遅刻厳禁です。

（3） 体調不良による欠席、遅刻、見学は成績に反映させます。開講期間

中の体調管理に注意してください。

準備学習（予習・復習等）の内容準備学習（予習・復習等）の内容
雑誌、新聞、ニュースの健康に関連する記事を記録しておいてください。

教科書教科書　使用しません。

参考書参考書　使用しません。

課題に対するフィードバックの方法課題に対するフィードバックの方法
授業中に解説します。

成績評価の方法成績評価の方法
開講日数の2 ／ 3以上に出席した者について、以下の配点により総合的に

評価します。（ａ）平常点（運動への取り組み姿勢、課題達成度）：60点　（b）

レポートの内容：40点

その他その他

No.49
種目：ニュースポーツ（SR11）（秋学期　火曜３限）種目：ニュースポーツ（SR11）（秋学期　火曜３限）

担当教員：下田　学担当教員：下田　学� 設置学部：文学部� 設置学部：文学部

授業の概要・到達目標授業の概要・到達目標
＜授業概要＞

健全な身体をつくるために運動が必要なことは広く認識され、疾病予防

や治療においても運動の効果が科学的に検証されてきています。そこで、

身体を管理し、改善するためにも、運動について考える必要があります。

また、スポーツに親しむことは、活動的な日常生活を送るためや健康の

維持・増進のためにも有効です。しかし、定期的に運動を行うためには、

運動の方法やライフスタイルを考える必要があります。実習を通して、

スポーツの難しさや面白さを体験します。そして、生涯スポーツについ

て考えます。

＜到達目標＞

活動的な生活を実践する。

日常生活でスポーツをする。

授業内容授業内容
第1回：aのみ：インディアカ・ソフトバレーボール（体慣らし）

第2回：ユニホック1：リーグ戦1

第3回：フライングディスク1

第4回：インディアカ・ソフトバレーボール1

第5回：キンボール1

第6回：ユニホック2：リーグ戦2

第7回：フライングディスク2

第8回：インディアカ・ソフトバレーボール2

第9回：キンボール2

第10回：ユニホック3：リーグ戦3

第11回：フライングディスク3

第12回：インディアカ・ソフトバレーボール3

第13回：キンボール3

第14回：インディアカ・ソフトバレーボール4：リーグ戦4

※授業内容は必要に応じて変更することがあります。

履修上の注意履修上の注意
（1）スポーツ活動にふさわしいシューズとウェアを着用してください。

（2）授業の進行および安全管理の観点から、遅刻厳禁です。

（3） 体調不良による欠席、遅刻、見学は成績に反映させます。開講期間

中の体調管理に注意してください。

準備学習（予習・復習等）の内容準備学習（予習・復習等）の内容
雑誌、新聞、ニュースの健康に関連する記事を記録しておいてください。

教科書教科書　使用しません。

参考書参考書　使用しません。

課題に対するフィードバックの方法課題に対するフィードバックの方法
授業中に解説します。

成績評価の方法成績評価の方法
開講日数の2 ／ 3以上に出席した者について、以下の配点により総合的に

評価します。（ａ）平常点（運動への取り組み姿勢、課題達成度）：60点　（b）

レポートの内容：40点

その他その他
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No.19
種目：レクリエーション（春学期　火曜４限）種目：レクリエーション（春学期　火曜４限）

担当教員：多田　聡担当教員：多田　聡� 設置学部：法学部� 設置学部：法学部

授業の概要・到達目標授業の概要・到達目標
【授業の概要】

　スポーツ実習（レクリエーション）では、レクリエーションの実践を

通して、生涯にわたる主体的・積極的なスポーツ参加につなげることを

目的とします。

　一つのスポーツ種目にとどまらず、レクリエーションゲームやニュー

スポーツと呼ばれ気軽にできる種目など年齢や体力を問わずにできるイ

ンクルーシブな活動を行っていきます。また、伝承的遊びやウォーキング、

スポーツクライミングなども取り入れます。幅広い身体的活動を通して

心身のリフレッシュ（気分転換）を図ると同時に、自分の身体や他者と

の関わりについて考える機会とし、永くスポーツ・身体運動に親しむ態

度を身につけることが目標となります。

【到達目標】

1) 心身のリフレッシュ（気分転換）の方法を理解し身についている

2) 自分の身体や他者との関わりについて理解し、社会で必要とされるコ

ミュニケーションスキルが身についている

3) インクルーシブスポーツについて理解している

4) スポーツ・身体運動に親しむ態度が身についている

授業内容授業内容
第１回：イントロダクション、アイスブレーキングゲーム

第２回：レクリエーショナルゲーム1　コミュニケーション

第３回：レクリエーショナルゲーム2　グループ

第４回：ウォーキング1　エクササイズ

第５回：ウォーキング2　ウォークラリー

第６回：アウトドアアクティビティ 1　自然観察

第７回：伝承遊び1　お手玉 (ジャグリング )

第８回：伝承遊び2　コマ、けん玉

第９回：伝承遊び3　なわとび

第10回：アウトドアアクティビティ 2　ネイチャーゲーム

第11回：ニュースポーツ1　ボッチャ

第12回：ニュースポーツ2　ユニカール

第13回：ニュースポーツ3　ダーツ

第14回：小講義「レクリエーションについて」、まとめ

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。

履修上の注意履修上の注意
通常授業に関しては以下の点に留意してください。

　１． 心身のコンディションを整えて出席してください。なお、受講に

あたっては、健康診断を受けておくことが義務づけられています。

　２．スポーツ活動にふさわしいシューズやウェアを着用してください。

　３．授業の進行および安全管理の観点から、遅刻は厳禁とします。

　４． 雨天時の対応など実技に関する指示は、体育館入り口にあるイン

フォメーションボードに掲載されるので、授業前に必ず目を通し

てください。

準備学習（予習・復習等）の内容準備学習（予習・復習等）の内容
以下のような内容が実技種目において技術の上達や理解を深めるための

準備学習といえます。

1) 事前にそれぞれの種目についての文献や映像などに目を通しておくこ

と

2) 活動にふさわしい服装や用具の準備、活動後に手入れすること

3) 健康的な生活を心がけ、よりよい体調で授業に臨むこと

教科書教科書　特に定めない。

参考書参考書　特に定めない。

課題に対するフィードバックの方法課題に対するフィードバックの方法
1) この授業は実習科目なので、授業時の課題へのフィードバックはその

時、その場で行われます。

2) 他に Oh-o!Meiji クラスウェブ、メールを活用しフィードバックします。

成績評価の方法成績評価の方法
単位の取得には、開講日数の2/3以上の出席が必要です。2/3以上出席し

た者について、以下のような比率により総合的に評価します。

(a) 平常点：40%：積極的な姿勢で意欲的に活動すること　(b) 理解力・

コミュニケーション能力 :40%　(c) 技能・体力 :20%

その他その他
＊ 当科目は「事前登録」対象科目であり、履修希望者多数の場合は抽選

を行う。詳細は、新年度配布の履修関連資料で確認すること。

１． 本授業は、和泉の選択体育実技の学部間相互乗り入れ科目として実

施します。

2． 受講希望者は Oh-o! Meiji システムのアンケート機能で申し込んでく

ださい。応募多数の場合は抽選となります。　

3．申込み日（予定）は、2023年4月3日～ 5日です。

No.50
種目：バドミントン（秋学期　火曜４限）種目：バドミントン（秋学期　火曜４限）

担当教員：多田　聡担当教員：多田　聡� 設置学部：法学部� 設置学部：法学部

授業の概要・到達目標授業の概要・到達目標
【授業の概要】

選択体育実技＜バドミントン＞＜バドミントン＞

　バドミントンの実践を通して、健康・体力づくりや、生涯にわたる主

体的・積極的なスポーツ参加につなげることを目的とします。

　この授業では基本技術や動きを確認した後、各種のドリルや実践的な

ゲームを行いながら、ルールや審判法についても学習していきます。最

終的には自分たちでゲーム（シングルス、ダブルス）を楽しめるように

授業を進めます。

バドミントン初心者から中級者が主な対象になりますが、上級者も履修

可能です。

【到達目標】

1) バドミントンの基礎的なストロークが身についている

2) ゲームのルールやマナーを理解し実践できる

3) 社会で必要とされるコミュニケーションスキルが身についている

授業内容授業内容
毎時間ごとに基礎的な技術について確認し、練習した後、ゲームを行い

ます。

第１回：イントロダクション、アイスブレーク、用具の解説

第２回：ラケット操作の基本

第３回：オーバーヘッドストローク

第４回：サイドアームストローク (フォア、バック）

第５回：シングルスのルール、ゲーム

第６回：ダブルスのルール、ゲーム

第７回：サービス、ゲーム

第８回：各種のフライト、ドライブ、ゲーム

第９回：ドロップとカット、ゲーム

第10回：ヘアピン、ゲーム

第11回：戦術について、ゲーム

第12回：グループ自主練習、ゲーム

第13回：ダブルスゲームを中心に

第14回：まとめ

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。

履修上の注意履修上の注意
通常授業に関しては以下の点に留意してください。

　１． 心身のコンディションを整えて出席してください。なお、受講に

あたっては、健康診断を受けておくことが義務づけられています。

　２．スポーツ活動にふさわしいシューズやウェアを着用してください。

　３．授業の進行および安全管理の観点から、遅刻は厳禁とします。

　４． 実技に関する指示は、体育館入り口にあるインフォメーションボ

ードに掲載されますので、授業前に必ず目を通してください。

準備学習（予習・復習等）の内容準備学習（予習・復習等）の内容
以下のような内容が実技種目において技術の上達や理解を深めるための

準備学習といえます。

1)事前にその種目や技術についての文献や映像などに目を通しておくこと

2) 活動にふさわしい服装や用具の準備、活動後に手入れをすること

3) 健康的な生活を心がけ、よりよい体調で授業に臨むこと

教科書教科書　特に定めない。

参考書参考書　特に定めない。

課題に対するフィードバックの方法課題に対するフィードバックの方法
1) この授業は実習科目なので、授業時の課題へのフィードバックはその

時、その場で行われます。

2) 他に Oh-o!Meiji クラスウェブ、メールを活用しフィードバックします。

成績評価の方法成績評価の方法
単位の取得には、開講日数の2/3以上の出席が必要です。2/3以上出席し

た者について、以下のような比率により総合的に評価します。

(a) 平常点：40%：積極的な姿勢で意欲的に活動すること　(b) 理解力・

コミュニケーション能力 :40%　(c) 技能・体力 :20%

その他その他
＊ 当科目は「事前登録」対象科目であり、履修希望者多数の場合は抽選

を行う。詳細は、新年度配布の履修関連資料で確認すること。

１． 本授業は、和泉の選択体育実技の学部間相互乗り入れ科目として実

施します。

2． 受講希望者は Oh-o! Meiji システムのアンケート機能で申し込んでく

ださい。応募多数の場合は抽選となります。　

3．申込み日（予定）は、2023年4月3日～ 5日です。
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No.51
種目：ニュースポーツ（SR11）（秋学期　水曜２限）種目：ニュースポーツ（SR11）（秋学期　水曜２限）

担当教員：竹﨑　一真担当教員：竹﨑　一真
� 設置学部：情報コミュニケーション学部� 設置学部：情報コミュニケーション学部

授業の概要・到達目標授業の概要・到達目標
現在、世界保健機構（ＷＨＯ）は、「健康」を「単に病気あるいは虚弱で

ないというだけでなく、肉体的、精神的、社会的に良好な状態（全人的

健康）」として定義している。アメリカの医学者ハルバート・ダンはこの

定義をさらに深め、より良い状態にするために、自己の身体への気づき

を深め、QOL（生活の質）を追求する積極的な健康法である「ウェルネス」

を提唱した。

本授業では、ダンが提唱する「ウェルネス」を実践的に学ぶことに加えて、

身体運動やスポーツの実践に不可欠な「身体の多様性」や「他者との共生」

についての理解も高めていくことを目標とする。多様性に対する理解の

高まりとともに、ユニバーサルデザイン（文化・言語・国籍や年齢・性別・

能力などの違いにかかわらず、出来るだけ多くの人が利用できることを

目指した設計）への取り組みが重要視されている今日、「ウェルネス」に

もそうした考え方を導入することが求められている。そのため授業では、

自己の身体への気づきを高めることを目的とした身体運動とスポーツの

実践だけでなく、身体の多様性を学ぶことを目的とした障害者スポーツ

の実践や、他者との共生についての理解を深めるためのスポーツのルー

ル開発を実践する。

授業内容授業内容
本授業では、いわゆる「競技スポーツ」ではなく、ライフキネティック

やパラスポーツ、ニュースポーツなど、誰でも能力に関係なく参加でき

るスポーツ中心に行う。

＜授業場所：SR11＞

　第1回：イントロダクション

　第2回：ライフキネティック①

　第3回：ライフキネティック②

　第4回：ストレングス＆コンディショニング

　第5回：ユニホッケー①

　第6回：ユニホッケー②

　第7回：パターゴルフ

　第8回：ドッチビー

　第9回：ペタンク／ボッチャ

　第10回：ユニホッケー③

　第11回：フットサル

　第12回：ブラインドサッカー

　第13回：ライフキネティック③

　第14回：まとめ

　※授業内容は、状況に応じて変更することがあります。

履修上の注意履修上の注意
運動に適した服装を着用すること。屋内専用シューズを使用すること。

体調管理を徹底すること。

準備学習（予習・復習等）の内容準備学習（予習・復習等）の内容
日常的な運動習慣を身につけましょう。

教科書教科書　使用しない。

参考書参考書　使用しない。

課題に対するフィードバックの方法課題に対するフィードバックの方法
毎授業時に行います。

成績評価の方法成績評価の方法
・評価を受けるためには３分の２以上の出席を必須とする。

・ 授業の取り組み姿勢（60点）、クラスメイトとの関わり方（20点）、期末

レポート（20点）から総合評価する。

その他その他
４月に実施される学内健康診断を必ず受診すること。
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No.52
種目：ゴルフ（秋学期　水曜３限）種目：ゴルフ（秋学期　水曜３限）

担当教員：堀川　浩之担当教員：堀川　浩之� 設置学部：政治経済学部� 設置学部：政治経済学部

授業の概要・到達目標授業の概要・到達目標
本授業の目標は、人間形成や心身共に健康な活力を培うために欠くこと

のできない身体運動について科学的に理解し、周りの人々とコミュニケ

ーションをとりながら実践できる知識を、実際の体験を通じて習得する

ことです。運動不足が要因となる病が深刻な社会問題となっているなか

で、健康で活力ある生活の基礎となる身体運動の実践能力向上、生涯を

通じて運動が実践できる資質の育成をねらいとします。

到達目標

１.ゴルフの競技特性について概略できる

２．ゴルフのマナー、ルールについて概略できる

３．マナー、ルールを遵守したスポーツ活動を実践できる

４．基本技能を身に付けスポーツ活動に積極的に参加することができる

５．簡易ゲームや練習で仲間との協調性や公平性を保つことができる

授業内容授業内容
使用施設：ゴルフ練習場

第１講　a： 本授業の進め方、参加方法、評価方法、ゴルフのマナー等に

ついて説明を受ける。

　　　　b： ゴルフクラブの握り方、構え方について説明を受け個人で練

習を行う。パター練習を行う。

第２講　 ７（６）アイアンを使ったスイング作りの練習（ジャイロスイ

ング）を行う。パター練習を行う。

第３講　パターゲームを行う。

第４講　アプローチ練習（構え方、距離感の作り方）を行う。

第５講　アプローチ練習（的あて）を行う。

第６講　アプローチ練習（サークル入れ）を行う。

第７講　 ７（６）アイアンを使ったスイング作りの練習（クロスハンド

グリップ）を行う。

第８講　 ７（６）アイアンを使ったスイング作りの練習（ハンカチ等を

使ってハーフスイング）を行う。

第９講　 ７（６）アイアンを使ったスイング作りの練習（スプリットグ

リップ）を行う。

第10講　 ７（６）アイアンを使ったスイング作りの練習（ハーフスイン

グからフルスイング）を行う。

第11講　７（６）アイアンを使ったスイング作りの練習（片手打ち）を行う。　

第12講　 ７（６）アイアンを使ったスイング作りの練習（フルスイング）

を行う。

第13講　ウッドを使ったスイング作りの練習（ジャイロスイング）を行う。

第14講　 総合練習（アイアン～ウッド）、ヘッドスピードの測定、レポー

ト提出を行う。

履修上の注意履修上の注意
１．本授業の内容には実技だけではなく講義も含まれています。

２． 単位修得にあたっては、授業実施回数の３分の２以上の出席が必要

となります。

３． 医師により運動が禁止または制限されている学生は、第１回目の授

業時に担当教員に申し出て、指示を受けてください。

準備学習（予習・復習等）の内容準備学習（予習・復習等）の内容
＜予習＞場合によっては凶器となるクラブを使用するスポーツです。安

全の確認などゴルフ規則に書かれていますので、ゴルフ規則に目を通し

ておいてください。レポートはゴルフ規則から出題されます。

＜復習＞ゴルフの試合がテレビなどで放映された場合は、積極的に視聴

し授業内で実施した技能が試合でどのように活かされているかを確認し

てください。

教科書教科書　　なし

参考書参考書　2019年度ゴルフ規則（日本ゴルフ協会）（[url]http://www.
jga.or.jp/?page_id=1206[/url]）

課題に対するフィードバックの方法課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法成績評価の方法
　平常点　50％（授業への取り組みの積極性、他の学生との協調性等）

　実技点　20％

　レポート　30％（学期後半に指示）

その他その他
１． 各種目に適切な服装や靴、またメガネの着用については担当教員の

指示に従ってください。

２．受講にあたっては当該年度の健康診断を必ず受診してください。

No.20
種目：バドミントン（春学期　水曜３限）種目：バドミントン（春学期　水曜３限）

担当教員：堀川　浩之担当教員：堀川　浩之� 設置学部：政治経済学部� 設置学部：政治経済学部

授業の概要・到達目標授業の概要・到達目標
　本授業の目標は、人間形成や心身共に健康な活力を培うために欠くこ

とのできない身体運動について科学的に理解し、周りの人々とコミュニ

ケーションをとりながら実践できる知識を、実際の体験を通じて習得す

ることです。運動不足が要因となる病が深刻な社会問題となっているな

かで、健康で活力ある生活の基礎となる身体運動の実践能力向上、生涯

を通じて運動が実践できる資質の育成をねらいとします。

到達目標

１.バドミントンの競技特性について概略できる

２．バドミントン競技規則について説明できる

３．ルールやマナーを遵守したスポーツ活動を実践できる

４．基本技能を身に付けスポーツ活動に積極的に参加することができる

５．練習や試合を通じて仲間と協調性や公平性を保つことができる

授業内容授業内容
使用施設：サブホール

第１講　a： 本授業の進め方、参加方法、評価方法等について説明を受け

る

　　　　b： 羽根（シャトル）を使った動きの練習を行う。グリップの説

明を受け、前腕の回内動作習得のための直上ショットの練習

を行う。

第２講　 前腕の回内動作習得のための直上ショット、フォアハンド・バ

ックハンドショットの練習を行う。

第３講　スマッシュについて練習し、簡易ゲームを行う。

第４講　クリアについて練習し、簡易ゲームを行う。

第５講　 ドロップについて練習し、簡易ゲームを行う。小テスト（競技

規則13条～ 16条）を受ける。

第６講　ドライブについて練習し、簡易ゲームを行う。

第７講　ヘヤピンについて練習し、簡易ゲームを行う。

第８講　サーブ、ゲーム進行に関する説明を受け、簡易ゲームを行う。

第９講　 ４人ゲームに参加するとともに、仲間と協力して審判を担当す

る。

第10講　 ３人ゲームに参加するとともに、仲間と協力して審判を担当す

る。小テスト（競技規則６条～ 12条）を受ける。

第11講　 ダブルスゲームに参加するとともに、仲間と協力して審判を担

当する。

第12講　 ダブルスゲームに参加するとともに、仲間と協力して審判を担

当する。

第13講　 ダブルスゲームに参加するとともに、仲間と協力して審判を担

当する。

第14講　 ダブルスゲームに参加するとともに、仲間と協力して審判を担

当する。小テスト（競技規則１条～５条）を受ける。

履修上の注意履修上の注意
１．本授業の内容には実技だけではなく講義も含まれています。

２． 単位修得にあたっては、授業実施回数の３分の２以上の出席が必要

となります。

３． 医師により運動が禁止または制限されている学生は、第１回目の授

業時に担当教員に申し出て、指示を受けてください。

準備学習（予習・復習等）の内容準備学習（予習・復習等）の内容
＜予習＞小テストは、フォルトやレット、ダブルスのゲームの進め方な

ど基本的な事項について競技規則から出題されます。授業内でも説明し

ていきますが、競技規則に目を通しておいてください。

＜復習＞バドミントンの試合がテレビなどで放映された場合は、積極的

に視聴し授業内で実施した技能が試合でどのように活かされているかを

確認してください。

教科書教科書　　なし

参考書参考書　　バドミントン競技規則（日本バドミントン協会）
([url]https://www.badminton.or.jp/rule/docs/rule_20200617.pdf[/

url])

