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授業科目名：

スポーツメディア論演習（１）Ａ

担当教員名：

トンプソン リー Ａ．

授業の概要

スポーツとメディアを取り上げる文献を読むことによって、その関係の理解を深める。研究の課題、主流理論、

研究方法などを学ぶことによって、自らの研究の参考にする。全員で共通な文献を読み、ディスカッションする。

（１）ではカナダの大学生向きに編制されたスポーツ社会学のテキストを取り上げる。

一回の授業に必要と思われる予習時間：２～３時間。

授業の到達目標

スポーツと社会の関係を捉える様々な視点を理解すること。スポーツメディア研究の概要を把握すること。

授業計画

第１回 ガイダンス

第２回 文献講読とディスカッション

第３回 文献講読とディスカッション

第４回 文献講読とディスカッション

第５回 文献講読とディスカッション

第６回 文献講読とディスカッション

第７回 文献講読とディスカッション

第８回 文献講読とディスカッション

第９回 文献講読とディスカッション

第10回 文献講読とディスカッション

第11回 文献講読とディスカッション

第12回 文献講読とディスカッション

第13回 文献講読とディスカッション

第14回 文献講読とディスカッション

第15回 文献講読とディスカッション

教科書

J.コークリー／P.ドネリー著、前田和司、大沼義彦、松村和則共編訳『現代スポーツの社会学：課題と共生へ

の道のり』南窓社、2011年。

参考文献

成績評価方法

平常点評価 100％ 授業への準備と貢献を評価する。

備考・関連URL



授業科目名：

アスレティックトレーニング演習（１）Ａ

担当教員名：

広瀬 統一

授業の概要

本講義では、各自の研究テーマの学術的・臨床的位置づけを把握する。

授業の到達目標

<１>専門分野の論文を読み、研究手法や結果の解釈について分析できる。

<２>自分の研究テーマの学術的・臨床的位置づけを説明できる。

授業計画

第１回 オリエンテーション（本講義の目的と概要説明）

第２回 研究テーマの決定プロセス

第３回 研究テーマの決定プロセスの発表

第４回 研究方法の検討

第５回 研究方法の発表

第６回 研究運営に関するディスカッション1（対象者の選定）

第７回 研究運営に関するディスカッション2（交絡変数の検討）

第８回 研究運営に関するディスカッション3（研究デザインの検討）

第９回 研究結果の分析手法

第10回 研究結果の分析ディスカッション

第11回 研究結果の分析ディスカッション2

第12回 結果の解釈と考察

第13回 結果の解釈と考察ディスカッション

第14回 結果の解釈と考察ディスカッション2

第15回 総括

教科書

なし

参考文献

なし

成績評価方法

平常点評価 100％ 毎回のプレゼン内容とディスカッションへの参加姿勢で評価する

備考・関連URL



授業科目名：

筋生物学演習（１）Ａ

担当教員名：

秋本 崇之

授業の概要

本講義では，骨格筋の生物学，生理学に関する研究成果を受講者自身が調査し，理解し，発表して，他の受講

者と討論する事で，骨格筋に関する基礎的知識を整理する．この過程を通じて，将来の個人の研究テーマを明確

にする．

授業の到達目標

・骨格筋生物学の基礎的知識（生理学，生化学，分子生物学）を整理して，理解する．

・授業を通じて，個人の研究テーマを明確にする．

授業計画

第１回 オリエンテーション（本講義の目的と概要）／ 本講義の目的と概要について説明する 輪読分担決定

第２回 骨格筋の構造と機能 担当者の発表および全員の討論

第３回 骨格筋の分化 担当者の発表および全員の討論

第４回 骨格筋線維タイプ担当者の発表および全員の討論

第５回 骨格筋収縮のメカニズム（興奮収縮連関）担当者の発表および全員の討論

第６回 骨格筋収縮のメカニズム（ミオシンモータータンパク質）担当者の発表および全員の討論

第７回 骨格筋の代謝（エネルギー代謝）担当者の発表および全員の討論

第８回 骨格筋の代謝（骨格筋の構造と代謝）担当者の発表および全員の討論

第９回 骨格筋の種間差 担当者の発表および全員の討論

第10回 骨格筋の発生と再生 担当者の発表および全員の討論

第11回 骨格筋の可塑性 担当者の発表および全員の討論

第12回 骨格筋可塑性を調節するCa２+シグナル 担当者の発表および全員の討論

第13回 骨格筋可塑性を調節するメカノトランスダクション 担当者の発表および全員の討論

第14回 骨格筋可塑性を調節する転写後制御 担当者の発表および全員の討論

第15回 骨格筋生物学の最近のトピック 担当者の発表および全員の討論

教科書

Schiaffino & Reggiani. Physiol Rev, 91, 1447-1531, 2011

参考文献

Essential細胞生物学 原書４版

成績評価方法

平常点評価 100％ 出席状況，各個人に割り当てられたテーマに関する発表内容，および討論における発言の

積極性と内容について，評価する．

備考・関連URL



授業科目名：

冬季スポーツコーチング学演習（１）A

担当教員名：

藤田 善也

授業の概要

授業の到達目標

授業計画

第１回

第２回

第３回

第４回

第５回

第６回

第７回

第８回

第９回

第10回

第11回

第12回

第13回

第14回

第15回

教科書

参考文献

成績評価方法

試 験 ％

レポート ％

平常点評価 ％

そ の 他 ％

備考・関連URL

2020/1/31 時点シラバス未確定

本 科 目 を 履修 希 望 する 場 合 は所 沢 総 合事 務セ ン タ ー

担当 「kyousyoku-tokorozawa@list.waseda.jp」までお知らせください。



授業科目名：

舞踊表現特論

担当教員名：

杉山 千鶴
授業の概要
舞踊を、表現を担うとはどういうことか。これを考えるために、本講義ではバレエ・ダンサーと歌舞伎役者を

と取り上げる。彼ら／彼女らが、どのような流れの中で舞踊・表現を体現しているのか、当該ジャンルと当該人
物の来歴について概観した後に、ドキュメンタリー映像等を観賞し、ディスカッションする。そして舞踊・表現
することの意味と意義、それによって課されるものについて考える。
本講義で扱う内容は、舞踊・表現に特化されるが、身体活動全般に共通するところが多い。従って本講義を通

じて考えたことを、各自に最も身近な身体活動に活かすことを望む。
なお本講義に大いに資するという点から、バレエ、歌舞伎等々の公演観賞を行う。

授業の到達目標
表現とは何か。各自の解答を見つける。

授業計画
第１回 ガイダンス

本講義の概要と授業計画、公演観賞についての説明
第２回 歌舞伎役者①歌舞伎役者について

歌舞伎について、歌舞伎役者が役を演じるということ、その稽古について講義する。
第３回 歌舞伎役者②具体的事例の１

ここでは事例として十五代目片岡仁左衛門を取り上げる。新聞や雑誌等に掲載されたインタビュー記事
や芸談、ドキュメンタリー映像から、歌舞伎役者が「歌舞伎」或いは「役者であること」をいかに考え
ているかを検討する。

第４回 歌舞伎役者③具体的事例の２
引き続き事例として十五代目片岡仁左衛門を取り上げる。「歌舞伎」や「役柄」に対する考え方をいか
に実践しているのかについて、映像や資料の記述から検討する。

第５回 歌舞伎役者④歌舞伎観賞の予習
歌舞伎公演観賞を前に、当該公演、上演される作品、出演する役者、歌舞伎座という場について講義す
る。

第６回 歌舞伎役者⑤歌舞伎観賞
歌舞伎公演の観賞

第７回 バレエ・ダンサー①バレエ・ダンサーについて
バレエ・ダンサーという存在について、アーティストとアスリートの二面性、身体などの特性について
講義する。

第８回 バレエ・ダンサー①獲得するもの
バレエは技法・様式が確立して以降の歴史が長く、その間、バレエ・ダンサーはそれらを身体に刷り込
むために日々レッスンに励まなければならなかった。このことを受け、ここではバレエの技法と様式、
レッスンの特性について講義する。

第９回 バレエ・ダンサー②日本におけるバレエ受容
西洋文化であるバレエが日本に移入され、移植されるまでを講義する。

第10回 バレエ・ダンサー③生まれ変わるバレエ
古典バレエの多くの作品は、その後、バレエやコンテンポラリーダンスの作家によって読み替えがなさ
れ、新たな作品として生まれ変わっている。ここでは≪白鳥の湖≫（1895年）と取り上げ、1980年代以
降に新たに読み替えられた事例をその映像と共に紹介・講義する他、他の作品についても言及する。

第11回 バレエ・ダンサー④現代のバレエ
現代においては古典バレエやその読み替えだけでなく、新たにバレエ作家によって創作された作品や、
コンテンポラリーダンスの作家に委嘱した作品なども多く発表されている。それらはバレエの技法・様
式の範囲内に留まるものではなく、それゆえにダンサーの身体には強靭さが求められる。このような動
向について具体的事例を取り上げながら、現代に踊るダンサーに求められるものについて講義する。

第12回 バレエ・ダンサー⑤具体的事例
古典バレエを踊りながら、数多くの作家のオファーを受けて創作作品を踊ってきたシルヴィ・ギエム
Sylvie Cuillem について、映像等の資料を用いながら、古典とされる作品と現代の作品の双方を踊る
ということについて考える。

第13回 バレエ・ダンサー⑥バレエ観賞の予習
バレエ公演観賞を前に、当該公演と主催団体、上演される作品、出演するダンサー、劇場という場につ
いて講義する。

第14回 バレエ・ダンサー⑥バレエ観賞
バレエ公演の観賞

第15回 まとめ
舞踊・表現について考える総括。

教科書
特になし。



参考文献
森下洋子『森下洋子－バレリーナの情熱』（日本図書センター）
村山久美子『二十世紀の10大バレエダンサー』（東京堂出版）
草刈民代・浅井佳代子『舞うひと 草刈民代×古典芸能のトップランナーたち』（淡交社）
小松成美『仁左衛門恋し』（徳間文庫）
堀越一寿『歌舞伎四〇〇年の言葉』（芸術新聞社）
この他、閲覧を推奨する動画を随時紹介する。

成績評価方法
試 験 0％ 実施しない
レ ポ ー ト 50％ 観賞した歌舞伎公演とバレエの感想、表現についての考え
そ の 他 50％ 出席点

備考・関連URL
公演鑑賞の日程により、上記の授業計画に変動の生じることがある。



授業科目名：

予防医学演習（１）Ａ

担当教員名：

鈴木 克彦

授業の概要

医科学研究の進歩に伴い、さまざまな疾患が遺伝要因と環境要因の相互作用により発症するという概念が具体

化され、また多くの疾患の発症にストレスや免疫異常、炎症などが密接に関与することも明らかにされつつある。

予防医学において、免疫学は「疫を免れる学」としてその基礎と応用の理解がきわめて重要である。生活習慣病

の予防・治療については、運動・栄養の意義・役割に重点をおき、体力医学・介護予防との関連を理解できるよ

うに予防医学を学習する。予習としてCourse N@viに掲載するコンテンツの受講を求めます。

授業の到達目標

前半は、まず免疫学の知識を体系的に習得しながら、それらがいかにライフスタイルと関連し、病気（おもに

免疫関連疾患と感染症）の診断・治療・予防に応用されているかを理解する。後半は、今日の疾病構造は生活習

慣病が主体であるため、分子細胞生物学や免疫学等の生命科学が、いかに疾病の診断や予防・治療に応用されて

いるかを学ぶ。

授業計画

第１回 受講ガイダンス、免疫の基本概念、構成細胞

第２回 抗原と抗体、受容体

第３回 接着分子、サイトカイン、補体

第４回 感染免疫

第５回 運動・ストレスと免疫

第６回 運動によるサイトカイン応答に関する研究

第７回 免疫関連疾患

第８回 移植免疫

第９回 腫瘍免疫

第10回 白血病とその治療

第11回 免疫機能測定法

第12回 老化と生体防御

第13回 栄養と生体防御

第14回 運動と生体防御

第15回 白血球機能解析の新たな展開

教科書

なし

参考文献

森口覚、酒井徹、山本茂編『管理栄養士講座 感染と生体防御』建帛（ケンパク）社。

成績評価方法

レ ポ ー ト 50％ レポートによる評価

平常点評価 50％ 平常点による評価

備考・関連URL

ある程度医学的知識を習得済みであることが望ましい。

関連URL：http://www.f.waseda.jp/katsu.suzu/syllabus.htm



授業科目名：

アスレティックトレーニング演習（２）Ａ

担当教員名：

広瀬 統一

授業の概要

本講義では、アスレティックトレーニングに関する英語論文抄読を通じて、各自の研究活動や臨床活動を発展

させる。

授業の到達目標

<１>当該分野の英語論文・著書を読み、内容を理解できる。

<２>自分の研究テーマの学術的・臨床的位置づけを説明できる。

授業計画

第１回 ガイダンス

第２回 論文・著書抄読１－１（研究背景の発表）

第３回 論文・著書抄読１－２（研究背景の妥当性に関する議論）

第４回 論文・著書抄読１－３（研究方法の発表）

第５回 論文・著書抄読１－４（研究方法の妥当性に関する議論）

第６回 論文・著書抄読１－５（統計方法の発表）

第７回 論文・著書抄読１－６（統計方法の信頼性に関する議論）

第８回 論文・著書抄読１－７（考察の発表）

第９回 論文・著書抄読１－８（考察の妥当性に関する議論）

第10回 中間発表１－１（論文・著書抄読内容の理解）

第11回 中間発表１－２（論文・著書抄読内容の分析）

第12回 中間発表１－３（論文・著書抄読内容の発展）

第13回 論文・著書抄読内容の発展１－１（自身の論文への応用）

第14回 論文・著書抄読内容の発展１－２（総括）

第15回 まとめ

教科書

なし

参考文献

なし

成績評価方法

平常点評価 100％ 毎回のプレゼン内容とディスカッションへの参加姿勢で評価する

備考・関連URL



授業科目名：

筋生物学演習（２）Ａ

担当教員名：

秋本 崇之

授業の概要

本講義では，骨格筋の生物学，生理学に関する研究成果を受講者自身が調査し，理解し，発表して，他の受講

者と討論する事で，骨格筋に関する基礎的知識を整理する．この過程を通じて，将来の個人の研究テーマを明確

にする．

授業の到達目標

・骨格筋生物学の基礎的知識（生理学，生化学，分子生物学）を整理して，理解する．

・授業を通じて，個人の研究テーマを明確にする．

授業計画

第１回 オリエンテーション（本講義の目的と概要）／ 本講義の目的と概要について説明する 輪読分担決定

第２回 骨格筋の構造と機能 担当者の発表および全員の討論

第３回 骨格筋の分化 担当者の発表および全員の討論

第４回 骨格筋線維タイプ担当者の発表および全員の討論

第５回 骨格筋収縮のメカニズム（興奮収縮連関）担当者の発表および全員の討論

第６回 骨格筋収縮のメカニズム（ミオシンモータータンパク質）担当者の発表および全員の討論

第７回 骨格筋の代謝（エネルギー代謝）担当者の発表および全員の討論

第８回 骨格筋の代謝（骨格筋の構造と代謝）担当者の発表および全員の討論

第９回 骨格筋の種間差 担当者の発表および全員の討論

第10回 骨格筋の発生と再生 担当者の発表および全員の討論

第11回 骨格筋の可塑性 担当者の発表および全員の討論

第12回 骨格筋可塑性を調節するCa２+シグナル 担当者の発表および全員の討論

第13回 骨格筋可塑性を調節するメカノトランスダクション 担当者の発表および全員の討論

第14回 骨格筋可塑性を調節する転写後制御 担当者の発表および全員の討論

第15回 骨格筋生物学の最近のトピック 担当者の発表および全員の討論 定期試験は実施しない。

教科書

Schiaffino & Reggiani. Physiol Rev, 91, 1447-1531, 2011

参考文献

Essential細胞生物学 原書４版

成績評価方法

平常点評価 100％ 出席状況，各個人に割り当てられたテーマに関する発表内容，および討論における発言の

積極性と内容について，評価する．

備考・関連URL



授業科目名：

冬季スポーツコーチング学演習（２）A

担当教員名：

藤田 善也

授業の概要

授業の到達目標

授業計画

第１回

第２回

第３回

第４回

第５回

第６回

第７回

第８回

第９回

第10回

第11回

第12回

第13回

第14回

第15回

教科書

参考文献

成績評価方法

試 験 ％

レポート ％

平常点評価 ％

そ の 他 ％

備考・関連URL

2020/1/31 時点シラバス未確定

本 科 目 を 履修 希 望 する 場 合 は所 沢 総 合事 務セ ン タ ー

担当 「kyousyoku-tokorozawa@list.waseda.jp」までお知らせください。



授業科目名：

スポーツ社会学演習（１）Ａ

担当教員名：

中澤 篤史

授業の概要

スポーツ・身体・人間に関連する社会現象を、社会学を中心とした社会科学的アプローチから探究する。演習

は、スポーツ・身体・人間について論じた社会学／社会科学の文献の講読と議論を通じて、スポーツ社会学の理

論を理解することをめざす。

授業の到達目標

スポーツ社会学の理論の理解

授業計画

第１回 ガイダンス

第２回 文献の講読と議論（１）スポーツ社会学への招待

第３回 文献の講読と議論（２）社会への注目

第４回 文献の講読と議論（３）社会的文脈

第５回 文献の講読と議論（４）身体

第６回 文献の講読と議論（５）人間

第７回 文献の講読と議論（６）政治

第８回 文献の講読と議論（７）経済

第９回 文献の講読と議論（８）教育

第10回 文献の講読と議論（９）階層

第11回 文献の講読と議論（10）ジェンダー／セクシャリティ

第12回 文献の講読と議論（11）民族

第13回 文献の講読と議論（12）福祉

第14回 文献の講読と議論（13）障害

第15回 総括論議

教科書

授業内で適宜、知らせる。

参考文献

なし。

成績評価方法

平常点評価 100％ スポーツ社会学の理論の理解度

備考・関連URL



授業科目名：

スポーツビジネス・アドミニストレーション演習（１）

Ａ

担当教員名：

武藤 泰明

授業の概要

受講者は教科書を分担して講読・発表します。2018年度前期はおもにハーバードビジネス（日本語版）からピ

ックアップした論文を読んでいきます。。

【予復習時間（60時間、全学共通）のめやす】

１）文献事前購読、発表資料作成 10hs ×5回 = 50hs

２）発表資料の修正と提出 2hs ×5回 = 10hs

授業の到達目標

１）マネジメントを理解し、スポーツに応用できるようになること

２）バックグラウンドの学問領域に関する知見を形成すること

授業計画

第1回 履修者によるプレゼンテーションと議論:ハーバードビジネス誌2017年1月号からのpick up 論文

第2回 履修者によるプレゼンテーションと議論:ハーバードビジネス誌2017年2月号からのpick up 論文

第3回 履修者によるプレゼンテーションと議論:ハーバードビジネス誌2017年3月号からのpick up 論文

第4回 履修者によるプレゼンテーションと議論:ハーバードビジネス誌2017年4月号からのpick up 論文

第5回 履修者によるプレゼンテーションと議論:ハーバードビジネス誌2017年5月号からのpick up 論文

第6回 履修者によるプレゼンテーションと議論:ハーバードビジネス誌2017年6月号からのpick up 論文

第7回 履修者によるプレゼンテーションと議論:ハーバードビジネス誌2017年7月号からのpick up 論文

第8回 履修者によるプレゼンテーションと議論:ハーバードビジネス誌2017年8月号からのpick up 論文

第9回 履修者によるプレゼンテーションと議論:ハーバードビジネス誌2017年9月号からのpick up 論文

第10回 履修者によるプレゼンテーションと議論:ハーバードビジネス誌2017年10月号からのpick up 論文

第11回 履修者によるプレゼンテーションと議論:ハーバードビジネス誌2017年11月号からのpick up 論文

第12回 履修者によるプレゼンテーションと議論:ハーバードビジネス誌2017年12月号からのpick up 論文

第13回 履修者によるプレゼンテーションと議論:ハーバードビジネス誌2018年1月号からのpick up 論文

第14回 履修者によるプレゼンテーションと議論:ハーバードビジネス誌2018年2月号からのpick up 論文

第15回 履修者によるプレゼンテーションと議論:ハーバードビジネス誌2018年3月号からのpick up 論文

教科書

ハーバードビジネス 日本語版

教科書については実験実習費で購入・配布します。冊数が不足する場合はコピーを配布します。

参考文献

成績評価方法

平常点評価 100％ 発表による。

備考・関連URL



授業科目名：

スポーツビジネス法演習（１）Ａ

担当教員名：

松本 泰介

授業の概要

スポーツ界の現場において、スポーツ仲裁やスポーツガバナンスの観点からの要請が強くなり、代表選考の場

面、アンチ・ドーピングや暴力・セクハラ問題などのインテグリティの場面、スポーツ関係者への懲戒処分の場

面、スポーツ仲裁の場面など、スポーツ法を意識しなければならない場面が非常に増えている。このような中か

ら、受講者が選択したテーマに関する文献研究、研究報告を中心に、スポーツビジネス法研究の基礎を指導しま

す。

授業の到達目標

スポーツビジネス法に関連した研究のために必要なテーマ設定、研究計画、研究方法などを身につけること。

授業計画

第１回 スポーツビジネス法概観

第２回 スポーツビジネスにおける興行契約をめぐるルール形成と契約交渉

第３回 スポーツビジネスにおけるスポンサー契約をめぐるルール形成と契約交渉

第４回 スポーツビジネスにおける放映権契約をめぐるルール形成と契約交渉

第５回 スポーツビジネスにおける商品化契約をめぐるルール形成と契約交渉

第６回 選手契約、移籍契約をめぐるルール形成と契約交渉

第７回 スポーツ団体における地位をめぐるルール形成（アマチュア資格、エージェント資格など）

第８回 スポーツ団体の組織運営とスポーツガバナンス

第９回 スポーツ団体の代表選手選考とスポーツガバナンス

第10回 スポーツ団体の懲戒処分、紛争解決とスポーツガバナンス

第11回 スポーツビジネスとインテグリティをめぐるルール形成（アンチ・ドーピング、八百長）

第12回 スポーツビジネスとインテグリティをめぐるルール形成（差別、暴力・セクハラ）

第13回 スポーツビジネスとインテグリティをめぐるルール形成（事故）

第14回 スポーツビジネスと国際ルール

第15回 スポーツビジネスとスポーツ基本法

教科書

受講者が設定するテーマに応じて適宜紹介。

参考文献

日本スポーツ法学会編、「スポーツ法標準テキスト」（第２版）、エイデル研究所

成績評価方法

レ ポ ー ト 50％ 最終的な研究報告の内容

平常点評価 50％ 毎回の講義における事前準備、発表内容

備考・関連URL



授業科目名：

健康行動科学演習（１）Ａ

担当教員名：

岡 浩一朗

授業の概要

本演習では、特に情報検索、論文読解、統計解析に関するトレーニングを行う。

授業の到達目標

健康づくり（特に、身体活動・運動の促進および座りすぎ是正対策）のための効果的な支援方策の最新情報や

基礎知識に関するリテラシーを高め、修士論文をまとめるための研究能力および問題解決能力を高めることを主

な目標にする。

授業計画

第１回 演習の概要と進め方

第２回 情報検索トレーニング（１）国内の研究データベース活用法

第３回 情報検索トレーニング（２）海外の研究データベース活用法

第４回 情報検索トレーニング（３）様々な検索手法を知る

第５回 論文読解トレーニング（１）論文読解上の注意点

第６回 論文読解トレーニング（２）観察研究のポイント

第７回 論文読解トレーニング（３）実験研究のポイント

第８回 論文読解トレーニング（４）介入研究のポイント

第９回 論文読解トレーニング（５）システマティックレビュー、メタアナリシスのポイント

第10回 統計解析トレーニング（１）データの要約、基本統計量の算出および図表化

第11回 統計解析トレーニング（２）t検定、カイ2乗検定、分散分析

第12回 統計解析トレーニング（３）重回帰分析、判別分析

第13回 統計解析トレーニング（４）ロジスティック回帰分析、比例ハザード分析

第14回 統計解析トレーニング（５）因子分析、クラスター分析、共分散構造分析

第15回 講評とレポート課題

教科書

特になし。資料は講義中に適宜配布する。

参考文献

特になし。

成績評価方法

レ ポ ー ト 20％ レポート内容20％

平常点評価 80％ 平常点50％（主体的な授業参加度を重視する）、発表内容15％、授業中の積極性や勤勉性と

いった取組姿勢15％

備考・関連URL



授業科目名：

健康教育学演習（１）Ａ

担当教員名：

石井 香織

授業の概要

本演習では、健康教育学分野における論文読解、統計解析に関するトレーニングを行う。

授業の到達目標

健康教育学分野の健康づくりのための支援方策に関する知識を深め、修士論文をまとめるためのスキルを身に

つけることを主な目標にする。

授業計画

第１回 演習の概要と進め方

第２回 論文検索のポイント

第３回 論文読解１：論文読解のポイント・注意点

第４回 論文読解２：論文スタイルの特徴

第５回 論文読解３：パラグラフ構造

第６回 論文読解４：観察・実験研究

第７回 論文読解５：介入・レビュー研究

第８回 統計解析１：記述データ、分割表の検定、相関分析

第９回 統計解析２：分布中心の差の検定、ロジスティック回帰分析

第10回 統計解析３：平均値の差の検定(被験者間計画・被験者内計画) (反復測定含む)

第11回 統計解析４：回帰分析、重回帰分析

第12回 統計解析５：質的研究

第13回 統計解析６：統計解析の実際

第14回 統計解析７：健康教育学分野への適用

第15回 総復習（到達度の確認を含む）とレポート課題 定期試験は実施しない。

教科書

特になし。資料は講義中に適宜配布する。

参考文献

現代の医学的研究方法:質的・量的方法、ミクストメソッド、EBP（木原雅子、木原正博）、健康・スポーツ科

学のための研究方法―研究計画の立て方とデータ処理方法（出村愼一）

成績評価方法

レ ポ ー ト 20％ レポート内容20％：与えられた課題を講義内容の視点と絡めて深く理解しているかどうか

を評価します。

平常点評価 80％ 発表内容40％：各個人に割り当てられたテーマに関する発表内容について評価します。

授業中の積極性や勤勉性といった取組姿勢40％：授業への積極性を評価します。

備考・関連URL



授業科目名：

アスレティックパフォーマンス演習（１）Ａ

担当教員名：

平山 邦明

授業の概要

本講義では、論文抄読およびそのまとめ作業を通じて、各自の研究の学術的位置づけを把握することを目的と

する。

授業の到達目標

〈１〉専門分野の学術論文（英文）を読み、内容を説明することができる。

〈２〉自身の研究テーマの学術的位置づけを説明することができる。

授業計画

第１回 オリエンテーション（本演習の目的と概要の説明）

第２回 学術情報の収集方法の確認

第３回 先行研究の調査・報告（１）関連論文リストの作成

第４回 先行研究の調査・報告（２）レビュー論文の調査・報告①

第５回 先行研究の調査・報告（３）レビュー論文の調査・報告②

第６回 先行研究の調査・報告（４）レビュー論文のまとめ

第７回 先行研究の調査・報告（５）原著論文の調査・報告①

第８回 先行研究の調査・報告（６）原著論文の調査・報告②

第９回 先行研究の調査・報告（７）原著論文の調査・報告③

第10回 先行研究の調査・報告（８）論文のレビュー①

第11回 先行研究の調査・報告（９）論文のレビュー②

第12回 研究テーマと研究課題の検討

第13回 研究テーマと研究課題の設定

第14回 研究デザインの整理①

第15回 研究デザインの整理②

教科書

なし

参考文献

なし

成績評価方法

平常点評価 100％ プレゼンテーションの内容とディスカッションへの参加姿勢で評価する。

備考・関連URL



授業科目名：

運動器スポーツ機能解剖学特論

担当教員名：

熊井 司

授業の概要

スポーツ選手にとって、運動器に発生する外傷・障害はパフォーマンス低下を引き起こすだけでなく、キャリ

アエンディングにも関わる重要な課題となる。運動器のスポーツ機能解剖学的観点から病態を把握し、治療・予

防法を考案、実施するための手法について学び、研究の方向性を模索する。

これまでに報告されているスポーツ機能解剖学に関する代表的な研究論文を抄読し、新たな研究テーマを導き

出すためのディスカッションを行う。

授業の到達目標

運動器スポーツ外傷・障害についての機能解剖学的手法による研究の知識を習得する

授業計画

第１回 オリエンテーション（本講義の目的と概要について）

第２回 機能解剖学的研究の概説１：肉眼解剖学

第３回 機能解剖学的研究の概説２：組織形態学的研究（足底腱膜）

第４回 機能解剖学的研究の概説３：組織形態学的研究（アキレス腱）

第５回 研究手法の解説１：組織形態学的研究（routine histology, histomorphometry）

第６回 研究手法の解説２：組織形態学的研究（immunohistochemistry）

第７回 論文抄読とディスカッション１：組織形態学的研究論文２～３編

第８回 機能解剖学的研究の概説４：電子顕微鏡を用いた研究（透過型および走査型）

第９回 機能解剖学的研究の概説５：超音波画像による研究（踵部脂肪体）

第10回 機能解剖学的研究の概説６：超音波画像による研究（下腿三頭筋 エラストグラフィー）

第11回 論文抄読とディスカッション２：超音波画像による研究論文２～３編

第12回 機能解剖学的研究の概説７：元素分析装置を用いた研究

第13回 機能解剖学的研究の概説８：fresh cadaverを用いた研究（アキレス腱の生体力学的研究）

第14回 機能解剖学的研究の概説９：fresh cadaverを用いた研究（その他）

第15回 論文抄読とディスカッション３：fresh cadaverを用いた研究論文２編

レポート課題と総括

教科書

Orthopaedic Basic Science (AAOS), Netter’s Sports Medicine (Elsevier)

