
担当教員 種　　目 定員

高峰　修 キャンプ(ベーシックコース） 55
土方　圭 キャンプ(アドバンストコース） 25
川口啓太 ゴルフ 28
長尾　進 馬術 35
田中伸明 スキー（ニセコ） 70
後藤光将 スノーシュー 30
宮脇梨奈 スキー(裏磐梯） 40
多田　聡 テレマークスキー 30

　　　日時・場所　　　 ４月９日（火）１５：００～　体育館３階メインホール

　　　ガイダンス名　　 『選択スポーツ実習ガイダンス（学部間共通）』

曜日 時限 主催 担当教員 種　　目 定員 担当教員 種　　目 定員

月 2 政経 後藤光将 テニス（初級） 24

3 法 夏目麻子 スイミング(初級） 30 夏目麻子 スイミング(中級） 30

3 政経 高峰　修 クライミング 24 高峰　修 クライミング 24

4 政経 佐古隆之 バドミントン 36 佐古隆之 卓球 40

5 政経 一川大輔 ゴルフ 28 一川大輔 ゴルフ 28

火 2 政経 濁川孝志 テニス（初級） 24 濁川孝志 テニス（初級） 24

2 情コ 蓬郷尚代 レクリエーショナル・スポーツ（ＳＲ11） 20

3 法 釜崎　太 サッカー（初級） 40 釜崎　太 サッカー（中級） 40

3 法 小岩健一 セルフディフェンス（柔道場） 30 小岩健一 セルフディフェンス（柔道場） 30

3 文 下田　学 ニュースポーツ（ＳＲ11） 30

4 法 多田　聡 レクリエーション（ＳＲ11） 24 多田　聡 バドミントン 36

水 3 政経 岩波　力 ゴルフ 28 岩波　力 インラインスケート（剣道場） 24

3 政経 堀川浩之 バドミントン 36 堀川浩之 ゴルフ 28

3 文 田中伸明 テニス（中級） 24 田中伸明 テニス（中級） 24

3 文 水村信二 クライミング（入門編） 24 水村信二 クライミング（入門編） 24

4 商 成田健造 アクアスポーツ 30 澤井和彦 オルタナティブスポーツ（ＳＲ11） 20

4 政経 板橋
クリストファーマリオ テニス（上級） 24 板橋
クリストファーマリオ テニス（上級） 24

4 文 水村信二 クライミング（入門編） 24 水村信二 クライミング（入門編） 24

5 政経 高峰　修 サッカー 40 高峰　修 クライミング 24

5 政経 板橋
クリストファーマリオ テニス（初級） 24 板橋
クリストファーマリオ 卓球 40

木 3 商 佐伯徹郎 バスケットボール 40 佐伯徹郎 サッカー 40

3 文 田中伸明 テニス（初中級） 24 田中伸明 テニス（初中級） 24

3 文 西谷善子 クライミング（初級） 24

3 情コ ｿﾘﾄﾞｰﾜﾙ,ﾏｰﾔ ヨガ・護身術 30

4 文 田中伸明 テニス（上級） 24 田中伸明 テニス（上級） 24

5 政経 後藤光将 ジョグ＆ウォーク（テニスコート） 24

5 政経 井尻哲也 ソフトボール（グランド） 30 井尻哲也 フィットネス 30

金 2 文 水村信二 ウォーキング＆レクリエーション（ＳＲ11） 24

2 文 宮脇梨奈 ストレッチ＆ヨガ（柔道場） 30 宮脇梨奈 ニュースポーツ（ＳＲ11） 30

2 文 佐賀典生 クライミング（入門編） 24 佐賀典生 クライミング（入門編） 24

2 文 下田　学 ニュースポーツ（剣道場） 30

3 法 高村直成 クライミング（初級） 20 高村直成 クライミング（中級） 20

3 経営 後藤　肇 バスケットボール 40 後藤　肇 バスケットボール 40

3 情コ 森田ゆい 日本舞踊（1）（柔道場） 30 森田ゆい 日本舞踊（2）（剣道場） 24

4 情コ 森田ゆい バスケットボール３on３（SR11) 20 森田ゆい バスケットボール３on３（SR11) 20

5 政経 梅澤秋久 フットサル（メインホール） 40 梅澤秋久 フットサル（メインホール） 40

２０１９年度　学部間共通「選択スポーツ実習」・「選択集中スポーツ実習」

【参加必須】　ガイダンス　日時・場所

　　選択スポーツ（春集中）ガイダンス
　　日時：４月９日（火）１３：００～
　　会場：体育館３階メインホール

　　選択スポーツ（秋集中）ガイダンス
　　日時：４月９日（火）１４：００～
　　会場：体育館３階メインホール

　以下の種目を履修する場合は下記のガイダンスに必ず参加してください。また，以下の種目は各学部が主催する選択スポーツ実習
ですが，他学部履修ではありません。ガイダンス参加時は，靴を入れる袋をご持参ください。

開講期

表１「選択集中スポーツ実習：１単位」　　
　履修するには，下記のガイダンスの参加が必須になります。 以下の種目は各学部が主催する選択スポーツ実習ですが，他学部履
修ではありません。ガイダンス参加時は，靴を入れる袋をご持参ください。

表２「選択スポーツ実習：１単位」

春学期
集中授業

秋学期
集中授業

春学期 秋学期

※ 他学部主催種目