課題に対するフィードバックの方法課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法成績評価の方法
平常点　50％（授業への取り組みの積極性、他の学生との協調性等）

実技点　20％

小テスト　30％（バドミントン競技規則に関するもの、授業内に15分程

度で３回実施）

その他その他
１． 各種目に適切な服装や靴、またメガネの着用については担当教員の

指示に従ってください。

２．受講にあたっては当該年度の健康診断を必ず受診してください。
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No.21
種目：テニス《上級》（春学期　水曜３限）種目：テニス《上級》（春学期　水曜３限）

担当教員：板橋クリストファーマリオ担当教員：板橋クリストファーマリオ
� 設置学部：政治経済学部� 設置学部：政治経済学部

授業の概要・到達目標授業の概要・到達目標
実施種目：硬式テニス（上級）

　本授業では、テニス経験者を対象に戦略的なダブルスゲームがプレイ

できるようになることを目指します。そのための基礎体力トレーニング、

技術練習を行い、ルール、歴史、競技特性を理解しながら、仲間とのコ

ミュニケーションを深めていきます。

　短期到達目標としては、各種トーナメントに出場してより高い成績を

挙げられること、長期到達目標としては、生涯にわたってテニスを実践

できる素養を学ぶことです。

授業内容授業内容
場所：和泉キャンパス　テニスコート

第１講　イントロダクション（テニスの技術と戦術・歴史）

第２講　グラウンドストロークの基本（ミスを減らす）

第３講　グラウンドストロークの左右への打ち分け

第４講　回転をかけるサービス（スライス・トップスピン）

第５講　サービスリターン

第６講　ボレーの基本（ミスを減らす）

第７講　ダブルス雁行陣の戦術（ポーチ・フェイント）

第８講　ダブルス雁行陣の戦術（ロブ・スマッシュ）

第９講　ダブルス前平行陣の戦術（ポジショニング）

第10講　ダブルス前平行陣の戦術（縦ポーチ）

第11講　グラウンドストロークの応用（スライス・ドロップショット）

第12講　シングルスの戦術とシングルス大会

第13講　ダブルスの戦術とダブルス大会

第14講　団体戦

＊講義内容は必要に応じて変更することがあります。

履修上の注意履修上の注意
１． 単位取得にあたっては半期授業実施回数の３分の２以上の出席が必

要となります。

２． 本授業は技術的にも体力的にも高度なメニューを行います。現在テ

ニスサークルなどで定期的にテニス活動を行っており、テニス技術

向上のために日々努力している学生を対象とします。初心者は単位

の取得が困難になるため履修の際は注意してください。

準備学習（予習・復習等）の内容準備学習（予習・復習等）の内容
授業で学習したことをノート等に記録し、復習すること。

教科書教科書　特に指定しません。

参考書参考書　以下のチャンネルを登録して予習復習に活用してください。
https://www.youtube.com/channel/UCuPCQQaN0cVDwsJVwgViYuw

課題に対するフィードバックの方法課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法成績評価の方法
１． 平常点（70％）、授業への取り組み姿勢（10％）、技能点（基礎点10％、

上達点10％）から総合的に評価します。

その他その他
１． 雨天の場合は室内施設で活動を行いますので、赤い靴紐の体育館履

きを持参してください。

２．受講にあたっては当該年度の健康診断を必ず受診してください。

３．適切な服装、靴については担当教員の指示に従ってください。

No.53
種目：テニス《上級》（秋学期　水曜３限）種目：テニス《上級》（秋学期　水曜３限）

担当教員：板橋クリストファーマリオ担当教員：板橋クリストファーマリオ
� 設置学部：政治経済学部� 設置学部：政治経済学部

授業の概要・到達目標授業の概要・到達目標
実施種目：硬式テニス（上級）

　本授業では、テニス経験者を対象に戦略的なダブルスゲームがプレイ

できるようになることを目指します。そのための基礎体力トレーニング、

技術練習を行い、ルール、歴史、競技特性を理解しながら、仲間とのコ

ミュニケーションを深めていきます。

　短期到達目標としては、各種トーナメントに出場してより高い成績を

挙げられること、長期到達目標としては、生涯にわたってテニスを実践

できる素養を学ぶことです。

授業内容授業内容
場所：和泉キャンパス　テニスコート

第１講　イントロダクション（テニスの技術と戦術・歴史）

第２講　グラウンドストロークの基本（ミスを減らす）

第３講　グラウンドストロークの左右への打ち分け

第４講　回転をかけるサービス（スライス・トップスピン）

第５講　サービスリターン

第６講　ボレーの基本（ミスを減らす）

第７講　ダブルス雁行陣の戦術（ポーチ・フェイント）

第８講　ダブルス雁行陣の戦術（ロブ・スマッシュ）

第９講　ダブルス前平行陣の戦術（ポジショニング）

第10講　ダブルス前平行陣の戦術（縦ポーチ）

第11講　グラウンドストロークの応用（スライス・ドロップショット）

第12講　シングルスの戦術とシングルス大会

第13講　ダブルスの戦術とダブルス大会

第14講　団体戦

＊講義内容は必要に応じて変更することがあります。

履修上の注意履修上の注意
１． 単位取得にあたっては半期授業実施回数の３分の２以上の出席が必

要となります。

２． 本授業は技術的にも体力的にも高度なメニューを行います。現在テ

ニスサークルなどで定期的にテニス活動を行っており、テニス技術

向上のために日々努力している学生を対象とします。初心者は単位

取得が困難になるので履修の際は注意してください。

準備学習（予習・復習等）の内容準備学習（予習・復習等）の内容
１．授業で学習したことをノート等に記録し、復習すること。

教科書教科書　特に指定しません。

参考書参考書　以下のチャンネルを登録して予習復習に活用してください。
https://www.youtube.com/channel/UCuPCQQaN0cVDwsJVwgViYuw

課題に対するフィードバックの方法課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法成績評価の方法
１． 平常点（70％）、授業への取り組み姿勢（10％）、技能点（基礎点10％、

上達点10％）から総合的に評価します。

その他その他
１． 雨天の場合は室内施設で活動を行いますので、赤い靴紐の体育館履

きを持参してください。

２．受講にあたっては当該年度の健康診断を必ず受診してください。

３．適切な服装、靴については担当教員の指示に従ってください。
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No.22
種目：クライミング《入門編》（春学期　水曜３限）種目：クライミング《入門編》（春学期　水曜３限）

担当教員：水村　信二担当教員：水村　信二� 設置学部：文学部� 設置学部：文学部

授業の概要・到達目標授業の概要・到達目標
＜授業の概要＞

本授業は、高さ約４メートルのクライミング専用の壁を、特別な補助具

を使用せずに手足で登り降りをするクライミング（以下、ボルダリング）

というスポーツを行う初中級者対象の体育実技です。ボルダリングでは、

つま先立ちで自分の体重を支えながら、腕、肩、背中の筋肉を使って壁

にぶら下がったりするため、引き締まった足首や背中を作ることができ

るとされ、近年大変人気があるスポーツです。本授業では、ボルダリン

グの基礎知識の習得と技術の向上ともに、グループワークを通してのコ

ミュニケーション能力の向上を目指します。

＜到達目標＞

１．最低週１回の身体活動を習慣化できる。

２． ボルダリングに関する基礎知識と基礎技術を理解し、自ら積極的に

取り組むことができる。

３．クラスメイトと積極的にコミュニケーションをはかることができる。

授業内容授業内容
施　　設： 和泉体育館１階クライミングウォール（７面：78、90、100、

110、120、135、165度壁）

定　　員：24名。

授業内容： 以下を予定しているが、授業進行状況に合わせて内容や順序

を変更することもある。

第１週： ログシート作成、講義１（安全対策、シューズの選び方）、体験

ボルダリング（Ａ、Ｂ面）

第２週： 講義２（フットホールドへの足の置き方、ホールドの持ち方、

三点支持）、ボルダリング練習１（Ａ、Ｂ面）

第３週： 講義３（三点支持における身体の動かし方、ホールドの持ち替

え方）、ボルダリング練習２（Ａ、Ｂ、Ｃ面）

第４週： 講義４（課題におけるスタート・ゴール方法）、ボルダリング課

題（８級：Ａ、Ｂ、Ｃ面）

第５週： 講義５（オブザベーションの重要性）、ボルダリング課題（８級：

Ａ、Ｂ、Ｃ面）

第６週： 講義６（二点支持とスメアリング）、ボルダリング課題（８級：Ａ、

Ｂ、Ｃ、Ｄ面）

第７週： 講義７（ハイステップ）、ボルダリング課題（７～８級：Ａ、Ｂ、

Ｃ、Ｄ面）

第８週： 講義８（ステミング）、ボルダリング課題（７～８級：Ａ、Ｂ、Ｃ、

Ｄ面）

第９週： 講義９（レスト法）、ボルダリング課題（７～８級：Ａ、Ｂ、Ｃ、

Ｄ面）

第10週： 講義10（ヒールフック）、ボルダリング課題（６～７級：Ａ、Ｂ、

Ｃ、Ｄ面）

第11週： 講義11（クロスムーヴ）、ボルダリング課題（６～７級、長もの初級、

Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ面）

第12週： 講義12（デッドポイント）、ボルダリング課題（６～７級、長も

の初級、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ面）

第13週： 講義13（スローパーホールドの持ち方）、ボルダリング課題（５

～７級、長もの初級、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ面）

第14週： 講義14（ドロップニー）、ボルダリング課題（５～７級、長もの課題、

Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ面）、まとめ

履修上の注意履修上の注意
本授業は、和泉６学部相互乗り入れ科目である。受講希望者は、Oh-o! 

Meiji システムのアンケート機能での申込みとなる。受講希望者が定員を

上回った場合は、抽選となる。詳細は、ガイダンス時に配布される「選

択体育科目履修案内」を参照のこと。

準備学習（予習・復習等）の内容準備学習（予習・復習等）の内容
＜予習＞クライミングに必要な知識についてあらかかじめ調べること。

＜復習＞授業で学んだ知識や技術内容について確認すること。

教科書教科書　使用しない。必要に応じて資料を提示する。

参考書参考書　応じて使用しない。必要に応じて資料を提示する。

課題に対するフィードバックの方法課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法成績評価の方法
評価を受けるためには３分の２以上の出席を必須とする。

平常点（授業への取り組み状況（28点）、クラスメイトとの協力（10点）、

授業中の提出物（42点）、期末レポート（20点）から総合的に評価する。

その他その他
４月に実施される学内健康診断を必ず受診すること。

No.54
種目：クライミング《入門編》（秋学期　水曜３限）種目：クライミング《入門編》（秋学期　水曜３限）

担当教員：水村　信二担当教員：水村　信二� 設置学部：文学部� 設置学部：文学部

授業の概要・到達目標授業の概要・到達目標
＜授業の概要＞

本授業は、高さ約４メートルのクライミング専用の壁を、特別な補助具

を使用せずに手足で登り降りをするクライミング（以下、ボルダリング）

というスポーツを行う初中級者対象の体育実技です。ボルダリングでは、

つま先立ちで自分の体重を支えながら、腕、肩、背中の筋肉を使って壁

にぶら下がったりするため、引き締まった足首や背中を作ることができ

るとされ、近年大変人気があるスポーツです。本授業では、ボルダリン

グの基礎知識の習得と技術の向上ともに、グループワークを通してのコ

ミュニケーション能力の向上を目指します。

＜到達目標＞

１．最低週１回の身体活動を習慣化できる。

２． ボルダリングに関する基礎知識と基礎技術を理解し、自ら積極的に

取り組むことができる。

３．クラスメイトと積極的にコミュニケーションをはかることができる。

授業内容授業内容
施　　設： 和泉体育館１階クライミングウォール（７面：78、90、100、

110、120、135、165度壁）

定　　員：24名。

授業内容： 以下を予定しているが、授業進行状況に合わせて内容や順序

を変更することもある。

第１週： ログシート作成、講義１（安全対策、シューズの選び方）、体験

ボルダリング（Ａ、Ｂ面）

第２週： 講義２（フットホールドへの足の置き方、ホールドの持ち方、

三点支持）、ボルダリング練習１（Ａ、Ｂ面）

第３週： 講義３（三点支持における身体の動かし方、ホールドの持ち替

え方）、ボルダリング練習２（Ａ、Ｂ、Ｃ面）

第４週： 講義４（課題におけるスタート・ゴール方法）、ボルダリング課

題（８級：Ａ、Ｂ、Ｃ面）

第５週： 講義５（オブザベーションの重要性）、ボルダリング課題（８級：

Ａ、Ｂ、Ｃ面）

第６週： 講義６（二点支持とスメアリング）、ボルダリング課題（８級：Ａ、

Ｂ、Ｃ、Ｄ面）

第７週： 講義７（ハイステップ）、ボルダリング課題（７～８級：Ａ、Ｂ、

Ｃ、Ｄ面）

第８週： 講義８（ステミング）、ボルダリング課題（７～８級：Ａ、Ｂ、Ｃ、

Ｄ面）

第９週： 講義９（レスト法）、ボルダリング課題（７～８級：Ａ、Ｂ、Ｃ、

Ｄ面）

第10週： 講義10（ヒールフック）、ボルダリング課題（６～７級：Ａ、Ｂ、

Ｃ、Ｄ面）

第11週： 講義11（クロスムーヴ）、ボルダリング課題（６～７級、長もの初級、

Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ面）

第12週： 講義12（デッドポイント）、ボルダリング課題（６～７級、長も

の初級、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ面）

第13週： 講義13（スローパーホールドの持ち方）、ボルダリング課題（５

～７級、長もの初級、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ面）

第14週： 講義14（ドロップニー）、ボルダリング課題（５～７級、長もの課題、

Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ面）、まとめ

履修上の注意履修上の注意
本授業は、和泉６学部相互乗り入れ科目である。受講希望者は、Oh-o! 

Meiji システムのアンケート機能での申込みとなる。受講希望者が定員を

上回った場合は、抽選となる。詳細は、ガイダンス時に配布される「選

択体育科目履修案内」を参照のこと。

準備学習（予習・復習等）の内容準備学習（予習・復習等）の内容
＜予習＞クライミングに必要な知識についてあらかかじめ調べること。

＜復習＞授業で学んだ知識や技術内容について確認すること。

教科書教科書　使用しない。必要に応じて資料を提示する。

参考書参考書　応じて使用しない。必要に応じて資料を提示する。

課題に対するフィードバックの方法課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法成績評価の方法
評価を受けるためには３分の２以上の出席を必須とする。

平常点（授業への取り組み状況（28点）、クラスメイトとの協力（10点）、

授業中の提出物（42点）、期末レポート（20点）から総合的に評価する。

その他その他
４月に実施される学内健康診断を必ず受診すること。
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No.55
種目：フットサル（秋学期　水曜３限）種目：フットサル（秋学期　水曜３限）

担当教員：長谷川　望担当教員：長谷川　望� 設置学部：文学部� 設置学部：文学部

授業の概要・到達目標授業の概要・到達目標
＜授業概要＞

本授業では、さまざまなフットサルを通じて、身体を動かすことの楽しさ、

面白さ、難しさを体験する。また、生涯スポーツについて考えていく。

＜到達目標＞

１．フットサルに関する基礎知識を正しく理解し、基本的技術を習得する。

２． クラスメイトと積極的にコミュニケーションをはかり、ゲームを運

営することができる。

授業内容授業内容
本授業は、グラウンドで行う。

第１週目：授業概要の説明

（授業の進め方、諸注意、グループ編成、アイスブレイク）

第２～５週目：

☆個人技術の練習 +ゲーム

・ドリブル

・パス

・コントロール

・シュート

第6週～ 9週目

☆グループ戦術の練習 +ゲーム

・2対1

・2対2

・3対2

・3対3

第10 ～ 12週目

☆チーム戦術の練習 +ゲーム

・チームでの守備の練習

・チームでの攻撃の練習

・システムについて

第13週～ 14週目

☆授業内サッカー大会

☆第14週目：まとめ、レポート提出

※授業内容は必要に応じて変更することがある

履修上の注意履修上の注意
・ 受講希望者は、初回授業に必ず出席すること。初回授業を欠席した場合、

本授業を受講できなくなる場合があるので注意すること。

・ 本授業は午前中に行われる体育実技である。授業前日には睡眠を十分に

とり、当日の朝食を必ず摂取すること。

・ 運動に適した服装を着用すること。フットサルボールを蹴りやすいシュ

ーズを使用すること。

準備学習（予習・復習等）の内容準備学習（予習・復習等）の内容
日頃から、規則正しい生活習慣を心がけるとともに、健康・スポーツに

関すあるトピックスについて関心を持つように努めること。

授業中に配付する資料の概要を理解するように努め、不明な部分があれ

ば自分で調べ、解決しない場合は、次の授業で質問すること。

教科書教科書　使用しない。必要に応じて資料を配布する。

参考書参考書　必要に応じて授業中に指示する。

課題に対するフィードバックの方法課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法成績評価の方法
・評価を受けるためには３分の２以上の出席を必須とする。

・ 授業の取り組み姿勢（40点）、クラスメイトとの関わり方（40点）、期末

レポート（20点）から総合評価する .