参考文献

最新のスポーツ医学系雑誌

成績評価方法

レ ポ ー ト 20％ 課題に対するレポートを提出

平常点評価 80％ 受講態度、出席状況、抄読内容を評価。

備考・関連URL



授業科目名：

チームスポーツコーチング特論

担当教員名：

松井 泰二

授業の概要

チームスポーツにおける「組織」に着目し，「組織」の本質を多角的に分析する．

授業の到達目標

「組織」について科学的な観点から理解し，「発展的組織」の創出について提案ができる．

授業計画

第１回 ガイダンス

第２回 チームとは，組織論

第３回 組織行動

第４回 個の存在

第５回 モチベーション

第６回 コミュニケーション

第７回 リーダーシップ

第８回 マネジメント

第９回 リスクマネジメント

第10回 組織におけるコーチの役割

第11回 コーチング・フィロソフィー

第12回 さまざまな戦術論から組織を学ぶ

第13回 組織の戦術行動と戦術トレーニング

第14回 プレゼンテーション等のアウトプット手法

第15回 総括

教科書

参考文献

成績評価方法

レ ポ ー ト 50％ レポートによる評価

平常点評価 50％ 授業への取り組みの評価

備考・関連URL



授業科目名：

舞踊論演習（１）Ａ

担当教員名：

杉山 千鶴

授業の概要

本科目では、国内の伝統芸能・民俗芸能のうち、特定のものを対象とする。当該のものが実践される地域につ

いて、市町村資料や文学作品等を講読し、成立の経緯や背景、現在に至るまでの描かれ方について把握する。

次に当該のものを対象とした先行研究や資料を講読し、その現状、そこに生じている問題を洗い出し、検討す

るものである。夏季休業中には当該のものについて、2泊3 日程度のフィールドワークを行う。実践の場に立ち

会うこと、また現地の資料館等を訪問し、関係者にインタビューを行って新たな資料を収集する。

授業の到達目標

一つの事例を通して、伝統芸能・民俗芸能の成立過程と現状について理解する。

授業計画

第１回 ガイダンス

本科目の概要と授業計画について説明する。また文献・資料、先行研究の講読の分担を決める。

第２回 本科目の対象の決定

対象とする伝統芸能・民俗芸能について、場所と日程を勘案して決定する。

第３回 対象地の把握①

対象地に関する市町村史の講読①

第４回 対象地の把握②

対象地に関する文献・資料の講読②

第５回 対象地の把握③

対象地に関する文学作品の講読③

第６回 先行研究の講読①

対象とする伝統芸能・民俗芸能に関する先行研究の講読と問題点の洗い出し・検討①

第７回 先行研究の講読②

対象とする伝統芸能・民俗芸能に関する先行研究の講読と問題点の洗い出し・検討②

第８回 先行研究の講読③

対象とする伝統芸能・民俗芸能に関する先行研究の講読と問題点の洗い出し・検討③

第９回 先行研究の講読④

対象とする伝統芸能・民俗芸能に関する先行研究の講読と問題点の洗い出し・検討④

第10回 先行研究の講読⑤

対象とする伝統芸能・民俗芸能に関する先行研究の講読と問題点の洗い出し・検討⑤

第11回 先行研究の講読⑥

対象とする伝統芸能・民俗芸能に関する先行研究の講読と問題点の洗い出し・検討⑥

第12回 フィールドワーク実践に向けて①

対象地について得られた内容のまとめと対象とする伝統芸能・民俗芸能に関する問題点の整理

第13回 フィールドワーク実践に向けて②

フィールドワークのスケジュールの決定

第14回 フィールドワーク実践に向けて③

資料館、保存会の確認、インタビュー項目の検討と作成

第15回 まとめ

当該の伝統芸能・民俗芸能について、これまでのまとめと確認。フィールドワークのガイダンス

教科書

随時教場で紹介する。

参考文献

随時教場で紹介する。

成績評価方法

平常点評価 50％ 授業内容に対する真摯な姿勢と積極的な取り組み

そ の 他 50％ 出席点

備考・関連URL



授業科目名：

スポーツ社会学演習（２）Ａ

担当教員名：

中澤 篤史

授業の概要

スポーツ・身体・人間に関連する社会現象を、社会学を中心とした社会科学的アプローチから探究する。演習

（１）の基礎の上で、受講者自身が、スポーツ・身体・人間についての社会学的研究を進め、オリジナルなテー

マを設定できることをめざす。文献の講読と議論も、引き続き行う。

授業の到達目標

オリジナルなテーマを設定できること

授業計画

第１回 ガイダンス

第２回 テーマ設定のための討論（１）社会学的アプローチ

第３回 テーマ設定のための討論（２）スポーツと身体

第４回 テーマ設定のための討論（３）スポーツと人間

第５回 テーマ設定のための討論（４）スポーツと政治

第６回 テーマ設定のための討論（５）スポーツと経済

第７回 テーマ設定のための討論（６）スポーツと教育

第８回 研究発表（１）問いを立てる

第９回 研究発表（２）仮説をつくる

第10回 文献の講読と議論（１）近代

第11回 文献の講読と議論（２）言説

第12回 文献の講読と議論（３）知識

第13回 文献の講読と議論（４）精神

第14回 文献の講読と議論（５）スポーツ・身体・人間

第15回 総括論議

教科書

授業内で適宜、知らせる。

参考文献

なし。

成績評価方法

平常点評価 100％ スポーツ社会学的研究のテーマ設定の仕方およびその独創性

備考・関連URL



授業科目名：

スポーツビジネス・アドミニストレーション演習（２）Ａ

担当教員名：

武藤 泰明

授業の概要

テキストの購読・学生によるプレゼンテーション、ディスカッションを行います。テキストは「質的研究入門」

です（教科書の項参照）

授業の到達目標

質的研究について理解し、自身の研究で使えるようになること。

授業計画

第1回 第１部：フレームワーク 教員による解説とオリエンテーション

第2回 第2部 理論からテクストへ（１）履修者による発表と討議

第3回 第2部 理論からテクストへ（２）研究への適用可能性について

第4回 第3部 研究デザイン（１）履修者による発表と討議

第5回 第3部 研究デザイン（２）研究への適用可能性について

第6回 第4部 口頭データ（１）履修者による発表と討議

第7回 第4部 口頭データ（２）研究への適用可能性について

第8回 第5部 観察と媒介データ（１）履修者による発表と討議

第9回 第5部 観察と媒介データ（２）研究への適用可能性について

第10回 第6部 テクストから理論へ（１）履修者による発表と討議

第11回 第6部 テクストから理論へ（２）研究への適用可能性について

第12回 中間総括：質的研究を用いた先行研究のサーヴェイ（１）：履修者による発表と討議

第13回 中間総括：質的研究を用いた先行研究のサーヴェイ（２）：履修者による発表と討議

第14回 第7部 質的研究の基礎づけと執筆：履修者による発表と討議

第15回 第8部 質的研究:統合と展望：履修者による発表と討議

教科書

ウヴェ フリック 質的研究入門―“人間の科学”のための方法論 春秋社、２０１１

参考文献

成績評価方法

平常点評価 100％ 発表による。

備考・関連URL



授業科目名：

スポーツビジネス法演習（２）Ａ

担当教員名：

松本 泰介

授業の概要

スポーツ界の現場において、スポーツ仲裁やスポーツガバナンスの観点からの要請が強くなり、代表選考の場

面、アンチ・ドーピングや暴力・セクハラ問題などのインテグリティの場面、スポーツ関係者への懲戒処分の場

面、スポーツ仲裁の場面など、スポーツ法を意識しなければならない場面が非常に増えている。このような中か

ら、受講者が選択したテーマに関する文献研究、研究報告を前提に、スポーツビジネス法に関する学術論文作成

を指導します。

授業の到達目標

スポーツビジネス法に関するバランスある法的思考力を持った学術論文を作成すること。

授業計画

第１回 スポーツビジネス法概観

第２回 スポーツビジネスにおける興行契約をめぐるルール形成と契約交渉

第３回 スポーツビジネスにおけるスポンサー契約をめぐるルール形成と契約交渉

第４回 スポーツビジネスにおける放映権契約をめぐるルール形成と契約交渉

第５回 スポーツビジネスにおける商品化契約をめぐるルール形成と契約交渉

第６回 選手契約、移籍契約をめぐるルール形成と契約交渉

第７回 スポーツ団体における地位をめぐるルール形成（アマチュア資格、エージェント資格など）

第８回 スポーツ団体の組織運営とスポーツガバナンス

第９回 スポーツ団体の代表選手選考とスポーツガバナンス

第10回 スポーツ団体の懲戒処分、紛争解決とスポーツガバナンス

第11回 スポーツビジネスとインテグリティをめぐるルール形成（アンチ・ドーピング、八百長）

第12回 スポーツビジネスとインテグリティをめぐるルール形成（差別、暴力・セクハラ）

第13回 スポーツビジネスとインテグリティをめぐるルール形成（事故）

第14回 スポーツビジネスと国際ルール

第15回 スポーツビジネスとスポーツ基本法

教科書

受講者が設定するテーマに応じて適宜紹介。

参考文献

日本スポーツ法学会編、「スポーツ法標準テキスト」（第２版）、エイデル研究所

成績評価方法

レ ポ ー ト 50％ 最終的な学術論文の内容

平常点評価 50％ 毎回の講義における事前準備、発表内容

備考・関連URL



授業科目名：

スポーツ神経精神医科学演習（１）Ａ

担当教員名：

西多 昌規

授業の概要

・睡眠・生体リズムとスポーツパフォーマンス（生体リズムによるパフォーマンス操作、ジェットラグ対策）・

身体運動が脳や心の働きに与える影響（運動によるADHDやうつ状態の改善）

・スポーツパフォーマンスに関連した脳機能（睡眠による運動記憶・技術の定着・向上、睡眠奪取・睡眠延長に

よる高次脳機能変化）

などについて、招聘講師の講義、文献抄読および実験計画の検討などを行います。

授業の到達目標

・この分野に関わる知識を専門的なレベルのディスカッションが可能になることを目標に習得します。

・自分自身の研究の方向性を定めます。

・研究に関わる文献を検索し、読解し、研究の現状について把握します。

・自分の研究計画を立案し、研究計画のもつ発見性について理解します。

授業計画

第１回 【オリエンテーション】本講義の目的と概要

第２回 【講義】 睡眠の生理学基礎

第３回 【文献抄読】 睡眠が運動技術向上に与える影響

第４回 【文献抄読】 生体リズムと運動パフォーマンス

第５回 【文献抄読】 運動と高次脳機能

第６回 【研究計画検討】 研究テーマの設定

第７回 【研究計画検討】 実験の計画 対象と方法（1）

第８回 【研究計画検討】 実験の計画 対象と方法（2）

第９回 【研究計画検討】 実験の計画 対象と方法（3）

第10回 【研究に必要な過去文献レビュー】 先行研究の確認（1）

第11回 【研究に必要な過去文献レビュー】 先行研究の確認（2）

第12回 【研究に必要な過去文献レビュー】 実験方法の確認

第13回 【研究に必要な過去文献レビュー】 統計解析方法の確認

第14回 【中間発表】 実験計画のプレゼンテーション

第15回 【総合討論】 春学期の総括と夏季休暇中の研究活動計画

教科書

特に指定しない

参考文献

講義のたびに紹介する

成績評価方法

試 験 100％ 最終日に口頭試問を行い、成績を評価します。

備考・関連URL



授業科目名：

健康行動科学演習（２）Ａ

担当教員名：

岡 浩一朗

授業の概要

本演習では、観察研究および実験研究に関して、ダイレクトリーディング（特定の領域を決めて、一定数の論

文を読み、その要旨を説明する）を中心に演習を進める。

授業の到達目標

健康づくり（特に、身体活動・運動の促進および座りすぎ是正対策）のための効果的な支援方策の最新情報に

関するリテラシーを高め、修士論文をまとめるための研究能力および問題解決能力を高めることを主な目標にす

る。

授業計画

第１回 演習の概要と進め方

第２回 ダイレクトリーディングトレーニング（１）観察研究読解の基本的な考え方「STROBE声明」

第３回 ダイレクトリーディングトレーニング（２）観察研究における「緒言」の読解

第４回 ダイレクトリーディングトレーニング（３）観察研究における「方法」の読解

第５回 ダイレクトリーディングトレーニング（４）観察研究における「結果」の読解

第６回 ダイレクトリーディングトレーニング（５）観察研究における「考察」の読解

第７回 ダイレクトリーディングトレーニング（６）観察研究における「図表」の読解

第８回 ダイレクトリーディングトレーニング（７）観察研究における「論文全体」読解のまとめ

第９回 ダイレクトリーディングトレーニング（８）実験研究における「緒言」の読解

第10回 ダイレクトリーディングトレーニング（９）実験研究における「方法」の読解

第11回 ダイレクトリーディングトレーニング（10）実験研究における「結果」の読解

第12回 ダイレクトリーディングトレーニング（11）実験研究における「考察」の読解

第13回 ダイレクトリーディングトレーニング（12）実験研究における「図表」の読解

第14回 ダイレクトリーディングトレーニング（13）実験研究における「論文全体」読解のまとめ

第15回 講評とレポート課題

教科書

特になし。資料は講義中に適宜配布する。

参考文献

特になし。

成績評価方法

レ ポ ー ト 20％ レポート内容20％

平常点評価 80％ 平常点50％（主体的な授業参加度を重視する）、発表内容15％、授業中の積極性や勤勉性と

いった取組姿勢15％

備考・関連URL



授業科目名：

健康教育学演習（２）Ａ

担当教員名：

石井 香織

授業の概要

本演習では、健康教育学分野における観察研究および実験研究に関する論文を批判的に読み解き、その内容を

説明することを主とし進める。

授業の到達目標

健康教育学分野の健康づくりのための支援方策に関する知識を深め、修士論文をまとめるためのスキルを身に

つけることを主な目標にする。

授業計画

第１回 演習の概要と進め方

第２回 観察研究１：観察研究読解の基本

第３回 観察研究２：背景の読解

第４回 観察研究３：方法の読解

第５回 観察研究４：結果の読解

第６回 観察研究５：考察の読解

第７回 観察研究６：総合的読解

第８回 実験研究１：実験研究読解の基本

第９回 実験研究２：背景の読解

第10回 実験研究３：方法の読解

第11回 実験研究４：結果の読解

第12回 実験研究５：考察の読解

第13回 実験研究６：総合的読解

第14回 図表の読解

第15回 総復習（到達度の確認を含む）とレポート課題 定期試験は実施しない。

教科書

特になし。資料は講義中に適宜配布する。

参考文献

基礎から学ぶ楽しい学会発表・論文執筆（中村 好一）

成績評価方法

レ ポ ー ト 20％ レポート内容20％：与えられた課題を講義内容の視点と絡めて深く理解しているかどうか

を評価します。

平常点評価 80％ 発表内容40％：各個人に割り当てられたテーマに関する発表内容について評価します。

授業中の積極性や勤勉性といった取組姿勢40％：授業への積極性を評価します。

備考・関連URL



授業科目名：

アスレティックパフォーマンス演習（２）Ａ

担当教員名：

平山 邦明

授業の概要

本演習では、演習（１）で立案した研究計画にそって研究を行うとともに、関連した先行研究を精読し、方法

などの解釈に関する知識をより深めて修士論文の作成を目指す。

授業の到達目標

研究計画に基づき、研究を遂行することができる。

授業計画

第１回 オリエンテーション（本演習の目的と概要の説明）

第２回 研究計画の発表（１）

第３回 研究計画の発表（２）

第４回 先行研究の調査・報告（１）方法論に関する論文のレビュー①

第５回 先行研究の調査・報告（２）方法論に関する論文のレビュー②

第６回 研究計画の修正〈１〉

第７回 研究計画の修正〈２〉

第８回 本実験の進捗状況の発表〈１〉

第９回 本実験の進捗状況の発表〈２〉

第10回 本実験の進捗状況の発表〈３〉

第11回 データ解析・統計処理の検討〈１〉

第12回 本実験の進捗状況の発表〈４〉

第13回 本実験の進捗状況の発表〈５〉

第14回 本実験の進捗状況の発表〈６〉

第15回 データ解析・統計処理の検討〈２〉

教科書

なし

参考文献

なし

成績評価方法

平常点評価 100％ プレゼンテーションの内容とディスカッションへの参加姿勢で評価する。

備考・関連URL



授業科目名：

舞踊論演習（２）Ａ

担当教員名：

杉山 千鶴

授業の概要
舞踊・ダンスを見つめる時には、まなざしの先は現象、ダンサー、演じられる内容、技法など多様にある。そ

してそのまなざしも、多様な視点や学問領域に立って注がれるものである。
このことを受け、本演習では舞踊・ダンスにまつわる１つの問題を設定し、これに関する舞踊学の文献・論考

を分担して講読する。毎回の授業では担当部分の概要と考察を発表・検討する。
講読後は新たな課題を導き出して１つに絞り、これに対する解決法を見出すために文献・論考の講読を重ねる。

その場合、講読するものは、舞踊学のものや隣接領域のものに限らず、課題解決に資するものを広く求めるもの
とする。

授業の到達目標
１つの対象を多角的に見つめた時に、見えてくるものを確認する。

授業計画
第１回 ガイダンス

本科目の内容と授業計画の説明。舞踊学の文献・論考の説明と分担の決定。
第２回 文献・論考の講読①

文献・論考の担当部分について、概要と自身の考察を発表、検討する。得られた知見をまとめる。
第３回 文献・論考の講読②

文献・論考の担当部分について、概要と自身の考察を発表、検討する。得られた知見をまとめる。
第４回 文献・論考の講読③

文献・論考の担当部分について、概要と自身の考察を発表、検討する。得られた知見をまとめるす。
第５回 文献・論考の講読④

文献・論考の担当部分について、概要と自身の考察を発表、検討する。得られた知見をまとめる。
第６回 文献・論考の講読⑤

文献・論考の担当部分について、概要と自身の考察を発表、検討する。得られた知見をまとめる。
第７回 文献・論考の講読⑥

文献・論考の担当部分について、概要と自身の考察を発表、検討する。得られた知見をまとめる。
第８回 文献・論考の講読⑦

これまでに得られた知見をまとめ、検討する。新たな課題を導き出し、このうち１つを特定し、これを
解決するために資する文献・論考の分担を決定する。

第９回 課題の解決のために①
特定された課題に関する舞踊学の文献・論考について、担当部分の概要と自身の考察を発表、検討する。

第10回 課題の解決のために②
特定された課題に関する舞踊学の文献・論考について、担当部分の概要と自身の考察を発表、検討する。

第11回 課題の解決のために③
特定された課題に関する舞踊学の文献・論考について、担当部分の概要と自身の考察を発表、検討する。
これまでの内容をまとめ、舞踊学の視点から課題の解決を検討する。

第12回 課題の解決のために④
特定された課題に関し、多様な領域の文献・論考について、担当部分の概要と自身の考察を発表、検討
する。

第13回 課題の解決のために⑤
特定された課題に関し、多様な領域の文献・論考について、担当部分の概要と自身の考察を発表、検討
する。

第14回 課題の解決のために⑥
特定された課題に関し、多様な領域の文献・論考について、担当部分の概要と自身の考察を発表、検討
する。これまでの内容をまとめ、講読したものに応じた視点から課題の解決を検討する。

第15回 総括
舞踊学ならびに多様な領域から得られた課題解決をすりあわせる。そして、これをもとに検討を行い、
当初設定した問題に対する答えを導き出す。

教科書
教場で指示する。

参考文献
随時教場で紹介、指示する。

成績評価方法
レ ポ ー ト 50％ 設定した問題に対する答えについてのレポート
平常点評価 50％ 発表内容及び授業への積極的かつ意欲的な姿勢を評価する。

備考・関連URL



授業科目名：

スポーツ社会学特論

担当教員名：

中澤 篤史

授業の概要

本授業のテーマは、「社会学の基礎概念～スポーツを理解するために」とする。社会学の学問の歴史と蓄積、

および主要な基礎概念について学び、スポーツ理解への応用可能性を探る。テキストは大澤真幸『社会学史』（講

談社）とギデンズ『社会学』（而立書房）を用いる。

授業の到達目標

社会学の基礎概念を学び、スポーツ理解を深めること。

授業計画

第１回 ガイダンス

第２回 テキストの講読と討議（１）理論的枠組み

第３回 テキストの講読と討議（２）方法的特徴

第４回 テキストの講読と討議（３）社会学の誕生と発展

第５回 テキストの講読と討議（４）社会学のテーマ

第６回 テキストの講読と討議（５）社会階層と格差問題

第７回 テキストの講読と討議（６）ジェンダーとセクシャリティ

第８回 テキストの講読と討議（７）メディアと言説

第９回 テキストの講読と討議（８）身体と障害

第10回 テキストの講読と討議（９）国家と統治

第11回 テキストの講読と討議（10）近代化と産業化

第12回 テキストの講読と討議（11）労働と経済

第13回 テキストの講読と討議（12）社会化と教育

第14回 テキストの講読と討議（13）グローバリゼーションと民主主義

第15回 総括論議

教科書

テキストは、大澤真幸『社会学史』（講談社）とギデンズ『社会学』（而立書房）を使用するが、受講者にはそ

の都度、配布する。

参考文献

なし。

成績評価方法

平常点評価 100％ テキスト内容の理解度

備考・関連URL



授業科目名：

運動代謝学演習（１）Ａ

担当教員名：

宮下 政司

授業の概要

運動代謝学演習（１）では、質の高い修士論文を作成するために必要な知識と応用的発想力を習得することを

目的とする。特に専門領域の研究を進める上で、研究の視座が狭まらないように健康スポーツ科学系の様々な角

度から複眼的な視点に基づき、受講生が設定する研究テーマに対し、指導･助言を行う。

運動代謝学演習（１）A においては、問題の所在や研究の背景を構造的に捉えるため、国内外における研究動

向の把握から先行研究の精読を通じて、研究課題を具体化し、それらを遂行するための論理的思考を身につける。

授業の到達目標

・修士論文の作成に必要な国内外における研究動向を把握し、論文の構成に対する理解を深め、要約した先行研

究を他の受講生へ分かり易く発表することができるようになる。

・具体的な研究課題を設定し、遂行するために必要な問題の構造化、論理の構成および方法論的課題が理解でき

るようになる。

授業計画

第１回 受講ガイダンス

第２回 卒業論文の紹介

第３回 学術情報の収集と探索

第４回 先行研究のレビュー① エネルギー代謝

第５回 先行研究のレビュー② 糖質代謝

第６回 先行研究のレビュー③ 脂質代謝

第７回 先行研究のレビュー④ タンパク質代謝

第８回 解決すべき研究課題の構造化

第９回 研究テーマと課題の設定

第10回 研究デザイン① 横断研究

第11回 研究デザイン② 介入研究

第12回 研究方法論① 実験プロトコル

第13回 研究方法論② 分析

第14回 研究デザイン・方法論の発表① 運動代謝とパフォーマンス

第15回 研究デザイン・方法論の発表② 運動代謝と健康

教科書

なし

参考文献

「代謝ガイドブック」霜田幸雄（著）株式会社技術評価論社，東京，2014年

「Exercise Metabolism」 Hargreaves M and Lawrence S (Editors), Human Kinetics, 2005

成績評価方法

平常点評価 100％ 発表・討議などにおける積極性や発表内容を総合的に評価する。

備考・関連URL



授業科目名：

バイオメカニクス演習（１）Ａ

担当教員名：

矢内 利政

授業の概要

バイオメカニクスに関連する分野における研究デザインや方法論について理解し、さらに応用発展させるため

の基礎的事項を、国内外で報告された論文を精読し討論することを通じて学習する。また、院生が進めている研

究課題について討議し、研究目的に合致した方法論を用いた研究デザインを構築できるよう意見を交換する。

授業の到達目標

バイオメカニクスは、機械工学の基礎概念や方法論を応用・発展させることにより、生物の身体活動に見られ

る様々な運動メカニズムや身体各階層レベルの構造・力学的性質を明らかにする応用科学領域である。本演習で

は、バイオメカニクス研究のデザインや方法論について理解し、さらに応用発展させるための基礎的事項を説明

できるようになる。

授業計画

第１回 オリエンテーション

第２回 研究方法論１（研究の概念と意義）

第３回 研究方法論２（研究を構成する要素）

第４回 抄読会１（研究方法論に着目したCritical review）

第５回 抄読会２（研究方法論に着目したCritical review）

第６回 研究（データ）発表会１

第７回 研究（データ）発表会２

第８回 研究デザイン１（対象者の定義とサンプリング、サンプルサイズ）

第９回 研究デザイン２（観察研究と実験研究）

第10回 抄読会３（研究デザインに着目したCritical review）

第11回 抄読会４（研究デザインに着目したCritical review）

第12回 研究（データ）発表会３

第13回 研究（データ）発表会４

第14回 研究（データ）発表会５

第15回 総括研究

教科書

教科書はとくに定めないでテーマに沿った論文や配布資料を参考に行う。

参考文献

成績評価方法

レ ポ ー ト 40％ 抄読会・データ発表会での発表と概要レポート作成

そ の 他 60％ 会への参加 ２％×15、討議への参加 30％

備考・関連URL



授業科目名：

ボールゲーム戦術戦略論演習（２）Ａ

担当教員名：

倉石 平

授業の概要

日本における最適なコーチングシステム（特にチームスポーツ）の検討。アナリストの役割と実践。

以下の項目について学習する。

<１>日本における、特にチームスポーツのコーチング及びコーチングシステムについて検討する。

<２>コーチングシステムの中での組織と役割の検討。

<３>アナリストの仕事の把握と実践。（反映の仕方（データ分析と表現、映像編集）とプレゼンテーション）

<４>ゲームプランの立案（反映データからの立案）、練習メニューの作成。

授業の到達目標

<１>コーチングにおける、アナリスト等からのデータの反映及びチェックの方法（実践での活用）。

<２>日々の練習等からの反省と、練習・ゲームへの反映。

<３>チームをつくる。

授業計画

第１回 コーチングフィロソフィについて コーチングフィロソフィー

第２回 コーチングにおけるVision、Mission、Commitment コーチングの方向、目標達成

第３回 コーチングにおける戦術戦略 戦術戦略

第４回 コーチングにおける情報とは 情報（スポーツ情報）

第５回 情報収集／収集の方法（種類） 情報収集

第６回 ゲーム分析について ゲーム分析

第７回 データの反映／反映の仕方、方法 データ反映

第８回 ゲームプランの作り方、立案 データ反映、ゲームプラン

第９回 ゲーム分析ソフトについて（種類・使い方等） ゲーム分析ソフト

第10回 ゲーム分析ソフトを使っての分析（実習） ゲーム分析、実習

第11回 映像編集と良いイメージづくり データ反映、映像編集、イメージ映像

第12回 チェックリスト／チェックリストのつくり方 リスクマネジメント

第13回 ピーキングについて、年間計画と意義について トレーニング計画、ピーキング

第14回 期分け、意義と目的／月または週単位 トレーニング計画、ピーキング、実習

第15回 日々の練習メニューについて／チェックリストについて 練習メニュー、リスクマネジメント

教科書

参考文献

成績評価方法

レ ポ ー ト 50％ レポートによる評価

平常点評価 50％ 積極的な授業への取り組み、発言等による評価。

（プレゼンテーション、ディベートなどを含む。）

備考・関連URL



授業科目名：

運動代謝学演習（２）Ａ

担当教員名：

宮下 政司

授業の概要

運動代謝学演習（2）では、運動代謝学演習（1）で得られた知識や技術に沿って、各自の研究テーマと関連し

た論文（主に英文）を精読し、討議を通して研究方法や結果の解釈に関する知識をより深めことで修士論文の作

成を支援する。

運動代謝学演習（2）Aでは、研究計画に基づき、計画的に修士論文を作成することに主眼を置く。また予備実

験を省みて、本実験の実施を視野に入れ、計画的に研究を進める。

授業の到達目標

・研究計画に基づき、計画的に研究を遂行することができるようになる。

・研究目的を達成するために必要なデータを科学的な手法を用いて計画的に収集することができるようになる。

授業計画

第１回 研究計画の発表① エネルギー代謝

第２回 先行研究のレビュー① エネルギー代謝

第３回 研究計画の発表② 脂質代謝

第４回 先行研究のレビュー② 脂質代謝

第５回 研究デザイン・方法論の再検討①

第６回 先行研究のレビュー③ 糖質代謝

第７回 研究デザイン・方法論の再検討②

第８回 修士論文の構想発表① 研究デザイン

第９回 先行研究のレビュー④ タンパク質代謝

第10回 修士論文の構想発表② 測定評価項目

第11回 本実験の実施に関わる進捗発表① 先行研究との比較

第12回 本実験の実施に関わる進捗発表② 副次項目との関連

第13回 本実験の実施に関わる進捗発表③ 論文のまとめ方についての方向性の確認

第14回 データ分析・統計解析の検討① 単純解析

第15回 データ分析・統計解析の検討② 層別解析

教科書

なし

参考文献

「代謝ガイドブック」霜田幸雄（著）株式会社技術評価論社，東京，2014年

「Exercise Metabolism」 Hargreaves M and Lawrence S (Editors), Human Kinetics, 2005

成績評価方法

平常点評価 100％ 発表・討議などにおける積極性や発表内容を総合的に評価する。

備考・関連URL



授業科目名：

スポーツコーチング学演習（１）Ａ

担当教員名：

土屋 純

授業の概要

さまざまなスポーツ種目のスポーツ技術の明確化とスポーツ技能の向上策を、スポーツバイオメカニクスとス

ポーツ運動の観点から解明する研究を進めると同時に、関連する研究論文を分担講読する。ディスカッションを

通じて科学的なスポーツコーチングの態度を養い、同時に研究方法と結果の解釈に関する知識を深める。

授業の到達目標

スポーツのコーチングを科学的な視点でとらえ、実践し、研究論文として発表することができる。

授業計画

第１回 受講ガイダンス

第２回 スポーツ技術の解明とスポーツ技能の向上策に関する研究計画１の策定（１）：スポーツバイオメカニ

クスとスポーツ運動学

第３回 スポーツ技術の解明とスポーツ技能の向上策に関する研究計画１の策定（２）：コーチング学

第４回 関連文献の講読（１）：スポーツバイオメカニクス

第５回 関連文献の講読（２）：スポーツ運動学

第６回 関連文献の講読（３）：コーチング学

第７回 関連文献の講読（４）：スポーツ科学

第８回 スポーツ技術の解明とスポーツ技能の向上策に関する研究１実践（１）：スポーツバイオメカニクスの

Kinematics的研究

第９回 スポーツ技術の解明とスポーツ技能の向上策に関する研究１実践（２）：スポーツバイオメカニクスの

Kinetics的研究

第10回 スポーツ技術の解明とスポーツ技能の向上策に関する研究１実践（３）：スポーツ運動学の技術把握研

究

第11回 スポーツ技術の解明とスポーツ技能の向上策に関する研究１実践（４）：コーチング科学の技術指導研

究

第12回 スポーツ技術の解明とスポーツ技能の向上策に関する研究１実践（５）スポーツコーチング学研究

第13回 研究結果発表と課題の明確化（１）：スポーツバイオメカニクス

第14回 研究結果発表と課題の明確化（２）：スポーツ運動学

第15回 研究結果発表と課題の明確化（３）：スポーツコーチング学

教科書

コーチング学への招待 日本コーチング学会（編）

参考文献

必要に応じて授業中に紹介する

成績評価方法

平常点評価 100％ 各個人に割り当てられた発表の内容とディスカッションへの貢献度について評価する。

備考・関連URL



授業科目名：

チームスポーツコーチング論演習（１）Ａ

担当教員名：

松井 泰二

授業の概要

チームスポーツの本質は何か．その特徴を科学的に明らかにする．

授業の到達目標

コーチングをキーワードとし，「チーム」を機能させるためには何が必要なのかを自ら問いかけ，多角的に分

析し明らかにする．

授業計画

第１回 ガイダンス

第２回 チームスポーツとは何か

第３回 個とチームについて

第４回 チームフィロソフィー

第５回 目標設定

第６回 組織とは

第７回 練習計画の作成方法（1）プレイの構造

第８回 練習計画の作成方法（2）トレーニングのタイプ

第９回 科学的視点を取り入れたコーチング(1) ゲーム構想

第10回 科学的視点を取り入れたコーチング(2) バイオメカニクス

第11回 科学的視点を取り入れたコーチング(3) 評価方法

第12回 リーダーシップ

第13回 コミュニケーションスキル

第14回 ディスカッション(1)個を題材として

第15回 ディスカッション(2)チームを題材として

教科書

バレーボール 基本を極めるドリル ベースボールマガジン社

参考文献

なし。

成績評価方法

レ ポ ー ト 50％ レポートによる評価

平常点評価 50％ 授業への取り組みの評価

備考・関連URL



授業科目名：

健康教育学特論

担当教員名：

石井 香織

授業の概要

本講義では、健康づくり・ヘルスプロモーションに活用される健康教育の理論やモデルの基本的考え方につい

て学ぶとともに、それを応用したさまざまな実践例について学ぶ。講義を通じ、人々のQOLの向上に向けたライ

フステージや生活の場の視点から、健康教育の知識・技術を理解する。また、各理論のフレームを用いて学校、

地域、職域における健康教育の実践方法などを学び、プログラム立案を行う上での長所・短所・限界点をディス

カッションやレポートで深める。

授業の到達目標

健康教育学の考え方を応用して、健康行動（特に、身体活動・運動）を推進させるための支援方法に関する基

礎的および専門的知識を獲得できるようにする。

授業計画

第１回 ガイダンス 健康および健康教育・ヘルスプロモーションの定義

第２回 個人内の理論・モデル 保健行動、病者役割行動、動機づけ理論、自己決定理論

第３回 個人内の理論・モデル ヘルスビリーフモデル、計画的行動理論、合理的行為理論

第４回 個人内の理論・モデル トランスセオレティカルモデル

第５回 個人間の理論・モデル 社会的認知理論

第６回 個人間の理論・モデル ソーシャル・サポート、ソーシャル・ネットワーク

第７回 研究の方法論 事例研究法、混合研究法、介入研究法

第８回 健康教育の評価法

第９回 健康教育と学校

第10回 健康教育と職域

第11回 健康教育と地域

第12回 ライフスタイルと健康教育

第13回 ライフステージにあわせた健康教育

第14回 健康行動を推進させるための支援方法立案

第15回 総復習（到達度の確認を含む）とレポート課題 定期試験は実施しない。

教科書

特に指定しない。資料は講義中に適宜配布する。

参考文献

新しい健康教育―理論と事例から学ぶ健康増進への道（特定非営利活動法人日本健康教育士養成機構）、健康

教育マニュアル（岡山明）

成績評価方法

レ ポ ー ト 50％ 与えられた課題を講義内容の視点と絡めて深く考察しているかどうかを評価します。

平常点評価 50％ 毎回の授業の理解度の確認を行います。また、授業中の積極性や勤勉性といった取組姿勢

を評価します。

備考・関連URL



授業科目名：

スポーツ神経科学演習（１）Ａ

担当教員名：

彼末 一之

授業の概要

運動を司る神経機構について生理学的な観点から講義する内容に関して、特に興味を持った項目について文献

を調査しその内容について毎週発表する。そしてそれをレポートとしてまとめる。

授業の到達目標

運動制御の神経機構について修士論文の研究と関連して理解する。

授業計画

第１回 受講ガイダンス

第２回 文献検索１：「運動制御の神経回路」について

第３回 文献輪読１－１ 担当者１群（運動神経）

第４回 文献輪読１－２ 担当者２群（一次運動野）

第５回 文献輪読１－３ 担当者３群（高次運動野）

第６回 レポート作成１：「運動制御の神経回路」について各自輪読した論文についてのレポート

第７回 文献検索２：「脳活動の解析手法」について

第８回 文献輪読２－１ 担当者１群（ＭＲＩ）

第９回 文献輪読２－２ 担当者２群（ＴＭＳ）

第10回 文献輪読２－３ 担当者３群（ＥＭＧ）

第11回 レポート作成２：「脳活動の解析手法」について各自輪読した論文についてのレポート

第12回 プレゼンテーション準備１：パワーポイントを使ったプレゼン「運動制御の神経回路」

第13回 プレゼンテーション準備２：パワーポイントを使ったプレゼン「脳活動の解析手法」

第14回 プレゼンテーション１ 担当者Ａ群「運動制御の神経回路」

第15回 プレゼンテーション２ 担当者Ｂ群「脳活動の解析手法」

教科書

特になし。

参考文献

“Principals of Neural Science” (McGrow Hill)

