
タリーズ
ローソン

協生館玄関

床が黄色の
階段を下りて
左へ進みま
す。

手前が男子
更衣室、奥が
女子更衣室
です。

屋内プールを左に
見下ろします。

この階段、
エレベーターから
は行けません。

協生館内の更衣室への行き方



エクサ
サイズ
スタジオ

トレー
ニング
ルーム

女子
更衣室

男子
更衣室

協生館地下１階　体育施設

男子トイレ

女子トイレ

床が黄色の階段を
１階から下ります。

陸上競技場へは
この通路・階段を
通ります。



時間割 実施場所の変更 
 

エアロビクス 
月２・月３・火２・金４ 奥山靜代君 
 

水２・水３・金２・金３ 佐々木玲子君 
 

 

変更前  記念館 
 

変更後 協生館エクササイズスタジオ 



時間割 実施場所の変更 
 

体力ＵＰコース 
 

火２・火３・金２ 山内賢君  水２・木３ 西村忍君 

水３ 近藤明彦君  月２・月３・木２ 牛山潤一君 

 

変更前  トレーニングルーム（仮設棟） 
 

変更後 協生館トレーニングルーム 



時間割 実施場所の変更 
 

ボディメイクエクササイズ 
 

水４ 板垣悦子君 
 

 

変更前  記念館 
 

変更後 協生館エクササイズスタジオ 

 



協生館内の更衣室について 
 

下記種目の履修者は協生館内の更衣室を使用し

てください。 
 

エアロビクス  体力ＵＰコース 

ボディメイクエクササイズ 

陸上競技   ジョギング 

フライングディスク  ニュースポーツ 

ウォーキングエクササイズ 
               以上 



担当者 科　　目
定
員 場　　所 担当者 科　　目

定
員 場　　所

加藤　大雄　 秋 23933 体育実技Ａ（テニス）（初級） 20 テニスコート（蝮谷） 川西　大介　 秋 16442 体育実技Ａ（アーチェリー） 20 洋弓場

木村　和宏　 秋 66779 体育実技Ａ（バスケットボール） 22 記念館 奥山　靜代　 秋 32805 体育実技Ａ（エアロビクス） 20 協生館エクササイズスタジオ

加藤　幸司　 秋 67741 体育実技Ａ（バドミントン） 20 記念館 岩崎　陸　 秋 02875 体育実技Ａ（サッカー） 40 サッカー場（下田）

大嶽　真人　 秋 02822 体育実技Ａ（フットサル）（初級者） 25 記念館 牛山　潤一　 秋 22334 体育実技Ａ（体力ＵＰコース） 20 協生館トレーニングルーム

松田　雅之　 秋 68088 体育実技Ａ（卓球） 30 卓球場

加藤　大雄　 秋 23952 体育実技Ａ（テニス）（中級） 20 テニスコート（蝮谷）

木村　和宏　 秋 66798 体育実技Ａ（バスケットボール） 22 記念館

加藤　幸司　 秋 67775 体育実技Ａ（バドミントン）（中上級者） 20 記念館

大嶽　真人　 秋 04237 体育実技Ａ（フットサル） 25 記念館

綿田　博人　 秋 68327 体育実技Ａ（野球）（初心者） 30 野球場（下田）

竹村　りょうこ　 秋 24064 体育実技Ａ（テニス）（中級） 20 テニスコート（蝮谷） 近藤　明彦　 秋 47790 体育実技Ａ（ウォーキングエクササイズ） 30 日吉キャンパス周辺

山内　賢　 秋 67058 体育実技Ａ（バスケットボール） 22 記念館 奥山　靜代　 秋 32862 体育実技Ａ（エアロビクス） 20 協生館エクササイズスタジオ

吉田　泰将　 秋 56001 体育実技Ａ（剣道） 20 体育館剣道場

綿田　博人　 秋 51784 体育実技Ａ（ゴルフ）（初心者） 20 民間施設（掲示参照）

岩崎　陸　 秋 67995 体育実技Ａ（サッカー） 40 サッカー場（下田）

山内　賢　 秋 67077 体育実技Ａ（体力ＵＰコース） 25 協生館トレーニングルーム

吉田　武　 秋 66028 体育実技Ａ（卓球） 30 卓球場

竹村　りょうこ　 秋 24083 体育実技Ａ（テニス）（上級） 20 テニスコート（蝮谷）

野口　和行　 秋 68274 体育実技Ａ（ニュースポーツ） 30 陸上競技場

加藤　大仁　 秋 66927 体育実技Ａ（バスケットボール） 22 記念館

菊地　啓太　 秋 42707 体育実技Ａ（野球）（初心者） 30 野球場（下田）

石手　靖　 秋 67168 体育実技Ｂ（バレーボール） 40 記念館

松本　健太郎　秋 68384 体育実技Ａ（テニス）（中級） 20 テニスコート（蝮谷） 近藤　明彦　 秋 45027 体育実技Ａ（ウォーキングエクササイズ） 30 日吉キャンパス周辺