その他その他
４月に実施される学内健康診断を必ず受診すること。

No.23
種目：種目：レクリエーションスポーツ（春学期　水曜３限）レクリエーションスポーツ（春学期　水曜３限）

担当教員：長谷川　望担当教員：長谷川　望� 設置学部：文学部� 設置学部：文学部

授業の概要・到達目標授業の概要・到達目標
＜授業概要＞

本授業では、さまざまなニュースポーツやレクリエーションゲームを通

じて、身体を動かすことの楽しさ、面白さ、難しさを体験する。また、

生涯スポーツについて考えていく。

＜到達目標＞

１． ニュースポーツなどに関する基礎知識を正しく理解し、基本的技術

を習得する。

２． クラスメイトと積極的にコミュニケーションをはかり、ゲームを運

営することができる。

授業内容授業内容
本授業は、柔道場で行う。

第１週目：授業概要の説明

（授業の進め方、諸注意、グループ編成、アイスブレイク）

第２～ 13週目：ニュースポーツ、レクリエーションゲーム体験

・レクリエーションゲーム

・ボール遊び

・ブラインドサッカー

・ゴールボール

・ボッチャ

・シッティングバレーボール

・プレルボール

・キンボール

・ドッチビー

・インディアカ

・逃走中

・ウォーキング

・その他　ニュースポーツ　など

第14週目：まとめ、レポート提出

※授業内容は必要に応じて変更することがある

履修上の注意履修上の注意
・ 受講希望者は、初回授業に必ず出席すること。初回授業を欠席した場合、

本授業を受講できなくなる場合があるので注意すること。

・ 本授業は午前中に行われる体育実技である。授業前日には睡眠を十分に

とり、当日の朝食を必ず摂取すること。

・運動に適した服装を着用すること。

準備学習（予習・復習等）の内容準備学習（予習・復習等）の内容
日頃から、規則正しい生活習慣を心がけるとともに、健康・スポーツに

関すあるトピックスについて関心を持つように努めること。

授業中に配付する資料の概要を理解するように努め、不明な部分があれ

ば自分で調べ、解決しない場合は、次の授業で質問すること。

教科書教科書　使用しない。必要に応じて資料を配布する。

参考書参考書　必要に応じて授業中に指示する。

課題に対するフィードバックの方法課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法成績評価の方法
・評価を受けるためには３分の２以上の出席を必須とする。

・ 授業の取り組み姿勢（40点）、クラスメイトとの関わり方（40点）、期末

レポート（20点）から総合評価する .

その他その他
４月に実施される学内健康診断を必ず受診すること。
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No.24
種目：種目：アクアスポーツ（プール）（春学期　水曜４限）アクアスポーツ（プール）（春学期　水曜４限）

担当教員：渡邊　新一郎担当教員：渡邊　新一郎� 設置学部：商学部� 設置学部：商学部

授業の概要・到達目標授業の概要・到達目標
授業の概要

　災害やレジャーにおいて水難事故に遭わないように対処できることは

自身の命や他者の命を守る事に通じる。

　水難事故を防止するためには水という環境を理解し、その環境にあっ

た行動をとらなければならない。そのために泳ぐことはもちろんのこと、

様々なレジャーで使用される器具にも慣れ親しんでおく必要があります。

　本授業では学生の運動能力に応じて上記に対する知識と技術を習得で

きるよう段階的に進めます。

到達目標

　水という運動環境を理解し、海、川、湖、プールにおいて安全を確保

しつ自身の能力に応じて様々な水中運動が行える知識と技術を身につけ

る。

授業内容授業内容
第１回：受講にあたっての諸注意。

第２回：自身の水泳能力の把握と課題を見つける。

第３回：水の特性と足が着く場合と着かない場合の対処方法。

第４回：着衣状態での水中動作について。

第５回：ライフジャケットの特性と使用方法。

第６回：様々な浮き器具の特性と使用方法。

第７回：水の流れに対する対処方法。

第８回：サーフボードの特性と使用方法。

第９回：スキンダイビングの用具と使用方法。

第10回：スキンダイビングに必要な技術。

第11回：スキューバダイビングの用具と使用方法。

第12回：スキューバダイビングに必要な技術。

第13回：水泳競技の理解。アーティスティックスイミング。

第14回：水泳競技の理解。水球。

※受講生の運動能力によっては授業内容を一部変更する事がある。

履修上の注意履修上の注意
受講にあたっては当該年度の健康診断を必ず受診して下さい。水泳経験

者・未経験者にかかわらず学ぶ意欲を求める。各自で準備するものは以

下の通りである：水着（サーフパンツやビキニのようなレジャー用水着

は禁止）、スイミングキャップ（メッシュ地が望ましい）、ゴーグル、タ

オル※プールは水場のため、常に安全に留意し授業を行っている。その

ため、指導者や仲間の話を聞かない、ふざける、ほかの学生に迷惑をか

けるといった態度やふるまいをした場合、履修を取り消す場合もある。

※ 視力が弱い受講生については、度付きのゴーグルや使い捨てのコンタ

クトレンズを着用することが望ましい。

※ これまでプールへの入水による肌の異常などを経験している学生は初

回の授業で教員に申し出ること。

準備学習（予習・復習等）の内容準備学習（予習・復習等）の内容
特に必要としない。

教科書教科書　使用しない。

参考書参考書　使用しない。

課題に対するフィードバックの方法課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法成績評価の方法
評価を受けるためには授業回数の75% 以上の出席が必要。平常点100%（課

題への取り組み点60%、技術習得点20%、貢献点20%）。見学者には授業時

間内に課題を出す。

その他その他
　特になし。

No.56
種目：アダプテッドスポーツ（秋学期　水曜４限）種目：アダプテッドスポーツ（秋学期　水曜４限）

担当教員：長谷川　望担当教員：長谷川　望� 設置学部：商学部� 設置学部：商学部

授業の概要・到達目標授業の概要・到達目標
　“スポーツ”の語源はラテン語の“deportare”で、その意味は「気晴らし、

娯楽」です。元来、「スポーツ」はとても広い範囲の多様な活動形態を含

むものでした。「身体能力を用いて勝敗を競うゲーム」である競技スポー

ツはその一部にすぎません。世界にはみなさんが知らないような「スポ

ーツ」がたくさんあります。

本実習では、そうした“スポーツの多様性”について学びます。

「アダプテッドスポーツ」と呼ばれる（その人に合わせた）スポーツがあ

ります。また、多様な体格、身体能力の人々が共にプレイすることをコ

ンセプトにした新しい領域のスポーツについて紹介します。

「ボッチャ」や「シッティングバレーボール」「ブラインドサッカー」「ゴ

ールボール」といったパラリンピック種目（パラスポーツと呼びます）は、

障がい者だけでなく健常者も一緒にプレイすることができます。

　このように、本実習では、皆さんが学校体育では、あまり実践してき

ていない「ボッチャ」「シッティングバレーボール」「ブラインドサッカ

ー」「ゴールボール」「風船バレーボール」といったスポーツを体験しつつ、

そのユニバーサルな性質、異なる身体をもつ人々が一緒にプレイできる

仕組みについて考えます。そのあとで、みなさんにも新しいスポーツを

考え、創ってもらいます。

　この実習は、このように多様な人々を包摂するスポーツのデザインと

意味について考え、単なる「スポーツの消費者」ではなく、スポーツの

新しい価値を産み出す「生産者」「開発者」としてのスポーツへのかかわ

り方について理解を深めてもらうことを目的としています。

授業内容授業内容
1．ガイダンス

2．実技「アイスブレイク」

3．実技「ボールを使った運動」

4．実技「ブラインドサッカー」

5．実技「シッティングバレーボール」

6．実技「ボッチャ」

7．実技「ゴールボール」

8．実技「ガッツ」「ドッチビー」

9．実技「アルティメット」

10．実技「風船バレーボール」

11．実技「スポーツ共創　グループワークと実践」

12．実技「スポーツ共創　グループワークと実践」

13．実技「スポーツ共創　グループワークと実践」

14．授業のまとめ

履修上の注意履修上の注意
スポーツを「する」でだけはなく「支える」「つくる」に焦点を当てた実

習です。実習では水分摂取や競技の安全性への配慮にご協力をお願いし

ます。当該年度の健康診断は必ず受診してください。

準備学習（予習・復習等）の内容準備学習（予習・復習等）の内容
Oh-o! Meiji にアップする資料には目を通しておいてください。

日頃から規則正しい生活習慣を身につけるように心がけましょう。特に

授業前日の睡眠時間や当日の食事もしっかりととって参加してください。

授業内で紹介したスポーツに、参加する機会があったらぜひ参加してみ

てください。

教科書教科書　
Oh-o! Meiji（Google Document）等で適宜配布します。

参考書参考書　
Google Document のテキスト内等で適宜提示します。

課題に対するフィードバックの方法課題に対するフィードバックの方法
授業内に個別及び全体に対してフィードバックします。

成績評価の方法成績評価の方法
平常点60％、授業への意欲20％、授業内レポート20％（スポーツの上手

下手はまったく関係ありません。グループワークやディスカッション、

プレゼンテーションなど授業への取り組み、意欲を評価します）

その他その他
技術の向上のみを主眼とした内容でなく、自分が楽しく取り組めるスポ

ーツを発見する。仲間と協力をすることで楽しむ。それぞれの個性や体

力レベルにあったスポーツを開発し実践してみる等の授業ですので受講

生の皆さんが積極的に参加していただくと大学ならではの楽しい授業に

なると思います。
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No.25
種目：ゴルフ（春学期　水曜４限）種目：ゴルフ（春学期　水曜４限）

担当教員：後藤　光将担当教員：後藤　光将� 設置学部：政治経済学部� 設置学部：政治経済学部

授業の概要・到達目標授業の概要・到達目標
本授業の目標は、人間形成や心身共に健康な活力を培うために欠くこと

のできない身体運動について科学的に理解し、周りの人々とコミュニケ

ーションをとりながら実践できる知識を、実際の体験を通じて習得する

ことです。運動不足が要因となる病が深刻な社会問題となっているなか

で、健康で活力ある生活の基礎となる身体運動の実践能力向上、生涯を

通じて運動が実践できる資質の育成をねらいとします。

授業内容授業内容
使用施設：ゴルフレンジ

第１回　オリエンテーション

第２回　アドレスとグリップ、パッティングの基礎

第３回　アイアンショットでのアドレスとグリップ、ショット基礎

第４回　 アプローチショットでのバックスイングからインパクト、パタ

ーゲーム

第５回　 アプローチショットでのインパクトからフォロースルー、パタ

ーゲーム

第６回　 アプローチショットでのフォロースルーからフィニッシュ、パ

ターゲーム

第７回　ゴルフの歴史・ルール・マナー

第８回　方向を定めてのアイアンショット練習、パターゲーム

第９回　方向を定めてのアイアンショット練習、パターゲーム

第10回　方向を定めてのアイアンショット練習、パターゲーム

第11回　様々なクラブ（ウッド等）でのショット練習

第12回　様々なクラブ（ウッド等）でのショット練習

第13回　模擬ラウンド練習

第14回　まとめ

履修上の注意履修上の注意
１．本授業の内容には実技だけではなく講義も含まれています。

２． 単位修得にあたっては、授業実施回数の３分の２以上の出席が必要

となります。

３． 医師により運動が禁止または制限されている学生は、第１回目の授

業時に担当教員に申し出て、指示を受けてください。

準備学習（予習・復習等）の内容準備学習（予習・復習等）の内容
ゴルフに関するルール、マナーなどの情報収集を心懸けてください。

教科書教科書　特に指定しません。

参考書参考書　特に指定しません。

課題に対するフィードバックの方法課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法成績評価の方法
授業への取り組み姿勢（70％）、期末レポート（30％）から総合的に評価

します。

３回以上欠席した場合は成績評価対象外とします。

その他その他
１． 雨天の場合は屋外施設での活動となりますので、赤い靴紐の体育館

履きを持参してください。

２．受講にあたっては当該年度の健康診断を必ず受診してください。
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No.26
種目：テニス《初級》（春学期　水曜４限）種目：テニス《初級》（春学期　水曜４限）

担当教員：板橋クリストファーマリオ担当教員：板橋クリストファーマリオ
� 設置学部：政治経済学部� 設置学部：政治経済学部

授業の概要・到達目標授業の概要・到達目標
実施種目：硬式テニス（初級）

　本授業では、テニス未経験者、初級者を対象に基本的なシングルス、

ダブルスゲームがプレイできるようになることを目指します。また、長

期到達目標として、生涯にわたってテニスを実践できる素養を学ぶこと

です。そのための基礎体力トレーニング、技術練習を行い、ルール、歴史、

競技特性を理解しながら、仲間とのコミュニケーションを深めていきま

す。

授業内容授業内容
場所：和泉キャンパス　テニスコート

第１講　イントロダクション（テニスとは）

第２講　 硬式テニスボールに慣れる、グラウンドストロークの基本（ラ

リーが５往復できるようになる）

第３講　グラウンドストロークの復習、シングルスポイントゲーム

第４講　サービス、シングルスゲーム

第５講　シングルス大会

第６講　ボレーの基本とダブルス雁行陣（デュースサイド）

第７講　ボレーの基本とダブルス雁行陣（アドバンテージサイド）

第８講　サービスの復習、ダブルスゲーム（デュースサイド）

第９講　サービスの復習、ダブルスゲーム（アドバンテージサイド）

第10講　ダブルス大会

第11講　グラウンドストロークの応用（トップスピン）

第12講　グラウンドストロークの応用（スライス）

第13講　スマッシュ

第14講　団体戦

＊講義内容は必要に応じて変更することがあります。

履修上の注意履修上の注意
１． 単位取得にあたっては半期授業実施回数の３分の２以上の出席が必

要となります。

準備学習（予習・復習等）の内容準備学習（予習・復習等）の内容
１．次回の授業で取り扱う内容について、本や動画で予習しておくこと。

２．授業で学習したことをノート等に記録し、復習すること。

教科書教科書　特に指定しません。

参考書参考書　以下のチャンネルを登録して予習復習に活用してください。
https://www.youtube.com/channel/UCuPCQQaN0cVDwsJVwgViYuw

課題に対するフィードバックの方法課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法成績評価の方法
１． 平常点（70％）、授業への取り組み姿勢（10％）、技能点（基礎点10％、

上達点10％）から総合的に評価します。

その他その他
１． 雨天の場合は室内施設で活動を行いますので、赤い靴紐の体育館履

きを持参してください。

２．受講にあたっては当該年度の健康診断を必ず受診してください。

３．適切な服装、靴については担当教員の指示に従ってください。

No.57
種目：テニス《初級》（秋学期　水曜４限）種目：テニス《初級》（秋学期　水曜４限）

担当教員：板橋クリストファーマリオ担当教員：板橋クリストファーマリオ
� 設置学部：政治経済学部� 設置学部：政治経済学部

授業の概要・到達目標授業の概要・到達目標
実施種目：硬式テニス（初級）

　本授業では、テニス未経験者、初級者を対象に基本的なシングルス、

ダブルスゲームがプレイできるようになることを目指します。また、長

期到達目標として、生涯にわたってテニスを実践できる素養を学ぶこと

です。そのための基礎体力トレーニング、技術練習を行い、ルール、歴史、

競技特性を理解しながら、仲間とのコミュニケーションを深めていきま

す。

授業内容授業内容
場所：和泉キャンパス　テニスコート

第１講　イントロダクション（テニスとは）

第２講　 硬式テニスボールに慣れる、グラウンドストロークの基本（ラ

リーが５往復できるようになる）

第３講　グラウンドストロークの復習、シングルスポイントゲーム

第４講　サービス、シングルスゲーム

第５講　シングルス大会

第６講　ボレーの基本とダブルス雁行陣（デュースサイド）

第７講　ボレーの基本とダブルス雁行陣（アドバンテージサイド）

第８講　サービスの復習、ダブルスゲーム（デュースサイド）

第９講　サービスの復習、ダブルスゲーム（アドバンテージサイド）

第10講　ダブルス大会

第11講　グラウンドストロークの応用（トップスピン）

第12講　グラウンドストロークの応用（スライス）

第13講　スマッシュ

第14講　団体戦

＊講義内容は必要に応じて変更することがあります。

履修上の注意履修上の注意
１． 単位取得にあたっては半期授業実施回数の３分の２以上の出席が必

要となります。

準備学習（予習・復習等）の内容準備学習（予習・復習等）の内容
１．次回の授業で取り扱う内容について、本や動画で予習しておくこと。

２．授業で学習したことをノート等に記録し、復習すること。

教科書教科書　特に指定しません。

参考書参考書　以下のチャンネルを登録して予習復習に活用してください。
https://www.youtube.com/channel/UCuPCQQaN0cVDwsJVwgViYuw

課題に対するフィードバックの方法課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法成績評価の方法
１． 平常点（70％）、授業への取り組み姿勢（10％）、技能点（基礎点10％、

上達点10％）から総合的に評価します。

その他その他
１． 雨天の場合は室内施設で活動を行いますので、赤い靴紐の体育館履

きを持参してください。

２．受講にあたっては当該年度の健康診断を必ず受診してください。

３．適切な服装、靴については担当教員の指示に従ってください。
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No.58
種目：クライミング（秋学期　水曜５限）種目：クライミング（秋学期　水曜５限）

担当教員：高峰　修担当教員：高峰　修� 設置学部：政治経済学部� 設置学部：政治経済学部

授業の概要・到達目標授業の概要・到達目標
実施種目：クライミング実施種目：クライミング

　クライミングとはとっ手（ホールド）のついた人口壁を縦に横に移動し、

自分の課題ルートのクリアを目指す身体活動です。腕力が必要なように

思うかもしれませんが、むしろバランス力が求められ、男女を問わず様々

な体格や体力レベル、運動経験をもつ学生が各自で決めた課題ルートに

取り組むことができます。

　この授業の前半では高さ4m ほどの人口壁を補助具を付けずに登るボル

ダリングを、後半はハーネスとトップロープを使ったロープクライミン

グを実践します。

　クライミングは基本的には個人の活動ですが、ロープクライミングで

は登っている人のロープを確保する活動が加わります。そうしたことか

ら毎回の授業ではグループを作り、グループメンバーのコミュニケーシ

ョンを通じて各自の知識をより確かなものにし、スキルの向上を目指し

ます。競争原理に基づくスポーツとは違った協同原理の身体活動を体験

してください。

授業内容授業内容
使用施設：クライミングウォール使用施設：クライミングウォール

第１回： ガイダンス～クライミングのルールと安全管理、設備と用具に

ついて

第２回：ホールドの持ち方、足の使い方、オブザベーション

【ボルダリング】

第３回：三点支持と正対ムーブ

第４回：二点支持とダイアゴナル

第５回：多様なムーブ

第６回：フラッギング

第７回：各自の課題練習、ロープクライミングの基本技術

【ロープクライミング】

第８～９回：ロープクライミング1回目、バディによるビレイ練習

第10 ～ 11回：ロープクライミング2回目

第12 ～ 13回：ロープクライミング3回目

第14回：まとめ

履修上の注意履修上の注意
１． 定員を超えた場合は抽選を行います。詳細については４月のガイダ

ンスにて説明します。

２． 単位修得のためには、半期授業実施回数の３分の２以上の出席が必

要となります。

３．実技と講義の内容に関するレポート課題を出します。

４．服装やメガネの着用については教員の指示に従うこと。

準備学習（予習・復習等）の内容準備学習（予習・復習等）の内容
常にクライミングの情報を集めるよう心がけましょう。

教科書教科書　使用しません。

参考書参考書　使用しません。

課題に対するフィードバックの方法課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法成績評価の方法
　単位修得のためには、授業実施回数の３分の２以上の出席が必要とな