成績評価方法

平常点評価 100％ グループワーク内での貢献度と各個人に割り当てられた発表内容で評価

備考・関連URL



授業科目名：

スポーツ整形外科学演習（１）Ａ

担当教員名：

金岡 恒治

授業の概要

これまでに報告されてきた脊椎疾患・外傷に関する学術的論文の紹介とその評価。

脊椎疾患・外傷に関する研究を始めるに当たって、これまで報告されている研究の手法・結果について熟知し、

独自の新しい仮説を見いだす。

授業の到達目標

整形外科的疾患の病態を理解し、新しく、独自の研究仮説を立案し、その立証方法を検討し、実践する。

授業計画

第１回 オリエンテーション

第２回 関心領域の文献考察、研究仮説の立案、研究手法の模索

第３回 関心領域の文献考察、研究仮説の立案、研究手法の模索

第４回 関心領域の文献考察、研究仮説の立案、研究手法の模索

第５回 関心領域の文献考察、研究仮説の立案、研究手法の模索

第６回 関心領域の文献考察、研究仮説の立案、研究手法の模索

第７回 関心領域の文献考察、研究仮説の立案、研究手法の模索

第８回 関心領域の文献考察、研究仮説の立案、研究手法の模索

第９回 関心領域の文献考察、研究仮説の立案、研究手法の模索

第10回 関心領域の文献考察、研究仮説の立案、研究手法の模索

第11回 関心領域の文献考察、研究仮説の立案、研究手法の模索

第12回 関心領域の文献考察、研究仮説の立案、研究手法の模索

第13回 関心領域の文献考察、研究仮説の立案、研究手法の模索

第14回 関心領域の文献考察、研究仮説の立案、研究手法の模索

第15回 関心領域の文献考察、研究仮説の立案、研究手法の模索

教科書

参考文献

成績評価方法

平常点評価 100％ 学会発表内容・投稿論文により評価する。

備考・関連URL



授業科目名：

スポーツ内科学特論

担当教員名：

坂本 静男

授業の概要

スポーツによる生理的変化と病的変化に関して、内科的観点から講義する。生理的変化としては、“体力”に

対する効果、生活習慣病に対する効果などに関して述べる。病的変化としては、急性内科的障害では突然死、熱

中症を主に、慢性内科的障害では貧血、オーバートレーニング症候群を主に述べる。心臓リハビリテーションや

アンチ・ドーピング活動といった今日的な課題に関しても、その時の世の中の話題の程度に応じて、論じていく

ことになる。

授業の到達目標

スポーツによる生理的変化および病的変化に関して、修士課程の学生として、一般的教養（常識）として理解

してもらうことを目標とする。

授業計画

第１回 オリエンテーション：目的、概要

第２回 メタボリックシンドロームに対する運動の効果総論：生活習慣

第３回 メタボリックシンドロームに対する運動の効果各論（１）－肥満症：インスリン感受性、中等度強度運

動

第４回 メタボリックシンドロームに対する運動の効果各論（２）－脂質異常症：脂質酸化量、HDL-コレステロ

ール、LDL-コレステロール、中性脂肪

第５回 メタボリックシンドロームに対する運動の効果各論（３）－高血圧症：中等度強度運動、収縮期血圧、

拡張期血圧、自由運動、強制運動

第６回 メタボリックシンドロームに対する運動の効果各論（４）－糖尿病、インスリン、GLUT4

第７回 メタボリックシンドロームに対する運動処方作成：運動種目、運動強度、運動継続時間、運動頻度

第８回 スポーツ選手のコンディショニング：運動、栄養、休養

第９回 スポーツ選手に対するスポーツ医・科学サポート：スポーツドクター、管理栄養士、アスレチックトレ

ーナー

第10回 内科的スポーツ障害総論：急性障害、慢性障害、メディカルチェック

第11回 内科的スポーツ障害各論（１）：突然死、心筋梗塞、肥大型心筋症、先天性冠動脈奇形

第12回 内科的スポーツ障害各論（２）：熱中症、水分摂取、電解質摂取、WBGT

第13回 内科的スポーツ障害各論（３）貧血：鉄欠乏、血清鉄、フェリチン、ハプトグロビン

第14回 内科的スポーツ障害各論（４）オーバートレーニング症候群、早朝起床時心拍数、POMS 検査、慢性疲

労

第15回 総まとめ：健康管理、コンディショニング、運動、栄養、休養

教科書

なし

参考文献

なし

成績評価方法

レ ポ ー ト 80％ 毎回課題を与え、概説してもらう。

平常点評価 20％ 質疑応答内容を考慮する。

備考・関連URL



授業科目名：

スポーツ生理学演習（２）Ａ

担当教員名：

村岡 功

授業の概要

スポーツ生理学演習（１）で習得したことを基礎として、ここではより具体的に、スポーツ種目による生体応

答や適応の相違を探り、それぞれ健康づくりや競技力向上の視点に立って検討することとする。そのために、各

自がスポーツ種目別あるいは研究テーマ別に国内外の文献紹介等を行い、種目による生体応答と適応の相違を明

らかにするとともに、同時に当該分野における最新の研究動向や先端的知見を理解する。

授業の到達目標

本演習では、スポーツ種目ごとの生体応答と生体適応を理解するとともに、スポーツ生理学に関する最新の英

文雑誌に掲載された論文を読み解くことで、この分野における最新の研究動向や先端的知見を理解するようにす

る。

授業計画

第１回 オリエンテーション

第２回 各種スポーツ種目の生理学<１>

第３回 各種スポーツ種目の生理学<２>

第４回 各種スポーツ種目の生理学<３>

第５回 各種スポーツ種目の生理学<４>

第６回 各種スポーツ種目の生理学<５>

第７回 各種スポーツ種目の生理学<６>

第８回 各種スポーツ種目の生理学<７>

第９回 各種スポーツ種目の生理学<８>

第10回 各種スポーツ種目の生理学<９>

第11回 各種スポーツ種目の生理学<10>

第12回 各種スポーツ種目の生理学<11>

第13回 各種スポーツ種目の生理学<12>

第14回 各種スポーツ種目の生理学<13>

第15回 各種スポーツ種目の生理学<14>

教科書

スポーツ生理学に関わる専門雑誌を適宜使用する。

参考文献

授業の中で、適宜紹介する。

成績評価方法

平常点評価 50％ 平常点による評価

そ の 他 50％ 論文の発表による

備考・関連URL



授業科目名：

スポーツメディア論演習（２）Ａ

担当教員名：

トンプソン リー Ａ．

授業の概要

履修登録しているか関係なく、ゼミの全ての院生が参加することになっている。研究の課題、主流理論、研究

方法などを学ぶことによって、自らの研究の参考にする。順番で各自が自らの研究を報告し、全員でそれについ

て議論する。

授業の到達目標

スポーツと社会の関係を捉える様々な視点を理解すること。スポーツメディア研究の概要を把握すること。自

らの研究テーマの文献を収集し、精読すること。

授業計画

第１回 ガイダンス

第２回 発表とディスカッション

第３回 発表とディスカッション

第４回 発表とディスカッション

第５回 発表とディスカッション

第６回 発表とディスカッション

第７回 発表とディスカッション

第８回 発表とディスカッション

第９回 発表とディスカッション

第10回 発表とディスカッション

第11回 発表とディスカッション

第12回 発表とディスカッション

第13回 発表とディスカッション

第14回 発表とディスカッション

第15回 発表とディスカッション

教科書

適時に指定する。

参考文献

成績評価方法

平常点評価 100％ 授業への準備と貢献を評価する。

備考・関連URL



授業科目名：

体育科教育特論

担当教員名：

吉永 武史

授業の概要

体育科教育学は、体育授業を中心とする体育実践の改善を目的として行われる研究分野である。本講義では、

カリキュラム論ならびに教授・学習指導論の両面から体育授業の構造について解説し、よい体育授業を実践する

ための基礎的・内容的条件について考察する。

授業の到達目標

本講義では、カリキュラム論ならびに学習指導論の両面から体育授業の構造について解説し、よい体育授業を

実践するための条件についての理解を深める。

授業計画

第１回 演習の概要と進め方

第２回 体育目標の変遷と体育概念の変化－身体の教育、スポーツによる教育、スポーツの中の教育－

第３回 体育の運動領域論－脱種目主義による運動の分類論－

第４回 体育の教育課程論－学習指導要領にみるカリキュラム改革の動向－

第５回 体育の学習内容論－「学習内容」の概念と構造－

第６回 体育の教材づくり論－教材づくりの基本的視点－

第７回 体育の学習指導論－指導ストラテジーと学習形態－

第８回 体育の学習過程論－学習過程モデルの選択－

第９回 体育の指導技術論－授業のマネジメントと相互作用行動－

第10回 体育の評価論－学習評価と授業評価－

第11回 体育の授業研究（１）経験的方法による研究

第12回 体育の授業研究（２）授業分析法①：授業場面期間記録法による授業のマネジメントに関する分析

第13回 体育の授業研究（３）授業分析法②：相互作用行動観察法による授業中の教師行動に関する分析

第14回 体育の授業研究（４）体育教師教育研究

第15回 総括ならびにレポート課題

教科書

必要に応じて適宜紹介する。

参考文献

必要に応じて適宜紹介する。

成績評価方法

レ ポ ー ト 40％ 第15回目に課題を提示する。与えられた課題について講義内容と関連づけながら深く考察

しているかどうかを評価する。

平常点評価 60％ 授業の理解度を確認するために毎時間リアクションペーパーを作成し、評価する。また、

出席状況を含めた授業への積極性を評価する。

備考・関連URL

受講者は、体育科教育学の基本的知識を持っていることが望ましい。



授業科目名：

ボールゲーム戦術戦略論演習（１）Ａ

担当教員名：

倉石 平

授業の概要

日本におけるスポーツ競技（特にチームスポーツ）のコーチングの現状を把握する。（コーチングシステム（組

織）、アナリストと育成）

コーチングにおける日本、諸外国の現状を把握する。その現状を鑑みた上で、日本における最適なコーチング

のシステムを考える。また、その中で特にアナリストの役割（情報の収集、分析、反映）を考え、今後にスポー

ツの現場で役立たせるための実践、実習を行う。

授業の到達目標

コーチングに不可欠なスポーツアナリストの役割を熟知する。簡単なゲーム分析（PCソフトウェアを駆使した）

を行ない、プレゼンにより反映をできるようにする。論文の作成、分析等を要約する。

授業計画

第１回 ガイダンス 講義の目的、概要

第２回 ボールゲームにおけるコーチングについて ボールゲーム、コーチング、実例

第３回 コーチングフィロソフィについて（コーチングの方向性、考え方） コーチングフィロソフィー

第４回 チームとしての目的、目標、方向性を決定するために コーチング、目標、目的、達成のための方

法

第５回 チームプレーヤーの役割、スタッフと組織について チームビルディング

第６回 アメリカにみる、チーム構成（NCAA） NCAA、バスケットボール、チーム

第７回 アメリカにみる、チーム構成（NBA） NBA、バスケットボール、チーム構成

第８回 アメリカにおけるアナリストの存在と役割について NBA、NCAA、アナリスト、ビデオコーディネ

ーター

第９回 日本におけるアナリストの現状と今後について スカウティング、コーディネーター、情報

第10回 ゲーム分析、データの反映、ゲーム立案について ゲーム分析、反映、立案

第11回 統計処理方法を学ぶ１ 統計

第12回 統計処理方法を学ぶ２ 統計、SPSS

第13回 統計処理方法を学ぶ３ 統計、SPSS、実践

第14回 関連文献の講読１ 文献、文献収集

第15回 関連文献の講読２ 文献、文献収集、論文

教科書

随時指示する。

参考文献

バスケットボールのコーチを始めるために(日本文化出版2005、倉石平著)

知的コーチングのすすめ（大修館書店2002、勝田隆著）など

成績評価方法

レ ポ ー ト 70％ レポートによる評価

平常点評価 30％ 平常点による評価

積極的な姿勢、発言、実習への参加、分析ソフトの習得、統計処理の習得などで評価

備考・関連URL



授業科目名：

トップスポーツコーチング科学演習（２）Ａ

担当教員名：

奥野 景介

授業の概要

本講座は、トップアスリートに関連する実践的研究の理解を深め、高度なスポーツ実践専門家養成を目指す上

で必要な諸知識を深める。

授業の到達目標

高度なスポーツ実践専門家養成を目指す上で必要な諸知識を深めるとともに、最新のスポーツトレーニング方

法およびコーチング方法の開発（オリンピック等チャンピオンスポーツを対象として）について論議する。

授業計画

第１回 ガイダンス

第２回 ガイダンス

第３回 データミーティング１

第４回 データミーティング２

第５回 データミーティング３

第６回 データミーティング４

第７回 データミーティング５

第８回 データミーティング６

第９回 データミーティング７

第10回 データミーティング８

第11回 データミーティング９

第12回 データミーティング10

第13回 研究計画立案

第14回 研究計画立案

第15回 実験１

教科書

参考文献

成績評価方法

レ ポ ー ト 50％ 課題の出来によって評価する。

平常点評価 50％ 出席状況および授業時に実施する発表内容の出来によって評価する。

備考・関連URL



授業科目名：

スポーツコーチング学演習（２）Ａ

担当教員名：

土屋 純

授業の概要

さまざまなスポーツ種目のスポーツ技術の明確化とスポーツ技能の向上策を、スポーツバイオメカニクスとス

ポーツ運動の観点から解明する研究を進めると同時に、関連する研究論文を分担講読する。ディスカッションを

通じて科学的なスポーツコーチングの態度を養い、同時に研究方法と結果の解釈に関する知識を深める。

授業の到達目標

スポーツのコーチングを科学的な視点でとらえ、実践し、研究論文として発表することができる。

授業計画

第１回 受講ガイダンス

第２回 スポーツ技術の解明に関する研究３の策定（１）：スポーツバイオメカニクス的研究

第３回 スポーツ技術の解明に関する研究３の策定（２）：スポーツ運動学的研究

第４回 スポーツ技能向上策に関する研究３の策定

第５回 関連文献の講読（１）：スポーツバイオメカニクス的研究

第６回 関連文献の講読（２）：スポーツ運動学的研究

第７回 関連文献の講読（３）：スポーツコーチング学的研究

第８回 関連文献の講読（４）：トレーニング科学的研究

第９回 スポーツ技術の解明に関する研究３実践（１）：スポーツバイオメカニクス的研究

第10回 スポーツ技術の解明に関する研究３実践（２）：スポーツ運動学的研究

第11回 スポーツ技能の向上策に関する研究３実践

第12回 体力の向上策に関する研究３実践

第13回 研究結果発表と課題の明確化（１）：プレゼンテーション

第14回 研究結果発表と課題の明確化（２）：ディスカッション

第15回 まとめ

教科書

なし

参考文献

なし

成績評価方法

平常点評価 100％ 各個人に割り当てられた発表の内容とディスカッションへの貢献度について評価する。

備考・関連URL



授業科目名：

チームスポーツコーチング論演習（２）Ａ

担当教員名：

松井 泰二

授業の概要

チームスポーツにおける「データ分析」の方法およびその発展的視点を創出する．

授業の到達目標

チームスポーツにおける「データ分析」の基礎的知識を習得する．また，「データ分析」における新たな視点

を創出する．

授業計画

第１回 ガイダンス

第２回 データとは

第３回 アナリスト，スコアラーなど分析者の役割

第４回 競技のルールを理解し分析する

第５回 戦略・戦術・作戦・技術

第６回 ゲーム構造

第７回 データ分析の方法（1）プレイヤー分析

第８回 データ分析の方法（2）システム分析

第９回 データ分析の方法（1）オフェンス分析

第10回 データ分析の方法（2）ディフェンス分析

第11回 データ分析の方法（3）チーム分析

第12回 情報伝達の仕方，コミュニケーションスキル

第13回 ミーティングの方法

第14回 各競技におけるデータ分析（1）サッカー，バスケットボール，ハンドボールなどの競技

第15回 各競技におけるデータ分析（2）バレーボール，バドミントン，アメリカンフットボールなどの競技

教科書

参考文献

成績評価方法

レ ポ ー ト 50％ レポートによる評価

平常点評価 50％ 授業への取り組みの評価

備考・関連URL



授業科目名：

スポーツ教授学演習（１）Ａ

担当教員名：

深見 英一郎

授業の概要

学校の体育授業及び教育的に行われる運動部活動や地域でのスポーツ活動を対象としたカリキュラム研究と

学習指導研究について検討する。また、先行研究の検討及び実際のスポーツ指導場面の映像分析を通して、自ら

の研究テーマを設定し、研究を計画･遂行できるように研究指導を行う。

授業の到達目標

本演習では、中心課題であるカリキュラム研究と学習指導研究に関する理解を深め、各自の問題意識に応じて

論文執筆に必要なスキルや研究方法についての専門的知識･技術を習得することを目的とする。

授業計画

第１回 オリエンテーション

第２回 卒論発表と今後の研究課題の検討①

第３回 卒論発表と今後の研究課題の検討②

第４回 卒論発表と今後の研究課題の検討③

第５回 スポーツの教育的可能性

第６回 スポーツ教授学研究の学問体系

第７回 スポーツ授業の目標論

第８回 スポーツ授業の内容論①技術・戦術学習

第９回 スポーツ授業の内容論②認知的・社会的行動学習

第10回 スポーツ授業の内容編成論

第11回 スポーツ授業の教材づくり論

第12回 教授技術①－モニタリングと相互作用－

第13回 教授技術②－マネジメントとインストラクション－

第14回 スポーツ授業の評価論

第15回 まとめ

教科書

参考文献

必要に応じて適宜紹介する。

成績評価方法

レ ポ ー ト 50％ 第15回目及び第30回目に期末レポート課題。与えられた課題を演習での論議内容と関連づ

けながら深く考察しているか。内容理解、論理構成、表現力の視点から評価する。

平常点評価 50％ 与えられたテーマについて深く理解し考察しているかどうかを評価する。

ディスカッションや出席状況を含めた授業の中での積極性や勤勉性といった履修態度を評

価する。

備考・関連URL



授業科目名：

運動器スポーツ機能解剖学演習（１）Ａ

担当教員名：

熊井 司

授業の概要

これまでに報告されているスポーツ機能解剖学に関する最新の学術論文を抄読し、その手法、考察内容につい

ての評価とともに、新たな研究テーマを導き出すためのディスカッションを行う。主として運動器に発生する外

傷・障害の発生メカニズムを考察するのに必要となる各運動器の構造、特性、機能、損傷と修復に関する論文を

扱う。

授業の到達目標

運動器スポーツ外傷・障害の病態を機能解剖学的に理解し、新たな研究仮説を立案するために必要な基礎知識

の修得を目標とする。

授業計画

第１回 オリエンテーション

第２回 スポーツ機能解剖学的学術論文：腱に関する論文１．腱の基本構造と特性

第３回 スポーツ機能解剖学的学術論文：腱に関する論文２．腱の走行と機能

第４回 スポーツ機能解剖学的学術論文：靭帯に関する論文１．靭帯の基本構造と特性

第５回 スポーツ機能解剖学的学術論文：靭帯に関する論文２．靭帯の解剖学的部位による機能の違い

第６回 スポーツ機能解剖学的学術論文：腱靭帯付着部に関する論文１．付着部の基本構造

第７回 スポーツ機能解剖学的学術論文：腱靭帯付着部に関する論文２．付着部の機能

第８回 スポーツ機能解剖学的学術論文：腱靭帯付着部に関する論文３．付着部の損傷と修復

第９回 スポーツ機能解剖学的学術論文：脂肪組織に関する論文 脂肪組織の機能

第10回 スポーツ機能解剖学的学術論文：筋に関する論文１．筋の基本構造と特性

第11回 スポーツ機能解剖学的学術論文：筋に関する論文２．筋の解剖学的部位による機能の違い

第12回 スポーツ機能解剖学的学術論文：骨・軟骨に関する論文１．骨・軟骨の基本構造と特性

第13回 スポーツ機能解剖学的学術論文：骨・軟骨に関する論文２．骨・軟骨の機能

第14回 スポーツ機能解剖学的学術論文：骨・軟骨に関する論文３．骨・軟骨の損傷と修復

第15回 総復習（到達度の確認を含む）

教科書

Orthopaedic Basic Science (AAOS), Netter’s Sports Medicine (Elsevier)

参考文献

最新のスポーツ医学系雑誌、General Anatomy and Musculoskeletal System (THIEME)

成績評価方法

平常点評価 100％ 発表資料、討論内容を評価

備考・関連URL



授業科目名：

コーチングバイオメカニクス特論

担当教員名：

土屋 純

授業の概要

スポーツ技術の明確化あるいはスポーツ技能の評価のひとつの手法として、スポーツバイオメカニクスの研究

方法を用いた運動の定量化が行われる。スポーツのコーチにとってはそうした定量値のもつ意味の把握が技術指

導の際の有益な情報となりえる。ここではスポーツ運動のコーチングの際に必要となるバイオメカニクス的視点

とその方法について取り扱う。

授業の到達目標

コーチに必要なバイオメカニクスの知識を修得し、選手の動きをバイオメカニクス的に記述・評価できる。

授業計画

第１回 受講ガイダンス

第２回 バイオメカニクスの基本的知識：Kinematics（１）質量、変位、速度、加速度

第３回 バイオメカニクスの基本的知識：Kinematics（２）慣性モーメント、角度、角速度、角加速度

第４回 バイオメカニクスの基本的知識：Kinematics（３） 運動量、角運動量

第５回 バイオメカニクスの基本的知識：Kinetics（１）力、トルク、パワー

第６回 バイオメカニクスの基本的知識：Kinetics（２）エネルギー

第７回 バイオメカニクスの基本的知識：Kinetics（３）運動の法則

第８回 スポーツ動作のバイオメカニクス（１）走る

第９回 スポーツ動作のバイオメカニクス（２）投げる

第10回 スポーツ動作のバイオメカニクス（３）跳ぶ

第11回 スポーツ動作のバイオメカニクス（４）蹴る

第12回 スポーツ動作のバイオメカニクス（５）回る

第13回 スポーツ動作のバイオメカニクス（６）持ち上げる

第14回 スポーツ動作のバイオメカニクス（７）競技スポーツのバイオメカニクス的研究報告

第15回 総括とまとめ

教科書

なし

参考文献

スポーツバイオメカニクス２０講 阿江通良・藤井範久著 朝倉書店 3200円

Biomechanics and motor control of human movement D.A.Winter 著 John Wiley & sons,Inc

成績評価方法

平常点評価 100％ 各個人に割り当てられた発表の内容とディスカッションへの貢献度について評価する。

備考・関連URL



授業科目名：

スポーツビジネスマネジメント特論

担当教員名：

原田 宗彦

授業の概要

スポーツにおける産業化と複合化によって、スポーツ産業は進化を続けている。その中でもとりわけ権利ビジ

ネスの発展は、スポーツのメディア価値を増大させ、従来のスポーツ産業の構造をドラスティックに変化させる

とともに、研究領域においても様々なパラダイムシフトをもたらした。本講義においては、スポーツビジネスの

マクロ的視点として「スポーツと地域イノベーション」に関する研究、そしてミクロ的視点として「スポーツ消

費者の行動学的分析」に関する研究に関心を寄せながら、様々な視覚からスポーツビジネスとマネジメントの問

題を取り上げたい。例えばマクロ的視点では、スポーツ振興モデルを応用した政策提言的研究やスポーツイベン

トの経済効果に関する研究、ミクロ的視点ではプロスポーツにおけるファンのチームロイヤルティに関する研究

や、スポーツ・フィットネス産業における経験価値マーケティングに関する研究などの研究がある。さらにメゾ

レベルの研究として、コミュニティビジネスとしてのクラブマネジメントの問題にも言及する。

授業の到達目標

スポーツビジネスマネジメントの基礎知識と理論的枠組み、そして現場への応用について学習する。

授業計画

第１回 授業ガイダンス：日本におけるスポーツディベロップメント

第２回 概念装置としてのスポーツ消費者

第３回 クラブ事業のマネジメント

第４回 地域スポーツ振興論

第５回 公共スポーツ施設のマネジメント

第６回 プロスポーツのマネジメント

第７回 スポーツマーケティング概論

第８回 チームロイヤルティとブランドエクイティ

第９回 スポーツが誘発する地域イノベーション

第10回 スポーツファンと経験価値マネジメント

第11回 スポーツサービス論

第12回 プレゼンテーションⅠ

第13回 プレゼンテーションⅡ

第14回 プレゼンテーションⅢ

第15回 プレゼンテーションⅣ

教科書

原田宗彦編著「スポーツ産業論第５版」杏林書院（2011年）

参考文献

スポーツビジネス叢書（原田宗彦編著）「スポーツマーケティング」（2009年）、「スポーツマネジメント」（2008

年）、「スポーツツーリズム」（2009年）大修館書店

成績評価方法

レ ポ ー ト 50％ 第12回から15回目の授業中にチームプレゼンテーションを実施し、クォリティを評価する。

平常点評価 30％ 毎回の授業に関するテーマ感想文の内容を評価する。

そ の 他 20％ 出席率を評価する。

備考・関連URL



授業科目名：

運動器スポーツ医学演習（１）Ａ

担当教員名：

鳥居 俊

授業の概要

運動器スポーツ医学の最新の領域に関する文献抄読とこれに基づく討論を行う。

特に、運動器の発育発達に関する知見、若年期のスポーツ障害の発生メカニズムに関する知見を中心とした文

献を扱う。

授業の到達目標

運動器の発育発達や若年者のスポーツ障害に関する海外の代表的な論文を読んで理解すること。論文の論点を

明らかにし、独創性や問題点について整理できること。

授業計画

第１回 イントロダクション（本講義の目的と概要） ／ 本講義の目的と概要について説明します。

第２回 発育途上の運動器の特性：抄読１、討論１

第３回 発育途上の運動器外傷：抄読２、討論２

第４回 発育途上の運動器障害（骨端症）：抄読３、討論３

第５回 発育途上の運動器障害（疲労骨折）：抄読４、討論４

第６回 発育途上の運動器障害（野球肘）：抄読５、討論５

第７回 発育途上の運動器障害（脊椎）：抄読６、討論６

第８回 若年期のスポーツ外傷（膝靭帯損傷）：抄読７、討論７

第９回 若年期のスポーツ外傷（足関節外傷）：抄読８、討論８

第10回 若年期のスポーツ外傷（脳震盪）：抄読９、討論９

第11回 若年期のスポーツ障害（腱障害）：抄読10、討論10

第12回 若年期のスポーツ障害（軟骨障害）：抄読11、討論11

第13回 発育途上・若年期のスポーツ外傷・障害の予防：抄読12、討論12

第14回 発育期・若年期のメディカルチェック：抄読13、討論13

第15回 春学期まとめ、総合討論

教科書

テーマごとに紹介

参考文献

各回に紹介

成績評価方法

試 験 0％ 試験は予定していません

レ ポ ー ト 80％ 発表・討論資料をもとに評価します

平常点評価 20％ 討論での質疑応答をもとに評価します。

そ の 他 0％ 特になし

備考・関連URL



授業科目名：

運動器スポーツ機能解剖学演習（２）Ａ

担当教員名：

熊井 司

授業の概要

これまでのスポーツ機能解剖学に関する最新の学術論文を抄読し、その手法、考察内容について評価するとと

もに、演習（１）で修得した知識をもとに新たな仮説を立案し、検証する。

主として関心のある解剖学的領域、スポーツ種目領域についての機能解剖学的研究を行う。

授業の到達目標

運動器スポーツ外傷・障害の病態を機能解剖学的に理解した上で新たな研究仮説を立案し、その検証を行い、

成果を学会に発表する。

授業計画

第１回 オリエンテーション

第２回 スポーツ機能解剖学的研究の立案：関心領域（運動器）の模索 基礎研究（解剖学的、生物学的または

生体力学的など）

第３回 スポーツ機能解剖学的研究の立案：関心領域（スポーツ種目）の模索 疫学的研究

第４回 スポーツ機能解剖学的研究の立案：関心領域（スポーツ種目）の模索 介入研究

第５回 スポーツ機能解剖学的研究：仮説の構築 研究背景

第６回 スポーツ機能解剖学的研究：仮説の構築 各手法の選択

第７回 スポーツ機能解剖学的研究：仮説の構築 検証へのプロセスの具体案

第８回 中間報告会

第９回 スポーツ機能解剖学的研究：実施に向けた準備 最終的な資料収集と整理

第10回 スポーツ機能解剖学的研究：実施に向けた準備 対象の確保について

第11回 スポーツ機能解剖学的研究：実施に向けた準備 必要となる器材の確認

第12回 スポーツ機能解剖学的研究：実施に向けた準備 期間、日程、人材などの確認

第13回 スポーツ機能解剖学的研究：予備実験またはトライアル 可能性の確認

第14回 スポーツ機能解剖学的研究：予備実験またはトライアル２ 効率化の模索

第15回 総復習（中間報告会を兼ねる）

教科書

Orthopaedic Basic Science (AAOS), Netter’s Sports Medicine (Elsevier)