加藤　大仁　 秋 66970 体育実技Ａ（バスケットボール） 22 記念館 佐々木　玲子　秋 50515 体育実技Ａ（エアロビクス） 20 協生館エクササイズスタジオ

野口　和行　 秋 68585 体育実技Ａ（バレーボール） 40 記念館 植田　史生　 秋 68179 体育実技Ａ（剣道）（経験を問わず） 20 体育館剣道場

李　宇　 秋 67847 体育実技Ａ（サッカー） 40 サッカー場（下田）

松山　保幸　 秋 67450 体育実技Ａ（自動車） 20 自動車練習場

西村　忍　 秋 24121 体育実技Ａ（体力ＵＰコース） 20 協生館トレーニングルーム

松本　健太郎　秋 68403 体育実技Ａ（テニス）（初級） 20 テニスコート（蝮谷）

加藤　大仁　 秋 66999 体育実技Ａ（バスケットボール） 22 記念館

山内　賢　 秋 67354 体育実技Ａ（ハンドボール） 40 記念館

村山　光義　 秋 90280 体育実技Ｂ（バレーボール） 40 バレーコート

村松　憲　 秋 68441 体育実技Ａ（テニス）（初級） 20 テニスコート（蝮谷） 近藤　明彦　 秋 03666 体育実技Ａ（ウォーキングエクササイズ） 30 日吉キャンパス周辺

木塚　孝幸　 秋 66874 体育実技Ａ（バスケットボール） 22 記念館 吉田　泰将　 秋 68150 体育実技Ａ（剣道） 20 体育館剣道場

平井　克英　 秋 67684 体育実技Ａ（バドミントン）（初心者） 40 記念館 綿田　博人　 秋 52279 体育実技Ａ（ゴルフ）（初心者） 20 民間施設（掲示参照）

野々村　芳和　秋 67938 体育実技Ａ（サッカー） 40 サッカー場（下田）

濱名　邦雄　 秋 57338 体育実技Ａ（ソフトテニス） 20 ソフトコート（下田）

牛山　潤一　 秋 42673 体育実技Ａ（体力ＵＰコース） 20 協生館トレーニングルーム

吉田　武　 秋 67502 体育実技Ａ（卓球） 30 卓球場

村松　憲　 秋 68475 体育実技Ａ（テニス）（初級） 20 テニスコート（蝮谷）

木塚　孝幸　 秋 65419 体育実技Ａ（バスケットボール） 22 記念館

平井　克英　 秋 67718 体育実技Ａ（バドミントン）（初心者） 40 記念館

山田　美絵子　秋 67230 体育実技Ａ（バレーボール） 40 バレーコート

田中　由美子　秋 67555 体育実技Ａ（フェンシング） 20 フェンシング（蝮谷）

村山　光義　 秋 68293 体育実技Ｂ（ニュースポーツ） 30 陸上競技場

李　宇　 秋 67890 体育実技Ａ（サッカー） 40 サッカー場（下田） 佐々木　玲子　秋 51564 体育実技Ａ（エアロビクス） 20 協生館エクササイズスタジオ

坂井　利彰　 秋 78200 体育実技Ａ（テニス）（初級） 20 テニスコート（蝮谷） 植田　史生　 秋 68217 体育実技Ａ（剣道）（日本剣道形） 20 体育館剣道場