ります。また実技と講義の内容にかかわるレポート課題を出します。成

績は以下の点から評価します：

１）各自の課題への取り組み（50％）

２）グループワークへの参加度（20％）

３）クライミングスキル（20％）

４）レポート評価（10％）

その他その他
　受講にあたっては当該年度の健康診断を必ず受診しておくこと。

　クライミングに必要なシューズはレンタル用を用意してあります。

No.27
種目：クライミング（春学期　水曜５限）種目：クライミング（春学期　水曜５限）

担当教員：高峰　修担当教員：高峰　修� 設置学部：政治経済学部� 設置学部：政治経済学部

授業の概要・到達目標授業の概要・到達目標
実施種目：クライミング実施種目：クライミング

　クライミングとはとっ手（ホールド）のついた人口壁を縦に横に移動し、

自分の課題ルートのクリアを目指す身体活動です。腕力が必要なように

思うかもしれませんが、むしろバランス力が求められ、男女を問わず様々

な体格や体力レベル、運動経験をもつ学生が各自で決めた課題ルートに

取り組むことができます。

　この授業の前半では高さ4m ほどの人口壁を補助具を付けずに登るボル

ダリングを、後半はハーネスとトップロープを使ったロープクライミン

グを実践します。

　クライミングは基本的には個人の活動ですが、ロープクライミングで

は登っている人のロープを確保する活動が加わります。そうしたことか

ら毎回の授業ではグループを作り、グループメンバーのコミュニケーシ

ョンを通じて各自の知識をより確かなものにし、スキルの向上を目指し

ます。競争原理に基づくスポーツとは違った協同原理の身体活動を体験

してください。

授業内容授業内容
使用施設：クライミングウォール使用施設：クライミングウォール

第１回： ガイダンス～クライミングのルールと安全管理、設備と用具に

ついて

第２回：ホールドの持ち方、足の使い方、オブザベーション

【ボルダリング】

第３回：三点支持と正対ムーブ

第４回：二点支持とダイアゴナル

第５回：多様なムーブ

第６回：フラッギング

第７回：各自の課題練習、ロープクライミングの基本技術

【ロープクライミング】

第８～９回：ロープクライミング1回目、バディによるビレイ練習

第10 ～ 11回：ロープクライミング2回目

第12 ～ 13回：ロープクライミング3回目

第14回：まとめ

履修上の注意履修上の注意
１． 定員を超えた場合は抽選を行います。詳細については４月のガイダ

ンスにて説明します。

２． 単位修得のためには、半期授業実施回数の３分の２以上の出席が必

要となります。

３．実技と講義の内容に関するレポート課題を出します。

４．服装やメガネの着用については教員の指示に従うこと。

準備学習（予習・復習等）の内容準備学習（予習・復習等）の内容
常にクライミングの情報を集めるよう心がけましょう。

教科書教科書　使用しません。

参考書参考書　使用しません。

課題に対するフィードバックの方法課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法成績評価の方法
　単位修得のためには、授業実施回数の３分の２以上の出席が必要とな

ります。また実技と講義の内容にかかわるレポート課題を出します。成

績は以下の点から評価します：

１）各自の課題への取り組み（50％）

２）グループワークへの参加度（20％）

３）クライミングスキル（20％）

４）レポート評価（10％）

その他その他
　受講にあたっては当該年度の健康診断を必ず受診しておくこと。

　クライミング用のシューズはレンタル用を用意してあります。
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No.59
種目：フィットネス（FR）（秋学期　水曜５限）種目：フィットネス（FR）（秋学期　水曜５限）

担当教員：武田　紘平担当教員：武田　紘平� 設置学部：政治経済学部� 設置学部：政治経済学部

授業の概要・到達目標授業の概要・到達目標
実施種目：フィットネス

フィットネスルーム内の様々なトレーニング機器を用いてトレーニング

を行います。各個人が目標を設定し、目標達成のためのトレーニングプ

ログラムを立案し、実践します。最後にトレーニング効果について評価し、

レポートにまとめます。運動トレーニングの実践および安全で効果的な

トレーニングプログラム作成のための知識と技術の習得を目指します。

授業内容授業内容
使用施設：和泉総合体育館ウェスト２階 フィットネスルーム

第１回：ガイダンス

第２回： 体力測定（１）、トレーニング機器の取り扱い説明、機器の使用

に慣れる

第３回： 目標設定、プログラム作成、フリーウエイトトレーニングのフ

ォーム解説

第４回：トレーニング強度の設定（10RM の測定など）

第５回：トレーニングの実践（１）

第６回：トレーニングの実践（２）

第７回：トレーニングの実践（３）

第８回：トレーニングの実践（４）

第９回：トレーニングの実践（５）

第10回：トレーニングの実践（６）

第11回：トレーニングの実践（７）

第12回：トレーニングの実践（８）

第13回：体力測定（２）、トレーニング効果の評価

第14回：レポート提出、まとめ

履修上の注意履修上の注意
１．本授業の内容には実技だけではなく講義も含まれています。

２． 単位修得にあたっては、授業実施回数の３分の２以上の出席が必要

となります。

３． 医師により運動が禁止または制限されている学生は、第１回目の授

業時に担当教員に申し出て、指示を受けてください。

４．授業に必要なウェアや靴の準備をしてください。

準備学習（予習・復習等）の内容準備学習（予習・復習等）の内容
１. 食事や睡眠など体調管理に気をつけてください。

教科書教科書　特にありません。

参考書参考書　特にありません。必要に応じて資料を配布します。

課題に対するフィードバックの方法課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法成績評価の方法
平常点（40%）、授業への取り組み（30%）、レポート（30%）の３項目を点

数化し、その合計点で評価します。

その他その他
１． 各種目に適切な服装や靴、またメガネの着用については担当教員の

指示に従ってください。

２．受講にあたっては当該年度の健康診断を必ず受診してください。

No.28
種目：種目：アクアスポーツ（プール）（春学期　水曜５限）アクアスポーツ（プール）（春学期　水曜５限）

担当教員：武田　紘平担当教員：武田　紘平� 設置学部：政治経済学部� 設置学部：政治経済学部

授業の概要・到達目標授業の概要・到達目標
実施種目：アクアスポーツ

自身の健康管理や体力向上のために、継続して運動することは強く推奨

されています。この観点から水泳は個人の体力や技術レベルを問わず取

り組むことができる種目であることから、「生涯スポーツ」としてベスト

な運動です。本授業では個人の泳力や目的に合わせて授業を展開し、生

涯にわたり水泳に親しみ、取り組むことを目標とします。したがって、

泳ぎの得意・不得意は関係ありません。

本授業では近代４泳法を中心に学ぶことで「楽に、綺麗に、速く泳ぐ」

ことを目指します。また、スタートやターンなどの泳ぎ以外のテクニッ

クについても学び、自身の記録更新に繋げます。また、スキンダイビン

グや水球に触れることで水中でのアクティビティの楽しさについても学

習します。

授業内容授業内容
使用施設：和泉総合体育館１階プール

第１回　イントロダクション（受講上の留意点など）

第２回　水慣れ、泳力測定

第３回　クロール１（キック・プル）

第４回　クロール２（コンビネーション）

第５回　背泳ぎ１（キック・プル）

第６回　背泳ぎ２（コンビネーション）

第７回　平泳ぎ１（キック・プル）

第８回　平泳ぎ２（コンビネーション）

第９回　バタフライ１（キック・プル）

第10回　バタフライ２（コンビネーション）

第11回　個人メドレー

第12回　スキンダイビング

第13回　水球（パス・ドリブル・シュート）

第14回　水球（ゲーム）、授業のまとめ

履修上の注意履修上の注意
１．本授業の内容には実技だけではなく講義も含まれています。

２． 単位修得にあたっては、授業実施回数の３分の２以上の出席が必要

となります。

３． 医師により運動が禁止または制限されている学生は、第１回目の授

業時に担当教員に申し出て、指示を受けてください。

４． 授業に必要な水着、キャップ、ゴーグル、タオル等は忘れずに準備

してください。

準備学習（予習・復習等）の内容準備学習（予習・復習等）の内容
１. 食事や睡眠など体調管理に努めてください。

教科書教科書　特にありません。

参考書参考書　特にありません。

課題に対するフィードバックの方法課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法成績評価の方法
授業への取り組み（40点）・意欲や態度（30点）・レポート（30点）から

総合的に判断します。

その他その他
１． 各種目に適切な服装や靴、またメガネの着用については担当教員の

指示に従ってください。

２．受講にあたっては当該年度の健康診断を必ず受診してください。
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No.29
種目：種目：ストレッチ＆ヨガ（柔道場）（春学期　木曜２限）ストレッチ＆ヨガ（柔道場）（春学期　木曜２限）

担当教員：宮脇　梨奈担当教員：宮脇　梨奈� 設置学部：文学部� 設置学部：文学部

授業の概要・到達目標授業の概要・到達目標
＜授業概要＞

本授業では、呼吸法、リラクゼーション、ストレッチ、ヨガなどを通じて、

身体の状態に意識を向けること、心と身体の変化を感じること、心身と

もに健康に過ごしていくための術を学ぶ。また、生涯スポーツについて

考えていく。

＜到達目標＞

１． 呼吸法、リラクゼーション、ストレッチ、ヨガなどに関する基礎知

識を正しく理解し、自ら積極的に取り組むことができる。

２．クラスメイトと積極的にコミュニケーションをはかることができる。

授業内容授業内容
本授業は、スポーツルーム C（柔道）にて行う。

・第１週目：

　授業概要の説明（授業の進め方、諸注意）、自己紹介

・第２～４週目：

　ストレッチ、セルフマッサージ

　呼吸法、自律訓練法、漸進的筋弛緩法

・第５週目：

　ヨガ体験

・第６～ 11週目：

　ヨガ哲学、ヨガの呼吸法、ヨガの基本的なポーズや連続した動きの練習

・第12 ～ 13週目：

　グループ別発表・体験

・第14週目：

　まとめ、レポート提出

※授業内容は必要に応じて変更することがある

履修上の注意履修上の注意
・ 受講希望者は、初回授業に必ず出席すること。初回授業を欠席した場合、

本授業を受講できなくなる場合があるので注意すること。

・ 本授業は午前中に行われる体育実技である。

授業前日には睡眠を十分にとり、当日の朝食を授業のおおよそ2時間前ま

でに摂取すること。

・ ストレッチ性の高い運動に適した服装を着用すること。

※ ヨガマットは大学に準備されている。ただし自分のマットも使用可。

準備学習（予習・復習等）の内容準備学習（予習・復習等）の内容
授業中に説明した内容、実践したことを理解するように努めること。また、

毎回その振り返りを行い、まとめ、不明な部分があれば次の授業で質問

すること。

教科書教科書　使用しない。必要に応じて資料を配布する。

参考書参考書　必要に応じて授業中に指示する。

課題に対するフィードバックの方法課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法成績評価の方法
評価を受けるためには３分の２以上の出席を必須とする。

授業の取り組み姿勢（60点）、クラスメイトとの関わり方（20点）、期末

レポート（20点）から総合評価する。

その他その他
４月に実施される学内健康診断を必ず受診すること。

No.60
種目：種目：ストレッチ＆ヨガ（柔道場）（秋学期　木曜２限）ストレッチ＆ヨガ（柔道場）（秋学期　木曜２限）

担当教員：宮脇　梨奈担当教員：宮脇　梨奈� 設置学部：文学部� 設置学部：文学部

授業の概要・到達目標授業の概要・到達目標
＜授業概要＞

本授業では、呼吸法、リラクゼーション、ストレッチ、ヨガなどを通じて、

身体の状態に意識を向けること、心と身体の変化を感じること、心身と

もに健康に過ごしていくための術を学ぶ。また、生涯スポーツについて

考えていく。

＜到達目標＞

１． 呼吸法、リラクゼーション、ストレッチ、ヨガなどに関する基礎知

識を正しく理解し、自ら積極的に取り組むことができる。

２．クラスメイトと積極的にコミュニケーションをはかることができる。

授業内容授業内容
本授業は、スポーツルーム C（柔道）にて行う。

・第１週目：

　授業概要の説明（授業の進め方、諸注意）、自己紹介

・第２～３週目：

　ストレッチ、セルフマッサージ

　リラクゼーション（呼吸法、自律訓練法、漸進的筋弛緩法）

・第４～ 11週目：

　さまざまなヨガ体験、身体への気づきのワーク

　ヨガの呼吸法、ヨガの基本的なポーズや連続した動きの練習

・第12 ～ 13週目：

　グループ別発表・体験

・第14週目：

　まとめ、レポート提出

※授業内容は必要に応じて変更することがある

履修上の注意履修上の注意
・ 受講希望者は、初回授業に必ず出席すること。初回授業を欠席した場合、

本授業を受講できなくなる場合があるので注意すること。

・ 本授業は午前中に行われる体育実技である。

授業前日には睡眠を十分にとり、当日の朝食をおおよそ授業の2時間前ま

でには摂取すること。

・ ストレッチ性の高い運動に適した服装を着用すること。

※ ヨガマットは大学で用意されているものを使用。ただし自分のマット

を持参し使用することも可。

準備学習（予習・復習等）の内容準備学習（予習・復習等）の内容
授業中に説明した内容、実践したことを理解するように努めること。また、

毎回その振り返りを行い、まとめ、不明な部分があれば次の授業で質問

すること。

教科書教科書　使用しない。必要に応じて資料を配布する。

参考書参考書　必要に応じて授業中に指示する。

課題に対するフィードバックの方法課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法成績評価の方法
評価を受けるためには３分の２以上の出席を必須とする。

授業の取り組み姿勢（60点）、クラスメイトとの関わり方（20点）、期末

レポート（20点）から総合評価する。

その他その他
４月に実施される学内健康診断を必ず受診すること。
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No.30
種目：バスケットボール（春学期　木曜３限）種目：バスケットボール（春学期　木曜３限）

担当教員：佐伯　徹郎担当教員：佐伯　徹郎� 設置学部：商学部� 設置学部：商学部

授業の概要・到達目標授業の概要・到達目標
　バスケットボールに求められる個人の体力と技能、チームプレーおよ

びチームマネージメントのそれぞれの水準で向上するための方法を工夫

し、実践する。これを通じて、今後、余暇活動や体力の維持向上のため

に生涯にわたってバスケットボールに親しみ続ける基盤をつくることを

目標とする。

授業内容授業内容
第１回：イントロダクション、体力とスポーツスキル

第２回：基礎練習＜1＞個人技能、ミニゲーム

第３回：基礎練習＜2＞個人技能、ミニゲーム

第４回：基礎練習＜3＞チームプレー、ゲーム

第５回：基礎練習＜4＞チームプレー、ゲーム

第６回：基礎練習＜5＞チームプレー 、ゲーム

第７回：基礎練習＜6＞ゲーム実践

第８回：リーグ戦＜1＞

第９回：リーグ戦＜2＞

第10回：リーグ戦＜3＞

第11回：リーグ戦＜4＞

第12回：リーグ戦＜5＞

第13回：リーグ戦＜6＞

第14回：まとめ

履修上の注意履修上の注意
・受講にあたっては当該年度の健康診断を必ず受診して下さい。

・室内シューズ、運動に適した服装で参加して下さい。

準備学習（予習・復習等）の内容準備学習（予習・復習等）の内容
　日常の健康管理、自主トレーニング、観戦、情報収集など。

教科書教科書　　特に指定はありません。必要な資料は授業中に配布します。

参考書参考書　　特に指定はありません。

課題に対するフィードバックの方法課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法成績評価の方法
　平常点60%、チーム運営に対する貢献度20%、授業への意欲20% を総合し

て評価する。

その他その他
　上手、下手は関係ありませんが、自らの創意工夫と、仲間と協力する

ことで、個人とチームの上達も目指して、楽しく積極的に取り組むこと

を期待します。

No.61
種目：サッカー（秋学期　木曜３限）種目：サッカー（秋学期　木曜３限）

担当教員：佐伯　徹郎担当教員：佐伯　徹郎� 設置学部：商学部� 設置学部：商学部

授業の概要・到達目標授業の概要・到達目標
　サッカーに求められる個人の体力と技能、チームプレーおよびチーム

マネージメントのそれぞれの水準で向上するための方法を工夫し、実践

する。これを通じて、今後、余暇活動や体力の維持向上のために生涯に

わたってサッカーに親しみ続ける基盤をつくることを目標とする。

授業内容授業内容
第１回：イントロダクション、体力とスポーツスキル

第２回：基礎練習—基本技術

第３回：基礎練習—ボールコントロール＜1＞

第４回：基礎練習—ボールコントロール＜2＞

第５回：基礎練習—ミニゲーム

第６回：基礎練習—ミニゲーム

第７回：応用練習—ゲーム実践＜1＞

第８回：応用練習—ゲーム実践＜2＞

第９回：リーグ戦への実践練習

第10回：リーグ戦＜1＞

第11回：リーグ戦＜2＞

第12回：リーグ戦＜3＞

第13回：リーグ戦＜4＞

第14回：まとめ

履修上の注意履修上の注意
・受講にあたっては当該年度の健康診断を必ず受診して下さい。

・運動に適した服装、シューズで参加して下さい。

・雨天時は室内シューズを用意して下さい。

準備学習（予習・復習等）の内容準備学習（予習・復習等）の内容
　日常の健康管理、自主トレーニング、観戦、情報収集など。

教科書教科書　　特に指定はありません。必要な資料は授業中に配布します。

参考書参考書　　特に指定はありません。

課題に対するフィードバックの方法課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法成績評価の方法
　平常点60%、チーム運営に対する貢献度20%、授業への意欲20% を総合し

て評価する。

その他その他
　上手、下手は関係ありませんが、自らの創意工夫と、仲間と協力する

ことで、個人とチームの上達も目指して、楽しく積極的に取り組むこと

を期待します。
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No.31
種目：テニス《中級》（春学期　木曜３限）種目：テニス《中級》（春学期　木曜３限）

担当教員：田中　伸明担当教員：田中　伸明� 設置学部：文学部� 設置学部：文学部

授業の概要・到達目標授業の概要・到達目標
　本授業では、半期間テニスを行う。対象レベルは、中級者とする。こ
こでの中級者とは、テニスの経験者で、中学・高校・大学の体育の授業
でテニスを行った程度の者やテニスを始めて間もない者から、中学・高
校・大学での部活動やテニススクール、サークル等での活動経験のある者・
活動中の者とする。
　基本的技術の確認をしながら技術の向上と、ゲームセンスの向上、ル
ール・マナー等の知識の獲得を到達目標とする。

授業内容授業内容
春学期科目のこの授業では、おもにグランドストロークからサービスの
練習を主とする。
実施場所：和泉キャンパステニスコート（ハードコート４面）
定員：20名（定員を超えた場合は抽選を実施する）
授業計画
　第１週：授業概要および諸注意説明（教室実施）
　第２週：ラケットワーク、ミニラリー
　第３週：ミニラリーからグランドストローク
　第４週：グランドストロークによるラリー
　第５週：球出しによるグランドストローク練習①
　第６週：球出しによるグランドストローク練習②
　第７週：フットワークに留意してのグランドストローク練習
　第８週：基本的なサービスの練習
　第９週：応用的なサービスの練習
　第10週：サービスからのラリー
　第11週：サービスおよびサービスリターン練習
　第12週：ダブルスの試合についての説明
　第13週：ダブルスの試合
　第14週：総括および講義（ルール・マナーの確認等）
　以上の授業計画は予定であるので、天候や受講生の習熟度等により変
わることがある。また、受講生のレベルによっても変更の場合がある。

履修上の注意履修上の注意
春学期・秋学期ともに履修することを強く勧める。
抽選になった場合は、春学期・秋学期ともに希望する者を優先して、履
修者を決める。
テニスシューズを必ず準備すること。テニスシューズはハードコート用
もしくはオールコート用のものとする。
テニスラケットは貸出用があるが、準備できる者はマイラケット持参の
こと。
服装は指定のものはないが運動にふさわしい服装に更衣の上、参加のこ
と。