参考文献

最新のスポーツ医学系雑誌、 続 運動機能障害症候群のマネジメント(医歯薬出版)

成績評価方法

平常点評価 100％ 発表資料、討論内容、学会発表・論文を評価

備考・関連URL



授業科目名：

スポーツ文化論演習（１）Ａ

担当教員名：

川島 浩平

授業の概要

私たちにとってきわめて縁の深いアメリカ合衆国にあって、非常に注目を集めながら、日本では学術的な考察

の対象としては十分に取り上げられてこなかった文化的領域の一つにスポーツがある。野球の MLB、バスケット

ボールのNBA、アメフトの NFL 等人気のプロリーグから、陸上、ボクシング、オリンピック、パラリンピックに

至るまで、アメリカンスポーツの魅力は様々な競技や活動に及んでいるが、我が国ではアメリカンスポーツに関

する学術的な研究が十分に積み重ねられてきたとは言い難い。この授業では、激動する時代におけるスポーツの

あり方について提言できる研究者の育成というアカデミックニーズに応えるべく、スポーツ史研究の方法論に基

づき、アメリカンスポーツに学術的にアプローチする。その際、受講者の関心や目的の所在に留意しながら、ス

ポーツ文化論演習（2）Aとのすみ分け、領域分担を意識つつ、もっとも効果的な指導を実践するよう心がけたい。

授業の到達目標

１．アメリカスポーツをスポーツ史研究の方法論に基づき理解し、説明できる。

２．修士論文作成のための方法を学ぶ。

３．修士論文作成のための調査を行う。

授業計画

第１回 全体的な主題、分析枠組、方法論等

第２回 アメリカスポーツ史研究の方法論（１）講義

第３回 アメリカスポーツ史研究の方法論（２）討論

第４回 アメリカスポーツ史研究の方法論（３）発表

第５回 アメリカスポーツ史研究の方法論（４）発表

第６回 アメリカスポーツ史研究の方法論（５）まとめ

第７回 アメリカスポーツ史研究の史学史（１）講義

第８回 アメリカスポーツ史研究の史学史（２）討論

第９回 アメリカスポーツ史研究の史学史（３）発表

第10回 アメリカスポーツ史研究の史学史（４）発表

第11回 アメリカスポーツ史研究の史学史（５）まとめ

第12回 アメリカスポーツ史研究 調査と実践（１）講義

第13回 アメリカスポーツ史研究 調査と実践（２）討論

第14回 アメリカスポーツ史研究 調査と実践（３）発表

第15回 アメリカスポーツ史研究 調査と実践（４）まとめ

教科書

適宜配布する

参考文献

坂上康博・石井昌幸他編『スポーツの世界史』一色出版 2018年

アメリカ学会編 アメリカ文化事典 丸善出版 2018年

寒川恒夫他編 21世紀スポーツ大事典 大修館書店 2015

Gerald R. Gems, et. al., eds., Sports in American History, Human Kinetics, 2008

E. J. Gorn & W. Goldstein, A Brief History of American Sports, University of Illinois Press, 1993.

成績評価方法

試 験 0％ 実施しない

レ ポ ー ト 30％ 個人またはグループによる研究発表の内容についてのレポート

平常点評価 70％ 個人またはグループによる研究発表の内容を評価する。他人または他グループによる発表

に対しての質問や議論の力や積極性を評価する。授業内容や発表内容に関する小テストを

適宜行い、その結果を評価の対象とする。

備考・関連URL



授業科目名：

スポーツ教授学演習（２）Ａ

担当教員名：

深見 英一郎

授業の概要

演習（１）における成果をベースに、スポーツ教授学に関する研究テーマを設定し、研究計画をデザインする。

設定した研究テーマに沿って各自が取り組んだ研究成果を発表し、全体討論によって内容を深める。

授業の到達目標

本演習では、各種学会での発表予行、研究の進捗状況に関する定期的な発表・討論を行うとともに、修士論文

を完成させることを目的とする。

授業計画

第１回 オリエンテーション

第２回 研究テーマの選び方・絞り方①

第３回 研究テーマの選び方・絞り方②

第４回 研究テーマの選び方・絞り方③

第５回 仮説の立て方と実験方法①

第６回 仮説の立て方と実験方法②

第７回 仮説の立て方と実験方法③

第８回 要旨、結論の書き方①

第９回 要旨、結論の書き方②

第10回 学術雑誌・書籍の検索

第11回 文献リストの作り方、引用の仕方と著作権

第12回 論文構成の考え方①

第13回 論文構成の考え方②

第14回 論文構成の考え方③

第15回 まとめ

教科書

必要に応じて適宜紹介する。

参考文献

必要に応じて適宜紹介する。

成績評価方法

平常点評価 100％ 研究課題に取り組む姿勢とその成果により評価する。

備考・関連URL



授業科目名：

スポーツクラブビジネス論演習（１）Ａ

担当教員名：

間野 義之

授業の概要

二年制修士の１年目の演習として、スポーツクラブビジネス関連研究の基礎を身につけることを目的とする。

具体的な先行研究の精読、調査研究の方法論の獲得をめざす。

学生参加型の演習とし、交代での発表と、全員での討論を行う。

授業の到達目標

スポーツクラブビジネスに関連した学術論文作成の基礎を身につけること。

授業計画

第１回 ガイダンス

第２回 スポーツクラブの歴史（１）

第３回 スポーツクラブの法律（１）

第４回 スポーツクラブの指導者（１）

第５回 スポーツクラブのマネジメントスタッフ（１）

第６回 スポーツクラブのボランティア（１）

第７回 スポーツクラブの活動拠点（１）

第８回 スポーツクラブのクラブハウス（１）

第９回 スポーツクラブの財源（１）

第10回 スポーツクラブの事業収支（１）

第11回 スポーツクラブのリスクマネジメント（１）

第12回 スポーツクラブのガバナンス（１）

第13回 スポーツクラブの今日的課題（１）

第14回 スポーツクラブの将来像（１）

第15回 まとめ

教科書

参考文献

成績評価方法

レ ポ ー ト 50％ 担当パートのレポートで評価する。

平常点評価 50％ 演習での発言で評価する。

備考・関連URL



授業科目名：

脳・運動の生理学特論

担当教員名：

宝田 雄大

授業の概要

本授業は、主に、講義、出席者による論文（書籍）紹介と議論から構成される。紹介される論文選定について

は、履修者の興味や修論テーマを尊重した上で、科目名あるいは授業毎に提示しているキーワードに関連してい

ることが望ましい。担当者はパワーポイント等を用いて論文の詳細を説明する。担当者の論文説明に基づき、出

席者全員で論文の新奇性、重要性、問題点などについて議論するので、出席者にはあらかじめ論文を精読してお

くことが求められる。なお、取り扱うテーマの理解を深めるために、関連の実験、検査体験などを行うこともあ

る。

授業の到達目標

科目名に関連した論文（書籍）の精読を通じて、身体運動に関わる脳の機能理解し、身体運動をシステムとい

う観点から、統合的に捉えることができるようになることを目指す。

授業計画

第１回 受講ガイダンス

第２回 筋力と潜在能力

第３回 運動指令に関わる脳機能の概要

第４回 努力の感覚と力の知覚

第５回 “超軽い”重量、でも、“超キツイ”加圧トレーニングの不思議～筋力と乖離した力の知覚～

第６回 担当教員による関連論文紹介

第７回 関連論文紹介と議論（１） Maximal voluntary force and “psychological” inhibiting factors

第８回 関連論文紹介と議論（２) Hypnotic suggestion and motor system state

第９回 関連論文紹介と議論（３) Preparing and Motivating Behavior Outside of Awareness

第10回 関連論文紹介と議論（４） The Unconscious Will

第11回 関連論文紹介と議論（５） Maximal voluntary force and motor system state with special reference

to barely conscious goal pursuit

第12回 関連論文紹介と議論（６） Brain mechanisms underlying automatic and unconscious control of motor

action

第13回 関連論文紹介と議論（７） Accute effects of resistance training with vascular occlusion

第14回 関連論文紹介と議論（８） Inhibition of the primary motor cortex can alter one’s“sense ofeffort”

第15回 関連論文紹介と議論（９） Chronic effects of resistance training with vascular occlusion

教科書

授業中に適宜紹介

参考文献

標準生理学（医学書院）、カールソン神経科学テキスト 脳と行動（丸善）、脳と運動（共立出版）、タッチ（医

学書院）、意識の探求 －神経科学からのアプローチ（岩波書店）、筋肉研究最前線（エヌ・ティー・エス）

Principles of neural science （McGraw-Hill Medical）

Skeletal muscle structure, function ＆ plasticity （Lippincott Williams ＆ Wilkins）など。

成績評価方法

平常点評価 100％ 出席、発表、質疑応答により評価する。

備考・関連URL

本授業は、特に、各自の自主性や独創性が重視されるので、積極的な姿勢をもたない学生、目的意識がない学

生などには履修は勧められない。また、生理学や神経科学の基礎知識がない学生にも履修は勧められない。(加

圧)トレーニングなどに興味ある学生も大歓迎！なお、履修者の人数、当該授業に求めらる基礎知識の理解度、

進捗状況等により授業計画の変更を行う場合もある。

関連URL：http://researchers.waseda.jp/profile/ja.2a4c95e8182a613cb97bfd1b7340fabc.html

http://scholar.google.co.jp/citations?user=8JwZqCIAAAAJ&hl=ja



授業科目名：

スポーツ文化論演習（２）Ａ

担当教員名：

川島 浩平

授業の概要

私たちにとってきわめて縁の深いアメリカ合衆国にあって、非常に注目を集めながら、日本では学術的な考察

の対象としては十分に取り上げられてこなかった文化的領域の一つにスポーツがある。野球の MLB、バスケット

ボールのNBA、アメフトの NFL 等人気のプロリーグから、陸上、ボクシング、オリンピック、パラリンピックに

至るまで、アメリカンスポーツの魅力は様々な競技や活動に及んでいるが、我が国ではアメリカンスポーツに関

する学術的な研究が十分に積み重ねられてきたとは言い難い。この授業では、激動する時代におけるスポーツの

あり方について提言できる研究者の育成というアカデミックニーズに応えるべく、スポーツ人類学研究の方法論

に基づき、アメリカンスポーツに学術的にアプローチする。その際、受講者の関心や目的の所在に留意しながら、

スポーツ文化論演習（1）Aとのすみ分け、領域分担を意識つつ、もっとも効果的な指導を実践するよう心がけた

い。

授業の到達目標

１．アメリカスポーツをスポーツ人類学研究の方法論に基づき理解し、説明できる。

２．修士論文作成のための方法を学ぶ。

３．修士論文作成のための調査を行う。

授業計画

第１回 スポーツ人類学研究の方法論（１）講義

第２回 スポーツ人類学研究の方法論（２）討論

第３回 スポーツ人類学研究の方法論（３）討論

第４回 スポーツ人類学研究の方法論（４）発表

第５回 スポーツ人類学研究の方法論（５）発表

第６回 スポーツ人類学研究 最近の研究動向（１）講義

第７回 最近の研究動向 （２）討論

第８回 最近の研究動向 （３）討論

第９回 最近の研究動向 （４）発表

第10回 最近の研究動向（５）発表

第11回 調査の実践（１）

第12回 調査の実践（２）

第13回 調査の実践（３）発表

第14回 調査の実践（４）発表

第15回 学期まとめ

教科書

適宜配布する

参考文献

Niko Besnier The Anthropology of Sport University of California Press, 2018

アメリカ学会編 アメリカ文化事典 丸善出版 2018年

寒川恒夫他編 21世紀スポーツ大事典 大修館書店 2015

Gerald R. Gems, et. al., eds., Sports in American History, Human Kinetics, 2008

E. J. Gorn & W. Goldstein, A Brief History of American Sports, University of Illinois Press, 1993.

成績評価方法

試 験 0％ 実施しない

レ ポ ー ト 30％ 個人またはグループによる研究発表の内容についてのレポート

平常点評価 70％ 個人またはグループによる研究発表の内容を評価する。他人または他グループによる発表

に対しての質問や議論の力や積極性を評価する。授業内容や発表内容に関する小テストを

適宜行い、その結果を評価の対象とする。

備考・関連URL



授業科目名：

健康スポーツ論演習（２）Ａ

担当教員名：

中村 好男

授業の概要

本授業では、健康スポーツ論演習（１）での学習を踏まえて、「地域住民へのスポーツ振興」ならびに「健康

増進の達成」という目標を実現するための実践的技法を確立することを目指す。具体的には、地域自治体、総合

型地域スポーツクラブ、老人福祉施設等のさまざまな現場（フィールド）での実践的研究を行い、医療費削減や

介護予防に資するためのプログラムの開発とその評価モデルの構築に加えて、地域社会における健康増進ならび

に介護予防システムの構築を行う。また、研究成果を学界等に発表する技能を養う。

授業の到達目標

・各自の研究課題に関連した先行研究に精通すること。

・各自の取り組んだ課題について、修士論文計画書を策定すること。

・また、その調査検証の成果を学界に発表（口頭発表ならびに論文発表）すること。

授業計画

第１回 調査研究指導：休業中の研究進捗状況報告

第２回 先行文献講読指導（１）健康増進全般

第３回 先行文献講読指導（２）地域健康増進

第４回 先行文献講読指導（３）職域健康増進

第５回 先行文献講読指導（４）医療費削減

第６回 研究計画書の作成技法（１）論文の枠組み

第７回 研究計画書の作成技法（２）仮説検証と研究デザイン

第８回 健康スポーツに関する調査（１）フィットネス業界

第９回 健康スポーツに関する調査（２）地域スポーツクラブ

第10回 健康スポーツに関する調査（３）職域での健康施策

第11回 健康スポーツに関する調査（４）特定保健指導

第12回 健康スポーツに関する調査（５）身体活動促進施策

第13回 健康スポーツに関する調査（６）栄養指導

第14回 調査中間報告

第15回 プレゼンテーション技法（１）発見したことは何か

教科書

特になし。個別に指示。

参考文献

特になし。個別に指示。

成績評価方法

平常点評価 100％ 授業中の発表内容を評価

備考・関連URL



授業科目名：

スポーツクラブビジネス論演習（２）Ａ

担当教員名：

間野 義之

授業の概要

二年制修士課程の２年目の演習として、スポーツクラブビジネス関連研究の専門性を高めることを目的とす

る。

各自の修士論文の研究計画や先行研究を発表し、批判的あるいは建設的な討議を行う。

授業の到達目標

スポーツクラブビジネス関連研究の学術論文を作成できること。

授業計画

第１回 ガイダンス

第２回 スポーツクラブの歴史（３）

第３回 スポーツクラブの法律（３）

第４回 スポーツクラブの指導者（３）

第５回 スポーツクラブのマネジメントスタッフ（３）

第６回 スポーツクラブのボランティア（３）

第７回 スポーツクラブの活動拠点（３）

第８回 スポーツクラブのクラブハウス（３）

第９回 スポーツクラブの財源（３）

第10回 スポーツクラブの事業収支（３）

第11回 スポーツクラブのリスクマネジメント（３）

第12回 スポーツクラブのガバナンス（３）

第13回 スポーツクラブの今日的課題（３）

第14回 スポーツクラブの将来像（３）

第15回 まとめ

教科書

参考文献

成績評価方法

レ ポ ー ト 50％ 担当パートのレポートで評価する。

平常点評価 50％ 演習での発言で評価する。

備考・関連URL



授業科目名：

運動免疫学演習（１）Ａ

担当教員名：

赤間 高雄

授業の概要

運動による免疫機能の変化は、アスリートのコンディショニングや高齢者の健康保持への応用が考えられる。

運動による免疫機能の変化のメカニズムを検討するために、免疫学の最新の知見を整理して理解する。また、ア

スリートのコンディショニングにおいて重要なアンチ・ドーピングについても最新の情報を整理する。免疫学お

よびアンチ・ドーピングに関する書籍や論文を分担講読して、相互に討論する。原則として１年生を対象としま

す。

授業の到達目標

各自の研究テーマ（アスリートのコンディショニングにおける免疫学的測定指標の応用、高齢者の免疫機能を

高めるための運動処方、運動による免疫機能の変化のメカニズム、アンチ・ドーピングなど）について、重要な

先行研究や文献の内容を理解して、各自の研究を推進する。

授業計画

第１回 オリエンテーション（本講義の目的と概要） ／ 本講義の目的と概要について説明します。
分担の決定

第２回 アスリートのコンディショニングにおける免疫学的測定指標の応用、細胞
担当者の発表と全体討論

第３回 アスリートのコンディショニングにおける免疫学的測定指標の応用、液性因子
担当者の発表と全体討論

第４回 アスリートのコンディショニングにおける免疫学的測定指標の応用、血液
担当者の発表と全体討論

第５回 アスリートのコンディショニングにおける免疫学的測定指標の応用、唾液
担当者の発表と全体討論

第６回 高齢者の免疫機能を高めるための運動処方、縦断的研究
担当者の発表と全体討論

第７回 高齢者の免疫機能を高めるための運動処方、横断的研究
担当者の発表と全体討論

第８回 高齢者の免疫機能を高めるための運動処方、免疫指標の検討
担当者の発表と全体討論

第９回 運動による免疫機能の変化のメカニズム、細胞
担当者の発表と全体討論

第10回 運動による免疫機能の変化のメカニズム、液性因子
担当者の発表と全体討論

第11回 運動による免疫機能の変化のメカニズム、唾液
担当者の発表と全体討論

第12回 アンチ・ドーピング、規則
担当者の発表と全体討論

第13回 アンチ・ドーピング、検査
担当者の発表と全体討論

第14回 アンチ・ドーピング、禁止物質
担当者の発表と全体討論

第15回 まとめと講評

教科書
なし

参考文献
各自が検索する

成績評価方法
試 験 0％ 試験は実施しない。
レ ポ ー ト 0％ レポートは実施しない。
平常点評価 100％ 出席状況、各個人に割り当てられたテーマに関する発表内容、および討論における発言の

積極性と内容について、評価します。

備考・関連URL
１年生対象



授業科目名：

スポーツ神経精神医科学演習（２）Ａ

担当教員名：

西多 昌規

授業の概要

・睡眠・生体リズムとスポーツパフォーマンス（生体リズムによるパフォーマンス操作、ジェットラグ対策）・

身体運動が脳や心の働きに与える影響（運動によるADHDやうつ状態の改善）

・スポーツパフォーマンスに関連した脳機能（睡眠による運動記憶・技術の定着・向上、睡眠奪取・睡眠延長に

よる高次脳機能変化）

などについて、招聘講師の講義、文献抄読および実験計画の検討などを行います。

授業の到達目標

・この分野に関わる知識を専門的なレベルのディスカッションが可能になることを目標に習得します。

・自分自身の研究の方向性を定めます。

・研究に関わる文献を検索し、読解し、研究の現状について把握します。

・自分の研究計画を立案し、研究計画のもつ発見性について理解します。

授業計画

第１回 【オリエンテーション】本講義の目的と概要

第２回 【講義】 睡眠の生理学基礎

第３回 【文献抄読】 睡眠が運動技術向上に与える影響

第４回 【文献抄読】 生体リズムと運動パフォーマンス

第５回 【文献抄読】 運動と高次脳機能

第６回 【研究計画検討】 研究テーマの設定

第７回 【研究計画検討】 実験の計画 対象と方法（1）

第８回 【研究計画検討】 実験の計画 対象と方法（2）

第９回 【研究計画検討】 実験の計画 対象と方法（3）

第10回 【研究に必要な過去文献レビュー】 先行研究の確認（1）

第11回 【研究に必要な過去文献レビュー】 先行研究の確認（2）

第12回 【研究に必要な過去文献レビュー】 実験方法の確認

第13回 【研究に必要な過去文献レビュー】 統計解析方法の確認

第14回 【中間発表】 実験計画のプレゼンテーション

第15回 【総合討論】 春学期の総括と夏季休暇中の研究活動計画

教科書

特に指定しない

参考文献

講義のたびに紹介する

成績評価方法

試 験 100％ 最終日に口頭試問を行い、成績を評価します。

備考・関連URL



授業科目名：

スポーツ心理学演習（１）Ａ

担当教員名：

正木 宏明

授業の概要

スポーツ心理学で扱われてきた研究テーマに認知神経科学的手法を適用することで何がわかるのかについて

学習する。スポーツ心理学・認知神経科学に関する基礎知識を習得しながら、修士論文の研究テーマを決定する。

認知神経科学研究の発展は目覚ましく、その手法はスポーツ心理学研究領域に新しい研究アプローチを与える

ものである。本演習では、認知神経科学研究およびスポーツ心理学研究に関する最新の研究知見を文献紹介によ

って理解する。

授業の到達目標

スポーツ場面で生み出される巧みな動作の背景メカニズムについて、認知神経科学的手法によって解明するた

めの基礎知識を習得する。

授業計画

第１回 ガイダンス／ 本講義の目的と概要について説明する。

第２回 文献輪読１（予習：教員から指示された範囲について精読する。予習時間は180分程度を想定している。

復習：輪読した部分の内容を要約し、知識を深める。復習時間は60分程度を想定している。）

第３回 文献輪読２（予習：教員から指示された範囲について精読する。予習時間は180分程度を想定している。

復習：輪読した部分の内容を要約し、知識を深める。復習時間は60分程度を想定している。）

第４回 文献輪読３（予習：教員から指示された範囲について精読する。予習時間は180分程度を想定している。

復習：輪読した部分の内容を要約し、知識を深める。復習時間は60分程度を想定している。）

第５回 文献輪読４（予習：教員から指示された範囲について精読する。予習時間は180分程度を想定している。

復習：輪読した部分の内容を要約し、知識を深める。復習時間は60分程度を想定している。）

第６回 文献輪読５（予習：教員から指示された範囲について精読する。予習時間は180分程度を想定している。

復習：輪読した部分の内容を要約し、知識を深める。復習時間は60分程度を想定している。）

第７回 文献輪読６（予習：教員から指示された範囲について精読する。予習時間は180分程度を想定している。

復習：輪読した部分の内容を要約し、知識を深める。復習時間は60分程度を想定している。）

第８回 文献輪読７（予習：教員から指示された範囲について精読する。予習時間は180分程度を想定している。

復習：輪読した部分の内容を要約し、知識を深める。復習時間は60分程度を想定している。）

第９回 文献輪読８（予習：教員から指示された範囲について精読する。予習時間は180分程度を想定している。

復習：輪読した部分の内容を要約し、知識を深める。復習時間は60分程度を想定している。）

第10回 文献輪読９（予習：教員から指示された範囲について精読する。予習時間は180分程度を想定している。

復習：輪読した部分の内容を要約し、知識を深める。復習時間は60分程度を想定している。）

第11回 文献輪読10（予習：教員から指示された範囲について精読する。予習時間は180分程度を想定している。

復習：輪読した部分の内容を要約し、知識を深める。復習時間は60分程度を想定している。）

第12回 研究発表１（予習：発表準備を行う。予習時間は120分程度を想定している。復習：各自で記録したノ

ートに基づき、さらに文献を調べて知識を深める。復習時間は120分程度を想定している。）

第13回 研究発表２（予習：発表準備を行う。予習時間は120分程度を想定している。復習：各自で記録したノ

ートに基づき、さらに文献を調べて知識を深める。復習時間は120分程度を想定している。）

第14回 研究発表３（予習：発表準備を行う。予習時間は120分程度を想定している。復習：各自で記録したノ

ートに基づき、さらに文献を調べて知識を深める。復習時間は120分程度を想定している。）

第15回 研究発表４（予習：発表準備を行う。予習時間は120分程度を想定している。復習：各自で記録したノ

ートに基づき、さらに文献を調べて知識を深める。復習時間は120分程度を想定している。）

教科書

特になし。必要に応じてプリントを配布する。

参考文献

成績評価方法

平常点評価 100％ 平常点による評価

備考・関連URL

出席および研究方法論の習得に対する真摯な態度が重視される。



授業科目名：

統合運動神経生理学演習（１）Ａ

担当教員名：

宝田 雄大

授業の概要

研究指導内容に関連した研究論文などを輪読する。受講者が内容を紹介し、その後、全員で討論を行う。輪読

に際しては、各担当者は、事前に割り当てられた分担箇所を調べ、レジュメ（A4用紙１～２枚程度の要約）を作

成・配布し、その内容について発表する。

授業の到達目標

（運動の）生理学あるいは神経科学に関連した先行研究や知見の解釈研究を通じて、それらの研究の現状を知

り、その内容を理解できるようになること。

授業計画

第１回 受講ガイダンス

第２回 研究指導内容に関連した論文紹介と議論（１） Neuroscience

第３回 研究指導内容に関連した論文紹介と議論（２） Cognitive neuroscience

第４回 研究指導内容に関連した論文紹介と議論（３） Motor control

第５回 研究指導内容に関連した論文紹介と議論（４） Motor system state

第６回 研究指導内容に関連した論文紹介と議論（５） Maximal voluntary force(MVC) and “psychological”

inhibiting factors

第７回 研究指導内容に関連した論文紹介と議論（６) Potential capacity of MVC

第８回 研究指導内容に関連した論文紹介と議論（７)Brain mechanisms underlying automatic and unconscious

control of motor action

第９回 研究指導内容に関連した論文紹介と議論（８) Preparing and Motivating Behavior Outside of

Awareness

第10回 研究指導内容に関連した論文紹介と議論（９） The Unconscious Will

第11回 研究指導内容に関連した論文紹介と議論（10）MVC and barely conscious goal pursuit with rewads

stimuli

第12回 研究指導内容に関連した論文紹介と議論（11） How the Brain Translates Money into Force: A

Neuroimaging Study of Subliminal Motivation

第13回 研究指導内容に関連した論文紹介と議論（12） Potential research projects in the very near future

第14回 研究指導内容に関連した論文紹介と議論（13） Potential research projects in the near future

第15回 レポート課題と解説

教科書

必要に応じて適宜紹介する。

参考文献

標準生理学（医学書院）、カールソン神経科学テキスト 脳と行動（丸善）、脳と行動（共立出版）、タッチ（医

学書院）、意識の探求 －神経科学からのアプローチ（岩波書店）、筋肉研究最前線（エヌ・ティー・エス）

Principles of neural science （McGraw-Hill Medical）

Skeletal muscle structure, function ＆ plasticity （Lippincott Williams ＆ Wilkins）など。

成績評価方法

レ ポ ー ト 30％ 発表時のレジュメをレポートと位置付け、各個人に割りあたえられたテーマの理解度など

をその内容から評価する。

平常点評価 70％ 各個人に割りあたえられたテーマに関する発表内容について評価する。

備考・関連URL

この演習では、特に、各自の自主性や独創性が重視されるので、積極的な姿勢を示す気持ちがない学生、目的

意識をもっていない学生などには履修は勧められない。なお、履修者の人数、理解度、進捗状況等により授業計

画の変更を行う場合もある。出欠は、平常点評価における演習への積極性に反映される。

関連URL：http://researchers.waseda.jp/profile/ja.2a4c95e8182a613cb97bfd1b7340fabc.html

http://scholar.google.co.jp/citations?user=8JwZqCIAAAAJ&hl=ja



授業科目名：

運動免疫学演習（２）Ａ

担当教員名：

赤間 高雄

授業の概要
各自の研究テーマ（アスリートのコンディショニングにおける免疫学的測定指標の応用、高齢者の免疫機能を

高めるための運動処方、運動による免疫機能の変化のメカニズム、アンチ・ドーピングなど）に関して、研究目
的、研究方法、結果と考察、関連した先行研究について発表し、相互に討論する。これによって、より質の高い
研究をめざす。原則として２年生を対象とします。

授業の到達目標
各自の研究テーマ（アスリートのコンディショニングにおける免疫学的測定指標の応用、高齢者の免疫機能を

高めるための運動処方、運動による免疫機能の変化のメカニズム、アンチ・ドーピングなど）について、関連し
た先行研究、各自の研究計画、および研究結果について発表し、討論できるようになる。また、他の発表者の発
表内容について、適切な討論ができるようになる。

授業計画
第１回 オリエンテーション（本講義の目的と概要） ／ 本講義の目的と概要について説明します。

分担の決定
第２回 アスリートのコンディショニングにおける免疫学的測定指標の応用、先行研究

担当者の発表と全体討論

第３回 高齢者の免疫機能を高めるための運動処方、先行研究
担当者の発表と全体討論

第４回 運動による免疫機能の変化のメカニズム、先行研究
担当者の発表と全体討論

第５回 アンチ・ドーピング、先行研究
担当者の発表と全体討論

第６回 アスリートのコンディショニングにおける免疫学的測定指標の応用、現状の課題
担当者の発表と全体討論

第７回 高齢者の免疫機能を高めるための運動処方、現状の課題
担当者の発表と全体討論

第８回 運動による免疫機能の変化のメカニズム、現状の課題
担当者の発表と全体討論

第９回 アンチ・ドーピング、現状の課題
担当者の発表と全体討論

第10回 アスリートのコンディショニングにおける免疫学的測定指標の応用、研究目的
担当者の発表と全体討論

第11回 高齢者の免疫機能を高めるための運動処方、研究目的
担当者の発表と全体討論

第12回 運動による免疫機能の変化のメカニズム、研究目的
担当者の発表と全体討論

第13回 アンチ・ドーピング、研究目的
担当者の発表と全体討論

第14回 免疫学的測定方法
担当者の発表と全体討論

第15回 総合討論

教科書
なし

参考文献
各自が検索する

成績評価方法

試 験 0％ 試験は実施しない。

レ ポ ー ト 0％ レポートは実施しない。

平常点評価 100％ 出席状況、各個人に割り当てられたテーマに関する発表内容、および討論における発言の

積極性と内容について、評価します。

備考・関連URL
２年生対象



授業科目名：

スポーツ心理学演習（２）Ａ

担当教員名：

正木 宏明

授業の概要
演習（１）で決定した修士論文のテーマについて実験計画を立て、その妥当性について議論する。詳細な検討

を重ねたうえでデータを取得し、修士論文を作成する。
修士論文の作成に必要な研究指導を行う。文献紹介を通して最新の研究知見を把握するだけでなく、実験計画、

実験実施、解析、結果の解釈など、研究方法全般について理解する。

授業の到達目標
認知神経科学的手法によって解明すべきスポーツ行動の現象を見出し、修士論文のテーマとする。剰余変数を

排除した実験計画を立案・実施することで修士論文を作成する。

授業計画

第１回 ガイダンス／本演習の目的と概要について説明する。
第２回 修士論文研究中間報告１（予習：発表準備を行う。予習時間は120分程度を想定している。復習：各自

で記録したノートに基づき、さらに文献を調べて知識を深める。復習時間は120分程度を想定している。）
第３回 修士論文研究中間報告２（予習：発表準備を行う。予習時間は120分程度を想定している。復習：各自

で記録したノートに基づき、さらに文献を調べて知識を深める。復習時間は120分程度を想定している。）
第４回 修士論文研究中間報告３（予習：発表準備を行う。予習時間は120分程度を想定している。復習：各自

