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    ・スポーツ健康科学講義   
  Sports and Health Science： Lecture I / IIA / IIB 
    ・スポーツ健康科学実技 
  Sports and Health Science： Practical Training IA/IB/IIA/IIB/IIIA/IIIB 
    ・スポーツ健康科学演習*   
  Sports and Health Science： Seminar I 
  （*教職用科目でない NOT for all teaching licenses/certificates. ） 
 

  上記の全ての科目は、白山キャンパスの学生と赤羽台キャンパスの学生 
   の１-４年生全員が履修できます。 
       All year grade of the students studying at both HAKUSAN and AKABANEDAI 
  Campus can apply these SHS courses.  
 

     

「スポーツと健康」について 
Sports and Health Science(SHS) 



 

 注意事項 
 Notes 
 
    ・通常授業は、総合スポーツセンターで行います。 
    Regular semester courses will be held at Sports Center in SHIMIZUCHO. 
 
    ・集中授業（ﾃﾆｽ、ｳｨﾝﾀｰｽﾎﾟｰﾂ）は、種目によって場所が異なります。 
  Intensive or seasonal courses will be held at special place for the sports. 
   ー テニス（Tennis） 
     9月中旬（Mid September) @朝霞キャンパス ASAKA Campus 
   ー ウィンタースポーツ（Winter Sports） 
     2月上旬（Early February) @北志賀高原KITA-SHIGA NAGANO 

「スポーツと健康」について 
Sports and Health Science(SHS) 



総合スポーツセンターは２０１１年３月に完成した新しい設備です 
Sports Centre is new facility which was constructed in 2011. 



総合スポーツセンターは２０１１年３月に完成した新しい設備です 
Sports Centre is new facility which was constructed in 2011. 



屋外には人工芝のサッカーコートがあります． 
The soccer ground is made with artificial turf. 



体育館はバスケット．バレーコート２面の広さがあります． 
バドミントンコートは６面取ることができます 
The indoor arena has 2 x Basketball or 6 x Badminton court. 



体育館はバスケット．バレーコート２面の広さがあります． 
バドミントンコートは６面取ることができます 
The indoor arena has 2 x Basketball or 6 x Badminton court. 



３階にはダンスエクササイズやヨガを行うスタジオがあります 
There is studio room where we do dance exercise or yoga lessons. 



トレーニング室ではフィットネスの授業を履修できます． 
We also have training room where you can take Fitness Training 
Course. 



50m室内プールも備えています．そこでは数々のオリンピックメ
ダリストを育てた平井教授の指導を受けることができます． 
The indoor swimming pool. And you can be instructed by Prof. 
HIRAI  who have trained many medalists at the Olympic Games. 
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Mr. HIRAI 



講義室は大小２つの教室があり，いずれかで履修します． 
We have lecture rooms where you can have lectures about 
sports and health sciences.. 



「スポーツと健康」について 

板橋本町 A2 出口 
Itabashi-Honcho 

Take A2 Exit 

東洋大学総合スポーツセンター 
TOYO Sports Center 

総合スポーツセンターへの行き方（三田線板橋本町駅から） 
  How to get to Sports Center from Subway MITA Line. 
 
 



「スポーツと健康」について 

東洋大学赤羽台キャンパス 
TOYO  AKABANE Campus 

赤羽駅 
 AKABANE Sta. 

法善寺交番バス停 
HOZENJI KOBAN Bus Stop 

赤羽駅西口バス停５番のりば 
AKABANE WEST GATE No.5 Bus Stop 

[赤80-2]トンネル経由赤羽車庫 
#80-2 AKABANE SHAKO via Tunnel 

総合スポーツセンターへの行き方（赤羽台から） 
  How to get to Sports Center from AKABANE. 
 
 



「スポーツと健康」について 

バス「赤羽車庫」 
Bus Stop 

 “AKABANE SHAKO” 
東洋大学総合スポーツセンター 

TOYO Sports Center 

総合スポーツセンターへの行き方（赤羽台から） 
  How to get to Sports Center from AKABANE. 
 
 



 

 履修上の注意事項 
 Notes 
 
  実技と演習については、定員があるため、抽選となることもあります。 
  Automatic selection will be done in case if the entries for the course  
  are done beyond the limit of the course. 
 
 実技・演習を履修するためには、健康診断を受けなければなりません。 
  We will inquire about student's health condition with the university  
  clinic as necessary. 

「スポーツと健康」について 
Sports and Health Science(SHS) 



 

 履修上の注意事項 
 Notes 
    ・ キャンパス ⇄ 総合スポーツセンターの移動 約30分 
  It takes about 30min from campus to Sports Centre  
    ・ 連続する授業をスポーツセンターと白山・赤羽台で 
   履修することはできません 
  you can NOT take 2 consecutive classes at your campus and Sports Centre. 
     ※ ただし、2時間目と3時間目の履修は可能です（昼休みに移動可能） 
  As an exception, you can have 2nd and 3rd  class in SHS and each campus 

「スポーツと健康」について 
Sports and Health Science(SHS) 
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赤羽台 

３時間目 



Ⅱ．第１回目の授業について（4/9-14） 
        First Class of the Course (9th-14th APR) 

 
 

第１回目の授業から、「総合スポーツセンター」にて行います。 
The first class of the course will be held at Sports Centre at Itabashi. 
 
履修を希望する曜日・時限に出席してください。 
Please attend the first class when your preferred course is held. 
 
 

第１回目から実技をする可能性があります（シラバスを参照してくだ
さい）。念のため運動できる服装，シューズを準備してください． 
Please bring your shoes, clothes for the exercise for the first class. 
Please refer the syllabus.   



集中授業について 



集中授業について 
About Intensive Course 
 

 
【テニス Tennis】 
平成３０年９月中旬（期日未定）の３日間  
朝霞キャンパスで実施 
Tennis will be held at ASAKA Campus for 3days in early 
September. 
 
【ウィンタースポーツ Winter Sports ( Ski・Snowboard )】 
平成３１年２月上旬予定（３泊４日） 
長野県北志賀高原 竜王スキーパークにて実施 
Winter Sports will be held in KITA-SHIGA KOGEN 
4 Days course from early FEB, 2018 
 



ウィンタースポーツ（スキー・スノーボード）は長野県北志賀高
原竜王スキー場で、３泊４日の合宿形式で行います． 
The course for Winter Sports will be held at RYUO Ski Park in 
NAGANO. It will be 4 days intensive course. 



集中授業の説明会について 
About Intensive Course 

 

説明会実施日程は未定です．履修を希望する人は， 
担当教員まで下記の内容をメールで送ってください． 
The date of the guidance for the intensive courses hasn’t fixed yet. 
So please Email to each teacher to get the further information about the course. 
 
 
 

 
送付する内容 
タイトル：テニス or ウィンタースポーツ集中授業について  
Title: Inquiry of Tennis / Winter Sports information 
(1) 学部名(Faculty) 
(2) 学年(Grade year) 
(3) 氏名(Name) 
(4) 学籍番号(Student ID) 
 
ガイダンス（説明会）の日程は掲示板もしくはTOYO NET-ACEを通じて連絡します 

テニス：担当 塩田 
TENNIS: Prof SHIODA 

shioda@toyo.jp 

ウィンタースポーツ：担当 谷釜 
WINTER SPORTS: Prof TANIGAMA 

tanigama@toyo.jp 



スポーツ健康科学に関しての質問 
If Any Question for SHS 

 

mltaiiku@toyo.jp 

スポーツ健康科学 
Sports and Health Science(SHS) 
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