準備学習（予習・復習等）の内容準備学習（予習・復習等）の内容
本授業は実技科目である。授業前日には睡眠を十分にとり、当日の食事
を必ず摂取すること。

教科書教科書　　特になし。必要に応じて資料を配付する。

参考書参考書
公財）日本テニス協会「テニス指導教本Ⅰ」、大修館書店、2015、ISBN：
9784469267853
公財）日本テニス協会「JTA TENNIS RULE BOOK 2023」、日本テニス協会、
2023
松岡修造、修造チャレンジスタッフ「世界にチャレンジ！」、ベースボール・
マガジン社、2021、 ISBN：978-4583113371
別府諸兄監訳「テニスパフォーマンスのための実践トレーニングガイド」、
ナップ、2008、ISBN：978-4-931411-76-0
澁谷隆良「指導者のためのテニスの科学と応用」、ブックハウス HD、
2010、ISBN：978-4-938335-51-9
ブラッド・ギルバート、スティーブ・ジェイミソン；宮城淳訳「ウイニング・
アグリー」、日本文化出版、1997、ISBN：978-4-89084-022-2
ブラッド・ギルバート、ジェームズ・カプラン；高梨明美訳「ウイニング・
アグリー２」、日本文化出版、ISBN：978-4-89804-166-0

課題に対するフィードバックの方法課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法成績評価の方法
評価を受けるためには３分の２以上の出席が必須である。また期末には
筆記試験を実施する。
平常点（授業への取り組み姿勢、50%）、授業の理解度及び向上度（30%）、
テスト（20%）の割合で成績評価をする。

その他その他
　授業当日は、体育館玄関前にあるインフォメーションボードを必ず確
認をすること。
　また、雨天時は、体育館へ移動し運動、あるいは、教室等へ移動し講
義を実施する。体育館玄関前にあるインフォメーションボードを確認す
ること。
　４月に実施される学内健康診断を必ず受診すること。

No.62
種目：テニス《中級》（秋学期　木曜３限）種目：テニス《中級》（秋学期　木曜３限）

担当教員：田中　伸明担当教員：田中　伸明� 設置学部：文学部� 設置学部：文学部

授業の概要・到達目標授業の概要・到達目標
　本授業では、半期間テニスを行う。対象レベルは、中級者とする。こ
こでの中級者とは、テニスの経験者で、中学・高校・大学の体育の授業
でテニスを行った程度の者やテニスを始めて間もない者から、中学・高
校・大学での部活動やテニススクール、サークル等での活動経験のある者・
活動中の者とする。
　基本的技術の確認をしながら技術の向上と、ゲームセンスの向上、ル
ール・マナー等の知識の獲得を到達目標とする。

授業内容授業内容
秋学期のこの授業では、おもにネットプレイの練習からダブルスのゲー
ムを主とする。
実施場所：和泉キャンパステニスコート（ハードコート４面）
定員：20名（定員を超えた場合は抽選を実施する）
授業計画
　第１週：授業概要および諸注意説明
　第２週：グランドストローク練習からサービス練習
　第３週：サービスからのグランドストロークラリー
　第４週：ミニボレーからのボレー練習
　第５週：ボレーの基本練習
　第６週：基本的なボレー対グランドストロークラリー
　第７週：応用的なボレー対グランドストロークラリー
　第８週：オーバーヘッドショットの基本練習
　第９週：オーバーヘッドショットの実践的練習
　第10週：ダブルスのゲームについての説明
　第11週：ダブルスのゲーム練習
　第12週：ダブルスの試合１
　第13週：ダブルスの試合２
　第14週：総括および講義（テニスの楽しみ方等）
　以上の授業計画は予定であるので、天候や受講生の習熟度等により変
わることがある。また、受講生のレベルによっても変更の場合がある。

履修上の注意履修上の注意
春学期・秋学期ともに履修することを強く勧める。
抽選になった場合は、春学期・秋学期ともに希望する者を優先して、履
修者を決める。
テニスシューズを必ず準備すること。テニスシューズはハードコート用
もしくはオールコート用のものとする。
テニスラケットは貸出用があるが、準備できる者はマイラケット持参の
こと。
服装は指定のものはないが運動にふさわしい服装に更衣の上、参加のこ
と。

準備学習（予習・復習等）の内容準備学習（予習・復習等）の内容
本授業は実技科目である。授業前日には睡眠を十分にとり、当日の食事
を必ず摂取すること。

教科書教科書　特になし。必要に応じて資料を配付する。

参考書参考書
公財）日本テニス協会「テニス指導教本Ⅰ」、大修館書店、2015、ISBN：
9784469267853
公財）日本テニス協会「JTA TENNIS RULE BOOK 2023」、日本テニス協会、
2023
松岡修造、修造チャレンジスタッフ「世界にチャレンジ！」、ベースボール・
マガジン社、2021、 ISBN：978-4583113371
別府諸兄監訳「テニスパフォーマンスのための実践トレーニングガイド」、
ナップ、2008、ISBN：978-4-931411-76-0
澁谷隆良「指導者のためのテニスの科学と応用」、ブックハウス HD、
2010、ISBN：978-4-938335-51-9
ブラッド・ギルバート、スティーブ・ジェイミソン；宮城淳訳「ウイニング・
アグリー」、日本文化出版、1997、ISBN：978-4-89084-022-2
ブラッド・ギルバート、ジェームズ・カプラン；高梨明美訳「ウイニング・
アグリー２」、日本文化出版、ISBN：978-4-89804-166-0

課題に対するフィードバックの方法課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法成績評価の方法
評価を受けるためには３分の２以上の出席が必須である。また期末には
筆記試験を実施する。
平常点（授業への取り組み姿勢、50%）、授業の理解度及び向上度（30%）、
テスト（20%）の割合で成績評価をする。

その他その他
　授業当日は、体育館玄関前にあるインフォメーションボードを必ず確
認をすること。
　また、雨天時は、体育館へ移動し運動、あるいは、教室等へ移動し講
義を実施する。体育館玄関前にあるインフォメーションボードを確認す
ること。
　４月に実施される学内健康診断を必ず受診すること。
　授業の難易度が、おおむねちょうどよい、ということであったため、
今年度も継続する。
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No.32
種目：クライミング《初級》（春学期　木曜３限）種目：クライミング《初級》（春学期　木曜３限）

担当教員：西谷　善子担当教員：西谷　善子� 設置学部：文学部� 設置学部：文学部

授業の概要・到達目標授業の概要・到達目標
【授業の概要】

2020+1東京五輪の女子銀・銅メダル獲得でさらに注目が高まっているス

ポーツクライミング。

一見、力がないとできないスポーツと思われがちですが、決してそうで

はありません。

クライミングは誰にでも挑戦可能で、マイペースに楽しめるスポーツで

す。「体を使うチェス」と表現されたりするように、頭の使いようによっ

て様々な可能性が開かれているというような限りない魅力を持っていま

す。

本授業では、クライミングの中のボルダリング種目を中心に授業を展開

し、自分の身体の機能や動き等を学びます。

【到達目標】

・スポーツ活動における安全管理、危機管理について認識しながら活動で

きる。

・ クライミングの特性を把握し、参加者とコミュニケーションを図りなが

ら、運動を楽しむことができる。

・ グループワークにおいて他者と試行錯誤しながら、安心・安全に配慮し

た取り組みができる。

授業内容授業内容
使用施設：和泉体育館１階クライミングウォール

主に3 ～ 5m 程の短い壁を登る「ボルダリング」と呼ばれる種目を中心に

行います。

毎回、ウォーミングアップで簡単な技術練習を行った後、各傾斜の壁を

ローテーションで登りながら理解を深めます。

【第1講】クライミング概論

【第2講】クライミングの安全対策

【第3-5講】足の置き方、ホールドの持ち方

【第6・7講】戦術；ルートを読む１（オブザベーションの重要性）

【第8講】ムーブ

【第9・10講】課題を作ってみる

【第11講】中間実技テスト（理解度・達成度チェック）

【第12・13講】実践；競技クライミング；ボルダリング

【第14講】まとめ、レポート提出

履修上の注意履修上の注意
1．授業進行状況に合わせて順序、内容を変更することがあります。

2． 単位修得にあたっては、半期授業実施回数の3分の2以上の出席が必要

となります。

3． 運動が禁止または制限されている学生は、第1回目の授業時に担当教

員に申し出て、指示を受けてください。

4．初回～ 3、4週目までは様々な部分（特に前腕部）が筋肉痛になります。

5． 大学の新型コロナウィルス対策対策に従い、対面授業からオンライン

授業に切り替える場合があります。

準備学習（予習・復習等）の内容準備学習（予習・復習等）の内容
必要に応じて授業中に指示する。

教科書教科書　特定のテキストは使用しませんが、必要に応じて参考資料を配
布して授業を進めます。

参考書参考書　特定のテキストは使用しませんが、必要に応じて参考資料を配
布して授業を進めます。

興味がある人は『フリークライミングはじめました。：ボルダリングから

本格クライミングまで』と『スポーツクライミング ボルダリング 考え

る力を身につけながら楽しくレベルアップ !!』（西谷監修）を読むと、授

業の様子が分かります。授業を選択する前にぜひ読んでみてください。

課題に対するフィードバックの方法課題に対するフィードバックの方法
映像や振り返りシートをフィードバックする。

成績評価の方法成績評価の方法
成績は、平常点（60％）、理解度・達成度（20％）、レポート（20％）で

総合的に評価します。

その他その他
1．各種目に適切な服装や靴、またメガネの着用については担当教員の指

示に従ってください。

2．受講にあたっては当該年度の健康診断を必ず受診してください。
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No.63
種目：クライミング（秋学期　木曜３限）種目：クライミング（秋学期　木曜３限）

担当教員：西谷　善子担当教員：西谷　善子
� 設置学部：情報コミュニケーション学部� 設置学部：情報コミュニケーション学部

授業の概要・到達目標授業の概要・到達目標
【授業概要】

2020+1東京五輪の女子銀・銅メダル獲得でさらに注目が高まっているス

ポーツクライミング。

一見、力がないとできないスポーツと思われがちですが、決してそうで

はありません。

クライミングは誰にでも挑戦可能で、マイペースに楽しめるスポーツで

す。「体を使うチェス」と表現されたりするように、頭の使いようによっ

て様々な可能性が開かれているというような限りない魅力を持っていま

す。

本授業では、クライミングの中のボルダリング種目を中心に授業を展開

し、自分の身体の機能や動き等を学びます。

【到達目標】

・ スポーツ活動における安全管理、危機管理について認識しながら活動で

きる。

・ クライミングの特性を把握し、参加者とコミュニケーションを図りなが

ら、運動を楽しむことができる。

・ グループワークにおいて他者と試行錯誤しながら、安心・安全に配慮し

た取り組みができる。

授業内容授業内容
施設：和泉体育館１階クライミングウォール

主に３～ 5m 程の短い壁を登る「ボルダリング」と呼ばれる種目を中心に

行います。

毎回、ウォーミングアップで簡単な技術練習を行った後、各傾斜の壁を

ローテーションで登りながら理解を深めます。

【第1講】クライミング概論

【第2講】クライミングの安全対策

【第3-5講】足の置き方、ホールドの持ち方

【第6・7講】戦術；ルートを読む１（オブザベーションの重要性）

【第8講】ムーブ

【第9・10講】課題を作ってみる

【第11講】中間実技テスト（理解度・達成度チェック）

【第12・13講】実践；競技クライミング；ボルダリング

【第14講】まとめ、レポート提出

履修上の注意履修上の注意
1．授業進行状況に合わせて順序、内容を変更することがあります。

2． 単位修得にあたっては、半期授業実施回数の３分の２以上の出席が必

要となります。

3． 運動が禁止または制限されている学生は、第１回目の授業時に担当教

員に申し出て、指示を受けてください。

4． 大学の新型コロナウィルス対策対策に従い、対面授業からオンライン

授業に切り替える場合があります。

準備学習（予習・復習等）の内容準備学習（予習・復習等）の内容
日常生活の中でスポーツを行ったり、観戦したり、スポーツに触れ合う

機会を増加させる。

また心身の健康維持・増進を意識し、自身で行動できるようにする。

教科書教科書　特に指定しません。

参考書参考書　特に指定しません。

課題に対するフィードバックの方法課題に対するフィードバックの方法
ゲーム中の映像や振り返りシートをフィードバックする。

成績評価の方法成績評価の方法
成績は、平常点（60％）、理解度・達成度（20％）、レポート（20％）で

総合的に評価します。

その他その他
1． 各種目に適切な服装や靴、またメガネの着用については担当教員の指

示に従ってください。

2．受講にあたっては当該年度の健康診断を必ず受診してください。

No.33
種目：ヨガ・護身術（柔道場）（春学期　木曜３限）種目：ヨガ・護身術（柔道場）（春学期　木曜３限）

担当教員：ソリドーワル，マーヤ担当教員：ソリドーワル，マーヤ
� 設置学部：情報コミュニケーション学部� 設置学部：情報コミュニケーション学部

授業の概要・到達目標授業の概要・到達目標
『ヨーガ・マーシャルアーツ』

　本授業においてヨーガと空手道を行います。ヨーガはインドの代表的

な運動文化で、特に柔軟性を強化し、体と心のバランスを目指すエクサ

サイズです。空手道は中国拳法の影響を受けながら沖縄で展開し、1920

年代から日本本土で普及と近代化してきた日本の武道です。現在の空手

道は伝統武道、競技スポーツと護身術だけでなく、健康運動としても行

われています。空手道を通じて全身の体力の強化ができ、身体感覚も高

められます。本授業では健康運動を観点としながらヨーガと空手道の基

本動作を身に付けます。

　ヨーガと空手道の基本動作を行うことを通じて柔軟性と体力全体を強

化すること及び身体感覚の意識を高めることは本授業の到達目標です。

授業内容授業内容
（１）イントロダクション

（２）ヨーガの基本動作１

（３）ヨーガの基本動作２

（４）ヨーガの基本動作３

（５）ヨーガの基本動作４

（６）ヨーガの復習と中間発表

（７）空手道の基本動作１

（８）空手道の基本動作２

（９）空手道の基本動作３

（10）空手道の形１

（11）空手道の形２

（12）空手道の形３、グループワーク

（13）空手道の形４、グループワーク

（14）本授業のまとめ、最終発表

履修上の注意履修上の注意
服装は運動しやすい格好、足元は基本的に素足とします。

準備学習（予習・復習等）の内容準備学習（予習・復習等）の内容
体育実技の実施に相応しい服装を用意し、体調管理を十分行うようにし

て下さい。

教科書教科書　特定の教科書は使用しません。必要に応じてプリントを配布し
ます。

参考書参考書　使用しません。

課題に対するフィードバックの方法課題に対するフィードバックの方法
実技に関するフィードバックは授業時に行います。また、レポート課題

の評価に関するフィードバックは Oh-o! Meiji のシステムを使って行い

ます。

成績評価の方法成績評価の方法
平常点50%、授業態度等30%、レポート20％から総合的に評価をします。

本授業は実技授業のため、特に出席を重視します。30分未満の遅刻と見

学は各々 3回で、30分以上の遅刻と早退は各々 1回で欠席１回に相当しま

す。

その他その他
受講にあたっては、当該年度の健康診断を必ず受診してください。

― 38 ―

木
曜
日



No.64
種目：テニス《上級》（秋学期　木曜４限）種目：テニス《上級》（秋学期　木曜４限）

担当教員：田中　伸明担当教員：田中　伸明� 設置学部：文学部� 設置学部：文学部

授業の概要・到達目標授業の概要・到達目標
　本授業では、半期間テニスを行う。対象レベルは、上級者とする。こ
こでの上級者とは、しっかりとした打球でラリーが継続でき、自分の狙
ったところにコントロールできることを目安とする。また、試合の経験
があることを必須とする。
　各自の持っている技術の向上、そして実戦で活かせるようになっても
らうことを目的とする。

授業内容授業内容
　秋学期科目のこの授業では、おもにネットプレイの練習からダブルス
のゲームを主とする。
　実施場所：和泉キャンパステニスコート（ハードコート４面）
　定員：20名（定員を超えた場合は抽選を実施する）
　授業計画
　　第１週　授業概要および諸注意説明
　　第２週　グランドストローク練習およびサービス練習
　　第３週　サービスリターンからのグランドストロークラリー
　　第４週　基本的なボレー練習
　　第５週　ボレーのタッチに留意してのボレー練習
　　第６週　ボールの方向を変える点に留意してのボレー練習
　　第７週　ボレー対グランドストローク練習
　　第８週　オーバーヘッドショットの基本練習
　　第９週　オーバーヘッドショットの実践的練習
　　第10週　ダブルスの基本的な動きについての練習
　　第11週　ダブルスの応用的な動きについての練習
　　第12週　ダブルスのフォーメーションについての練習
　　第13週　ダブルスのゲーム
　　第14週　総括および講義（テニスの楽しみ方等）
　以上の授業計画は予定であるので、天候や受講生の習熟度等により変
わることがある。また、受講生のレベルによっても変更の可能性がある。

履修上の注意履修上の注意
春学期・秋学期ともに履修することを強く勧める。
抽選になった場合は、春学期・秋学期ともに希望する者を優先して、履
修者を決める。
テニスシューズを必ず準備すること。テニスシューズはハードコート用
もしくはオールコート用のものとする。
テニスラケットは貸出用があるが、準備できる者はマイラケット持参の
こと。
服装は指定のものはないが運動にふさわしい服装に更衣の上、参加のこと。

準備学習（予習・復習等）の内容準備学習（予習・復習等）の内容
本授業は実技科目である。授業前日には睡眠を十分にとり、当日の食事
を必ず摂取すること。

教科書教科書　特になし。必要に応じて資料を配布する。

参考書参考書
公財）日本テニス協会「テニス指導教本Ⅰ」、大修館書店、2015、ISBN：
9784469267853
公財）日本テニス協会「JTA TENNIS RULE BOOK 2023」、日本テニス協会、
2023
松岡修造、修造チャレンジスタッフ「世界にチャレンジ！」、ベースボール・
マガジン社、2021、 ISBN：978-4583113371
別府諸兄監訳「テニスパフォーマンスのための実践トレーニングガイド」、
ナップ、2008、ISBN：978-4-931411-76-0
澁谷隆良「指導者のためのテニスの科学と応用」、ブックハウス HD、
2010、ISBN：978-4-938335-51-9
ブラッド・ギルバート、スティーブ・ジェイミソン；宮城淳訳「ウイニング・
アグリー」、日本文化出版、1997、ISBN：978-4-89084-022-2
ブラッド・ギルバート、ジェームズ・カプラン；高梨明美訳「ウイニング・
アグリー２」、日本文化出版、ISBN：978-4-89804-166-0

課題に対するフィードバックの方法課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法成績評価の方法
評価を受けるためには３分の２以上の出席が必須である。また期末には
筆記試験を実施する。
平常点（授業への取り組み姿勢、50%）、授業の理解度及び向上度（30%）、
テスト（20%）の割合で成績評価をする。

その他その他
　授業当日は、体育館玄関前にあるインフォメーションボードを必ず確
認をすること。
　また、雨天時は、体育館へ移動し運動、あるいは、教室等へ移動し講
義を実施する。体育館玄関前にあるインフォメーションボードを確認す
ること。
　４月に実施される学内健康診断を必ず受診すること。
　授業の難易度が、おおむねちょうどよい、ということであったため、
今年度も継続する。