で記録したノートに基づき、さらに文献を調べて知識を深める。復習時間は120分程度を想定している。）
第５回 研究計画１（予習：実験計画についての発表準備を行う。予習時間は120分程度を想定している。復習：

各自で記録したノートに基づき、さらに文献を調べて知識を深める。復習時間は120分程度を想定して
いる。）

第６回 研究計画２（予習：実験計画についての発表準備を行う。予習時間は120分程度を想定している。復習：
各自で記録したノートに基づき、さらに文献を調べて知識を深める。復習時間は120分程度を想定して

いる。）
第７回 研究計画３（予習：実験計画についての発表準備を行う。予習時間は120分程度を想定している。復習：

各自で記録したノートに基づき、さらに文献を調べて知識を深める。復習時間は120分程度を想定して
いる。）

第８回 研究計画４（予習：実験計画についての発表準備を行う。予習時間は120分程度を想定している。復習：
各自で記録したノートに基づき、さらに文献を調べて知識を深める。復習時間は120分程度を想定して

いる。）
第９回 研究計画５（予習：実験計画についての発表準備を行う。予習時間は120分程度を想定している。復習：

各自で記録したノートに基づき、さらに文献を調べて知識を深める。復習時間は120分程度を想定して
いる。）

第10回 研究計画６（予習：実験計画についての発表準備を行う。予習時間は120分程度を想定している。復習：
各自で記録したノートに基づき、さらに文献を調べて知識を深める。復習時間は120分程度を想定して

いる。）
第11回 研究発表１（予習：発表準備を行う。予習時間は120分程度を想定している。復習：各自で記録したノ

ートに基づき、さらに文献を調べて知識を深める。復習時間は120分程度を想定している。）
第12回 研究発表２（予習：発表準備を行う。予習時間は120分程度を想定している。復習：各自で記録したノ

ートに基づき、さらに文献を調べて知識を深める。復習時間は120分程度を想定している。）
第13回 研究発表３（予習：発表準備を行う。予習時間は120分程度を想定している。復習：各自で記録したノ

ートに基づき、さらに文献を調べて知識を深める。復習時間は120分程度を想定している。）
第14回 研究発表４（予習：発表準備を行う。予習時間は120分程度を想定している。復習：各自で記録したノ

ートに基づき、さらに文献を調べて知識を深める。復習時間は120分程度を想定している。）
第15回 まとめ（予習：これまでに議論した内容について確認しておく。予習時間は120分程度を想定している。

復習：最終的に議論したことを纏めたノートを精読し、文献調査を追加することで、今後の実験計画に
活かす。復習時間は120分程度を想定している。）

教科書
特になし。必要に応じてプリントを配布する。

参考文献

成績評価方法
平常点評価 100％ 平常点による評価

備考・関連URL

出席および研究方法論の習得に対する真摯な態度が重視される。



授業科目名：

統合運動神経生理学演習（２）Ａ

担当教員名：

宝田 雄大

授業の概要

受講者は、各自の研究計画書の発表と、予備実験のデータなどを提示し説明する。また必要に応じて、その研

究内容に関連した先行研究などを輪読する。発表や輪読時には、レジュメ（A4用紙１～２枚程度の要約）を作成・

配布し、わかりやすい説明に留意する。

授業の到達目標

研究指導内容に関連した研究テーマを見つけ、それを実証すべく、実験をデザインし、得られたグラフの考察

ができること。

授業計画

第１回 受講ガイダンス

第２回 受講者の研究計画の発表（１）

第３回 受講者の研究計画の発表（２）

第４回 受講者の研究計画の発表（３）

第５回 受講者の研究計画の発表（４）

第６回 受講者の研究計画の発表（５）

第７回 受講者の研究計画の発表（６）

第８回 受講者の研究計画の発表（７）

第９回 受講者の研究計画の発表（８）

第10回 研究指導内容に関連した実験・実習（１） Force perception

第11回 研究指導内容に関連した実験・実習（２） Unconscious goal pursuit and human force exertion

第12回 研究指導内容に関連した実験・実習（３) Maximal voluntary force (MVC) and motor system state

第13回 研究指導内容に関連した実験・実習（４） Motor evoked potential by transcranial magnetic

stimulation during unconscious goal-priming with reward

第14回 研究指導内容に関連した実験・実習（５）Pupil diameter and skin potential level during unconscious

goal-priming with reward

第15回 レポート課題と解説

教科書

必要に応じて適宜紹介する。

参考文献

標準生理学（医学書院）、カールソン神経科学テキスト 脳と行動（丸善）、脳と行動（共立出版）、タッチ（医

学書院）、意識の探求 －神経科学からのアプローチ（岩波書店）、筋肉研究最前線（エヌ・ティー・エス）

Principles of neural science （McGraw-Hill Medical）

Skeletal muscle structure, function ＆ plasticity （Lippincott Williams ＆ Wilkins）など。

成績評価方法

レ ポ ー ト 30％ 実験実習課題の内容の理解度を評価する。

平常点評価 70％ すべての発表内容と、その内容の指摘箇所やコメントに対する取り組み姿勢や改善内容な

どについて評価する。

備考・関連URL

この演習では、特に、各自の自主性や独創性が重視されるので、積極的な姿勢を示す気持ちがない学生、目的

意識をもっていない学生などには履修は勧められない。出欠は、平常点評価における演習への積極性に反映され

る。なお、履修者の人数、理解度、進捗状況等により授業計画の変更を行う場合もある。

関連URL：http://researchers.waseda.jp/profile/ja.2a4c95e8182a613cb97bfd1b7340fabc.html

http://scholar.google.co.jp/citations?user=8JwZqCIAAAAJ&hl=ja



授業科目名：

環境運動生理学演習（１）Ａ

担当教員名：

細川 由梨

授業の概要

本講義では、論文抄読を通じて先行研究結果を理解し、各自の研究テーマの学術的・臨床的位置付けを把握す

る。

授業の到達目標

(1) スポーツ科学領域の代表的な研究手法を説明できる。

(2) 専門分野の英語論文を読み、内容を理解できる。

(3) 自分の研究テーマの学術的・臨床的位置付けを説明できる。

(4) 学術発表に必要なスキルを習得し、論理的に研究結果の発表ができる。

授業計画

第１回 オリエンテーション

研究の種類・エビデンスのレベルについて

論文の整理方法について

第２回 学術論文が出版されるまでの過程・学術論文の構成について

第３回 代表的研究手法の検討：疫学調査を用いた論文の抄読

第４回 代表的研究手法の検討：疫学調査に特異的な研究・統計方法の検討

第５回 代表的研究手法の検討：実験室実験を用いた論文の抄読

第６回 代表的研究手法の検討：実験室実験に特異的な研究・統計方法の検討

第７回 代表的研究手法の検討：フィールド調査を用いた論文の抄読

第８回 代表的研究手法の検討：フィールド調査に特異的な研究・統計方法の検討

第９回 代表的研究手法の検討：定量的アンケート調査を用いた論文の抄読

第10回 代表的研究手法の検討：定量的アンケート調査に特異的な研究・統計方法の検討

第11回 代表的研究手法の検討：定性的アンケート調査を用いた論文の抄読

第12回 代表的研究手法の検討：定性的アンケート調査に特異的な研究・統計方法の検討

第13回 学術発表の種類・効果的なプレゼンテーションについて

第14回 図表の書き方

第15回 研究テーマに関する先行研究の発表

教科書

参考文献

成績評価方法

平常点評価 90％ 毎回のディスカッションへの参加姿勢で評価する。

そ の 他 10％ 研究テーマに関する先行研究の発表（第15回授業）で評価する。

備考・関連URL



授業科目名：

スポーツ神経科学演習（２）Ａ

担当教員名：

彼末 一之

授業の概要

演習（１）でまとめた内容を基に、運動制御系についてのモデルを構築し、それから予想される仮説を基に実

験を行い、レポートにまとめる。

授業の到達目標

実験を各自が計画して、マネジメントし、遂行できるようにする。

授業計画

第１回 受講ガイダンス

第２回 実験計画１:運動制御系への刺激、反応記録についての実験をデザイン

第３回 実験計画２:実験装置検討

第４回 実験計画３：実験装置操作習得

第５回 実験計画４：統計手法勉強

第６回 計画発表１：各自デザインした実験計画の発表

第７回 計画発表２：質疑

第８回 研究実施１：文献調査

第９回 研究実施２：関連論文読む

第10回 研究実施３：関連論文発表

第11回 研究実施４：被験者リクルート

第12回 研究実施５：倫理書類勉強

第13回 研究実施６：倫理書類作成

第14回 研究実施７：必要な消耗品チェック

第15回 研究実施８：各自デザインした実験のテスト実施

教科書

特になし。

参考文献

“Principals of Neural Science” (McGrow Hill)

成績評価方法

平常点評価 100％ 各自の研究に取り組む姿勢とその成果で評価

備考・関連URL



授業科目名：

コンディショニング特論

担当教員名：

岡田 純一

授業の概要

目的に適した身体能力を備えること、身体能力を競技力へと結びつけること、そのために必要なあらゆる体力

要素を向上させること、目的とする時期にその状態を整えることなど、コンディショニングが含有する意図は多

様である。コンディショニングに関わるレジスタンストレーニングのプログラムデザイン、アスリートの体力や

生理学的特性を考慮したトレーニング計画を科学的知見に基づいて構築することを専門書より学ぶ。

授業の到達目標

レジスタンストレーニングのプログラムデザインについて理解するとともに専門用語を習得する。

授業計画

第１回 オリエンテーション、プログラムデザインの概要、実践例

第２回 コンディショニング研究の背景

第３回 体力の定義

第４回 Exercice Practice

第５回 Principles of Anearobic exercise

第６回 Program Design 1-1 （Need Analysis）

第７回 Program Design 1-2（Need Analysis）

第８回 Program Design 2 （Exercise selection）

第９回 Program Design 3 （Training Frequency）

第10回 Program Design 4 （Exercise Order）

第11回 Program Design ５-1 （Training load ＆ repetitions）

第12回 Program Design ５-2 （Training load ＆ repetitions）

第13回 Program Design 6 （Volume）

第14回 Program Design 7 （Rest periods）

第15回 Program実践

教科書

Essentials of Strength Training and Conditioning （Human Kinetics）

参考文献

成績評価方法

レ ポ ー ト 50％ レポートによる評価

平常点評価 50％ 授業でのプレゼンテーション

備考・関連URL



授業科目名：

スポーツ教授学特論

担当教員名：

深見 英一郎

授業の概要

本講義では、学校の制度的条件の下で行われる学校スポーツ、特に授業という形態で行われる学校スポーツの

教授学について概説する。具体的には、これまでのスポーツ教授学研究の成果を参照しながら、技術･戦術学習

や認知的学習、社会的行動の学習について詳述するとともに、VTR により実際のスポーツ授業を紹介し、優れた

運動・スポーツ指導を行うために必要な観察眼と批判力の育成を図る。

授業の到達目標

①国内外におけるこれまでのスポーツ教授学研究の成果及び課題を理解する。

②スポーツ教育学における技術･戦術学習や認知的学習、社会的行動の学習について理解する。

③これまでのスポーツ教授学研究の成果及び課題をふまえ、優れたスポーツ指導のあり方を創造できるようにな

る。

授業計画

第１回 オリエンテーション

第２回 スポーツのもつ教育的可能性－スポーツの魅力・価値・意味－

第３回 スポーツ教育の学問体系

第４回 スポーツ授業の目標論

第５回 スポーツ授業の内容論（１）技術学習、戦術学習

第６回 スポーツ授業の内容論（２）認知的学習、社会的行動学習

第７回 スポーツ授業の内容編成論

第８回 スポーツ授業の教材づくり論－教材づくりの原理と方法－

第９回 スポーツ授業の教授技術（１）－モニタリングと相互作用－

第10回 スポーツ授業の教授技術（２）－マネジメントとインストラクション－

第11回 スポーツ授業の評価論－診断的・総括的授業評価、形成的授業評価、ゲーム分析法－

第12回 スポーツ教授学の研究方法（１）授業のマネジメントと期間記録

第13回 スポーツ教授学の研究方法（２）教師の相互作用行動

第14回 スポーツ教授学の研究方法（３）学習資料とフィードバック

第15回 総括ならびにレポート課題

教科書

必要に応じて資料等を配布する。

参考文献

岡出美則・友添秀則・松田恵示・近藤智靖 編著「新版 体育科教育学の現在」創文企画, 2015

コンラッド･ウィドマー, 蜂屋慶「スポーツ教育学―その構造と研究法に対する理論的考察」東洋館出版

社,1980

ダリル･シーデントップ 著,高橋健夫 監訳「新しい体育授業の創造―スポーツ教育の実践モデル」大修館書店,

2003

ダリル･シーデントップ 著,高橋健夫 訳「体育の教授技術」大修館書店, 1988

オモ･グルーペ, ミハエル･クリューガー「スポーツと教育―ドイツ・スポーツ教育学への誘い」ベースボール

マガジン社, 2000

高橋健夫・友添秀則ほか編著「体育科教育学入門」大修館書店, 2010

成績評価方法

レ ポ ー ト 50％ 中間レポート・期末レポート。講義内容の理解度、論理構成、表現力を評価する。

平常点評価 30％ 毎時間のリアクションペーパー。講義内容を深く理解し考察しているかどうかを評価する。

そ の 他 20％ 出席状況及び履修態度を評価する。

備考・関連URL



授業科目名：

環境運動生理学演習（２）Ａ

担当教員名：

細川 由梨

授業の概要

本講義では、環境運動生理学とその関連分野に関する英語論文抄読を通じて、各自の研究活動や臨床活動を発

展させる。

授業の到達目標

(1) 適切な統計方法を使用してデータの解析をすることができる。

(2) 研究倫理に基づいた研究の立案とデータ管理をすることができる。

(3) 専門分野の英語論文を読み、内容を理解できる。

(4) 自分の研究テーマの学術的・臨床的位置付けを説明できる。

(5) 論文を批判的に査読することができる。

授業計画

第１回 オリエンテーション

データの管理について

第２回 データの整理について：記録用紙の作成時の注意点

第３回 データの整理について：集計データ整理時の注意点

第４回 統計方法の選定について：パラメトリック検定

第５回 統計解析演習：パラメトリック検定

第６回 統計方法の選定について：ノンパラメトリック検定

第７回 統計解析演習：ノンパラメトリック検定

第８回 統計方法の選定について：臨床的に意味のある効果

第９回 統計解析演習：臨床的に意味のある効果

第10回 研究の限界と制限について

第11回 論文の査読・批判的読み方について

第12回 研究テーマに関する総説作成・ディスカッション１

第13回 研究テーマに関する総説作成・ディスカッション２

第14回 研究テーマに関する総説作成・ディスカッション３

第15回 総括

教科書

参考文献

成績評価方法

平常点評価 100％ 毎回のディスカッションへの参加姿勢で評価する。

備考・関連URL



授業科目名：

スポーツ生理学特論

担当教員名：

村岡 功

授業の概要

運動・スポーツは健康づくりや競技力向上のために広く行われており、生活習慣病を予防するためには、規則

的な運動およびスポーツ活動が必要であると言われている。そこで、本特論では第一に、疾病（生活習慣病）と

運動に関して、<１>生活習慣病と運動療法の適応、<２>肥満症と運動、<３>糖尿病と運動、高脂血症と運動、<

４>高尿酸血症と運動、<５>高血圧症と運動、について概説することとする。一方、競技成績（パフォーマンス）

を高めるために、スポーツ選手はトレーニング以外に様々な補助的手段（Ergogenic aids）を用いていることも

知られている。そこで第二に、広く用いられている種々の補助的手段を取り上げて、その効果や倫理的問題につ

いても概説する。さらに、これらに関連する運動・スポーツ生理学に関する論文を各自が紹介・発表する形で授

業を進めることとしたい。

授業の到達目標

スポーツ生理学が深く関与する競技力向上と健康づくりに関する講義および発表を通じて、競技力向上のため

の補助手段と疾病予防のための運動・スポーツ活動について理解を深めるとともに、運動・スポーツ生理学に関

する最新の情報に触れるようにする。

授業計画

第１回 オリエンテーション

第２回 競技力向上のための補助手段<１>

第３回 競技力向上のための補助手段<２>

第４回 競技力向上のための補助手段<３>

第５回 競技力向上のための補助手段<４>

第６回 競技力向上のための補助手段〈５〉

第７回 競技力向上のための補助手段（６）

第８回 運動･スポーツ生理学関連文献の紹介（１）

第９回 運動･スポーツ生理学関連文献の紹介（２）

第10回 運動・スポーツ生理学関連文献の紹介（３）

第11回 運動・スポーツ生理学関連文献の紹介（４）

第12回 運動・スポーツ生理学関連文献の紹介（５）

第13回 運動・スポーツ生理学関連文献の紹介（６）

第14回 運動・スポーツ生理学関連文献の紹介（７）

第15回 運動･スポーツ生理学関連文献の紹介（８）

教科書

毎週、授業ごとにプリント等を配布する。

参考文献

授業時間内に、適宜紹介する。

成績評価方法

試 験 0％ 試験による評価

レ ポ ー ト 0％ 試験を受験できない場合は、レポートを提出する。

平常点評価 50％ 平常点による評価

そ の 他 50％ 文献発表による

備考・関連URL



授業科目名：

スポーツ認知神経科学特論

担当教員名：

正木 宏明

授業の概要

スポーツ場面で観察される巧みな動作の背景メカニズムを脳内情報処理の観点から検討する。ここでは、人間

と環境との関わりを重視する心理学のアプローチを加えながら、スキル動作を認知神経科学的に理解する。

スポーツでは外界からの視覚情報を瞬時に認知し、適切な動作を選択・実行しなければならない。その過程に

は、注意、情動、動機づけ、意思決定、動作モニタリングなどが密接に関連している。これら脳内情報処理と巧

みな動作発現との関係について概説する。パフォーマンスに影響を与えるスポーツ場面での情動体験やアスリー

トの性格特性についても概説する。予習として配布資料の事前読了を求める。

授業の到達目標

スポーツ場面で生み出される巧みな動作の背景メカニズムについて、認知神経科学的に説明できるようにす

る。

授業計画

第１回 ガイダンス（スポーツ認知神経科学のねらい）／本講義の目的と概要について説明する。

第２回 情動と動機づけ１（情動の脳内処理、情動理論）

第３回 情動と動機づけ２（スポーツと情動体験）

第４回 脳による運動制御１（大脳基底核、小脳、帯状皮質などの機能）

第５回 脳による運動制御２（大脳基底核、小脳、帯状皮質などの機能）

第６回 学習と記憶１（学習の脳内処理／運動学習）

第７回 学習と記憶２（学習の脳内処理／運動学習）

第８回 注意と空間認知

第９回 脳と意識１

第10回 脳と意識２（意思決定プロセス）

第11回 動作の認知表象１

第12回 動作の認知表象２

第13回 スキル動作の脳内情報処理１（行動指標を用いた研究の概説）

第14回 スキル動作の脳内情報処理２（生理指標を用いた研究の概説）

第15回 到達度の確認と総括

教科書

特になし。毎回プリントを配布する。

参考文献

成績評価方法

レ ポ ー ト 60％ レポートによる評価

平常点評価 40％ 平常点による評価

備考・関連URL

すべての講義のなかからもっとも興味の強かったテーマについてレポートしてもらう。



授業科目名：

スポーツ倫理学・教育学演習（１）Ａ

担当教員名：

友添 秀則

授業の概要

スポーツ教育学・倫理学の文献について講読する。加えて、修士論文執筆のために方法論についても講ずる。

授業の到達目標

スポーツ教育学・倫理学の研究方法についての理解を深める。

授業計画

第１回 オリエンテーション

第２回 文献収集の方法（１）

第３回 文献収集の方法（２）

第４回 レジメ作成の方法

第５回 スポーツ教育学・倫理学の先行文献の分析方法（１）

第６回 スポーツ教育学・倫理学の先行文献の分析方法（２）

第７回 スポーツ教育学・倫理学文献の輪読・討議（１）

第８回 スポーツ教育学・倫理学文献の輪読・討議（２）

第９回 スポーツ教育学・倫理学文献の輪読・討議（３）

第10回 スポーツ教育学・倫理学文献の輪読・討議（４）

第11回 スポーツ教育学・倫理学文献の輪読・討議（５）

第12回 スポーツ教育学・倫理学文献の輪読・討議（６）

第13回 スポーツ教育学・倫理学文献の輪読・討議（７）

第14回 スポーツ教育学・倫理学文献の輪読・討議（８）

第15回 スポーツ教育学・倫理学文献の輪読・討議の総括

教科書

体育の人間形成論（大修館書店）

参考文献

成績評価方法

平常点評価 100％ 各個人に割りあてられたテーマに関する発表内容について評価する。

備考・関連URL



授業科目名：

スポーツ疫学演習（１）Ａ

担当教員名：

澤田 亨

授業の概要

本演習では個人作業とグループディスカッションにより各自の研究テーマを明確にするとともに、研究テーマ

に対応する疫学的研究手法を明らかにしていきます。また、研究テーマの背景や社会的意義に関する先行研究、

あるいは類似した先行研究をもれなく検索する技術を身に付ける支援を行います。

さらに、ディスカッションを通じて自分自身や研究仲間の研究テーマの内容や先行研究調査の質を高めていく

支援も行います。

授業の到達目標

１．スポーツ疫学研究の概要を理解する。

２．自分の研究テーマを研究するための疫学的研究手法の概要を理解する。

３．研究テーマに関連する先行研究をもれなく検索する技術を習得する。

４．批判的吟味（critical appraisal）を行う能力に磨きをかける。

授業計画

第１回 演習の概要と進め方

第２回 スポーツ疫学研究の概要

第３回 実施可能な研究課題や研究フィールドの紹介

第４回 スポーツ疫学研究テーマの立て方を説明

第５回 研究テーマ（案）の決定

第６回 各自の研究テーマ（案）の発表および発表内容に関するディスカッション

第７回 スポーツ疫学研究を実施するための研究フィールドについてディスカッション

第８回 ディスカッションの内容を受けて、各自の研究テーマ（案）を修正・研究テーマの決定

第９回 エビデンス（科学的根拠＝原著論文）の「質」について解説

第10回 原著論文の検索方法

第11回 原著論文リストの作成方法

第12回 各自の研究テーマに関する先行研究調査（エビデンスの検索）

第13回 各自の研究テーマに関する先行研究調査（エビデンスの検索）と原著論文リストの作成

第14回 各自の研究テーマに関する先行研究の概要発表およびディスカッション

第15回 夏期休業中の課題（先行研究の調査）提示と解説

教科書

特に指定しません。

講義はパワーポイントと配布資料を用いて行います。

参考文献

・基礎から学ぶ楽しい疫学（ISBN-13：978-4260016698）

・統計学が最強の学問である（ISBN-13：978-4478022214）

・リサーチ・クエスチョンの作り方（ISBN-13：978-4903803029）

成績評価方法

レ ポ ー ト 40％ 演習における発表内容を評価します。

平常点評価 60％ 各自の課題に対する準備や演習への積極的な態度などを総合的に評価します。

備考・関連URL

参考URL： https://sites.google.com/site/sssawadalab/



授業科目名：

スポーツ生理学演習（１）Ａ

担当教員名：

村岡 功

授業の概要

生理学を親学問として発展してきたスポーツ生理学は、生理学が静的（安静）状態での生命現象を対象として

いるのに対して、動的（運動・スポーツ）状態でのそれを対象としている。そして、その目標は、各種スポーツ

や身体活動に対する生体の応答と適応を明らかにすることにある。ここでは、関連する英文テキストの輪読や英

文文献の紹介、および、運動・スポーツ状態での様々な生理的指標の測定を通じて、運動・スポーツに対する生

体応答と適応を理解することとする。

授業の到達目標

スポーツ生理学に関連する英文テキストの輪読および測定などを通じて、運動・スポーツに対する生体応答と

生体適応を理解するとともに、競技力向上や健康づくりで用いられる様々な測定法を習得するようにする。

授業計画

第１回 オリエンテーション

第２回 原書講読<１>

第３回 原書講読<２>

第４回 原書講読<３>

第５回 原書講読<４>

第６回 原書講読<５>

第７回 原書講読<６>

第８回 原書講読<７>

第９回 原書講読<８>

第10回 原書講読<９>

第11回 原書講読<10>

第12回 原書講読<11>

第13回 原書講読<12>

第14回 原書講読<13>

第15回 原書講読<14>

教科書

スポーツ生理学に関する英文テキストを指示する。

参考文献

授業の中で、適宜紹介する。

成績評価方法

平常点評価 50％ 平常点による評価

そ の 他 50％ 原著の発表による評価

備考・関連URL



授業科目名：

スポーツ史演習（１）Ａ

担当教員名：

石井 昌幸

授業の概要

各自個別研究を行い、その成果を発表し、ディスカッションと教員の指導によって深めていくことと、学術的

英文の精読演習とを並行して行う。後者では、テキストを読解しながら、学術書の精読に慣れるとともに、教員

の解説を通じて、アメリカ・スポーツ史とその特質についての専門的知識を得る。

授業の到達目標

スポーツ文化の形成と変遷について、歴史学の方法を用いて研究するための専門的知識と技法を習得する。ま

た、学術的な英文を精読するための技術もあわせて習得する。

授業計画

第１回 ガイダンス、テキストの紹介、個人研究テーマ決定に関する指導と議論

第２回 テキストの精読・解説・議論 <１> 工業化社会における文化（１）

第３回 テキストの精読・解説・議論 <２> 工業化社会における文化（２）

第４回 テキストの精読・解説・議論 <３> アメリカにおけるスポーツ空間の形成（１）

第５回 テキストの精読・解説・議論 <４> アメリカにおけるスポーツ空間の形成（２）

第６回 個人研究の発表とディスカッション・指導 <１>

第７回 テキストの精読・解説・議論 <５> アメリカ例外主義とはなにか（１）

第８回 テキストの精読・解説・議論 <６> アメリカ例外主義とはなにか（２）

第９回 テキストの精読・解説・議論 <７> 20世紀後半アメリカにおけるスポーツ空間の再編（１）

第10回 テキストの精読・解説・議論 <８> 20世紀後半アメリカにおけるスポーツ空間の再編（２）

第11回 個人研究の発表とディスカッション・指導 <２>

第12回 テキストの精読・解説・議論 <９> 北米サッカー・リーグからメジャーリーグ・サッカーへ（１）

第13回 テキストの精読・解説・議論 <10> 北米サッカー・リーグからメジャーリーグ・サッカーへ（２）

第14回 テキストの精読・解説・議論 <11> ワールドカップとアメリカ人（１）

第15回 テキストの精読・解説・議論 <12> ワールドカップとアメリカ人（２）

教科書

Andrei S. Markovits and Steven L. Hellerman, Offside: Soccer and American Exeptionalism, Princeton

University Press: Princeton, 2001.