加藤　大仁　 秋 67039 体育実技Ａ（バスケットボール） 40 記念館 勝又　正浩　 秋 53351 体育実技Ａ（ゴルフ） 20 ゴルフ練習場

加藤　幸司　 秋 10152 体育実技Ａ（バドミントン） 20 記念館 李　宇　 秋 02689 体育実技Ａ（サッカー） 40 サッカー場（下田）

安藤　勝英　 秋 54931 体育実技Ａ（柔道）（男女共習） 30 体育館柔道場

山内　賢　 秋 24102 体育実技Ａ（体力ＵＰコース） 25 協生館トレーニングルーム

手嶋　智佳子　秋 67426 体育実技Ａ（テニス）（中級） 20 テニスコート（蝮谷）

加藤　大仁　 秋 26564 体育実技Ａ（バスケットボール） 40 記念館

加藤　幸司　 秋 11068 体育実技Ａ（バドミントン）（中上級者） 20 記念館

村山　光義　 秋 90237 体育実技Ａ（フライングディスク） 30 陸上競技場

石手　靖　 秋 67206 体育実技Ｂ（バレーボール） 40 バレーコート

金

月

火

水

木

秋 2008年度　　 　　　体 育 研 究 所 設 置 科 目 時 間 割
体育実技Ａ・Ｂ（ウイークリー・スポーツ）、体育学講義、体育学演習

１時限　　（　９：００～１０：３０）

登録番号

２時限　　（１０：４５～１２：１５）

登録番号

篠原　しげ子　

　　　　　　          体育実技Ａ・Ｂ（シーズン・スポーツ）は、別ページ

秋 66726
体育実技Ａ（ダンス）
（タンゴ初級）（男１０女１０）

20 記念館



①　｢春・秋学期別｣を確認。　　　②　体育実技Ａ・Ｂ(ｳｲｰｸﾘｰ･ｽﾎﾟﾂ)は、科目名五十音順に配列。

③　体育学講義は､定員を設けていません。

④　場所は、校舎・実施場所配置図を参照のこと。

担当者 科　　目
定
員

場　　所 担当者 科　　目
定
員

場　　所

川西　大介　 秋 73614 体育実技Ａ（アーチェリー） 20 洋弓場 手嶋　智佳子　秋 67407 体育実技Ａ（テニス）（初級） 20 テニスコート（蝮谷）

奥山　靜代　 秋 32824 体育実技Ａ（エアロビクス） 20 協生館エクササイズスタジオ 菊池　秀悦　 秋 01792 体育実技Ａ（トランポリン） 20 記念館

岩崎　陸　 秋 04423 体育実技Ａ（サッカー） 40 サッカー場（下田） 石手　靖　 秋 67149 体育実技Ｂ（バレーボール） 40 バレーコート

牛山　潤一　 秋 32676 体育実技Ａ（体力ＵＰコース） 20 協生館トレーニングルーム

松田　雅之　 秋 68107 体育実技Ａ（卓球） 30 卓球場

手嶋　智佳子　秋 68513 体育実技Ａ（テニス）（中級） 30 テニスコート（蝮谷）

菊池　秀悦　 秋 67388 体育実技Ａ（トランポリン） 20 記念館

木村　和宏　 秋 66817 体育実技Ａ（バスケットボール） 22 記念館

大嶽　真人　 秋 04313 体育実技Ａ（フットサル） 25 記念館

綿田　博人　 秋 68365 体育実技Ａ（野球）（経験者） 30 野球場（下田）

石手　靖　 秋 67120 体育実技Ｂ（バレーボール） 40 バレーコート

吉田　泰将　 秋 57357 体育実技Ａ（剣道） 20 体育館剣道場

綿田　博人　 秋 52250 体育実技Ａ（ゴルフ）（初心者） 20 民間施設（掲示参照）

岩崎　陸　 秋 02708 体育実技Ａ（サッカー） 40 サッカー場（下田）

山内　賢　 秋 67096 体育実技Ａ（体力ＵＰコース） 25 協生館トレーニングルーム

吉田　武　 秋 67483 体育実技Ａ（卓球） 30 卓球場

竹村　りょうこ　 秋 90347 体育実技Ａ（テニス）（初級） 30 テニスコート（蝮谷）

加藤　大仁　 秋 66946 体育実技Ａ（バスケットボール） 40 記念館

菊地　啓太　 秋 43297 体育実技Ａ（野球）（経験者） 30 野球場（下田）

石手　靖　 秋 67187 体育実技Ｂ（バレーボール） 20 記念館

村山　光義　

野口　和行　

近藤　明彦

村松　憲　

加藤　幸司　

近藤　明彦

齊藤　郁夫

辻岡　三南子

和井内　由充子

森　正明

佐々木　玲子　秋 50572 体育実技Ａ（エアロビクス） 20 協生館エクササイズスタジオ 板垣　悦子　 秋 26012 体育実技Ａ（ボディメイクエクササイズ） 20 協生館エクササイズスタジオ