No.34
種目：テニス《上級》（春学期　木曜４限）種目：テニス《上級》（春学期　木曜４限）

担当教員：田中　伸明担当教員：田中　伸明� 設置学部：文学部� 設置学部：文学部

授業の概要・到達目標授業の概要・到達目標
　本授業では、半期間テニスを行う。対象レベルは、上級者とする。こ

こでの上級者とは、しっかりとした打球でラリーが継続でき、自分の狙

ったところにコントロールできることを目安とする。また、試合の経験

があることを必須とする。

　各自の持っている技術の向上、そして実戦で活かせるようになっても

らうことを目的とする。

授業内容授業内容
　春学期科目のこの授業では、おもにグランドストロークから、サービ

スの練習を主とする。

　実施場所：和泉キャンパステニスコート（ハードコート４面）

　定員：20名（定員を超えた場合は抽選を実施する）

　授業計画

　　第１週　授業概要および諸注意説明（教室実施）

　　第２週　レベルチェック

　　第３週　基本的なグランドストローク練習

　　第４週　フットワークに留意したグランドストローク練習

　　第５週　より攻撃的なグランドストローク練習

　　第６週　プレースメントに留意したグランドストローク練習

　　第７週　基本的なサービス練習（フラットサーブを主としての）

　　第８週　応用的なサービス練習（回転を意識しての）

　　第９週　サービスからのグランドストロークラリー

　　第10週　サービスリターン練習

　　第11週　ダブルスの試合についての説明

　　第12週　ダブルスの試合１

　　第13週　ダブルスの試合２

　　第14週　総括および講義（ルール・マナーの確認等）

　以上の授業計画は予定であるので、天候や受講生の習熟度等により変

わることがある。また、受講生のレベルによっても変更の可能性がある。

履修上の注意履修上の注意
春学期・秋学期ともに履修することを強く勧める。

抽選になった場合は、春学期・秋学期ともに希望する者を優先して、履

修者を決める。

テニスシューズを必ず準備すること。テニスシューズはハードコート用

もしくはオールコート用のものとする。

テニスラケットは貸出用があるが、準備できる者はマイラケット持参の

こと。

服装は指定のものはないが運動にふさわしい服装に更衣の上、参加のこと。

準備学習（予習・復習等）の内容準備学習（予習・復習等）の内容
本授業は実技科目である。授業前日には睡眠を十分にとり、当日の食事

を必ず摂取すること。

教科書教科書　特になし。必要に応じて資料を配布する。

参考書参考書
公財）日本テニス協会「テニス指導教本Ⅰ」、大修館書店、2015、ISBN：

9784469267853

公財）日本テニス協会「JTA TENNIS RULE BOOK 2023」、日本テニス協会、

2023

松岡修造、修造チャレンジスタッフ「世界にチャレンジ！」、ベースボール・

マガジン社、2021、 ISBN：978-4583113371

別府諸兄監訳「テニスパフォーマンスのための実践トレーニングガイド」、

ナップ、2008、ISBN：978-4-931411-76-0

澁谷隆良「指導者のためのテニスの科学と応用」、ブックハウス HD、

2010、ISBN：978-4-938335-51-9

ブラッド・ギルバート、スティーブ・ジェイミソン；宮城淳訳「ウイニング・

アグリー」、日本文化出版、1997、ISBN：978-4-89084-022-2

ブラッド・ギルバート、ジェームズ・カプラン；高梨明美訳「ウイニング・

アグリー２」、日本文化出版、ISBN：978-4-89804-166-0

課題に対するフィードバックの方法課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法成績評価の方法
評価を受けるためには３分の２以上の出席が必須である。また期末には

筆記試験を実施する。

平常点（授業への取り組み姿勢、50%）、授業の理解度及び向上度（30%）、

テスト（20%）の割合で成績評価をする。

その他その他
　授業当日は、体育館玄関前にあるインフォメーションボードを必ず確

認をすること。

　また、雨天時は、体育館へ移動し運動、あるいは、教室等へ移動し講

義を実施する。体育館玄関前にあるインフォメーションボードを確認す

ること。

　４月に実施される学内健康診断を必ず受診すること。
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No.35
種目：クライミング《初級》（春学期　木曜４限）種目：クライミング《初級》（春学期　木曜４限）

担当教員：西谷　善子担当教員：西谷　善子� 設置学部：文学部� 設置学部：文学部

授業の概要・到達目標授業の概要・到達目標
【授業の概要】

2020+1東京五輪の女子銀・銅メダル獲得でさらに注目が高まっているス

ポーツクライミング。

一見、力がないとできないスポーツと思われがちですが、決してそうで

はありません。

クライミングは誰にでも挑戦可能で、マイペースに楽しめるスポーツで

す。「体を使うチェス」と表現されたりするように、頭の使いようによっ

て様々な可能性が開かれているというような限りない魅力を持っていま

す。

本授業では、クライミングの中のボルダリング種目を中心に授業を展開

し、自分の身体の機能や動き等を学びます。

【到達目標】

・ スポーツ活動における安全管理、危機管理について認識しながら活動で

きる。

・ クライミングの特性を把握し、参加者とコミュニケーションを図りなが

ら、運動を楽しむことができる。

・ グループワークにおいて他者と試行錯誤しながら、安心・安全に配慮し

た取り組みができる。

授業内容授業内容
使用施設：和泉体育館１階クライミングウォール

主に3 ～ 5m 程の短い壁を登る「ボルダリング」と呼ばれる種目を中心に

行います。

毎回、ウォーミングアップで簡単な技術練習を行った後、各傾斜の壁を

ローテーションで登りながら理解を深めます。

【第1講】クライミング概論

【第2講】クライミングの安全対策

【第3-5講】足の置き方、ホールドの持ち方

【第6・7講】戦術；ルートを読む１（オブザベーションの重要性）

【第8講】ムーブ

【第9・10講】課題を作ってみる

【第11講】中間実技テスト（理解度・達成度チェック）

【第12・13講】実践；競技クライミング；ボルダリング

【第14講】まとめ、レポート提出

履修上の注意履修上の注意
1．授業進行状況に合わせて順序、内容を変更することがあります。

2． 単位修得にあたっては、半期授業実施回数の3分の2以上の出席が必要

となります。

3． 運動が禁止または制限されている学生は、第1回目の授業時に担当教

員に申し出て、指示を受けてください。

4．初回～ 3、4週目までは様々な部分（特に前腕部）が筋肉痛になります。

5． 大学の新型コロナウィルス対策対策に従い、対面授業からオンライン

授業に切り替える場合があります。

準備学習（予習・復習等）の内容準備学習（予習・復習等）の内容
必要に応じて授業中に指示する。

教科書教科書　特定のテキストは使用しませんが、必要に応じて参考資料を配
布して授業を進めます。

参考書参考書　特定のテキストは使用しませんが、必要に応じて参考資料を配
布して授業を進めます。

興味がある人は『フリークライミングはじめました。：ボルダリングから

本格クライミングまで』と『スポーツクライミング ボルダリング 考え

る力を身につけながら楽しくレベルアップ !!』（西谷監修）を読むと、授

業の様子が分かります。授業を選択する前にぜひ読んでみてください。

課題に対するフィードバックの方法課題に対するフィードバックの方法
映像や振り返りシートをフィードバックする。

成績評価の方法成績評価の方法
成績は、平常点（60％）、理解度・達成度（20％）、レポート（20％）で

総合的に評価します。

その他その他
1． 各種目に適切な服装や靴、またメガネの着用については担当教員の指

示に従ってください。

2．受講にあたっては当該年度の健康診断を必ず受診してください。

No.65
種目：クライミング《初級》（秋学期　木曜４限）種目：クライミング《初級》（秋学期　木曜４限）

担当教員：西谷　善子担当教員：西谷　善子� 設置学部：文学部� 設置学部：文学部

授業の概要・到達目標授業の概要・到達目標
【授業の概要】

2020+1東京五輪の女子銀・銅メダル獲得でさらに注目が高まっているス

ポーツクライミング。

一見、力がないとできないスポーツと思われがちですが、決してそうで

はありません。

クライミングは誰にでも挑戦可能で、マイペースに楽しめるスポーツで

す。「体を使うチェス」と表現されたりするように、頭の使いようによっ

て様々な可能性が開かれているというような限りない魅力を持っていま

す。

本授業では、クライミングの中のボルダリング種目を中心に授業を展開

し、自分の身体の機能や動き等を学びます。

【到達目標】

・ スポーツ活動における安全管理、危機管理について認識しながら活動で

きる。

・ クライミングの特性を把握し、参加者とコミュニケーションを図りなが

ら、運動を楽しむことができる。

・ グループワークにおいて他者と試行錯誤しながら、安心・安全に配慮し

た取り組みができる。

授業内容授業内容
使用施設：和泉体育館１階クライミングウォール

主に3 ～ 5m 程の短い壁を登る「ボルダリング」と呼ばれる種目を中心に

行います。

毎回、ウォーミングアップで簡単な技術練習を行った後、各傾斜の壁を

ローテーションで登りながら理解を深めます。

【第1講】クライミング概論

【第2講】クライミングの安全対策

【第3-5講】足の置き方、ホールドの持ち方

【第6・7講】戦術；ルートを読む１（オブザベーションの重要性）

【第8講】ムーブ

【第9・10講】課題を作ってみる

【第11講】中間実技テスト（理解度・達成度チェック）

【第12・13講】実践；競技クライミング；ボルダリング

【第14講】まとめ、レポート提出

履修上の注意履修上の注意
1．授業進行状況に合わせて順序、内容を変更することがあります。

2． 単位修得にあたっては、半期授業実施回数の3分の2以上の出席が必要

となります。

3． 運動が禁止または制限されている学生は、第1回目の授業時に担当教

員に申し出て、指示を受けてください。

4．初回～ 3、4週目までは様々な部分（特に前腕部）が筋肉痛になります。

5． 大学の新型コロナウィルス対策対策に従い、対面授業からオンライン

授業に切り替える場合があります。

準備学習（予習・復習等）の内容準備学習（予習・復習等）の内容
必要に応じて授業中に指示する。

教科書教科書　特定のテキストは使用しませんが、必要に応じて参考資料を配
布して授業を進めます。

参考書参考書　特定のテキストは使用しませんが、必要に応じて参考資料を配
布して授業を進めます。

興味がある人は『フリークライミングはじめました。：ボルダリングから

本格クライミングまで』と『スポーツクライミング ボルダリング 考え

る力を身につけながら楽しくレベルアップ !!』（西谷監修）を読むと、授

業の様子が分かります。授業を選択する前にぜひ読んでみてください。

課題に対するフィードバックの方法課題に対するフィードバックの方法
映像や振り返りシートをフィードバックする。

成績評価の方法成績評価の方法
成績は、平常点（60％）、理解度・達成度（20％）、レポート（20％）で

総合的に評価します。

その他その他
1． 各種目に適切な服装や靴、またメガネの着用については担当教員の指

示に従ってください。

2．受講にあたっては当該年度の健康診断を必ず受診してください。
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No.36
種目：テニス《初級》（春学期　木曜５限）種目：テニス《初級》（春学期　木曜５限）

担当教員：緒方　貴浩担当教員：緒方　貴浩� 設置学部：政治経済学部� 設置学部：政治経済学部

授業の概要・到達目標授業の概要・到達目標
本授業の目標は、人間形成や心身共に健康な活力を培うために欠くこと

のできない身体運動について科学的に理解し、周りの人々とコミュニケ

ーションをとりながら実践できる知識を、実際の体験を通じて習得する

ことです。運動不足が要因となる病が深刻な社会問題となっているなか

で、健康で活力ある生活の基礎となる身体運動の実践能力向上、生涯を

通じて運動が実践できる資質の育成をねらいとします。

授業内容授業内容
使用施設：テニスコート

第１回：オリエンテーション（授業の概要と目的、履修上の注意、成績

評価方法などの説明）

第２回：ラケッティング、テニス競技の特性を知る

第３回：グラウンドストローク（フォア・バック）

第４回：ショートラリーからロングラリーへ

第５回：フットワークを意識したグラウンドストローク

第６回：サービスの基礎

第７回：サービス・レシーブ

第８回：ボレー・スマッシュ

第９回：ダブルスマッチの進め方

第10回：ダブルスゲーム（平行陣・雁行陣）

第11回：シングルスゲーム

第12回：リーグ戦①

第13回：リーグ戦②

第14回：まとめ

履修上の注意履修上の注意
１．本授業の内容には実技だけではなく講義も含まれています。

２． 単位修得にあたっては、授業実施回数の３分の２以上の出席が必要

となります。

３． 医師により運動が禁止または制限されている学生は、第１回目の授

業時に担当教員に申し出て、指示を受けてください。

４． テニス競技を観るスポーツとして楽しむことができるようにルール

を積極的に覚える努力をしてください。

準備学習（予習・復習等）の内容準備学習（予習・復習等）の内容
１． ルールやマナーなどについてインターネットや書籍等を積極的に活

用し、授業の課題に取り組むこと。

２． 運動習慣確立のために日常生活における身体活動量の増加に務める

こと。

教科書教科書　教科書は使用しない。

参考書参考書
テニス指導教本Ⅰ

別途、必要に応じて資料を配布する。

課題に対するフィードバックの方法課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法成績評価の方法
成績は、以下の観点から総合的に評価する。

１． 実践点（50％）：授業への積極的な参加、課題達成度（コミュニケー

ション能力、動的学習姿勢）

２． 理解点（20％）：ルールおよびマナーの理解（幅広い教養としての知識・

理解）

３． 技能達成度（30％）：基礎的技能の習得など（専門分野の基本的な知識・

理解及び技術）

その他その他
１． 各種目に適切な服装や靴、またメガネの着用については担当教員の

指示に従ってください。

２．受講にあたっては当該年度の健康診断を必ず受診してください。

No.66
種目：ゴルフ（秋学期　木曜５限）種目：ゴルフ（秋学期　木曜５限）

担当教員：緒方　貴浩担当教員：緒方　貴浩� 設置学部：政治経済学部� 設置学部：政治経済学部

授業の概要・到達目標授業の概要・到達目標
実施種目：ゴルフ

本授業では種目の特性、必要とされる技術や戦略、運動中の心理的変化、

自分に合ったコンディショニング、スポーツの文化的背景の理解などを

通じて、生涯にわたってスポーツを楽しむための態度と技能の習得を目

指す。さらにゴルフの体験を通じて、基本的なルールやマナー、エチケ

ットとその意味を理解する。そして、ゴルフスイングを論理的に学習す

ることを目指す。

授業内容授業内容
使用施設：ゴルフレンジ

第１回： オリエンテーション（授業の概要と目的、履修上の注意、成績

評価方法などの説明）

第２回：グリップ、アドレス、スイング理論（スイングクロック）

第３回： ミドルアイアンを使ってのスイングフォームの形成（スイング

クロック①～③）

第４回： ミドルアイアンを使ってのスイングフォームの形成（スイング

クロック③～⑤）

第５回：スイング作り（ビデオを使ってスイング修正①）

第６回：ショートアイアンを使ってのスイングフォームの形成

第７回：ロングアイアンを使ってのスイングフォームの形成

第８回：ドライバーのスイング理論（ビデオを使ってスイング修正②）

第９回：ドライバーショット時のティーの高さの考え方

第10回：ショートゲーム（アプローチ：ピッチショット）

第11回：ショートゲーム（アプローチ：ピッチエンドラン、チップショット）

第12回：パッティング技術の習得

第13回：ミニゲーム①

第14回：ミニゲーム②

履修上の注意履修上の注意
１． 単位修得にあたっては半期授業実施回数の３分の２以上の出席が必

要となります。

２． ゴルフ競技を観るスポーツとして楽しむことができるようにルール

を積極的に覚える努力をしてください。

準備学習（予習・復習等）の内容準備学習（予習・復習等）の内容
下記サイト（日本ゴルフ協会）を参考にルールについて学習すること。

・ ゴルフ規則について（[url]http://www.jga.or.jp/jga/html/rules/

rules.html[/url]）

・ ゴルフ規則動画（[url]http://www.jga.or.jp/jga/html/rules/movie.

html[/url]）

教科書教科書　ゴルフには様々なスイング理論があるため、１つと限定した教
科書は使用しない。

参考書参考書
・PGA ジュニア基本ゴルフ教本

別途、必要に応じて資料を配布する。

課題に対するフィードバックの方法課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法成績評価の方法
成績は、以下の観点から総合的に評価する。

１． 実践点（50％）：授業への積極的な参加、課題達成度（コミュニケー

ション能力、動的学習姿勢）

２． 理解点（20％）：ルールおよびゴルフのラウンドマナー・エチケット

の理解（幅広い教養としての知識・理解）

３． 技能達成度（30％）：基礎的技能の習得など（専門分野の基本的な知識・

理解及び技術）

その他その他
１． 各種目に適切な服装や靴、またメガネの着用については担当教員の

指示に従ってください。

２．受講にあたっては当該年度の健康診断を必ず受診してください。
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No.37
種目：バドミントン（春学期　木曜５限）種目：バドミントン（春学期　木曜５限）

担当教員：竹井　尚也担当教員：竹井　尚也� 設置学部：政治経済学部� 設置学部：政治経済学部

授業の概要・到達目標授業の概要・到達目標
実施種目：バドミントン

　習慣的に運動を行うことは心身の健康を保つうえで重要です。バドミ

ントンは、半球状のコルクに羽がついたシャトルを打ち合う球技です。

シャトルの特性上、手元に届くまでにシャトルが減速しやすいためラリ

ーが続きやすく初心者にも取り組みやすい種目です。本授業では、バド

ミントンの基礎やルールを学び、生涯スポーツの一つとして取り組める

ようになることを目指します。

授業内容授業内容
使用施設：和泉総合体育館ウェストサブホール

第1回：授業の説明とオリエンテーション

第2回：バドミントンのルールと基礎、ラケット操作

第3回：シングルス、ダブルスの基礎と戦略

第4回：サービスとラリー

第5回：クリアとドロップ1

第6回：クリアとドロップ2

第7回：スマッシュ 1

第8回：スマッシュ 2

第9回：ドライブ1

第10回：ドライブ2

第11回：ミニゲーム

第12回：リーグ戦1

第13回：リーグ戦2

第14回：まとめ

履修上の注意履修上の注意
1． 単位修得にあたっては半期授業実施回数の3分の2以上の出席が必要と

なります。

2． 医師により運動が禁止または制限されている学生は、第１回目の授業

時に担当教員に申し出て、指示を受けてください

準備学習（予習・復習等）の内容準備学習（予習・復習等）の内容
バドミントンの成り立ちやルールについて調べる。

教科書教科書　特に指定しません。

参考書参考書　特に指定しません。

課題に対するフィードバックの方法課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法成績評価の方法
（a）平常点：50%　（b）理解力・コミュニケーション能力 :20%　（c）技能・

体力 :20%　(d) レポート・提出物：10%

その他その他
1． 各種目に適切な服装や靴、またメガネの着用については担当教員の指

示に従ってください。

2．受講にあたっては当該年度の健康診断を必ず受診してください。 

No.67
種目：フィットネス（秋学期　木曜５限）種目：フィットネス（秋学期　木曜５限）

担当教員：竹井　尚也担当教員：竹井　尚也� 設置学部：政治経済学部� 設置学部：政治経済学部

授業の概要・到達目標授業の概要・到達目標
実施種目：フィットネス

　フィットネスルームで様々なトレーニング機器を用いて全身の筋を鍛

えます。全身の筋を鍛えることは、スポーツのパフォーマンスを高める

ためでなく、健康を保つうえでも重要です。本授業では、各種トレーニ

ングの基礎と応用について学び、自らトレーニングプログラムを作成し

実践できるようになることを目指します。

授業内容授業内容
使用施設：和泉総合体育館ウェスト2階 フィットネスルーム

第1回： 授業の説明とオリエンテーション

第2回： 体力測定1、トレーニングマシンの解説と実技

第3回： 目標設定、プログラム作成、フリーウエイトの解説と実技1

第4回： 持久的運動の解説、フリーウエイトの解説と実技2

第5回： トレーニングの実際と応用

第6回： トレーニングの実践1

第7回： トレーニングの実践2

第8回： トレーニングの実践3

第9回： トレーニングの実践4

第10回： トレーニングの実践5

第11回： トレーニングの実践6

第12回： トレーニングの実践7

第13回： 体力測定2、測定結果の評価と解説

第14回： まとめ

履修上の注意履修上の注意
1． 単位修得にあたっては半期授業実施回数の３分の２以上の出席が必要

となります。

2． 医師により運動が禁止または制限されている学生は、第１回目の授業

時に担当教員に申し出て、指示を受けて下さい。

準備学習（予習・復習等）の内容準備学習（予習・復習等）の内容
健康やフィットネストレーニングに関する情報収集を心懸けて下さい。

教科書教科書　特に指定しません。

参考書参考書　特に指定しません。

課題に対するフィードバックの方法課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法成績評価の方法
（a）平常点：50%　（b）理解力・コミュニケーション能力 :20%　（c）技能・