参考文献

授業時に参考資料となるプリントを配布。

成績評価方法

試 験 0％ 実施しません。

レ ポ ー ト 30％ 学期末に課すレポートにより採点します。

平常点評価 70％ テキスト輪読時に英語の読解力・論旨の理解力等を基準として判断します。また、個人研

究発表の質（史料収集力、分析の精緻さ、論理的な議論を組み立てる力などの観点から判

断）と、ディスカッションの力・積極性もあわせて判断基準とします。

備考・関連URL



授業科目名：

スポーツ倫理学・教育学演習（２）Ａ

担当教員名：

友添 秀則

授業の概要

演習（１）に引き続いて、スポーツ教育学・倫理学に関する修士論文の作成方略について講じる。各自の問題

意識に応じて論文執筆に必要なスキルや研究方法について、発表・討議を通して深め、修士論文を完成させるこ

とを目的とする。２年次の履修を原則とする。

授業の到達目標

スポーツ教育学・倫理学を研究対象とする論文作成の方法論を習得することを目標とする。

授業計画

第１回 オリエンテーション

第２回 修士論文執筆と文献収集の方法（１）

第３回 修士論文執筆と文献収集の方法（２）

第４回 発表レジメ作成の方法

第５回 スポーツ教育学・倫理学の先行文献の分析方法（１）

第６回 スポーツ教育学・倫理学の先行文献の分析方法（２）

第７回 スポーツ教育学・倫理学研究に関する発表（１）

第８回 スポーツ教育学・倫理学研究に関する発表（２）

第９回 スポーツ教育学・倫理学研究に関する発表（３）

第10回 スポーツ教育学・倫理学研究に関する発表（４）

第11回 スポーツ教育学・倫理学研究に関する発表（５）

第12回 スポーツ教育学・倫理学研究に関する発表（６）

第13回 スポーツ教育学・倫理学研究に関する発表（７）

第14回 スポーツ教育学・倫理学研究に関する発表（８）

第15回 スポーツ教育学・倫理学に関する研究発表の総括

教科書

参考文献

成績評価方法

平常点評価 100％ 各個人に割りあてられたテーマに関する発表内容について評価する。

備考・関連URL



授業科目名：

スポーツ疫学演習（２）Ａ

担当教員名：

澤田 亨

授業の概要

自分の研究テーマに対する回答を導き出すためには適切な研究デザインを構築し、適切な研究調査法を選択

し、得られた結果を適切に解析することが必要です。本演習では、さまざまな研究調査法やデータ解析手法を理

解し、自分の研究テーマに適した調査方法や解析手法を選択する支援を行います。

授業の到達目標

１．さまざまな研究調査法を理解する。

２．さまざまなデータ解析法を理解する。

３．自分の研究テーマに対する回答を与える研究調査法やデータ解析法を選び出す。

４．学術論文を批判的吟味（critical appraisal）する能力に磨きをかける。

授業計画

第１回 研究調査法の概要説明

第２回 研究調査法（記述疫学・地域相関研究研究）の解説とディスカッション

第３回 研究調査法（介入研究：非ランダムカ比較試験・ランダム化比較試験）の解説とディスカッション

第４回 研究調査法（観察研究：横断研究・コホート研究・症例対照研究）の解説とディスカッション

第５回 データ解析方法の概要説明

第６回 統計検定と推定・サンプルサイズ計算の概要説明

第７回 各自の研究テーマに関するサンプルサイズ計算と計算結果の発表・ディスカッション

第８回 データ解析（記述統計）の解説と演習（1回目）

第９回 データ解析（単変量解析：カテゴリー変数）の解説と演習（1回目）

第10回 データ解析（単変量解析：連続変数）の解説と演習（2回目）

第11回 データ解析（多変量解析：重回帰分析）の解説と演習

第12回 データ解析（多変量解析：ロジスティックモデル）の解説と演習

第13回 データ解析（多変量解析：比例ハザードモデル）の解説と演習

第14回 各自の研究テーマに関するデータ解析手法の決定とその発表・ディスカッション

第15回 先行研究を例に、データ解析結果の解釈に関するディスカッション

教科書

・特に指定しません。

・講義はパワーポイントと配布資料を用いて行います。

参考文献

・基礎から学ぶ楽しい疫学（ISBN-13：978-4260016698）

・医学的研究のための多変量解析（ISBN-13：978-4895925532）

成績評価方法

レ ポ ー ト 40％ 演習における発表内容を評価します。

平常点評価 60％ 各自の課題に対する準備や演習への積極的な態度などを総合的に評価します。

備考・関連URL



授業科目名：

スポーツ史演習（２）Ａ

担当教員名：

石井 昌幸

授業の概要

各自個別研究を行い、その成果を発表し、ディスカッションと教員による指導によって深めていくことと、学

術的英文の精読演習とを並行して行う。後者では、テキストを読解しながら、学術書の精読に慣れるとともに、

教員の解説やディスカッションを通じて、スポーツのグローバル化についての専門的知識を深める。

授業の到達目標

スポーツ文化の形成と変遷についての研究を歴史学の方法を用いて実践する。また、学術的な英文を精読し、

知識を深めるとともに、それについてディスカッションする力を身につける。

授業計画

第１回 ガイダンス、テキストの紹介、個人研究テーマ決定に関する指導と議論

第２回 テキストの精読・解説・議論 <１> スポーツとグローバル化

第３回 テキストの精読・解説・議論 <２> 現代スポーツと大衆消費文化（１）

第４回 テキストの精読・解説・議論 <３> 現代スポーツと大衆消費文化（２）

第５回 テキストの精読・解説・議論 <４> グローバル化のなかのローカル・スポーツ

第６回 個人研究の発表とディスカッション・指導 <１>

第７回 テキストの精読・解説・議論 <５> スポーツ移民（１）

第８回 テキストの精読・解説・議論 <６> スポーツ移民（２）

第９回 テキストの精読・解説・議論 <７> 野球はグローバル・スポーツか？（１）

第10回 テキストの精読・解説・議論 <８> 野球はグローバル・スポーツか？（２）

第11回 個人研究の発表とディスカッション・指導 <２>

第12回 テキストの精読・解説・議論 <９> スポーツとグローバル企業（１）

第13回 テキストの精読・解説・議論 <10> スポーツとグローバル企業（２）

第14回 テキストの精読・解説・議論 <11> 紛争地域におけるスポーツ

第15回 テキストの精読・解説・議論 <12> まとめとディスカッション

教科書

R. Giulianotti and R. Robertson（eds.）, Globalization and Sport, Blackwell: Oxford, 2007.

参考文献

授業時に参考資料となるプリントを配布。

成績評価方法

試 験 0％ 実施しません。

レ ポ ー ト 30％ 学期末に課すレポートにより採点します。

平常点評価 70％ テキスト輪読時に英語の読解力・論旨の理解力等を基準として判断します。また、個人研

究発表の質（史料収集力、分析の精緻さ、論理的な議論を組み立てる力などの観点から判

断）と、ディスカッションの力・積極性もあわせて判断基準とします。

備考・関連URL



授業科目名：

スポーツ経営学演習（１）Ａ

担当教員名：

木村 和彦

授業の概要

個別のスポーツ経営領域または経営体（事業所）を対象に対して、主に経営学的なアプローチを用いてスポー

ツ経営現象の解明のための方法論を学び、研究成果を実践的な経営課題の解決につなげる提案力を高めていくた

めに、具体的には経営戦略や事業戦略、マーケティングと消費者行動、組織と人的資源マネジメントなどに焦点

を当てケーススタディを行い、経営の改善に向けた提案を行う。

授業の到達目標

個別のスポーツ経営領域または経営体（事業所）を対象に対して、主に経営学的なアプローチを用いてスポー

ツ経営現象の解明のための方法論を学び、研究成果を実践的な経営課題の解決につなげる提案力を養う。

授業計画

第１回 オリエンテーション：本授業の進め方

第２回 ケーススタディの方法論（１）

第３回 ケーススタディの方法論（２）

第４回 ケーススタディの方法論（３）

第５回 ケーススタディの方法論（４）

第６回 方法論に関する小テスト

第７回 ケースの選定

第８回 SWOT分析

第９回 SWOT分析

第10回 経営戦略と事業戦略

第11回 経営戦略と事業戦略

第12回 マーケティングと消費者行動

第13回 マーケティングと消費者行動

第14回 組織と人的資源マネジメント

第15回 小テストと解説

教科書

参考文献

成績評価方法

試 験 40％ ２回の小テスト。

平常点評価 60％ 出席と発表。

備考・関連URL



授業科目名：

健康スポーツ論演習（１）Ａ

担当教員名：

中村 好男

授業の概要

本授業では、“スポーツを通じた健康増進”という社会的ニーズに応えるために、体力科学、運動生理学、栄

養学などの＜身体の理論＞から、行動科学、社会マーケティングといった＜行動の理論＞、さらには、ビジネス

マネジメント、マーケティングなどの＜社会組織の理論＞にわたるまで、様々な領域における基礎学問分野の知

見を学習する。

授業の到達目標

・健康スポーツのマーケティングとマネジメントに関する基礎理論を理解すること。

・各自に与えられる課題に取り組んで調査結果をまとめること。

授業計画

第１回 健康スポーツのマーケティングとマネジメント

第２回 健康スポーツマーケティングの具体事例（１）フィットネス業界

第３回 健康スポーツマーケティングの具体事例（２）地域スポーツクラブ

第４回 健康スポーツマーケティングの具体事例（３）特定保健指導

第５回 健康スポーツマーケティングの具体事例（４）ウォーキング

第６回 健康スポーツマーケティングの具体事例（５）栄養指導

第７回 健康スポーツマネジメントの調査研究技法

第８回 健康スポーツに関する調査演習（１）フィットネス業界

第９回 健康スポーツに関する調査演習（２）地域スポーツクラブ

第10回 健康スポーツに関する調査演習（３）特定保健指導

第11回 健康スポーツに関する調査演習（４）ウォーキング

第12回 健康スポーツに関する調査演習（５）栄養指導

第13回 予備調査結果発表準備

第14回 予備調査結果発表

第15回 夏期休業中の個別研究推進に向けた課題提示と解説

教科書

特になし。個別に指示。

参考文献

特になし。個別に指示。

成績評価方法

平常点評価 100％ 授業中の発表内容を評価

備考・関連URL



授業科目名：

スポーツ組織論演習（１）Ａ

担当教員名：

作野 誠一

授業の概要

本演習は、スポーツ組織をめぐるさまざまな問題のなかから、各自がそれぞれの関心に応じて選択したテーマ

を取り上げ、関連研究の報告等を中心に議論を重ねるなかで、研究のテーマや方法にも関わる基本枠組の構築に

向けた指導をおこなう。

授業の到達目標

本演習では、各自の関心に応じたテーマについて議論を尽くすなかで、現状認識、適切なテーマ設定、研究の

意義、研究方法といった研究の基本枠組を自ら構築できるようになることをめざす。

授業計画

第１回 授業ガイダンス 前半ガイダンス

第２回 先行研究・参考文献の収集

第３回 先行研究の検討<１>

第４回 先行研究の検討<２>

第５回 研究テーマの基本的方向性

第６回 先行研究の検討<３>

第７回 先行研究の検討<４>

第８回 先行研究のまとめ方

第９回 先行研究の検討<５>

第10回 先行研究の検討<６>

第11回 研究方法の設計<１> 分析枠組

第12回 先行研究の検討<７>

第13回 先行研究の検討<８>

第14回 研究方法の設計<２> 概念と操作化

第15回 前半のまとめ

教科書

参考文献

成績評価方法

平常点評価 100％ 出席、発表・報告、議論への参加などを総合的に評価する。

備考・関連URL

本演習は１年次の履修が望ましい。



授業科目名：

スポーツ整形外科学演習（２）Ａ

担当教員名：

金岡 恒治

授業の概要

脊椎疾患・外傷に関する研究を行うのに必要な、脊椎の動作解析、筋電解析、画像評価、統計解析などの研究

手法を紹介する。

演習（１）で得た独自の仮説を検証するための手法を明確にし、研究を実施する。

授業の到達目標

整形外科的疾患の病態を理解し、新しく、独自の研究仮説を立案し、その立証方法を検討し、実践する。

授業計画

第１回 オリエンテーション

第２回 研究手法の確立、実施

第３回 研究手法の確立、実施

第４回 研究手法の確立、実施

第５回 研究手法の確立、実施

第６回 研究手法の確立、実施

第７回 研究手法の確立、実施

第８回 研究手法の確立、実施

第９回 研究手法の確立、実施

第10回 研究手法の確立、実施

第11回 研究手法の確立、実施

第12回 研究手法の確立、実施

第13回 研究手法の確立、実施

第14回 研究手法の確立、実施

第15回 研究手法の確立、実施

教科書

参考文献

成績評価方法

平常点評価 100％ 学会発表内容・投稿論文により評価する。

備考・関連URL



授業科目名：

スポーツ経営学演習（２）Ａ

担当教員名：

木村 和彦

授業の概要

個別のスポーツ経営領域または経営体（事業所）を対象に対して、主に経営学的なアプローチを用いてスポー

ツ経営現象の解明のための方法論を学び、研究成果を実践的な経営課題の解決につなげる提案力を高めていくた

めに、具体的には質問紙調査等、スポーツ消費者を対象とした定量的な調査・分析を行い、それらの結果に基づ

いて事業戦略やプロダクト開発を中心として経営の改善に向けた提案を行う。

授業の到達目標

個別のスポーツ経営領域または経営体（事業所）を対象に対して、主に経営学的なアプローチを用いてスポー

ツ経営現象の解明のための方法論を学び、研究成果を実践的な経営課題の解決につなげる提案力を身につける。

授業計画

第１回 定量的調査・分析の方法（１）調査技法

第２回 定量的調査・分析の方法（２）調査技法

第３回 定量的調査・分析の方法（３）調査票の作成

第４回 定量的調査・分析の方法（４）調査票の作成

第５回 定量的調査・分析の方法（５）SPSS基礎

第６回 定量的調査・分析の方法（６）SPSS演習

第７回 小テストと解説

第８回 研究対象の選定

第９回 調査実習（１）調査目的

第10回 調査実習（２）調査計画１

第11回 調査実習（３）調査実施２

第12回 調査実習（４）調査実施３

第13回 調査実習（５）調査実施４

第14回 調査実習（６）調査実施５

第15回 まとめ

教科書

参考文献

成績評価方法

試 験 20％ 小テスト１回。

平常点評価 80％ 出席と調査実習。

備考・関連URL



授業科目名：

スポーツ組織論演習（２）Ａ

担当教員名：

作野 誠一

授業の概要

本演習は、スポーツ組織に関する研究に対する課題報告と進捗状況の確認を軸としながら、その過程において、

研究方法、調査方法、分析方法等について指導する。

授業の到達目標

本演習では、研究論文を作成するための研究方法について習熟するとともに、分析結果から有益な実践的示唆

を導くことができるような鋭い分析力と深い洞察力の育成をめざす。

授業計画

第１回 授業ガイダンス 前半ガイダンス

第２回 先行研究・参考文献の収集

第３回 先行研究の検討<１>

第４回 先行研究の検討<２>

第５回 研究テーマの確認

第６回 先行研究の検討<３>

第７回 先行研究の検討<４>

第８回 先行研究のまとめ方

第９回 先行研究の検討<５>

第10回 先行研究の検討<６>

第11回 調査デザイン<１> 先行研究から質問紙へ

第12回 先行研究の検討<７>

第13回 先行研究の検討<８>

第14回 調査デザイン<２> 調査の実際

第15回 前半のまとめ

教科書

参考文献

成績評価方法

平常点評価 100％ 出席、発表・報告、議論への参加などを総合的に評価する。

備考・関連URL

本演習は２年次の履修が望ましい。



授業科目名：

バイオメカニクス演習（２）Ａ

担当教員名：

矢内 利政

授業の概要

バイオメカニクスに関連する分野における研究デザインや方法論について理解し、さらに応用発展させるため

の基礎的事項を、国内外で報告された論文を精読し討論することを通じて学習する。また、院生が進めている研

究課題について討議し、研究目的に合致した方法論を用いた研究デザインを構築できるよう意見を交換する。

授業の到達目標

バイオメカニクス演習（１）で理解した研究のデザインや方法論をさらに応用発展させ、これまでに明らかに

されていない研究テーマに取り組むための測定方法や算出方法について議論できるようになる。

授業計画

第１回 オリエンテーション

第２回 Kinematic分析のための動作解析法１

第３回 Kinematic分析のための動作解析法２

第４回 抄読会１（Kinematic分析に着目したCritical review）

第５回 抄読会２（Kinematic分析に着目したCritical review）

第６回 研究（データ）発表会１

第７回 研究（データ）発表会２

第８回 Kinetic分析のためのデータ解析法１

第９回 Kinetic分析のためのデータ解析法２

第10回 抄読会３（Kinetic分析に着目したCritical review）

第11回 抄読会４（Kinetic分析に着目したCritical review）

第12回 抄読会５（Kinetic分析に着目したCritical review）

第13回 研究（データ）発表会３

第14回 研究（データ）発表会４

第15回 総括

教科書

教科書はとくに定めないでテーマに沿った論文や配布資料を参考に行う。

参考文献

成績評価方法

レ ポ ー ト 40％ 抄読会・データ発表会での発表と概要レポート作成

そ の 他 60％ 会への参加 ２％×15、討議への参加 30％

備考・関連URL



授業科目名：

スポーツクラブマネジメント演習（１）Ａ

担当教員名：

間野 義之

授業の概要

一年制修士課程の演習として、地域スポーツクラブのマネジメントの基礎を身につけ、修士論文の作成を計画

的に導くことを目的とする。

学生参加型の演習とし、交代での発表と、全員での討論を行う。

授業の到達目標

地域スポーツマネジメントの基礎を理解し、修士論文作成に結び付けられること。

授業計画

第１回 ガイダンス

第２回 スポーツクラブビジネスの歴史（１）

第３回 スポーツクラブビジネスの法律（１）

第４回 スポーツクラブビジネスの指導者（１）

第５回 スポーツクラブビジネスのマネジメントスタッフ（１）

第６回 スポーツクラブビジネスのボランティア（１）

第７回 スポーツクラブビジネスの活動拠点（１）

第８回 スポーツクラブビジネスのクラブハウス（１）

第９回 スポーツクラブビジネスの財源（１）

第10回 スポーツクラブビジネスの事業収支計画（１）

第11回 スポーツクラブビジネスのリスクマネジメント（１）

第12回 スポーツクラブビジネスのガバナンス（１）

第13回 スポーツクラブビジネスの今日的課題（１）

第14回 スポーツクラブビジネスの将来像（１）

第15回 まとめ

教科書

参考文献

成績評価方法

平常点評価 100％ 演習での定められた時間内での発表内容・発言で評価する。要点を押さえること。

備考・関連URL



授業科目名：

健康スポーツマネジメント演習（１）Ａ

担当教員名：

中村 好男

授業の概要

本授業では、まず、マーケティングならびに社会マーケティングについての基礎理論を学習した上で、各々の

受講生が関与する実務分野の状況に応じて、体力科学、運動生理学、栄養学、行動科学などの関連諸領域の基礎

理論を学び、それらの基礎知識を前提として、地域行政あるいは健康関連組織における健康増進のマネジメント

を行う上での実務的・専門的能力を習得する。

授業の到達目標

・健康スポーツマネジメントに関する基礎理論を理解すること。

・各自の修士論文の研究計画を策定できること。

授業計画

第１回 健康スポーツのマネジメントとは

第２回 健康スポーツマーケティングの具体事例（１）フィットネス業界

第３回 健康スポーツマーケティングの具体事例（２）地域スポーツクラブ

第４回 健康スポーツマーケティングの具体事例（３）特定保健指導

第５回 健康スポーツマーケティングの具体事例（４）ウォーキング

第６回 健康スポーツマーケティングの具体事例（５）栄養指導

第７回 健康スポーツのマーケティングとマネジメント

第８回 健康スポーツマネジメントの調査演習（１）フィットネス業界

第９回 健康スポーツマネジメントの調査演習（２）地域スポーツクラブ

第10回 健康スポーツマネジメントの調査演習（３）健康増進施策

第11回 健康スポーツマネジメントの調査演習（４）ウォーキング

第12回 健康スポーツマネジメントの調査演習（５）栄養指導

第13回 予備調査結果発表準備

第14回 予備調査結果発表

第15回 夏期休業中の個別研究推進に向けた課題提示と解説

教科書

特になし。個別に指示。

参考文献

特になし。個別に指示。

成績評価方法

平常点評価 100％ 授業中の発表内容を評価

備考・関連URL



授業科目名：

介護予防マネジメント演習（１）Ａ

担当教員名：

岡 浩一朗

授業の概要

本演習では、情報検索、論文読解、統計解析、プレゼンテーションスキルのトレーニングを中心に演習を進め

る。

授業の到達目標

介護予防に関する最新情報や基礎知識、実践手法に関するリテラシーを高め、修士論文をまとめるための研究

能力および問題解決能力を高めることを主な目標にする。

授業計画

第１回 演習の概要と進め方

第２回 情報検索トレーニング①

第３回 情報検索トレーニング②

第４回 情報検索トレーニング③

第５回 論文読解トレーニング①

第６回 論文読解トレーニング②

第７回 論文読解トレーニング③

第８回 論文読解トレーニング④

第９回 論文読解トレーニング⑤

第10回 統計解析トレーニング①

第11回 統計解析トレーニング②

第12回 統計解析トレーニング③

第13回 統計解析トレーニング④

第14回 統計解析トレーニング⑤

第15回 講評とレポート課題

教科書

特になし。資料は講義中に適宜配布する。

参考文献

成績評価方法

レ ポ ー ト 20％ レポート内容20％

平常点評価 80％ 出席状況50％、発表内容15％、授業中の積極性や勤勉性といった取組姿勢15％

備考・関連URL



授業科目名：

スポーツビジネスマネジメント論演習（１）Ａ

担当教員名：

原田 宗彦

授業の概要

スポーツビジネスを取り巻く社会経済環境の把握と分析に取り組むとともに、クラブ事業やリーグ経営におけ

る価値創造と集客のためのマーケティングを、先行研究や先進的事例の中から学ぶとともに理論化を試みる。演

習（１）は、原則として１年生の授業とする。

授業の到達目標

研究者としての基本的素養を身につけるとともに、修士論文に結びつく研究テーマを選ぶ。

授業計画

第１回 授業ガイダンス

第２回 スポーツビジネス概論１

第３回 スポーツビジネス概論２

第４回 グループワーク１

第５回 グループワーク２

第６回 グループワーク３

第７回 研究論文の読み方１

第８回 研究論文の読み方２

第９回 英語論文アブストラクト発表１

第10回 英語論文アブストラクト発表２

第11回 英語論文アブストラクト発表３

第12回 英語論文アブストラクト発表４

第13回 英語論文アブストラクト発表５

第14回 英語論文アブストラクト発表６

第15回 スポーツビジネス概論３

教科書

参考文献

成績評価方法

平常点評価 50％ ディスカッションへの貢献度を評価します。

そ の 他 50％ プレゼンテーションのクオリティを評価します。

備考・関連URL



授業科目名：

スポーツビジネスマーケティング演習（１）Ａ

担当教員名：

松岡 宏高

授業の概要

本演習では、スポーツマーケティングをテーマとした研究論文を精読し、検討し、各受講生がその内容につい

て発表する。そのプロセスを通して、当該領域の研究デザインや研究方法、およびこれまでに報告された知見に

ついて理解する。また最後には、受講生が各自のスポーツマーケティング領域の研究テーマの設定を行う。

授業の到達目標

スポーツマーケティングをテーマとした研究のデザインや研究方法、およびこれまでに報告された知見につい

て理解を深め、さらに当該領域において重要な研究テーマを設定することができること。

授業計画

第１回 ガイダンス

第２回 スポーツマーケティング研究領域の確認

第３回 先行研究・参考資料の収集１

第４回 先行研究・参考資料の収集２

第５回 研究論文の読み方１

第６回 研究論文の読み方２

第７回 先行研究の検討

第８回 先行研究の検討

第９回 先行研究の検討

第10回 先行研究の検討

第11回 先行研究の検討

第12回 先行研究の検討

第13回 先行研究の検討

第14回 先行研究の検討

第15回 先行研究の検討

教科書

原田宗彦、藤本淳也、松岡宏高 「スポーツマーケティング」大修館書店、2018年

参考文献

スポーツマネジメント研究、Sport Marketing Quarterly, Journal of Sport Management, Sport Management

Review

成績評価方法

平常点評価 100％ 出席・参加、プレゼンテーション、ディスカッション、小レポートによる評価。

備考・関連URL



授業科目名：

走運動・コーチング科学演習（１）Ａ

担当教員名：

礒 繁雄

授業の概要

スポーツ種目の中の個人種目（陸上競技）を対象に、実験手法や発表等の演習指導を行う。また、グループで

研究課題を計画し、実施計画の作成、結果の算出及び考察の研究の方法と論述的視点を発表により討論する。

授業の到達目標

A．コーチング研究に関する理解を深め課題を持つ力をつける

授業計画

第１回 演習概要の説明と進め方

第２回 卒業研究の発表と今後の研究課題の方向性発表する・諸言の中の研究史

第３回 卒業研究の発表と今後の研究課題の方向性発表する・様々な方法論報告

第４回 卒業研究の発表と今後の研究課題の方向性発表する・統計解析と手法

第５回 コーチング研究に関する専門書の輪読・個人種目の技術に関する論文対象

第６回 コーチング研究に関する専門書の輪読・個人種目のトレーニングに関する論文対象

第７回 コーチング研究に関する専門書の輪読・チーム種目の技術に関する論文対象

第８回 コーチング研究に関する専門書の輪読・チーム種目のトレーニングに関する論文対象

第９回 動作解析のための撮影方法の基礎知識確認と解析方法の説明

第10回 「走り」の動作撮影・２次元固定とパーニング

第11回 「走り」の動作撮影・３次元固定

第12回 動作解析の入力とデータ処理の説明及び実践の中の解析方法

第13回 動作解析の入力とデータ処理の説明及び実践に関する課題提供

第14回 動作解析の入力とデータ処理と統計方法説明

第15回 データ処理後の個々の要約発表

教科書

随時指示する。

参考文献

「トップパフォーマンスへの挑戦」 ベースボールマガジン社

成績評価方法

平常点評価 40％ 出席等

そ の 他 60％ 到達度の確認とレポートで60％

備考・関連URL



授業科目名：

トップスポーツコーチング科学演習（１）Ａ

担当教員名：

奥野 景介

授業の概要

現代社会に機能する「コーチング」をスポーツ・教育の分野より科学的に、また技能的に捉え、競技に対する

コーチングの現象について専門的に理解を深める。

授業の到達目標

コーチングの専門的な理解とともに、特に、一流選手をはじめとする競技者のパフォーマンス獲得のプロセス

や根拠の解明に関する諸知識を深めることをテーマとする。

授業計画

第１回 ガイダンス

第２回 研究計画立案の方法

第３回 文献抄読１（コーチング総論）

第４回 文献抄読２（体力的な課題に対するコーチング）

第５回 文献抄読３（技術的な課題に対するコーチング）

第６回 文献抄読４（心理的な課題に対するコーチング）

第７回 文献抄読５（回復過程の課題に対するコーチング）

第８回 文献抄読６（生理学的な課題に対するコーチング）

第９回 文献抄読７（バイオメカニクス的な課題に対するコーチング）

第10回 文献抄読８（トレーニング計画の課題に対するコーチング）

第11回 文献抄読９（競技会前の課題に対するコーチング）

第12回 文献抄読10（競技会中の課題に対するコーチング）

第13回 文献抄読11（競技会後の課題に対するコーチング）

第14回 文献抄読12（高所トレーニングに関するコーチング）

第15回 研究計画立案

教科書

コーチング戦略（八千代出版）

参考文献

競技力向上のトレーニング戦略（大修館書店）

成績評価方法

レ ポ ー ト 50％ 課題の出来によって評価する。

平常点評価 50％ 出席状況および授業時に実施する発表内容の出来によって評価する。

備考・関連URL



授業科目名：

スポーツビジネスマネジメント論演習（２）Ａ

担当教員名：

原田 宗彦

授業の概要

スポーツクラブやプロリーグの経営的課題に取り組むとともに、スポーツベンチャーの起業に必要となる種々

のビジネスモデルの構築と可能性について検証する。演習（２）は、原則として２年生の授業とする。

授業の到達目標

研究テーマに基づく修士論文を完成させる。

授業計画

第１回 授業ガイダンス

第２回 研究論文の書き方１

第３回 研究論文の書き方２

第４回 英語論文アブストラクト発表１

第５回 英語論文アブストラクト発表２

第６回 英語論文アブストラクト発表３

第７回 英語論文アブストラクト発表４

第８回 英語論文アブストラクト発表５

第９回 英語論文アブストラクト発表６

第10回 社会調査技法１（質的データと量的データについて）

第11回 社会調査技法２（データ処理法と統計）

第12回 修論テーマ発表１

第13回 修論テーマ発表２

第14回 修論テーマ発表３

第15回 日本語論文アブストラクト発表１

教科書

参考文献

成績評価方法

平常点評価 50％ ディスカッションへの貢献度を評価します。

そ の 他 50％ プレゼンテーションのクオリティを評価します。

備考・関連URL



授業科目名：

スポーツビジネスマーケティング演習（２）Ａ

担当教員名：

松岡 宏高

授業の概要

本演習では、スポーツマーケティングをテーマとした研究の遂行に必要な適切な研究手法を学ぶ。その内容と

しては、研究の基礎知識、データ収集方法、データ分析方法、データ処理方法、そして統計ソフトの活用を含む。

最後には、受講者自身がそれぞれの研究を計画し、実施することによって、その能力を高めることをめざす。

授業の到達目標

スポーツマーケティングをテーマとした研究の遂行に必要な研究手法を理解すること。さらに、各自のスポー

ツマーケティング関連の研究を計画し、実施することができること。

授業計画

第１回 ガイダンス

第２回 スポーツマーケティング研究領域の確認

第３回 研究に必要な基礎的知識

第４回 研究に必要な基礎的知識

第５回 研究に必要な基礎的知識

第６回 データ収集法

第７回 データ収集法

第８回 データ分析法

第９回 データ分析法

第10回 データ分析法

第11回 データ分析法

第12回 研究計画の作成

第13回 研究計画の作成

第14回 研究計画の発表

第15回 研究計画の発表

教科書

原田宗彦、藤本淳也、松岡宏高「スポーツマーケティング」大修館書店、2018年

酒井隆「図解アンケート調査と統計解析がわかる本」日本能率協会マネジメントセンター、2003年

参考文献

スポーツマネジメント研究、Sport Marketing Quarterly, Journal of Sport Management, Sport Management