植田　史生　 秋 68198 体育実技Ａ（剣道）（経験を問わず） 20 体育館剣道場

李　宇　 秋 67866 体育実技Ａ（サッカー） 40 サッカー場（下田）

松山　保幸　 秋 91912 体育実技Ａ（自動車） 20 自動車練習場

安藤　勝英　 秋 54802 体育実技Ａ（柔道）（男女共習） 30 体育館柔道場

近藤　明彦　 秋 67919 体育実技Ａ（体力ＵＰコース） 20 協生館トレーニングルーム

松本　健太郎　秋 68422 体育実技Ａ（テニス）（初級） 30 テニスコート（蝮谷）

加藤　大仁　 秋 67010 体育実技Ａ（バスケットボール）（経験者） 22 記念館

村山　光義　 秋 90309 体育実技Ａ（バレーボール） 40 バレーコート

山内　賢　 秋 67369 体育実技Ａ（ハンドボール） 40 記念館

野口　和行　 秋 90275 体育実技Ｂ（フライングディスク） 30 陸上競技場

吉田　泰将　 秋 23271 体育実技Ａ（剣道） 20 体育館剣道場 藤平　信一　 秋 47398 体育実技Ａ（合氣道） 30 合氣道場（蝮谷）

綿田　博人　 秋 52298 体育実技Ａ（ゴルフ）（初心者） 20 民間施設（掲示参照） 山田　美絵子　秋 67278 体育実技Ａ（バレーボール） 40 バレーコート

野々村　芳和　秋 67957 体育実技Ａ（サッカー） 40 サッカー場（下田）

西村　忍　 秋 24155 体育実技Ａ（体力ＵＰコース） 20 協生館トレーニングルーム

吉田　武　 秋 67521 体育実技Ａ（卓球） 30 卓球場

村松　憲　 秋 68494 体育実技Ａ（テニス）（中級） 30 テニスコート（蝮谷）

小松　恭三　 秋 05449 体育実技Ａ（軟式野球） 30 日吉台野球場

木塚　孝幸　 秋 66908 体育実技Ａ（バスケットボール）（中上級） 22 記念館

平井　克英　 秋 67737 体育実技Ａ（バドミントン）（初心者） 40 記念館

山田　美絵子　秋 67259 体育実技Ａ（バレーボール） 40 バレーコート

松田　雅之　 秋 68255 体育実技Ａ（陸上競技） 30 陸上競技場

佐々木　玲子　秋 51583 体育実技Ａ（エアロビクス） 20 協生館エクササイズスタジオ 奥山　靜代　 秋 32843 体育実技Ａ（エアロビクス） 20 協生館エクササイズスタジオ

植田　史生　 秋 68236 体育実技Ａ（剣道）（経験を問わず） 20 体育館剣道場 島田　桂太郎　秋 06018 体育実技Ａ（ボクシング） 30 ボクシング練習場

勝又　正浩　 秋 54233 体育実技Ａ（ゴルフ） 20 ゴルフ練習場

安藤　勝英　 秋 55646 体育実技Ａ（柔道）（男女共習） 30 体育館柔道場

松田　雅之　 秋 00064 体育実技Ａ（ジョギング） 30 陸上競技場

手嶋　智佳子　秋 68532 体育実技Ａ（テニス）（中級） 30 テニスコート（蝮谷）

山内　賢　 秋 24174 体育実技Ａ（バスケットボール） 22 記念館

加藤　幸司　 秋 13553 体育実技Ａ（バドミントン） 40 記念館

村山　光義　 秋 23233 体育実技Ａ（バレーボール） 40 バレーコート

島田　桂太郎　秋 68551 体育実技Ａ（ボクシング） 30 ボクシング練習場

体育研究所講義室
山内　賢
西村　忍

秋 07881
体育学演習
　　（ＢＬＳ（ベーシックライフサポート）
　　　　　　　　　　～救急法の基礎～）

20

加藤　大仁　 秋 24270 体育学講義（現代社会とスポーツ）

体育学講義（健康と運動の科学）

秋 31244

体育研究所講義室

20 記念館
体育実技Ａ（ダンス）
（チャチャチャ初級）（男１０女１０）

 Ｊ６１１番教室

体育研究所講義室

篠原　しげ子　秋 66750

秋 33907

金

体育研究所講義室

木

体育研究所講義室

体育学演習
　　（スポーツメンタルトレーニング）

水

月

火

登録番号

４時限　　（１４：４５～１６：１５）３時限　　（１３：００～１４：３０）

登録番号

金

月

火

水

木

体育学講義
（アスリートのためのスポーツ科学）

秋 31230 体育学講義（アウトドアを考える）

秋

20

24227 20

村松　憲　 秋 23339 体育学演習（テニスを更に楽しもう）

体育研究所講義室近藤　明彦　 秋