体力 :20%　(d) レポート・提出物：10%

その他その他
1． 各種目に適切な服装や靴、またメガネの着用については担当教員の指

示に従ってください。

2．受講にあたっては当該年度の健康診断を必ず受診してください。

― 42 ―

木
曜
日



No.38
種目：クライミング《初級》（春学期　金曜３限）種目：クライミング《初級》（春学期　金曜３限）

担当教員：高村　直成担当教員：高村　直成� 設置学部：法学部� 設置学部：法学部

授業の概要・到達目標授業の概要・到達目標
フリークライミングとは、安全確保の道具以外は用いず、手足の力だけ

で岩壁を登って行るスポーツです。

体格、体力、性別、運動経験など異なる人たちが、それぞれの個性を生

かし一緒に楽しむことができ、フィットネスとしても効果の高いスポー

ツなのです。

人工壁で行うこの授業では、3 ～ 4ｍの高さで命綱をつけずに登るボルダ

リングを中心に、ハーネスやロープを使いチームで行うロープクライミ

ングも行います。

フリークライミングを通して、自らの身体や心の動きを知ること、仲間

とともに生涯を通じてスポーツを楽しむ力を養うことを目標とします。

各回、設定されたテーマを中心に、各自の目標を立て、壁に挑みます。

クライミングウォールには、いろいろな難易度の課題、ルートが設定さ

れていますので、各自のレベルに合わせた目標設定が可能です。

授業内容授業内容
第１回： イントロダクション　クライミングのルールを知ろう、服装用

具について

第２回： ボルダリング　基本的な動きを知る（ホールドの持ち方、足の

使い方）

第３回：ボルダリング　基本的な動きを知る（省エネな登り方）

第４回： ボルダリング　課題を登る（限定されたホールドだけで登る、

オブザベーション）

第５回：ボルダリング　用具の使い方、クライミングのロープワーク

第６回： ボルダリング・ルートクライミング　トップロープクライミン

グの方法　ビレイデバイスの使い方

第７回： ボルダリング・ルートクライミング　トップロープクライミン

グの方法　チームクライミング

第８回：ボルダリング　トラバース（横移動）・目標設定（第14回に向けて）

第９回：ボルダリング　オリジナル課題に挑戦（チームで課題をつくる）

第10回：ボルダリング・ロープクライミング　いろいろな登り方を知る

第11回：ボルダリング・ロープクライミング　持久力トレーニング

第12回：ボルダリング・ロープクライミング

第13回：ボルダリング・チームでオリジナル課題作成

第14回：まとめ

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。

履修上の注意履修上の注意
１．授業進行状況に合わせて順序、内容を変更することがあります。

２． 単位修得にあたっては、半期授業実施回数の３分の２以上の出席が

必要となります。

３．シューズは貸し出します。靴下の着用が必須になります。

準備学習（予習・復習等）の内容準備学習（予習・復習等）の内容
必要に応じて、授業中に指示します。

教科書教科書　特定のテキストは使用しませんが、必要に応じて参考資料を配
布して授業を進めます。

参考書参考書　特定のテキストは使用しませんが、必要に応じて参考資料を配
布して授業を進めます。

課題に対するフィードバックの方法課題に対するフィードバックの方法
各自、記録用紙に毎週の取り組みについて記入してもらいます。定期的

に提出してもらい、教員からのフィードバックを行います。

成績評価の方法成績評価の方法
評価を受けるためには3分の2以上の出席を必須とします。

　(a）平常点７0％ （b）授業の取り組み姿勢とレポート　30％

その他その他
受講にあたっては当該年度の健康診断を必ず受診してください。

＊ 当科目は「事前登録」対象科目であり、履修希望者多数の場合は抽選

を行う。詳細は、新年度配布の履修関連資料で確認すること。

No.68
種目：クライミング《中級》（秋学期　金曜３限）種目：クライミング《中級》（秋学期　金曜３限）

担当教員：高村　直成担当教員：高村　直成� 設置学部：法学部� 設置学部：法学部

授業の概要・到達目標授業の概要・到達目標
フリークライミングとは、安全確保の道具以外は用いず、手足の力だけ

で岩壁を登って行るスポーツです。

体格、体力、性別、運動経験など異なる人たちが、それぞれの個性を生

かし一緒に楽しむことができ、フィットネスとしても効果の高いスポー

ツなのです。

人工壁で行うこの授業では、3 ～ 4ｍの高さで命綱をつけずに登るボルダ

リングを中心に、ハーネスやロープを使いチームで行うロープクライミ

ングも行います。

フリークライミングを通して、自らの身体や心の動きを知ること、仲間

とともに生涯を通じてスポーツを楽しむ力を養うことを目標とします。

各回、設定されたテーマを中心に、各自の目標を立て、壁に挑みます。

クライミングウォールには、いろいろな難易度の課題、ルートが設定さ

れていますので、各自のレベルに合わせた目標設定が可能です。

授業内容授業内容
第１回： イントロダクション　クライミングのルールを知ろう、服装用

具について

第２回： ボルダリング　基本的な動きを知る（ホールドの持ち方、足の

使い方）

第３回： ボルダリング　基本的な動きを知る（省エネな登り方）

第４回： ボルダリング　課題を登る（限定されたホールドだけで登る、

オブザベーション）

第５回：ボルダリング　用具の使い方、クライミングのロープワーク

第６回： ボルダリング・ルートクライミング　トップロープクライミン

グの方法　ビレイデバイスの使い方

第７回： ボルダリング・ルートクライミング　トップロープクライミン

グの方法　チームクライミング

第８回：ボルダリング　トラバース（横移動）・目標設定（第14回に向けて）

第９回：ボルダリング　オリジナル課題に挑戦（チームで課題をつくる）

第10回：ボルダリング・ロープクライミング　いろいろな登り方を知る

第11回：ボルダリング・ロープクライミング　持久力トレーニング

第12回：ボルダリング・ロープクライミング

第13回：ボルダリング・チームでオリジナル課題作成

第14回：まとめ

春学期受講生は引き続き、レベルアップを目指すとともに、教え合いも

重視します。

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。

履修上の注意履修上の注意
１．授業進行状況に合わせて順序、内容を変更することがあります。

２． 単位修得にあたっては、半期授業実施回数の３分の２以上の出席が

必要となります。

３．シューズは貸出します。靴下着用が必須です。

準備学習（予習・復習等）の内容準備学習（予習・復習等）の内容
特に定めませんが必要な場合は、授業中に指示します。

教科書教科書　特定のテキストは使用しませんが、必要に応じて参考資料を配
布して授業を進めます。

参考書参考書　特定のテキストは使用しませんが、必要に応じて参考資料を配
布して授業を進めます。

課題に対するフィードバックの方法課題に対するフィードバックの方法
各自、記録用紙に毎週の取り組みについて記入してもらいます。定期的

に提出してもらい、教員からのフィードバックを行います。

成績評価の方法成績評価の方法
評価を受けるためには3分の2以上の出席を必須とします。

　(a）平常点７0％ （b）授業の取り組み姿勢とレポート　30％

その他その他
受講にあたっては当該年度の健康診断を必ず受診してください。

＊ 当科目は「事前登録」対象科目であり、履修希望者多数の場合は抽選

を行う。詳細は、新年度配布の履修関連資料で確認すること。
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No.39
種目：ニュースポーツ（春学期　金曜３限）種目：ニュースポーツ（春学期　金曜３限）

担当教員：成瀬　和弥担当教員：成瀬　和弥� 設置学部：政治経済学部� 設置学部：政治経済学部

授業の概要・到達目標授業の概要・到達目標
　本授業の目標は、人間形成や心身共に健康な活力を培うために欠くこ

とのできない身体運動について科学的に理解し、周りの人々とコミュニ

ケーションをとりながら実践できる知識を、実際の体験を通じて習得す

ることです。運動不足が要因となる病が深刻な社会問題となっているな

かで、健康で活力ある生活の基礎となる身体運動の実践能力向上、生涯

を通じて運動が実践できる資質の育成をねらいとします。

授業内容授業内容
使用施設：柔道場（スポーツルーム C）

第１回：オリエンテーション

第２回：救急救命法

第３回：測定

第４回：コーディネーショントレーニング

第５回：ジャグリング

第６回：シッティングバレー

第７回：フライングディスク

第８回：アルティメット

第９回：ウォーキングフラッグフットボール　ボールを投げる

第10回：ウォーキングフラッグフットボール　ボールを取る

第11回：ウォーキングフラッグフットボール　戦術の理解

第12回：ウォーキングフラッグフットボール　ゲーム

第13回：ウォーキングフラッグフットボール　ゲーム

第14回：ウォーキングブラインドサッカー

履修上の注意履修上の注意
１．本授業の内容には実技だけではなく講義も含まれています。

２． 単位修得にあたっては、授業実施回数の３分の２以上の出席が必要

となります。

３． 医師により運動が禁止または制限されている学生は、第１回目の授

業時に担当教員に申し出て、指示を受けてください。

準備学習（予習・復習等）の内容準備学習（予習・復習等）の内容
ニュースポーツについて調べる

障害者スポーツについて調べる

教科書教科書　　特に指定しない。

参考書参考書　　特に指定しない。

課題に対するフィードバックの方法課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法成績評価の方法
技能40％、知識・理解60％

その他その他
１． 各種目に適切な服装や靴、またメガネの着用については担当教員の

指示に従ってください。

２．受講にあたっては当該年度の健康診断を必ず受診してください。

No.69
種目：パラスポーツ（秋学期　金曜３限）種目：パラスポーツ（秋学期　金曜３限）

担当教員：後藤　光将担当教員：後藤　光将� 設置学部：政治経済学部� 設置学部：政治経済学部

授業の概要・到達目標授業の概要・到達目標
実施種目：パラスポーツ

　パラスポーツとは、障害者スポーツ全体のことを指します。もともとは、

パラリンピックで採用されている競技のことを呼ぶ際の名称として使わ

れ始めましたが、現在では、障害者が行うスポーツ全般を指すことが多

いです。パラスポーツは、さまざまな障害を持つ人が取り組むため、オ

リンピックスポーツとは異なるルール上の工夫があります。本授業では、

パラスポーツの代表的競技であるボッチャを中心に、ゴールボール体験、

ガイドランナー体験に取り組みます。ボッチャなどのルールを理解して

実践しながら、さまざまな人びとが共に生きていく社会とは何かを考え

ていきます。

授業内容授業内容
使用施設：和泉総合体育館ウェスト１階多目的ホール B（剣道場）

第１回： ガイダンス（履修に関する注意事項の説明、パラスポーツの歴史・

意義）

第２回：ボッチャのルール

第３回：ボッチャの距離感、方向

第４回：ボッチャの基本戦術（１）

第５回：ボッチャの基本戦術（２）

第６回：ボッチャの基本戦術（３）

第７回：ボッチャの応用戦術（１）

第８回：ボッチャの応用戦術（２）

第９回：ボッチャの応用戦術（３）

第10回：ゴールボール体験（１）

第11回：ゴールボール体験（２）

第12回：ガイドランナー体験（１）

第13回：ガイドランナー体験（２）

第14回：まとめ

履修上の注意履修上の注意
１． 単位修得にあたっては半期授業実施回数の３分の２以上の出席が必

要となります。

２． 本授業は運動量が少ないパラスポーツ（おもにボッチャ）に取り組

みます。緻密な戦略を考えながら行うスポーツなので、運動が苦手

な人でも十分活躍できます。

準備学習（予習・復習等）の内容準備学習（予習・復習等）の内容
　パラスポーツ（特にボッチャ）に関するルールや戦術について情報収

集を心掛けていください。

教科書教科書　特に指定しません。

参考書参考書　特に指定しません。

課題に対するフィードバックの方法課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法成績評価の方法
授業への取り組み姿勢（70％）、期末レポート（30％）から総合的に評価

します。

３回以上欠席した場合は成績評価対象外とします。

その他その他
１． 屋内施設での活動となりますので、赤い靴紐の体育館履きを持参し

てください。

２．受講にあたっては当該年度の健康診断を必ず受診してください。
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No.40
種目：バスケットボール（春学期　金曜３限）種目：バスケットボール（春学期　金曜３限）

担当教員：後藤　肇担当教員：後藤　肇� 設置学部：経営学部� 設置学部：経営学部

授業の概要・到達目標授業の概要・到達目標
〈概要〉
　選択体育実技は、１年次の体育実技 A・B（必修２単位）を修得した者（２、３、
４年次）を対象に開講されています。学生の身体諸機能の向上ならびに体力の
増進を図り、将来の社会生活の活動基盤となる体力および生涯スポーツ実践の
ための方法や技術、身体運動に関する科学的知識等について実践を通して身に
つけることを目的としています。また、受講生同士のコミュニケーションを深
めることも同時にねらいとしています。尚、各回の実技は「ストレッチ→スキ
ルアップ練習→ゲーム」を基本とします。
〈到達目標〉
　バスケットボールという素晴らしいスポーツの力を借りることを通して、個
人スキル、チームスキルを向上させていくだけではなく、皆で力を合わせて練
習課題やゲームに真剣に取り組む姿勢と、ルールや規範を遵守した上で楽しさ
を追求する態度を体得していきます。スポーツ環境の中で、他者の存在を尊重
しながらスポーツ環境や集団をマネジメントしていくことの大切さとその方法
論を学んでいきます。

授業内容授業内容
第１回： 授業を通した約束事項と動的→静的→動的ストレッチの学習＆実践　　

チーム分け
第２回：ゴールへの固執　フリースペースへの移動→ミート→シューティング
第３回： コーリング（キャッチボイス）とヒアリングの徹底＆ルーティン練習

の学習
第４回：「Look → Decision → Action!」をベースにプレー！
第５回：チェンジ・オブ・ペースを使ってボールタッチ！（HALF コート 3 on 3）
第６回：左右自在なドリブルワークでハンドリング向上！（両側性転移の促進）
第７回：「パス＆ラン」でフロントコートに攻め込む！（ALL コート 5 on 5）
第８回：「切れる」「あがる」の習慣化と「合わせ」の重要性
第９回：スクリーンやピック＆ロールで組織オフェンスに挑戦！
第10回：アウトナンバー（数的優位）をつくる！生かす！
第11回： 「出し」「入れ」活用！ポストプレーと内外の攻撃スペース（インサイ

ド・アウト）
第12回：ボールの獲得（リバウンド）と支配（ポゼッション）
第13回：Transition（攻守の切り替え）での覚醒
第14回：ターンオーバーの削減とゲームのペースメイク　～まとめ～

履修上の注意履修上の注意
　２年生以降の科目です。１年生は受講できません。この選択体育実技は、２
年生から４年生まで受講することができます。受講を認められた者は、直前で
のキャンセルがないように十分注意してください。初回のガイダンス授業に必
ず出席すること。本授業には受講人数制限があります。そのため経営学部生は、
履修に際して Web による事前受付を実施します。詳細については「経営学部履
修の手引」を参照してください。
（注）感染症拡大の状況等により、オンライン形式の授業に変更となる場合や授業
形態・内容を修正する可能性があります。その際は、「シラバスの補足」「お知ら
せ機能」より訂正・追記がありますので、掲示内容を確認するようにして下さい。
　バスケットボールは、他のスポーツ種目にもれることなく、常にルールと規
範を遵守するとともに、安全の確保と危険の回避に留意することが不可欠な身
体活動です。初回のガイダンス授業での約束を守り、スポーツ環境の維持に全
面的に協力できることを前提として履修して下さい。 尚、授業である以上、
身勝手な行動は許されないこと、サークル等の自由な活動とは異なること、教
員の注意や指示を受け入れること等を十分認識して履修して欲しいと思いま
す。各回ともに前日からの睡眠確保等、自己の体調管理に努め、体調に違和感
のある場合は、無理せず必ず教員に申し出て下さい。
　【厳重注意事項】 
　感染症の拡大が完全収束を迎えていない状況です。
手指消毒、マスクやマウスシールドの着用、他者との距離の確保等、感染症対
策のガイドラインを事前に確認し、登下校を含めて、罹患しない、させないを
徹底した上、ガイダンス授業の内容をしっかり守って授業に参加して下さい。

準備学習（予習・復習等）の内容準備学習（予習・復習等）の内容
　本授業のシラバス（講義要項）を熟読するとともに、初回ガイダンス授業（体
育館講義室を予定）で配布する資料の内容を十分に把握した上で実技授業に参
加するようにしてください。第二回目からの実技授業では実践性の高い練習や
ゲームに入っていくので、自分の身体を事前に動かして、怪我や事故を起こさ
ないよう心身の準備をするように努めてください。また、他の受講学生や授業
進行に迷惑をかけることのないよう、円滑かつ安全に集団行動をするためのルー
ルや規範を高く認識しておくことが必要となります。４月の学習指導時に実施
される当該年度の学内の健康診断を必ず受診して下さい。身体的疾患や傷害・
障がい、精神的疾患やその兆候がある場合、これらが疑われる場合は、事前に
担当教員に報告・連絡・相談することを約束して下さい。実技に際しては、指
定の靴紐をつけた屋内専用のスポーツシューズと、運動に適した服装を必ず着
用して下さい。また、運動前～運動中～終了に至るまで、水分と適度な塩分補
給に努められるように、スポーツドリンク等を準備して下さい。身勝手な行動
やルールを逸脱した行為、他者(他の受講生や担当教員)を意図的に避ける行為、
ダラダラするような行動は、授業の妨げとなる上、他の受講生に迷惑がかかり、
マイナスの影響を与えてしまうので、絶対に行わないことを約束して下さい。

教科書教科書
　特定のテキストは用いない。授業で配布する資料（プリント）、および Oh-o! 
Meiji 内の授業資料を参照のこと。
　尚、オンライン授業変更の際には、随時、授業資料を提示する。

参考書参考書
「健康・スポーツの心理学」 青木 高 大田壽城 監修　落合 優 編著　建帛社

課題に対するフィードバックの方法課題に対するフィードバックの方法
　運動技術の習得、運動技能の向上の過程においては、他の教科とは異なり、
分習法と全習法を織り交ぜながら、繰り返し反復していく必要があります。 
提示する運動課題の困難度が徐々に高くなってくるため、個人差も生まれやす
くなります。 バスケットボールの熟練者以外の受講生に対しては個別指導を
行い、運動技術の習得段階からスキルアップの過程において、本時と次回の授
業に向けてのフィードフォワードとフィードバックを行います。 主にキーワ
ード法を中心とした言語的指導と板書による記述形式の指導を行い、課題に対
する意識を高めていく工夫を行っていきます。