Review

成績評価方法

平常点評価 100％ 出席・参加、プレゼンテーション、ディスカッション、小レポートによる評価。

備考・関連URL



授業科目名：

スポーツ健康管理学演習（１）Ａ

担当教員名：

坂本 静男

授業の概要

スポーツあるいは運動が一般人の健康管理に有用であることはよく知られた事実であり、また逆にスポーツ選

手のコンディショニングを考えていく上では運動量や運動強度を考慮していくことが重要であることもよく知

られたことである。実際的に呼気ガス分析を含めた運動負荷試験やスポーツ（運動）中のホルター心電図検査な

どを行ってその結果を検討したり、また多数の文献的検討を行い、安全になおかつ効果的にスポーツを実践して

いく上での注意点を知ることが、この演習の中心的課題である。

授業の到達目標

メタボリックシンドローム、内科的スポーツ障害を理解し、心電図（運動負荷試験、長時間心電図記録）を自

身で行えるようになること、そして論文抄読のプレゼンテーションが優秀になることを目標とする。

授業計画

第１回 オリエンテーション

第２回 一般人の健康管理総論

第３回 一般人の健康管理各論－メタボリックシンドローム（１）

第４回 一般人の健康管理各論－メタボリックシンドローム（２）

第５回 一般人の健康管理各論－メタボリックシンドローム（３）

第６回 一般人の健康管理各論－メタボリックシンドローム（４）

第７回 一般人の健康管理各論－メタボリックシンドローム（５）

第８回 スポーツ選手の健康管理総論

第９回 スポーツ選手の健康管理各論－内科的急性スポーツ障害（１）

第10回 スポーツ選手の健康管理各論－内科的急性スポーツ障害（２）

第11回 スポーツ選手の健康管理各論－内科的急性スポーツ障害（３）

第12回 スポーツ選手の健康管理各論－内科的慢性スポーツ障害（１）

第13回 スポーツ選手の健康管理各論－内科的慢性スポーツ障害（２）

第14回 スポーツ選手の健康管理各論－内科的慢性スポーツ障害（３）

第15回 スポーツ選手の健康管理各論－内科的慢性スポーツ障害（４）

教科書

なし

参考文献

なし

成績評価方法

平常点評価 50％ 研究計画および実施状況をみていく。

そ の 他 50％ 論文抄読のプレゼンテーションを考慮する。

備考・関連URL



授業科目名：

予防医学演習（２）Ａ

担当教員名：

鈴木 克彦

授業の概要

予防医学的問題の実態把握や原因究明には、分子・細胞レベル（生化学、免疫学等）、個体レベル（生理学、

診断学等）や集団レベル（疫学等）などのさまざまなアプローチが必要となる。そこで予防演習（２）では、問

題解決型の研究能力の養成に取り組む。予習としてCourse N@viに掲載するコンテンツの受講を求めます。

授業の到達目標

主に英文論文を用いて分析・評価法に関する資料や論文を発表し討論することによって健康事象の分析・評価

のあり方を学ぶ。また、各自の研究テーマに関する文献や進捗状況を報告することによって、修士論文の作成を

支援する。

授業計画

第１回 受講ガイダンス

第２回 英文論文の発表と討論

第３回 英文論文の発表と討論

第４回 英文論文の発表と討論

第５回 英文論文の発表と討論

第６回 英文論文の発表と討論

第７回 英文論文の発表と討論

第８回 英文論文の発表と討論

第９回 英文論文の発表と討論

第10回 英文論文の発表と討論

第11回 英文論文の発表と討論

第12回 英文論文の発表と討論

第13回 英文論文の発表と討論

第14回 英文論文の発表と討論

第15回 前半まとめ

教科書

なし

参考文献

逐次紹介する。

成績評価方法

レ ポ ー ト 50％ 文書作成能力による評価

平常点評価 50％ 出席状況による評価

備考・関連URL

予防医学演習（１）を履修済みであることが望ましい。

関連URL：http://www.f.waseda.jp/katsu.suzu/syllabus.htm



授業科目名：

スポーツ疫学・統計学特論

担当教員名：

澤田 亨

授業の概要

疫学も統計学も研究者にとって重要な研究方法を提供してくれる学問です。疫学は系統誤差から、統計学は偶

然誤差から私たち研究者を守ってくれます。

本講義では、この疫学と統計学の基礎と概要を学びます。

さらに、疫学と統計学を踏まえて、私たちの研究が生み出すエビデンス（科学的根拠）とは何か、また、質の

高いエビデンスがどのように生み出され、どのように公表されていくかを学びます。

※この科目は当該授業内容に関する実務の経験を有する教員がその実務経験を活かして講義を行う科目です。

授業の到達目標

１．疫学や統計学の基礎と概要を理解する

２．疫学とはどのような学問か説明できるようになる

３．P値とは何か、統計的仮説検定とは何か、どうしてみんなが誤用するのかを理解する

４．ヒト集団の課題を改善するための科学的根拠（エビデンス）とは何かを説明できるようになる

５．ヒト集団を対象とした論文を批評的に吟味（critical appraisal）できるようになる

授業計画

第１回 授業の概要と進め方の説明

第２回 P値は氷山の一角にすぎない

第３回 記述統計と推測統計

第４回 統計的仮説検定

第５回 偶然誤差と系統誤差

第６回 バイアス

第７回 レポート課題（１）

第８回 レポート課題（２）

第９回 米国スポーツ医学会（ACSM）および日本糖尿病学会参加報告

第10回 信頼性の高いエビデンス（科学的根拠）とは

第11回 疫学とは

第12回 横断研究とは

第13回 ランダム化比較試験とは

第14回 コホート研究・症例対照研究とは

第15回 全体復習と総括

教科書

・特に指定しません。

・講義はパワーポイントを用いて行います。

参考文献

・統計学が最強の学問である（ISBN-13：978-4478022214）

・統計学が最強の学問である[実践編]（ISBN-13：978-4478028230）

成績評価方法

レ ポ ー ト 20％ 与えらえた課題を講義内容の視点と絡めて深く考察しているかどうかを評価します。

平常点評価 80％ 講義内容についての質問や積極的な発言など、授業への積極的な参加を評価します。

備考・関連URL

参考URL：https://sites.google.com/site/sssawadalab/



授業科目名：

スポーツ情報処理特論

担当教員名：

誉田 雅彰

授業の概要

近年、スポーツを対象とするマルチメディア情報処理技術、コンピュータを用いたスポーツ身体動作の解析及

びシミュレーション技術など、スポーツ分野における情報処理技術の重要性が増してきている。本講義では、画

像・音声情報処理を中心とするスポーツマルチメディア情報処理技術、コンピュータ処理によるスポーツ身体動

作の解析技術など、スポーツを対象とする高度な情報処理技術を扱う。

授業の到達目標

スポーツ映像処理およびスポーツ動作解析に関する仕組みを理解するとともに、それらを実現するための方法

論を習得すること。

授業計画

第１回 講義ガイダンス

第２回 映像のデータ構造

第３回 画像処理技術

第４回 動作映像のデジタイズ処理の仕組み

第５回 スポーツ映像における選手位置検出処理の仕組み

第６回 スクリーン座標とフィールド座標の関係

第７回 ３次元動作映像処理

第８回 動作データの平滑化処理

第９回 ２次元動作データのキネマティック処理

第10回 ２次元動作データのキネティック処理

第11回 ３次元動作データのキネマティック処理

第12回 ３次元動作データのキネティック処理

第13回 移動カメラ映像によるスポーツ映像処理

第14回 スポーツ映像検索処理

第15回 まとめと課題

教科書

適宜講義資料を配布する

参考文献

成績評価方法

レ ポ ー ト 50％ 課題レポートにより評価する

平常点評価 50％ 出席回数により評価する

備考・関連URL



授業科目名：

武道のコーチング学演習（１）A

担当教員名：

射手矢 岬

授業の概要

武道，特に徒手格闘技を対象に行われてきたコーチングに関する文献を抄読し，武道に関する課題を明確化，

具体化する。文献の抄読を通して，実験や調査の方法、統計分析などについても理解する。

授業の到達目標

コーチングに関する科学的な研究手法の理解を深め，研究の実践能力を育成すると共に，自身の研究計画を作

成する。

授業計画

第１回 ガイダンス

第２回 武道におけるコーチングの現状①：体力トレーニング法

第３回 武道におけるコーチングの現状②：技術トレーニング法

第４回 武道におけるコーチングの現状③：練習（稽古）法

第５回 武道におけるコーチングの現状④：試合（競技）法

第６回 武道におけるコーチングの現状⑤：精神修養法

第７回 武道におけるコーチングの現状⑥：強化政策

第８回 卒業研究の発表と討論①：自然科学系の研究

第９回 卒業研究の発表と討論②：人文科学系の研究

第10回 文献抄読①：体力トレーニング

第11回 文献抄読②：コンディショニング（栄養と減量）

第12回 文献抄読③：バイオメカニクス（キネッティックス）分析：筋電図、力測定

第13回 文献抄読④：バイオメカニクス（キネマティックス）分析：２次元、３次元動作分析

第14回 文献抄読⑤：試合分析

第15回 総括とまとめ（到達度の確認を含む）

教科書

柔道コーチング論、道和書院、2008

参考文献

柔道の視点、道和書院、2000／ 柔道のコーチング、大修館書店、1975

成績評価方法

平常点評価 50％ 主体的（積極的）な授業への取り組みの評価

そ の 他 50％ 研究発表

備考・関連URL



授業科目名：

走運動・コーチング科学演習（２）Ａ

担当教員名：

礒 繁雄

授業の概要

演習ⅠＡ・Ｂで得られた学習内容を個々のテーマにそって必要な方法論や統計処理等のデータ解析の能力を高

める。さらに、コーチングの現状と役割に関して深く学習する。

授業の到達目標

・個々の研究テーマを様々な視点から検討して、作成に至るプロセスを明らかにする。

授業計画

第１回 演習概要の説明と進め方

第２回 個人の研究テーマに関して討論する

第３回 研究テーマの討論結果より課題を明らかにし、発表する

第４回 研究テーマに関する先行研究の発表

第５回 研究テーマに関する方法論

第６回 研究テーマに必要な統計手法の理解

第７回 海外コーチング事情

第８回 日本が持つべきコーチング環境

第９回 ドーピングの説明

第10回 ジュニア期のコーチング

第11回 球技種目に用いる「走り」のコーチング

第12回 トップコーチングの意義

第13回 コーチングとメンタルトレーニング

第14回 教育とコーチング

第15回 レポート課題の説明

教科書

随時指示する

参考文献

随時指示する

成績評価方法

レ ポ ー ト 20％ レポートによる評価

平常点評価 50％ 平常点による評価

そ の 他 30％ 授業内試験

備考・関連URL



授業科目名：

スポーツ情報処理演習（１）Ａ

担当教員名：

誉田 雅彰

授業の概要

スポーツメディア情報を対象としてコンピュータにより画像・信号処理技術の基礎を学習するとともに、コン

ピュータを用いたメディア処理演習を通して、プログラミング技術、スポーツ動作に関する情報処理技術を習得

する。

授業の到達目標

スポーツ映像処理およびコンピュータを用いた映像処理の仕組みを理解し、プログラミング技術の習得および

その活用を通してスポーツ映像処理技術を身につける。

授業計画

第１回 受講ガイダンス

第２回 四則演算から配列データ処理

第３回 繰り返し処理と条件判定処理

第４回 データの入出力

第５回 グラフ作成

第６回 プログラミング課題（１）

第７回 プログラミング課題（２）

第８回 映像データの入出力

第９回 映像データの表示映像

第10回 映像の２値化処理

第11回 色特徴を用いた映像データ処理

第12回 スポーツ映像における選手位置検出処理

第13回 スポーツ映像における選手位置検出プログラムの作成（１）

第14回 スポーツ映像における選手位置検出プログラムの作成（２）

第15回 スポーツ映像における選手位置検出プログラムの作成（３）

教科書

参考文献

成績評価方法

レ ポ ー ト 40％ 採点

平常点評価 60％ 出席回数

備考・関連URL



授業科目名：

トレーニング科学演習（１）Ａ

担当教員名：

岡田 純一

授業の概要

目的に適した身体能力を備えること、身体能力を競技力へと結びつけること、そのために必要なあらゆる体力

要素を向上させること、目的とする時期にその状態を整えることなど、コンディショニングが含有する意図は多

様である。

授業の到達目標

アスリートばかりでなく、一般成人、子供あるいは高齢者など様々な対象に指導するという観点から、コンデ

ィショニングに関わるレジスタンストレーニングのプログラムデザイン、アスリートの体力や生理学的特性を考

慮したトレーニング計画を科学的知見に基づいて構築することを学ぶ。加えて競技、選手、指導者と連携し科学

的知見を活用する術を演習する。

授業計画

第１回 コーチングと科学（個人と集団）

第２回 コーチングと科学（記録と採点）

第３回 コーチングと科学（人とモノ）

第４回 研究の倫理

第５回 社会のニーズと研究

第６回 研究計画法１；文献検索

第７回 研究計画法２；文献分析

第８回 研究計画法３；問題点の抽出

第９回 研究計画法４；研究シミュレーション

第10回 研究計画法５；実験計画策定

第11回 文献抄読１；実験手法の精査

第12回 文献抄読２；事例集積

第13回 文献抄読３；論文の構成

第14回 文献抄読４；考察のポイント

第15回 文献抄読５；投稿の備えて

教科書

Essentials of strength training and conditioning （NSCA）

参考文献

Designing Resistance Training Programs（Steven Fleck, William Kraemer）

成績評価方法

平常点評価 50％ 平常点による評価

そ の 他 50％ 発表（プレゼンテーション，レジュメ，資料作成含む）に関する評価

備考・関連URL



授業科目名：

武道のコーチング学演習（２）A

担当教員名：

射手矢 岬

授業の概要

武道のコーチングに関する研究課題について実験手法や発表等の指導を行う。科学的なアプローチで課題解決

をする能力を養うため，具体的な実験や測定を行い，結果の分析や考察の方法，論理的なまとめ方を指導する。

授業の到達目標

武道のコーチング研究に関する理解を深め，課題解決能力を身につける。

授業計画

第１回 ガイダンス

第２回 研究テーマの決め方

第３回 実験計画と仮説の立て方

第４回 実験または測定①：力測定

第５回 実験または測定②：パワー測定

第６回 実験または測定③：筋電図

第７回 実験または測定④：映像解析法（二次元）

第８回 実験または測定⑤：映像解析法（三次元）

第９回 データ分析と結果①：データの読み方

第10回 データ分析と結果②：信頼性と妥当性の検討

第11回 データ分析と結果③：結果表記の仕方（図表作成）

第12回 結果の討議①：仮説検証

第13回 結果の討議②：先行研究との比較検討

第14回 結果の討議③：結果と考察から一般化へ

第15回 総括とまとめ（到達度の確認を含む）

教科書

リサーチメソッド、朝倉書店、1998

参考文献

成績評価方法

平常点評価 50％ 主体的（積極的）な授業への取り組みの評価

そ の 他 50％ 研究発表，到達度の確認

備考・関連URL



授業科目名：

体育科教育学演習（１）Ａ

担当教員名：

吉永 武史

授業の概要

体育科教育学の研究領域は、授業の前提条件に関わる基礎的研究、授業計画のための理論的研究、授業実践を

対象に事実の記述分析や仮説検証を行う実践的研究によって構成される。本演習では主に、体育科教育の実践の

ための理論的研究に焦点を当て、体育科教育に関する文献の講読などを通して、体育科の目的・目標論、教科内

容論、教材づくり論、学習指導論について検討していく。

授業の到達目標

本演習では、体育科の目的・目標論、教科内容論、教材づくり論、学習指導論に関する基礎的知識を習得し、

体育科教育学のカリキュラム論ならびに教授・学習指導論についての理解を深めていくことを目標とする。

授業計画

第１回 演習の概要と進め方

第２回 体育科のカリキュラム論（１）：学校カリキュラムにおける体育領域の位置と役割

第３回 体育科のカリキュラム論（２）：体育カリキュラムの社会的構成をめぐる諸相（開発主体の問題に着目

して）

第４回 体育科のカリキュラム論（３）：体育カリキュラムの社会的構成をめぐる諸相（その政治的性格を問う）

第５回 体育科のカリキュラム論（４）：体育のカリキュラムモデルとカリキュラム評価

第６回 体育科の教授・学習指導論（１）：英語圏にみる体育科の学習指導論

第７回 体育科の教授・学習指導論（２）：日本にみる体育科の学習指導論

第８回 体育科の教授・学習指導論（３）：教材論

第９回 体育科の教授・学習指導論（４）：教師行動論（効果的な教師行動を支える教授技術）

第10回 体育科の教授・学習指導論（５）：学習者論（学習者の素朴概念と学習指導）

第11回 体育科の教授・学習指導論（６）：学習論（学習参加を促す心理的要因）

第12回 体育科の教授・学習指導論（７）：学習者の学びと学習評価

第13回 体育教師教育論（１）：専門職としての教師の成長過程と支援体制

第14回 体育教師教育論（２）：教員養成のスタンダードづくり

第15回 総括ならびにレポート課題

教科書

岡出美則ほか編「新版体育科教育学の現在」創文企画、2015年

参考文献

竹田清彦ほか編「体育科教育学の探究：体育授業づくりの基礎理論」大修館書店、1997年

成績評価方法

レ ポ ー ト 25％ 第15回目に課題を提示する。与えられた課題について演習での論議内容と関連づけながら

深く考察しているかどうかを評価する。

平常点評価 75％ 与えられたテーマについてレポートをまとめ、適切に報告できているかどうかを評価する。

また、出席状況やディスカッションを含めた授業への積極性を評価する。

備考・関連URL



授業科目名：

スポーツ健康管理学演習（２）Ａ

担当教員名：

坂本 静男

授業の概要

スポーツを安全に、なおかつ効果的に行っていく上で、いかにスポーツのためのメディカルチェックが重要で

あるかを、文献的に、実際的に検討していく。その中でも特に重要な検査である運動負荷試験について、実際に

運動負荷試験も経験し、自身のデータも含めて心電図学的、脂質代謝学的、呼吸生理学的観点から、学んでいく

ことになる。その他の検査に関しても、可能な限り実体験してその重要性に関して検討していくことになる。

授業の到達目標

演習（１）と同様であるが、修士論文を作成することが最終目標である。

授業計画

第１回 オリエンテーション

第２回 スポーツのためのメディカルチェック総論

第３回 スポーツのためのメディカルチェック各論－問診から安静時心電図まで

第４回 スポーツのためのメディカルチェック各論－運動負荷試験の実際（１）

第５回 スポーツのためのメディカルチェック各論－運動負荷試験の実際（２）

第６回 スポーツのためのメディカルチェック各論－運動負荷試験の実際（３）

第７回 スポーツのためのメディカルチェック各論－運動負荷試験の実際（４）

第８回 スポーツのためのメディカルチェック各論－心エコー図検査（１）

第９回 スポーツのためのメディカルチェック各論－心エコー図検査（２）

第10回 スポーツのためのメディカルチェック各論－心エコー図検査（３）

第11回 スポーツのためのメディカルチェック各論－POMS検査（１）

第12回 スポーツのためのメディカルチェック各論－POMS検査（２）

第13回 スポーツのためのメディカルチェック各論－POMS検査（３）

第14回 スポーツのためのメディカルチェック各論－長時間心電図検査（１）

第15回 スポーツのためのメディカルチェック各論－長期間心電図検査（２）

教科書

なし

参考文献

なし

成績評価方法

レ ポ ー ト 90％ 修士論文を評価する。

平常点評価 10％ 抄読会でのプレゼンテーションの状況を考慮する。

備考・関連URL



授業科目名：

運動器スポーツ医学演習（２）Ａ

担当教員名：

鳥居 俊

授業の概要

運動器は損傷や加齢によって変性し、機能の低下を招く。運動器損傷の治療やリハビリテーション、運動器変

性疾患に関する最新の論文を抄読、討論を行う。

授業の到達目標

運動器の加齢や加齢に基づく運動器疾患に関する海外の代表的な論文を読んで理解すること。論文の論点を明

らかにし、独創性や問題点について整理できること。

授業計画

第１回 オリエンテーション

本演習の目的と概要について説明します。

第２回 運動器変性疾患：抄読１、討論１

第３回 運動器変性疾患：抄読２、討論２

第４回 運動器変性疾患：抄読３、討論３

第５回 運動器変性疾患：抄読４、討論４

第６回 運動器変性疾患：抄読５、討論５

第７回 運動器変性疾患：抄読６、討論６

第８回 運動器変性疾患：抄読７、討論７

第９回 運動器変性疾患：抄読８、討論８

第10回 運動器変性疾患：抄読９、討論９

第11回 運動器変性疾患：抄読10、討論10

第12回 運動器変性疾患：抄読11、討論11

第13回 運動器変性疾患：抄読12、討論12

第14回 運動器変性疾患：抄読13、討論13

第15回 運動器変性疾患：抄読14、討論14

教科書

特になし

参考文献

適宜紹介

成績評価方法

レ ポ ー ト 50％ レポートによる評価

平常点評価 50％ 平常点による評価

備考・関連URL



授業科目名：

スポーツ情報処理演習（２）Ａ

担当教員名：

誉田 雅彰

授業の概要

演習（１）で習得した技術をさらに発展させ、スポーツメディア情報およびスポーツ身体動作に関する高度な

情報処理技術を学習するとともに、スポーツメディア情報解析やスポーツ身体動作のコンピュータシミュレーシ

ョンを中心として個々の研究課題に取り組む。

授業の到達目標

スポーツ映像処理および身体動作処理に関するより高度の仕組みを理解し、プログラミング技術の習得および

その活用を通してスポーツ情報処理技術を身につける。

授業計画

第１回 演習の概要と進め方

第２回 映像データベースの仕組み（１）

第３回 映像データベースの仕組み（２）

第４回 映像データベースの作成（１）

第５回 映像データベースの作成（２）

第６回 スポーツ映像検索処理（１）

第７回 スポーツ映像検索処理（２）

第８回 スポーツ映像検索処理プログラムの作成（１）

第９回 スポーツ映像検索処理プログラムの作成（２）

第10回 スポーツ映像検索処理プログラムの作成（３）

第11回 スポーツ映像検索実験（１）

第12回 スポーツ映像検索実験（２）

第13回 スポーツ映像検索性能の評価（１）

第14回 スポーツ映像検索性能の評価（２）

第15回 スポーツ映像検索のまとめと課題

教科書

参考文献

成績評価方法

レ ポ ー ト 40％ 採点

平常点評価 60％ 出席日数

備考・関連URL



授業科目名：

トレーニング科学演習（２）Ａ

担当教員名：

岡田 純一

授業の概要

目的に適した身体能力を備えること、身体能力を競技力へと結びつけること、そのために必要なあらゆる体力

要素を向上させること、目的とする時期にその状態を整えることなど、コンディショニングが含有する意図は多

様である。

授業の到達目標

コンディショニングに関わるレジスタンストレーニングのプログラムデザイン、体力や対象者の生理学的、バ

イオメカニクス的特性に関する研究法を学ぶ。

授業計画

第１回 統計１／平均値の差の検定

第２回 統計２／分散分析

第３回 統計３／回帰分析

第４回 身体形態１（人体の線計測法・上半身）

第５回 身体形態２（人体の線計測法・下半身）

第６回 身体形態３（体脂肪）

第７回 新体力テスト／筋力

第８回 新体力テスト２／跳躍・敏捷性

第９回 新体力テスト／持久力

第10回 心拍数１（安静心電図と負荷心電図）

第11回 心拍数２（最大酸素摂取量と心拍数）

第12回 心拍数３（運動中の心拍数と主観的運動強度）

第13回 血中乳酸の分析と運動強度（運動負荷の設定）

第14回 血中乳酸の分析と運動強度（定常状態の確認）

第15回 血中乳酸の分析と運動強度（LT強度）

教科書

参考文献

成績評価方法

平常点評価 50％ 平常点による評価

そ の 他 50％ 研究発表

備考・関連URL



授業科目名：

体育科教育学演習（２）Ａ

担当教員名：

吉永 武史

授業の概要

本演習では、演習（１）における成果をベースに、体育科教育学に関する研究テーマを設定し、研究計画をデ

ザインする。設定した研究テーマに沿って各自が取り組んだ研究成果を発表し、全体討論によって内容を深めて

いく。

授業の到達目標

本演習では、研究テーマの設定や研究計画の立案、研究成果の発表などに取り組むことで体育科教育学の研究

の手続きについての理解を深め、修士論文の作成へとつなげていくことをねらいとする。

授業計画

第１回 演習の概要と進め方

第２回 研究のテーマ設定ならびに計画デザイン<１>

第３回 研究のテーマ設定ならびに計画デザイン<２>

第４回 研究のテーマ設定ならびに計画デザイン<３>

第５回 研究のテーマ設定ならびに計画デザイン<４>

第６回 研究のテーマ設定ならびに計画デザイン<５>

第７回 研究のテーマ設定ならびに計画デザイン<６>

第８回 研究のテーマ設定ならびに計画デザイン<７>

第９回 資料・データの分析とディスカッション<１>

第10回 資料・データの分析とディスカッション<２>

第11回 資料・データの分析とディスカッション<３>

第12回 資料・データの分析とディスカッション<４>

第13回 資料・データの分析とディスカッション<５>

第14回 資料・データの分析とディスカッション<６>

第15回 資料・データの分析とディスカッション<７>

教科書

必要に応じて適宜紹介する。

参考文献

必要に応じて適宜紹介する。

成績評価方法

レ ポ ー ト 50％ 与えられた課題について演習での論議内容と関連づけながら深く考察しているかどうかを

評価する。

平常点評価 50％ 与えられたテーマについてレポートをまとめ、適切に報告できているかどうかを評価する。

また、出席状況やディスカッションを含めた授業への積極性を評価する。

備考・関連URL

本演習の履修は２年次を原則とする。



授業科目名：

コーチング心理学演習（１）Ａ

担当教員名：

堀野 博幸

授業の概要

「トップパフォーマンス構築」と「育成年代の選手育成」では、コーチング対象は異なるものの、共通する要

素が多い。本演習では、多様な種目のコーチングとの交流を通して、コーチングプロセスで起こる事象を解明し、

コーチングの体系化と実践的応用を目指す。

演習（１）では、コーチング領域の研究指導と連携を持ち、先行研究を渉猟するなかで、コーチングの様々な

要素の整理やコーチングプロセスの課題抽出を行う。そして、先行研究から得られた知見から、国内または海外

での現地調査あるいは実験を実施し、自身の研究計画に関する課題を検討する。研究テーマにより海外での現地

調査を必須とする。

授業の到達目標

コーチングに関わる諸課題の理解と改善アプローチへの理論的接近。コーチング科学領域の研究手法の理解と

研究の実践能力の開発。

授業計画

第１回 ガイダンス

第２回 プレゼン＆ディスカッション

第３回 プレゼン＆ディスカッション

第４回 プレゼン＆ディスカッション

第５回 プレゼン＆ディスカッション

第６回 プレゼン＆ディスカッション

第７回 プレゼン＆ディスカッション

第８回 プレゼン＆ディスカッション

第９回 プレゼン＆ディスカッション

第10回 プレゼン＆ディスカッション

第11回 プレゼン＆ディスカッション

第12回 プレゼン＆ディスカッション

第13回 プレゼン＆ディスカッション

第14回 コーチングに関わる諸問題（招聘講師予定）

第15回 まとめ

教科書

参考文献

成績評価方法

レ ポ ー ト 50％ 課題レポートを評価する

平常点評価 50％ プレゼンテーションと授業への取り組みを評価する

備考・関連URL



授業科目名：

コーチング心理学演習（２）Ａ

担当教員名：

堀野 博幸

授業の概要

コーチングプロセスでは、選手とコーチの間で様々な課題が生じる。この課題を解決するために、コーチは現

状を的確に分析し、課題改善の具体的方策を示さねばならない。本演習では、「コーチング科学」と「スポーツ

心理学」の観点から、コーチに必要な能力と効果的なコーチング法について、スポーツフィールドを常に視野に

入れながら検討する。

授業では、具体的な研究計画の作成と実行を念頭に、先行研究と自身のアイデアをもとに、プレゼンテーショ

ンとディスカッションを継続していく。加えて、国内または海外での現地調査あるいは実験を実施し、自身の研

究計画に関する課題を検討する。この授業は、修士２年次で履修することとする。研究テーマにより海外での現

地調査を必須とする。

授業の到達目標

コーチング科学領域に関連する研究計画の作成と研究の推進。

授業計画

第１回 ガイダンス

第２回 プレゼン＆ディスカッション

第３回 プレゼン＆ディスカッション

第４回 プレゼン＆ディスカッション

第５回 プレゼン＆ディスカッション

第６回 プレゼン＆ディスカッション

第７回 プレゼン＆ディスカッション

第８回 プレゼン＆ディスカッション

第９回 プレゼン＆ディスカッション

第10回 プレゼン＆ディスカッション

第11回 プレゼン＆ディスカッション

第12回 プレゼン＆ディスカッション

第13回 プレゼン＆ディスカッション

第14回 コーチングに関わる諸問題（招聘講師予定）

第15回 まとめ

教科書

参考文献

成績評価方法

レ ポ ー ト 50％ 課題レポートを評価する

平常点評価 50％ プレゼンテーションと授業への取り組みを評価する

備考・関連URL



授業科目名：

生命科学特論

担当教員名：

鈴木 克彦

授業の概要

本講義は生物医科学、健康科学や臨床・教育現場に関係する学生諸君が、これから応用的、専門的な研究活動

を進めていく上で、今一度分子細胞生物学や免疫学、基礎医学等の知識を再確認して、関連する学問領域の理解

や論文読解等に役立てるための基礎学力の養成を目的とする。なお、本授業は全回オンディマンド授業として実

施するが、積み上げ学習が重要なので毎週欠かさず受講すること。予習として教科書の各回内容の事前読了を求

めます。

授業の到達目標

前半は下記の教科書に沿って、基本事項の確認を行いながら、最新の研究成果や時事問題との関連性を理解す

ることを目標とする。後半は、免疫学の基礎から応用まで解説し、分子細胞生物学や免疫学等の生命科学が、い

かに疾病の診断や予防・治療に応用されているかを学ぶ。

授業計画

第１回 受講ガイダンス、生命とは

第２回 生命の最小基本単位・細胞とは

第３回 多細胞動物、組織、発生、老化

第４回 生命体を構成している物質

第５回 体内における物質代謝

第６回 遺伝子の発現と制御

第７回 ホメオスタシス（恒常性）

第８回 免疫の基本概念、構成細胞

第９回 抗原、抗体、受容体

第10回 接着分子、サイトカイン、補体

第11回 免疫応答、自然免疫と獲得免疫

第12回 生体侵襲と免疫応答

第13回 感染免疫

第14回 免疫不全症

第15回 慢性炎症

教科書

木下勉、小林秀明、浅賀宏昭．ZEROからの生命科学．南山堂．

参考文献

永田和宏、宮坂昌之、宮坂伸之、山本一彦編．分子生物学・免疫学キーワード事典．医学書院．

その他、逐次紹介する。

成績評価方法

試 験 0％ 行わない。

レ ポ ー ト 50％ 指示に従って作成すること。

平常点評価 50％ 受講状況とレビューシート等での主体的な学習と理解状況を評価する。

そ の 他 0％ なし

備考・関連URL

ある程度医学的知識を習得済みであることが望ましい。



授業科目名：

Historical Foundations of Modern Sport

担当教員名：

石井 昌幸、川島 浩平

授業の概要

This class deals with the socialhistory of sport focusing on the United Kingdom and the United States .

授業の到達目標

At the end of the class, participants are expected to understand how and why most of the modern sports

was invented and developed in the U.K. and the U.S.

授業計画

第１回 Introduction: History of Sport and Society in Britain

第２回 Introduction: History of Sport and Society in theUnited States

第３回 Commercial Revolution and the Proto-modern sport inBritain 1

第４回 Commercial Revolution and the Proto-modern sport inBritain 2

第５回 Industrial Revolution and the Making of Modern Sport inBritain 1

第６回 Industrial Revolution and the Making of Modern Sport inBritain 2

第７回 Modernization of Sport: Case Study（Football in Britain）1

第８回 Modernization of Sport: Case Study（Football in Britain）2

第９回 Proto-modern sport in the United States

第10回 Revolutoin and the Making of Modern Sport in the UnitedStates

第11回 Modernization of Sport: Case Study (Baseball in theUnited States)

第12回 Modernization of Sport: Case Study (Football in theUnited States)

第13回 Modernization of Sport: Case Study (Basketball in theUnited States)

第14回 Three Major Sports and Soccer in the United States

第15回 Conclusions: The Historical Foundations of Modern Sport

教科書

参考文献

Richard Holt, Sport and the British, Oxford Univ. Press, 1989; E. J. Gorn & W. Goldstein, A Brief History

of American Sports, University of Illinois Press, 1993.

成績評価方法

レ ポ ー ト 60％ Term-end report

平常点評価 40％ Class attendance and attitude in class

備考・関連URL



授業科目名：

スポーツビジネス法特論

担当教員名：

松本 泰介

授業の概要

スポーツ実務において発生している具体的な事例を題材としながら、スポーツ法をめぐる諸問題について、基

本的な法律知識と問題点を解説する。特に、競技団体を中心とした、スポーツビジネスをめぐる法的諸問題につ

いて、実体法、手続法を一括して取扱い、総合的な視点からの解説を行う。講義では、近年問題となっているホ

ットトピックを中心にテーマ設定を行い、実践的な講義を実施する。

＊この科目は当該授業内容に関する実務の経験を有する教員等がその実務経験を活かして講義等を行う科目で

す。

授業の到達目標

スポーツ法に関する基本的知識とバランス感覚のある法的思考力を身につけること。スポーツ事例を通じて、

一般的な法体系や法律知識を獲得することも目標とする。特にスポーツビジネスをめぐる法的諸問題に関するバ

ランス感覚のあるルール形成、適切な紛争解決の在り方を可能とする思考力を身につける。

授業計画

第１回 スポーツと法（オリエンテーション）

第２回 スポーツとアンチ・ドーピング

第３回 スポーツと暴力・セクハラ

第４回 スポーツと懲戒処分 ～インテグリティ

第５回 スポーツと知的財産

第６回 スポーツと契約実務①スポーツビジネス

第７回 スポーツと契約実務②選手契約、移籍契約

第８回 アマチュアスポーツをめぐる問題

第９回 スポーツ事故①指導者の責任

第10回 スポーツ事故②主催者、施設管理者の責任

第11回 スポーツと紛争解決

第12回 スポーツと組織運営

第13回 スポーツガバナンス

第14回 スポーツ基本法

第15回 到達度の確認

教科書

日本スポーツ法学会編、「スポーツ法標準テキスト」（第２版）、エイデル研究所

参考文献

日本スポーツ仲裁機構、「NF組織運営におけるフェアプレーガイドライン ～NFのガバナンス強化に向けて」

その他随時紹介

成績評価方法

レ ポ ー ト 70％ 毎回終了後の提出するレポート内容による

平常点評価 30％ 授業の取り組みを評価する。

備考・関連URL

事前課題としてスポーツビジネスと法の関わりについてレポートを提出する。教科書（学部指定の教科書に加

え、大学院指定の教科書を追加する）の該当箇所を熟読の上、講義の聴講し、毎回講義内容に関する課題レポー

トを提出する。



授業科目名：

Managing the Olympic and Paralympic Games

担当教員名：

ＨＯＲＮＥ ＪＯＨＮ Ｄ．

授業の概要

This is a graduate level course covering many of the contemporary managerial and strategic issues

confronting both the Olympic and Paralympic Games. It will mainly focus on a critical survey of broad

strategic issues, although some operational matters will be identified. The course will consider debates

about, for example, Olympic governance, stakeholders, managing legacy, human resources, managing the

media, and managing the ‘dark side’ of the Olympic and Paralympic Games (athlete abuse, corruption,

and doping).

授業の到達目標

1.To develop a critical understanding of selected managerial and strategic issues in the contemporary

Olympic and Paralympic Games.

2.To critically examine the development of the Olympic Games and the Paralympic Games as mega-events.

3.To critically analyse contemporary issues in the management of the Olympic and Paralympic Games.

授業計画

1 Introduction to the course

2 Introduction to the course

3 The Olympic Games and Paralympic Games as Mega-Events

4 The Olympic Games and Paralympic Games as Mega-Events

5 Olympic Governance

6 Olympic Governance

7 Managing Legacy

8 Managing Legacy

9 Human Resources

10 Human Resources

11 Managing Risk (The Dark Side)

12 Managing Risk (The Dark Side)

13 Presentations

14 Presentations

15 Conclusion

教科書

S. Frawley & D. Adair Eds. (2013) Managing the Olympics. London: Palgrave.

S. Darcy et al Eds. (2017) Managing the Paralympics. London: Palgrave.

参考文献

J. Horne & G. Whannel (2016) Understanding the Olympics. London: Routledge.

成績評価方法

レ ポ ー ト 70％ Students will write a 2,500-word essay style paper on a relevant topic.

平常点評価 15％ Active involvement and participation in class.

そ の 他 15％ Students will present a brief overview of an issue in the management of the Olympic

and/or Paralympic Games.