成績評価の方法成績評価の方法
　授業回数の２/ ３以上出席し、担当教員の認定を得なければ所定の単位を修
得することができません。成績は授業への参加度60％、授業への関与姿勢・貢
献度・社会性30％、技能向上10％を基本として総合的な観点から評価されます。

その他その他
　経営学部生以外の学部の学生は、定員に余裕がある場合のみ履修可能です。
詳細は、和泉体育館で開催されるガイダンスでお知らせします。

No.70
種目：バスケットボール（秋学期　金曜３限）種目：バスケットボール（秋学期　金曜３限）

担当教員：後藤　肇担当教員：後藤　肇� 設置学部：経営学部� 設置学部：経営学部

授業の概要・到達目標授業の概要・到達目標
〈概要〉　選択体育実技は、１年次の体育実技 A・B（必修２単位）を修得した者（２、
３、４年次）を対象に開講されています。学生の身体諸機能の向上ならびに体
力の増進を図り、将来の社会生活の活動基盤となる体力および生涯スポーツ実
践のための方法や技術、身体運動に関する科学的知識等について実践を通して
身につけることを目的としています。また同時に、受講生同士のコミュニケー
ションを深めることもねらいとしています。尚、各回の実技は「ウォーミング
アップ→スキルアップ練習→ゲーム」を基本とします。
〈到達目標〉　バスケットボールという素晴らしいスポーツの力を借りることを
通して、春学期からの履修者、秋学期からの履修者という小さな枠にとどまる
ことなく、環境や集団をマネジメントしていく実践力を身につけていくことを
目標とします。また、本授業を通じて、社会においても通用する「真のコミュ
ニケーション能力」を体得していきながら、仲間との結束力を高めていくこと
の楽しさを学んで欲しいと思います。

授業内容授業内容
第１回： 春学期授業を通した約束事項と動的→静的→動的ストレッチの再確認

＆実践　チーム分け
第２回： クリスクロスからの 3 on 2　（HALF コート）＆ ルーティン練習の再

確認・実践
第３回：コートバランスを保つ＆崩す（HALF コート 5 on 5)
第４回：Transition 覚醒の 3 on 3 ～ 3 on 2（ALL コート）
第５回：Transition からの組み立て 5 on 5（ALL コート1.5往復）
第６回：ルーティン＆シークェンスの重視
第７回：組織ディフェンスの決定とポジション役割
第８回：自主的マネジメント①（リスク・マネジメント）
第９回：自主的マネジメント②（タイム・マネジメント）
第10回：自主的マネジメント③（プログラム・マネジメント）
第11回：自主的マネジメント④（チーム・ビルディング＆マネジメント）
第12回：自主的マネジメント⑤（ゲーム・マネジメント）
第13回：自主的マネジメント⑥（トータル・マネジメント）
第14回：スポーツ環境の運営とバスケットボールを楽しむこと（総括）

履修上の注意履修上の注意
　２年生以降の科目です。１年生は受講できません。この選択体育実技は、２
年生から４年生まで受講することができます。受講を認められた者は、直前で
のキャンセルがないように十分注意して下さい。初回のガイダンス授業に必ず
出席すること。本授業には受講人数制限があります。そのため経営学部生は、
履修に際して Web による事前受付を実施します。詳細については「経営学部履
修の手引」を参照して下さい。
（注）感染症拡大の状況等により、オンライン形式の授業に変更となる場合や授業
形態・内容を修正する可能性があります。その際は、「シラバスの補足」「お知ら
せ機能」より訂正・追記がありますので、掲示内容を確認するようにして下さい。
　バスケットボールは、他のスポーツ種目にもれることなく、常にルールと規
範を遵守するとともに、安全の確保と危険の回避に留意することが不可欠な身
体活動です。初回のガイダンス授業での約束を守り、スポーツ環境の維持に全
面的に協力できることを前提として履修して下さい。 尚、授業である以上、
身勝手な行動は許されないこと、サークル等の自由な活動とは異なること、教
員の注意や指示を受け入れること等を前提に、これらを十分認識して履修して
欲しいと思います。各回ともに前日からの睡眠確保等、自己の体調管理に努め、
体調に違和感のある場合は、無理せず必ず教員に申し出て下さい。
　【厳重注意事項】 
　感染症が未だ完全収束を迎えていない状況です。
手指消毒、マスクやマウスシールドの着用、他者との距離の確保等、感染症対
策のガイドラインを事前に確認し、登下校を含めて、罹患しない、させないを
徹底した上、ガイダンス授業の内容をしっかり守って授業に参加して下さい。

準備学習（予習・復習等）の内容準備学習（予習・復習等）の内容
　春学期からの継続履修者、秋学期からの新規履修者の違いに関わらず、本授業
のシラバス（講義要項）と初回ガイダンス授業で配布した資料を熟読し、十分に
納得した上で、第２回目以降の実技授業に参加するようにして下さい。第二回目
からの実技授業では、実践性の高い練習やゲームを実施していくので、自分の身
体を事前に動かし、怪我や事故を起こさないように心身の準備に努めて下さい。
また、他の受講生や授業の進行に迷惑をかけることなく、円滑かつ安全に集団行
動が行うためにも、ルールや規範の大切さを高く認識して下さい。４月の学習指
導時に実施される当該年度の学内の健康診断を必ず受診して下さい。身体的疾患
や傷害・障がい、精神的疾患やその兆候がある場合、これらが疑われる場合は、
事前に担当教員に報告・連絡・相談することを約束して下さい。実技に際しては、
指定の靴紐をつけた屋内専用のスポーツシューズと、運動に適した服装を必ず着
用して下さい。また、運動前～運動中～終了に至るまで、水分と適度な塩分補給
に努められるように、スポーツドリンク等を準備して下さい。本授業のシラバス（講
義要項）を熟読するとともに、初回ガイダンス授業（体育館講義室を予定）で配
布する資料の内容を十分に把握した上で実技授業に参加するようにしてください。
第二回目からの実技授業では実践性の高い練習やゲームに入っていくので、自分
の身体を事前に動かして、怪我や事故を起こさないよう心身の準備をするように
努めて下さい。また、身勝手な行動やルールを逸脱した行為、他者(他の受講生
や担当教員）を意図的に避ける行為、ダラダラするような行動は等、授業の妨げ
となる上、他の受講生に迷惑がかかり、マイナスの影響を与えてしまうので、絶
対に行わないことを約束して下さい。尚、自主性をもって快い挨拶や準備・片付
けを率先して遂行できるように心身の準備をしておいて下さい。

教科書教科書
　特定のテキストは用いない。授業で配布する資料（プリント）、および Oh-o! 
Meiji 内の授業資料を参照のこと。
　尚、オンライン授業変更の際には、随時、授業資料を提示する。

参考書参考書
「健康・スポーツの心理学」 青木 高 大田壽城 監修　落合 優 編著　建帛社

課題に対するフィードバックの方法課題に対するフィードバックの方法
　運動技術の習得、運動技能の向上の過程においては、他の教科とは異なり、
分習法と全習法を織り交ぜながら、繰り返し反復していく必要があります。 
提示する運動課題の困難度が徐々に高くなってくるため、個人差も生まれやす
くなります。 バスケットボールの熟練者以外の受講生に対しては個別指導を
行い、運動技術の習得段階からスキルアップの過程において、本時と次回の授
業に向けてのフィードフォワードとフィードバックを行います。主にキーワー
ド法を中心とした言語的指導と板書による記述形式の指導を行い、課題に対す
る意識を高めていく工夫を行っていきます。

成績評価の方法成績評価の方法
　授業回数の２/３以上出席し、担当教員の認定を得なければ所定の単位を修得
することができません。成績は、授業への参加度60％、授業への関与姿勢・貢献度・
社会性30％、技能向上10％を基本として総合的な観点から評価されます。

その他その他
　経営学部生以外の学部の学生は、定員に余裕がある場合のみ履修可能です。
詳細については、和泉体育館で開催されるガイダンスでお知らせします。
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No.71
種目：日本舞踊（剣道場）（秋学期　金曜４限）種目：日本舞踊（剣道場）（秋学期　金曜４限）

担当教員：森田　ゆい担当教員：森田　ゆい
� 設置学部：情報コミュニケーション学部� 設置学部：情報コミュニケーション学部

授業の概要・到達目標授業の概要・到達目標
　日本の民族衣装である着物（浴衣）を着て、日本の踊りを体験するこ

とにより、着物を着た所作や立ち居振る舞いと共にその身体表現の文化

を学びます。

　着物（浴衣）を自分で着る技術を習得し、国際交流の場において日本

舞踊を披露できる能力を培うことを目指します。

授業内容授業内容
第１回：イントロダクション、着物の名称、扇子の名称、日本舞踊とは

第２回：浴衣の着方、日本舞踊の基礎

第３回：浴衣の着方、日本舞踊「菊づくし」（１）

第４回：浴衣の着方、日本舞踊「菊づくし」（２）

第５回：浴衣の着方、日本舞踊「菊づくし」（３）

第６回：浴衣の着方、日本舞踊「菊づくし」（４）

第７回：「菊づくし」まとめ・理解度の確認

第８回：日本舞踊と地唄舞概論（講義）

第９回：地唄舞「浮舟」（１）

第10回：地唄舞「浮舟」（２）

第11回：地唄舞「浮舟」（３）

第12回：地唄舞「浮舟」（４）

第13回：地唄舞「浮舟」（５）

第14回：「浮舟」まとめ・理解度の確認

履修上の注意履修上の注意
各自で浴衣、帯、足袋を用意してください。

用意が難しい場合には、貸し出しなど相談に応じます。

準備学習（予習・復習等）の内容準備学習（予習・復習等）の内容
自宅で練習できるように音源をお渡し出来ます。

各自で適宜予習・復習をお願いします。

教科書教科書　用いません。必要に応じてプリントを配布します。

参考書参考書　

課題に対するフィードバックの方法課題に対するフィードバックの方法
発表の際に、受講生で評価をしあいます。その結果を翌週にお伝えします。

成績評価の方法成績評価の方法
平常点50%、踊りの実技と着付けのテスト30%、授業への貢献度10%、講義

授業の際のリアクションペーパー 10% で評価します。

その他その他
受講にあたっては、当該年度の健康診断を必ず受診してください。
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No.72
種目：バレーボール（秋学期　金曜５限）種目：バレーボール（秋学期　金曜５限）

担当教員：梅澤　秋久担当教員：梅澤　秋久� 設置学部：政治経済学部� 設置学部：政治経済学部

授業の概要・到達目標授業の概要・到達目標
実施種目：バレーボール

　本授業の目標は、人間形成や心身共に健康な活力を培うために欠くこ

とのできない身体運動について科学的に理解し、周りの人々とコミュニ

ケーションをとりながら実践できる知識を、実際の体験を通じて習得す

ることです。

　運動不足が要因となる病が深刻な社会問題となっているなかで、健康

で活力ある生活の基礎となる身体運動の実践能力向上、生涯を通じて運

動が実践できる資質・能力（身体的リテラシー）の育成をねらいとしま

す。特にバレーボールを行うため、身体的距離を確保しつつ、相手コー

トにボールを落とせるか／自コートに落とさせないかの機能的特性を味

わう中で、豊かなスポーツライフに資するスキルを協働探究していきま

す。各回にテーマを掲げますが、原則ゲーム中心に授業を進めていきます。

授業内容授業内容
使用施設：メインホール

第１回　 オリエンテーション　（受講上の留意点についてのイントロダク

ション） 

第２回　 からだを使ったアイスブレイク　（仲間づくりをしよう） 

第３回　 ネット型ボール運動の面白さを味わおう　（自コートにボールを

落とさない面白さ） 

第４回　 面でボールを扱う面白さを味わおう　（アンダーハンドパスのコ

ツを知ろう） 

第５回　 面でボールを扱う面白さを味わおう　（オーバーハンドパスのコ

ツを知ろう）  

第６回　 繋いで攻撃しよう　（スパイクやフェイントで相手コートに落と

そう） 

第７回　サーブで崩そう　（多様なサーブに挑戦しよう） 

第８回　ブロックをしよう（攻撃を止めよう）

第９回　 トスを左右に振って攻撃しよう　（レフト、ライト、センターか

らスパイクで攻撃しよう） 

第10回　３段攻撃でブロックをかわそう

第11回　 性差や能力差を包摂するバレーボールのアダプテーション・ル

ールをつくろう　 

第12回　 アダプテーション・ルールをつくり競争を楽しもう（自分たち

で勝敗のギリギリを楽しめるハンディをつくろう） 

第13回　まとめのゲーム大会をしよう 

第14回　まとめのゲーム大会をしよう　本授業のまとめ

履修上の注意履修上の注意
１． 単位修得にあたっては半期授業実施回数の３分の２以上の出席が必

要となります。

準備学習（予習・復習等）の内容準備学習（予習・復習等）の内容
基礎的な体力づくりを日常から実践しておくこと。

教科書教科書　特になし

参考書参考書　

課題に対するフィードバックの方法課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法成績評価の方法
授業への参加度50%、身体リテラシー 50%( 特にバレーボールに関連する

資質・能力 )

その他その他
１． 各種目に適切な服装や靴、またメガネの着用については担当教員の

指示に従ってください。

２．受講にあたっては当該年度の健康診断を必ず受診してください。

No.41
種目：バレーボール（春学期　金曜５限）種目：バレーボール（春学期　金曜５限）

担当教員：梅澤　秋久担当教員：梅澤　秋久� 設置学部：政治経済学部� 設置学部：政治経済学部

授業の概要・到達目標授業の概要・到達目標
実施種目：バレーボール

　本授業の目標は、人間形成や心身共に健康な活力を培うために欠くこ

とのできない身体運動について科学的に理解し、周りの人々とコミュニ

ケーションをとりながら実践できる知識を、実際の体験を通じて習得す

ることです。

　運動不足が要因となる病が深刻な社会問題となっているなかで、健康

で活力ある生活の基礎となる身体運動の実践能力向上、生涯を通じて運

動が実践できる資質・能力（身体的リテラシー）の育成をねらいとしま

す。特にバレーボールを行うため、身体的距離を確保しつつ、相手コー

トにボールを落とせるか／自コートに落とさせないかの機能的特性を味

わう中で、豊かなスポーツライフに資するスキルを協働探究していきま

す。各回にテーマを掲げますが、原則ゲーム中心に授業を進めていきます。

授業内容授業内容
使用施設：メインホール

第１回　 オリエンテーション　（受講上の留意点についてのイントロダク

ション） 

第２回　からだを使ったアイスブレイク　（仲間づくりをしよう） 

第３回　 ネット型ボール運動の面白さを味わおう　（自コートにボールを

落とさない面白さ） 

第４回　 面でボールを扱う面白さを味わおう　（アンダーハンドパスのコ

ツを知ろう） 

第５回　 面でボールを扱う面白さを味わおう　（オーバーハンドパスのコ

ツを知ろう）　

第６回　 繋いで攻撃しよう　（スパイクやフェイントで相手コートに落と

そう） 

第７回　サーブで崩そう　（多様なサーブに挑戦しよう） 

第８回　ブロックをしよう（攻撃を止めよう）

第９回　 トスを左右に振って攻撃しよう　（レフト、ライト、センターか

らスパイクで攻撃しよう） 

第10回　３段攻撃でブロックをかわそう

第11回　 性差や能力差を包摂するバレーボールのアダプテーション・ル

ールをつくろう　 

第12回　 アダプテーション・ルールをつくり競争を楽しもう（自分たち

で勝敗のギリギリを楽しめるハンディをつくろう） 

第13回　まとめのゲーム大会をしよう 

第14回　まとめのゲーム大会をしよう　本授業のまとめ

履修上の注意履修上の注意
１． 単位修得にあたっては半期授業実施回数の３分の２以上の出席が必

要となります。

準備学習（予習・復習等）の内容準備学習（予習・復習等）の内容
基礎的な体力づくりを日常から実践しておくこと。

教科書教科書　特になし

参考書参考書　

課題に対するフィードバックの方法課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法成績評価の方法
授業への参加度50%、身体リテラシー 50%( 特にバレーボールに関連する

資質・能力 )

その他その他
１． 各種目に適切な服装や靴、またメガネの着用については担当教員の

指示に従ってください。

２．受講にあたっては当該年度の健康診断を必ず受診してください。
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科目名称 開講学部 担当教員
開講 

キャンパス
学期 曜日/時限 該当学年

【2022 年度以降入学者】  スポーツと社会Ａ 
（スポーツ・ビジネス論）

【2021 年度以前入学者】 自由講座 （春学期）

法学部

釜崎　太

和泉

春学期

水曜 1 限

1～4 年次

【2022 年度以降入学者】  スポーツと社会Ｂ 
（スポーツ公共論）

【2021 年度以前入学者】 自由講座 （秋学期）
秋学期

【2022 年度以降入学者】  身体活動と健康Ａ 
（生活習慣と社会環境）

【2021 年度以前入学者】 健康 ・ 運動科学
多田　聡

春学期

金曜 1 限
【2022 年度以降入学者】  身体活動と健康Ｂ 

（身体 ・ スポーツ文化 )
【2021 年度以前入学者】 健康 ・ 運動科学

秋学期

【2022 年度以降入学者】  身体と環境Ａ 
（アウトドア ・ ライフ論）

【2021 年度以前入学者】 健康 ・ 運動科学
土方　圭

春学期

金曜 5 限
【2022 年度以降入学者】  身体と環境Ｂ 

（アウトドア・スポーツ論）
【2021 年度以前入学者】 健康 ・ 運動科学

秋学期

スポーツとグローバリゼーション
商学部 澤井和彦

和泉 秋学期 水曜 3 限 1･2年次

スポーツビジネス論 駿河台 春学期 金曜 3 限 3･4年次

健康 ･ 運動科学Ⅱ （地域スポーツ論）

政治経済
学部

高峰　修

駿河台

秋学期 金曜 4 限

3･4年次スポーツ文化論 後藤光将 春学期 火曜 3 限

身体文化論 高峰　修 春学期 金曜 4 限

スポーツ文化論Ⅰ
文学部

水村信二 和泉 秋学期 金曜 2 限 1･2年次

ウェルネスライフ特論Ⅱ 宮脇梨奈 駿河台 秋学期 木曜 4 限 3･4年次

健康科学 A

経営学部

鈴井正敏

和泉

春学期 火曜 4 限

1〜４年次健康科学 B 秋学期 火曜 4 限

トレーニングの科学 一之瀬真志 秋学期 火曜 3 限

現代健康論 鈴井正敏 春学期 火曜 2 限 2〜4年次

ライフスタイル ・ マネジメント論 鈴井正敏

駿河台

春学期 水曜 3 限

3・4年次アウトドア組織マネジメント論 吉松　梓 秋学期 水曜 2 限

スポーツ ・ マネジメント論 田中充洋 春学期 水曜 1 限

武道文化論 A 国際日本
学部

長尾　進 中野
春学期 木曜 2 限

1･2年次
武道文化論 B 秋学期 木曜 2 限

※他学部の科目を履修する際には、 自分の学部の履修制度で他学部科目の履修ができるかを確認すること。

２０２３年度　体育 ・ スポーツ ・ 武道に関する講義科目一覧
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２０２３年度２０２３年度

選択体育実技シラバス選択体育実技シラバス
（和泉キャンパス）

※２年生以上が対象です。

（ただし、文学部の１年生は、文学部設置科目及び集中授業が履修可能です。）

２０２３年度版

明治大学　教務事務部

和泉教務事務室（体育）


	h1
	0316-23020707-明治和泉-選択体育実技シラバス
	h1 - コピー