備考・関連URL



授業科目名：

Disease Prevention and Health Promotion

担当教員名：

アニア マイケル

授業の概要

授業の到達目標

授業計画

第１回

第２回

第３回

第４回

第５回

第６回

第７回

第８回

教科書

参考文献

成績評価方法

試 験 ％

レ ポ ー ト ％

平常点評価 ％

そ の 他 ％

備考・関連URL

2020/1/31 時点シラバス未確定

本 科 目 を 履修 希 望 する 場 合 は所 沢 総 合事 務セ ン タ ー

担当 「kyousyoku-tokorozawa@list.waseda.jp」までお知らせください。



授業科目名：

Cognitive Neuroscience and Psychiatry of Sport

担当教員名：

西多 昌規、正木 宏明

授業の概要

This is a lecture course dealing with the basic knowledge of mental health, clinical psychiatry and

sleep physiology related to sport and physical activity. The course consists of two parts: cognitive

neuroscience (Dr. Masaki) and clinical psychiatry and sleep science (Dr. Nishida). You will be expected

to understand the facts and theories of cognitive neuroscience and also the overall knowledge of psychiatry

observed in sport field.

授業の到達目標

Diverse topics, including mental health, sport psychology, clinical psychiatry, and sleep physiology,

will be covered by this lecture course.

授業計画

第１回 Introduction (Masaki / Nishida)

第２回 Neuroanatomy and Functions of Brain / Structure of the brain that underpins skilled movements,

localization of function (Masaki)

第３回 Mental Health and clinical psychiatry / Basic knowledge of mental health and clinical psychiatry

(Nishida)

第４回 Attention and Emotion / Brain damage, choking under pressure, external vs. internal attention

(Masaki)

第５回 Sports Psychiatry / Psychiatric issues commonly observed in athletes (Nishida)

第６回 Reaction Time and Brain Information Processing / Mental chronometry, stage model, underlying

brain activities (Masaki)

第７回 Sleep Science / Basic knowledge of sleep physiology, circadian rhythm (Nishida)

第８回 Event-Related Brain Potentials and Neuroimaging / EEG methods, ERP components, functional MRI

(Masaki)

第９回 Sports and sleep, circadian rhythm / Review of sports performance related to sleep, circadian

rhythm (Nishida)

第10回 Motor Control and Learning / Acquisition of novel motor skills, theories of motor learning

(Masaki)

第11回 Laboratory visit / See apparatus for experiment (Nishida)

第12回 Neuronal Mechanisms of Motor Learning / Declarative, procedural, & working memory (Masaki)

第13回 Laboratory visit / Visit sleep lab and see apparatus for experiment (Nishida)

第14回 Mirror Neuron System and Motor Imagery / Observational learning, neural correlates of sympathy

(Masaki)

第15回 Assessment / Overall evaluation (Nishida)

教科書

Materials will be delivered at the class.

参考文献

Recommended readings will be introduced at the class.

成績評価方法

試 験 0％ No exam.

レ ポ ー ト 0％ No report.

平常点評価 100％ Attendance rate, Activeness in Discussion Evaluation of precise knowledge through

discussion.

そ の 他 0％ No other evaluation.

備考・関連URL



授業科目名：

Sport Marketing

担当教員名：

松岡 宏高、原田 宗彦

授業の概要

This course examines the application ofbasic principles of marketing to the sport industry including

professionalsports, sporting events, sport tourism, recreational and fitness sports, and soon. The

function of the course is threefold: (1) to provide students with abroader knowledge of the sport market

including sport products and consumers;(2) to provide students with an understanding of marketing concepts

(i.e., marketsegmentation, targeting, positioning, and marketing mix); and (3) to provide studentswith

an ability to prepare sport marketing plans.

授業の到達目標

The course objectives are as follows:

1. To Acquire broad knowledge about the sport market

2. To understand the concept of sport product and sport consumer

3. To integrate marketing concepts: market segmentation, targeting, positioning, and marketing mix,

4. To analyze marketing cases, and

5. To prepare and critically evaluate a comprehensive sport marketing plan.

授業計画

第１回 Introduction

第２回 Definition of sport marketing

第３回 Understanding sport market 1

第４回 Environment of the sport market

第５回 Understanding sport market 2

第６回 Sport consumer behavior

第７回 Understanding sport market 3 (Invited lecturer)

第８回 Sports market segmentation and targeting

第９回 Understanding sport market 4 (Guest Speaker)

第10回 Four Ps of sport marketing

第11回 Understanding sport market 5

第12回 Confirmation of understanding (Exam)

第13回 Preparing Marketing Plan

第14回 Presenting Marketing Plan 1

第15回 Presenting Marketing Plan 2

教科書

“Sport Marketing” published by Asian Association for Sport Management (2017)

参考文献

成績評価方法

試 験 25％ Final Exam

レ ポ ー ト 20％ Case study

平常点評価 30％ Attendance & Participation

そ の 他 25％ Group Project

備考・関連URL



授業科目名：

健康スポーツマネジメント特論

担当教員名：

中村 好男

授業の概要

健康スポーツの推進・振興は、現代社会における社会的ニーズの一つである。本講義では、健康スポーツ振興

に関わる諸問題についての実践解決技法を習得することを目標として、身体行動科学や社会マーケティングの基

礎理論を踏まえたうえで、健康スポーツマーケティングの各種事例を学習する。さらに、各自が関心を持つ研究

課題について発表し、具体的事例についての理解を深める。

授業の到達目標

・健康スポーツ振興に関わる諸問題についての基礎理論ならびに実線技法を理解する。

・健康スポーツに関わる具体的事例を分析・検証して発表できる。

授業計画

第１回 健康スポーツの背景～身体活動と生活習慣病～

第２回 健康スポーツにおけるマーケティングの役割

第３回 健康スポーツマーケティングの事例（１）教室型プログラム

第４回 健康スポーツマーケティングの事例（２）組織づくりと運営

第５回 健康スポーツマーケティングの事例（３）チャネルプログラム

第６回 健康スポーツマーケティングの事例（４）社会マーケティング

第７回 健康行動に関わる行動科学の諸理論

第８回 健康スポーツのプロモーション：チャネルとメッセージフレーミング

第９回 課題事例発表（１）

第10回 課題事例発表（２）

第11回 課題事例発表（３）

第12回 課題事例発表（４）

第13回 課題事例発表（５）

第14回 課題事例発表（６）

第15回 まとめ

教科書

特になし。個別に指示。

参考文献

特になし。個別に指示。

成績評価方法

平常点評価 100％ 授業中の発表内容を評価

備考・関連URL



授業科目名：

Gerontology

担当教員名：

アニア マイケル

授業の概要

授業の到達目標

授業計画

第１回

第２回

第３回

第４回

第５回

第６回

第７回

第８回

教科書

参考文献

成績評価方法

試 験 ％

レ ポ ー ト ％

平常点評価 ％

そ の 他 ％

備考・関連URL

2020/1/31 時点シラバス未確定

本 科 目 を 履修 希 望 する 場 合 は所 沢 総 合事 務セ ン タ ー

担当 「kyousyoku-tokorozawa@list.waseda.jp」までお知らせください。



授業科目名：

Human Anatomy 1

担当教員名：

杉本 大輔

授業の概要

授業の到達目標

授業計画

第１回

第２回

第３回

第４回

第５回

第６回

第７回

第８回

第９回

第10回

第11回

第12回

第13回

第14回

第15回

教科書

参考文献

成績評価方法

試 験 ％

レ ポ ー ト ％

平常点評価 ％

そ の 他 ％

備考・関連URL

2020/1/31 時点シラバス未確定

本 科 目 を 履修 希 望 する 場 合 は所 沢 総 合事 務セ ン タ ー

担当 「kyousyoku-tokorozawa@list.waseda.jp」までお知らせください。



授業科目名：

Sport Management (Seminar 1) A

担当教員名：

松岡 宏高、原田 宗彦、佐藤 晋太郎、ウォン ドナ

授業の概要

This course is designed to provide master’ s candidates with knowledge on theories in sport management

and sport marketing as well as basic knowledge of research design and methods in the area of sport

management and sport marketing. Master’s candidates will read various academic papers every week to

pursue the goals listed below.

授業の到達目標

The course objectives are as follows:

1. To critically review research papers,

2. To understand theories employed in academic research in the area of sport management and sport

marketing,

3. To gain basic knowledge of research design and methods in the area of sport management and sport

marketing, and

4. To prepare their own research proposal.

授業計画

第１回 Introduction

第２回 Basic knowledge on academic research

第３回 Basic knowledge on academic research

第４回 What is sport management research?

第５回 How to find research papers?

第６回 Reviewing research papers

第７回 Reviewing research papers

第８回 Reviewing research papers

第９回 Reviewing research papers

第10回 Reviewing research papers

第11回 Excellent research examples (Invited lecturer)

第12回 Reviewing research papers

第13回 Reviewing research papers

第14回 Reviewing research papers

第15回 Excellent research examples (Guest Speaker)

教科書

参考文献

Journal of Sport Management, Sport Management Review, European Sport Management Quarterly, Sport

Marketing Quarterly, International Journal of Sport Management and Marketing

成績評価方法

平常点評価 100％ Comprehensive evaluation of participation, discussions, presentations, and short

reports.

備考・関連URL



授業科目名：

Health and exercise science 1 (Seminar 1) A

担当教員名：

秋本 崇之、澤田 亨、西多 昌規、宮下 政司、

アニア マイケル

授業の概要

<Course Description>The purpose of this course is to explore current scientific evidence in health

and exercise science (relevant to each supervisor’s or lecturer’s area of expertise) and to clarify

students’research topic in the masters’program. The course will consist of a combination of didactic

lectures/discussions in each laboratory and presentation/discussion about students’individual research

topics. Students are expected to read assigned articles and prepare a presentation about their reserch

topic in the master’s program.

授業の到達目標

< Course Objectives>

Through this course, students should clarify the research theme of their master’s thesis.

授業計画

第１回 Orientation (The purpose and outline of this class) / Explain the purpose and outline of this

class担当：Akimoto

第２回 Introduction of research/laboratory of each professor (lab tour, presentation/discussion of

research contents etc.)担当：Akimoto

第３回 Introduction of research/laboratory of each professor (lab tour, presentation/discussion of

research contents etc.)担当：Miyashita

第４回 Introduction of research/laboratory of each professor (lab tour, presentation/discussion of

research contents etc.)担当：Nishida

第５回 Introduction of research/laboratory of each professor (lab tour, presentation/discussion of

research contents etc.)担当：Sawada

第６回 Introduction of research/laboratory of each professor (presentation/discussion of research

contents etc.)担当：Annear

第７回 Instruction by the mentor of each student

第８回 Instruction by the mentor of each student

第９回 Instruction by the mentor of each student

第10回 Instruction by the mentor of each student

第11回 Instruction by the mentor of each student

第12回 Instruction by the mentor of each student

第13回 Instruction by the mentor of each student

第14回 Instruction by the mentor of each student

第15回 Student meetings and presentations (all supervisors and lecturers to attend). Note that the

day/time of the presentation will be negotiated with students based on the availability of all

parties.

教科書

参考文献

成績評価方法

平常点評価 100％ Active and constructive participation and discussion.

備考・関連URL



授業科目名：

Health and exercise science 2 (Seminar 1) A

担当教員名：

矢内 利政、彼末 一之、宝田 雄大、正木 宏明

授業の概要

This course is designed to provide master’s candidates with a basic knowledge in exercise science,

a working knowledge of research techniques and a profound knowledge in the area of biomechanics, motor

control, motor nerve physiology, psychology in sports. Master’s candidates will have a weekly meeting

with the experts in these areas to pursue the goals listed below.

授業の到達目標

The course objectives are as follows:

1. To gain theoretical and practical knowledge of bimedical aspects of sport sciences,

2. To experience research techniques,

4. To evaluate the sources of error associated with the methods,

5. To discuss research findings and their implications by means of writing and oral prosentation, and

6. To critically review research of their own as well as of others.

授業計画

第１回 Basic theory in Biomechanical analysis of human motion

第２回 Practical experience

第３回 Reading and discussion on current research

第４回 Basic theory in musculo-skeletal biomechanics

第５回 Practical experience

第６回 Reading and discussion on current research

第７回 Basic theory in motor control

第８回 Practical experience

第９回 Reading and discussion on current research

第10回 Basic theory in sport physiology & neuropsychology

第11回 Practical experience

第12回 Reading and discussion on current research

第13回 Basic theory in psychology

第14回 Practical experience

第15回 Reading and discussion on current research

教科書

none

参考文献

Journal articles

成績評価方法

レ ポ ー ト 50％ Written report or oral presentation report will be evaluated

平常点評価 50％ Attendance to each class is necessary

備考・関連URL



授業科目名：

Fundamentals of Sport Management

担当教員名：

佐藤 晋太郎

授業の概要

This course is designed to introduce various aspects of the sport world. It also spotlights positive

as well as negative factors associated with sport.

授業の到達目標

At the end of this course, students will be able to grasp the big picture of the sport world, and

independently engage in critical thinking that is useful to manage the sport environment.

授業計画

Week 1 Orientation

Syllabus check, self-introduction, etc.

Week 2 Topics in Sport Management

We will overview various topics in sport management.

Week 3 Sport Sponsorship & Activation

We will learn the basic theories in sponsorship and discuss several cases to identify factors

associated with success.

Week 4 Sport Advertising and Endorsement

We will learn the basic theories in advertising and endorsement and discuss several cases to

identify factors associated with success.

Week 5 Sport Organization and employee

Leadership, productivity, and diversity & inclusion in sport.

Week 6 Ethics in Sport

Ethical theories and ethical decision-making.

Week 7 Sport for development

Week 8 Youth Sport and Athlete Developlment

Goals and purpose of sport, motivation regulation, and growth mindset.

Week 9 Go viral part 1

Disseminating messages to the wide population is an important task, but can be challenging for

companies that are short on resources. We will learn the factors associated with the virality.

Week 10 Go viral part 2

Disseminating messages to the wide population is an important task, but can be challenging for

companies that are short on resources. We will learn the factors associated with the virality.

Week 11 Cities with Sport

Week 12 Sport Events and Community Development

Week 13 Presentation

Student Presentation

Week 14 Presentation

Student presentation

Week 15 Presentation

Student presentation

教科書

参考文献

成績評価方法

レ ポ ー ト 80％ Presentations and several reports.

平常点評価 20％ Attendance and active participation in class.

備考・関連URL



授業科目名：

Sport Governance and Policy

担当教員名：

ウォン ドナ

授業の概要

授業の到達目標

授業計画

第１回

第２回

第３回

第４回

第５回

第６回

第７回

第８回

第９回

第10回

第11回

第12回

第13回

第14回

第15回

教科書

参考文献

成績評価方法

試 験 ％

レ ポ ー ト ％

平常点評価 ％

そ の 他 ％

備考・関連URL



授業科目名：

運動代謝学特論

担当教員名：

宮下 政司、濱田 有香

授業の概要

生体の機能を理解するうえで、「代謝」を体系的に理解ができるよう概説する。また、運動との関連を深める

ために運動生理学・応用健康科学の分野における、人を対象とした実験手法を学びながら、補助的に実験実習を

行う。

授業の到達目標

・代謝学を総体的に学び、運動時やその後の反応も含め運動との関係性について体系的に理解ができるようにな

る。

・運動代謝学に関連する実験手法を学び実践的に応用ができるようになる。

授業計画

第１回 受講ガイダンス

第２回 消化と吸収

第３回 エネルギーの産生

第４回 実験実習（１）：運動負荷試験

第５回 肝臓における代謝

第６回 骨格筋における代謝

第７回 腎臓における代謝

第８回 脳における代謝

第９回 運動と糖質代謝

第10回 運動と脂質代謝

第11回 運動とタンパク質代謝

第12回 実験実習（２）：血液分析（脂質・糖質）

第13回 実験実習（３）：血液分析（タンパク質）

第14回 発表と討議（１）運動代謝とパフォーマンス

第15回 発表と討議（２）運動代謝と健康

教科書

なし。

参考文献

「代謝ガイドブック」霜田幸雄（著）株式会社技術評価論社，東京，2014年

「Exercise Metabolism」 Hargreaves M and Lawrence S (Editors), Human Kinetics, 2005

成績評価方法

平常点評価 100％ 発表・討議などにおける積極性や発表内容を総合的に評価する。

備考・関連URL

内容が前後したり変更することもある。



授業科目名：

生体ダイナミクス演習（１）Ａ

担当教員名：

川上 泰雄

授業の概要

運動生理学・バイオメカニクスの分野における、人間を対象とした研究についての学習・討論を通じて演習指

導を行う。実験手法の理論的背景や先行研究の知見に関して討論する。対象となる研究はスポーツ・身体運動の

科学の分野において頻繁に行われる動作分析や力計測、筋形状や筋活動の定量化などが中心となる。プレゼン、

討議は基本的に英語になるのでその点あらかじめ了承のうえ履修すること。

授業の到達目標

生体ダイナミクス・バイオメカニクスについての基礎知識を習得し、応用する。

授業計画

第１回 オリエンテーション（本演習の目的と概要について説明します）

第２回 運動生理学・バイオメカニクス研究手法

第３回 先行研究の調査・報告（１）身体形状

第４回 先行研究の調査・報告（２）身体組成

第５回 先行研究の調査・報告（３）関節の構造

第６回 先行研究の調査・報告（４）関節の機能

第７回 先行研究の調査・報告（５）骨格筋の形状１

第８回 先行研究の調査・報告（６）骨格筋の形状2

第９回 先行研究の調査・報告（７）骨格筋の機能1

第10回 先行研究の調査・報告（８）骨格筋の機能2

第11回 実験データの討議（１）身体形状

第12回 実験データの討議（２）身体機能

第13回 実験データの討議（３）筋形状

第14回 実験データの討議（４）筋機能

第15回 実験データの討議（５）筋腱複合体

教科書

参考文献

成績評価方法

レ ポ ー ト 50％ 授業中心適宜レポートを課します

平常点評価 50％ 発表・討議などにおける積極性を評価します

備考・関連URL

関連URL：http://www.f.waseda.jp/ykawa/indexj.htm



授業科目名：

Environmental Health

担当教員名：

アニア マイケル

授業の概要

授業の到達目標

授業計画

第１回

第２回

第３回

第４回

第５回

第６回

第７回

第８回

第９回

第10回

第11回

第12回

第13回

第14回

第15回

教科書

参考文献

成績評価方法

試 験 ％

レ ポ ー ト ％

平常点評価 ％

そ の 他 ％

備考・関連URL

2020/1/31 時点シラバス未確定

本 科 目 を 履修 希 望 する 場 合 は所 沢 総 合事 務セ ン タ ー

担当 「kyousyoku-tokorozawa@list.waseda.jp」までお知らせください。



授業科目名：

Writing Research Papers in the Social Sciences

担当教員名：

ＨＯＲＮＥ ＪＯＨＮ Ｄ．

授業の概要

This is a graduate level course covering the key principles of preparing to write social science research

papers and articles. It will combine guidance about how to organize social science research papers,

critical analysis of writing in social science research using practical examples, and self-assessment

of students’ own work. The course will also enable students to develop insights into the world of academic

publishing and alternative ways of ‘telling’ about society.

授業の到達目標

1.To introduce the key stages in developing and organizing research papers in the social sciences

(primarily applied to sport).

2.To provide critical insights into publishing in the social sciences.

3.To examine alternative ways of telling about society.

4.To provide an opportunity for students to practise writing research papers in social science.

授業計画

1 Introduction to the course

2 Introduction to the course

3 Choosing a research topic

4 Choosing a research topic

5 Investigating a research topic

6 Investigating a research topic

7 Preparing to write

8 Preparing to write

9 Publishing in the social sciences

10 Publishing in the social sciences

11 Alternative ways of telling about society

12 Alternative ways of telling about society

13 Student presentations

14 Student presentations

15 Conclusion

教科書

Becker, H. (2007). Writing for Social Scientists: How to Start and Finish Your Thesis, Book or Article.

(2nd edition). Chicago: University of Chicago Press.

参考文献

Becker, H. (2007). Telling About Society. Chicago: University of Chicago Press.

成績評価方法

レ ポ ー ト 70％ Students will write a 2,500-word outline of a draft research paper.

平常点評価 15％ Active involvement and participation in class.

そ の 他 15％ Students will present a brief overview of their research paper.

備考・関連URL



授業科目名：

生体ダイナミクス演習（２）Ａ

担当教員名：

川上 泰雄

授業の概要

人間を対象とした生体計測手法を学ぶ生体ダイナミクス演習（１）の応用として、骨格筋の形態的・機能的特

徴について演習指導を行います。参加者自身が行った実験データや先行研究の調査・報告などを通じて、骨格筋

の解剖学的形状とその機能的意義、神経系による骨格筋のコントロール、そしてそれらの可塑性（トレーニング

効果）などについて討論を行います。プレゼン、討議は基本的に英語にて行いますのでその点あらかじめ了承の

うえ履修してください。

授業の到達目標

生体ダイナミクス・バイオメカニクスについての基礎知識を習得し、応用する。

授業計画

第１回 オリエンテーション（本演習の目的と概要について説明します）

第２回 先行研究の調査・報告（１）身体形状１

第３回 先行研究の調査・報告（２）身体形状2

第４回 先行研究の調査・報告（３）身体組成1

第５回 先行研究の調査・報告（４）身体組成2

第６回 先行研究の調査・報告（５）身体機能1

第７回 先行研究の調査・報告（６）身体機能2

第８回 先行研究の調査・報告（７）筋腱複合体の形状

第９回 先行研究の調査・報告（８）筋腱複合体の機能

第10回 実験データの討議（１）

第11回 実験データの討議（２）

第12回 実験データの討議（３）

第13回 実験データの討議（４）

第14回 実験データの討議（５）

第15回 実験データの討議（６）

教科書

参考文献

成績評価方法

レ ポ ー ト 50％ 授業中心適宜レポートを課します

平常点評価 50％ 発表・討議などにおける積極性を評価します

備考・関連URL

関連URL：http://www.f.waseda.jp/ykawa/indexj.htm



授業科目名：

Injury Prevention

担当教員名：

杉本 大輔

授業の概要

授業の到達目標

授業計画

第１回

第２回

第３回

第４回

第５回

第６回

第７回

第８回

第９回

第10回

第11回

第12回

第13回

第14回

第15回

教科書

参考文献

成績評価方法

試 験 ％

レ ポ ー ト ％

平常点評価 ％

そ の 他 ％

備考・関連URL

2020/1/31 時点シラバス未確定

本 科 目 を 履修 希 望 する 場 合 は所 沢 総 合事 務セ ン タ ー

担当 「kyousyoku-tokorozawa@list.waseda.jp」までお知らせください。



授業科目名：

Human Anatomy 2

担当教員名：

杉本 大輔

授業の概要

授業の到達目標

授業計画

第１回

第２回

第３回

第４回

第５回

第６回

第７回

第８回

第９回

第10回

第11回

第12回

第13回

第14回

第15回

教科書

参考文献

成績評価方法

試 験 ％

レポート ％

平常点評価 ％

そ の 他 ％

備考・関連URL

2020/1/31 時点シラバス未確定

本 科 目 を 履修 希 望 する 場 合 は所 沢 総 合事 務セ ン タ ー

担当 「kyousyoku-tokorozawa@list.waseda.jp」までお知らせください。



授業科目名：

Sport Management (Seminar 1) B

担当教員名：

松岡 宏高、原田 宗彦、佐藤 晋太郎、ウォン ドナ

授業の概要

This course is designed to provide master’ s candidates with knowledge on theories in sport management

and sport marketing as well as basic knowledge of research design and methods in the area of sport

management and sport marketing. Master’s candidates will read various academic papers every week to

pursue the goals listed below.

授業の到達目標

The course objectives are as follows:

1. To understand theories employed in academic research in the area of sport management and sport

marketing,

2. To gain basic knowledge of research design and methods in the area of sport management and sport

marketing,

3. To prepare their own research proposal,

4. To choose appropriate research design and method for their own research proposal, and

5. To make oral presentations of their own research.

授業計画

第１回 How to synthesize reviews of literatures

第２回 How to synthesize reviews of literatures

第３回 Reviewing research papers

第４回 Excellent research examples (Invited lecturer)

第５回 Reviewing research papers

第６回 Reviewing research papers

第７回 Reviewing research papers

第８回 Excellent research examples (Guest Speaker)

第９回 Preparing research proposal

第10回 Preparing research proposal

第11回 Preparing research proposal

第12回 Presenting research proposal

第13回 Presenting research proposal

第14回 Presenting research proposal

第15回 Presenting research proposal

教科書

参考文献

Journal of Sport Management, Sport Management Review, European Sport Management Quarterly, Sport

Marketing Quarterly, International Journal of Sport Management and Marketing

成績評価方法

平常点評価 100％ Comprehensive evaluation of participation, discussions, presentations, and short

reports.

備考・関連URL



授業科目名：

Biodynamics(Musculoskeletal System)

担当教員名：

川上 泰雄

授業の概要

Lectures will be given on the morphological and functional aspects of human musculoskeletal system.

Topics will include the effects of resistance training, growth, aging, and fatigue on human muscles,

and the relationship between in vivo muscle behavior and human motor performance.

授業の到達目標

To get acquainted with the anatomical and biomechanical characteristics of musculoskeletal system and

to develop knowledge and skills to perform studies on muscle mechanics.

授業計画

第１回 Orientation / Introduction

第２回 Anatomy of skeletal muscle system

第３回 Anatomy of skeletal muscle system

第４回 Anatomy of skeletal muscle system

第５回 Biomechanics of musculoskeletal system

第６回 Biomechanics of musculoskeletal system

第７回 Biomechanics of musculoskeletal system

第８回 Discussion on the selected readings

教科書

Introduced during lectures

参考文献

Introduced during lectures

成績評価方法

レ ポ ー ト 20％ Analysis of the provided data and discussion

平常点評価 70％ Making remarks and provoking discussion will be highly evaluated.

そ の 他 10％ Assistance with the measurement etc.

備考・関連URL

Yasuo Kawakami website

http://www.f.waseda.jp/ykawa/index.htm

Human Performance Laboratory website

https://www.waseda.jp/prj-hpl/eng/



授業科目名：

Health and exercise science 1 (Seminar 1) B

担当教員名：

秋本 崇之、澤田 亨、西多 昌規、宮下 政司、

アニア マイケル

授業の概要

<Course Description>The purpose of this course is to explore current scientific evidence in health

and exercise science (relevant to each supervisor’s or lecturer’s area of expertise) and to clarify

students’research topic in the masters’program. The course will consist of a combination of didactic

lectures/discussions in each laboratory and presentation/discussion about students’individual research

topics. Students are expected to read assigned articles and prepare a presentation about their reserch

topic in the master’s program.

授業の到達目標

< Course Objectives>

Through this course, students should clarify the research theme of their master’s thesis.

授業計画

第１回 Instruction by the mentor of each student

第２回 Instruction by the mentor of each student

第３回 Instruction by the mentor of each student

第４回 Instruction by the mentor of each student

第５回 Instruction by the mentor of each student

第６回 Instruction by the mentor of each student

第７回 Instruction by the mentor of each student

第８回 Instruction by the mentor of each student

第９回 Instruction by the mentor of each student

第10回 Instruction by the mentor of each student

第11回 Instruction by the mentor of each student

第12回 Instruction by the mentor of each student

第13回 Instruction by the mentor of each student

第14回 Instruction by the mentor of each student

第15回 Student meetings and presentations (all supervisors and lecturers to attend). Note that the

day/time of the presentation will be negotiated with students based on the availability of all

parties.

教科書

参考文献

成績評価方法

平常点評価 100％ Active and constructive participation and discussion.

備考・関連URL



授業科目名：

Health and exercise science 2 (Seminar 1) B

担当教員名：

矢内 利政、彼末 一之、川上 泰雄、宝田 雄大、

正木 宏明

授業の概要

This course is designed to provide master’s candidates with a basic knowledge in exercise science,

a working knowledge of research techniques and a profound knowledge in the area of biomechanics, motor

control, motor nerve physiology, psychology in sports. Master’s candidates will have a weekly meeting

with the experts in these areas to pursue the goals listed below.

授業の到達目標

The course objectives are as follows:

1. To gain theoretical and practical knowledge of bimedical aspects of sport sciences,

2. To experience research techniques,

4. To evaluate the sources of error associated with the methods,

5. To discuss research findings and their implications by means of writing and oral prosentation, and

6. To critically review research of their own as well as of others.

授業計画

第１回 Basic theory in Biomechanical analysis of human motion

第２回 Practical experience

第３回 Reading and discussion on current research

第４回 Basic theory in musculo-skeletal biomechanics

第５回 Practical experience

第６回 Reading and discussion on current research

第７回 Basic theory in motor control

第８回 Practical experience

第９回 Reading and discussion on current research

第10回 Basic theory in sport physiology & neuropsychology sport physiology & neuropsychology

第11回 Practical experience

第12回 Reading and discussion on current research

第13回 Basic theory in psychology

第14回 Practical experience

第15回 Reading and discussion on current research

教科書

none

参考文献

Journal articles

成績評価方法

レ ポ ー ト 50％ Written report or oral presentation report will be evaluated

平常点評価 50％ Attendance to each class is necessary

備考・関連URL



授業科目名：

Sports and New Media

担当教員名：

ウォン ドナ

授業の概要

授業の到達目標

授業計画

第１回

第２回

第３回

第４回

第５回

第６回

第７回

第８回

第９回

第10回

第11回

第12回

第13回

第14回

第15回

教科書

参考文献

成績評価方法

試 験 ％

レ ポ ー ト ％

平常点評価 ％

そ の 他 ％

備考・関連URL



授業科目名：

Sport Consumer Psychology

担当教員名：

佐藤 晋太郎

授業の概要

This course introduces students to the psychological aspects of sport consumers. In this course,

consumers have various meanings - sport product purchasers, sport service consumers, sport participants,

etc. Students can learn theories to understand sport consumers in such various contexts.

授業の到達目標

At the conclusion of this course, students will be able to interpret sport consumer behavior based

on psychological theories.

授業計画

Week 1 Introduction to Class

Syllabus check and overview the course outline.

Week 2 General consumer psychology

Week 3 Attitude

Week 4 Involvement & Information Processing

Week 5 Attribution

Week 6 Learning & Memory

Week 7 Categorization

Week 8 Choice

Week 9 Brands

Week 10 Happiness & Well-being

Week 11 A la carte: Group

Week 12 A la carte: Sensory Marketing

Week 13 Presentation

Student presentation

Week 14 Presentation

Student presentation

Week 15 Presentation

Student presentation

教科書

参考文献

成績評価方法

レ ポ ー ト 30％ Final project report.

平常点評価 20％ Attendance and active participation.

そ の 他 50％ Presentation and class discussion.

備考・関連URL



授業科目名：

スポーツクラブビジネス研究法

担当教員名：

間野 義之

授業の概要

夏季集中の授業として、スポーツクラブビジネス研究法について学ぶ。

授業の到達目標

基礎的な学術研究の能力を身に着ける。

授業計画

第１回 発表とディスカッション.

第２回 発表とディスカッション.

第３回 発表とディスカッション.

第４回 発表とディスカッション.

第５回 発表とディスカッション.

第６回 発表とディスカッション.

第７回 発表とディスカッション.

第８回 発表とディスカッション.

第９回 発表とディスカッション.

第10回 発表とディスカッション.

第11回 発表とディスカッション.

第12回 発表とディスカッション.

第13回 発表とディスカッション.

第14回 発表とディスカッション.

第15回 発表とディスカッション.

教科書

参考文献

成績評価方法

研究発表内容を評価する。

備考・関連URL

「集中講義日程」は所沢総合事務センター連絡Webページで確認すること。

http://www.waseda.jp/tokorozawa/kg/sports-graduate/registration_gs.html



授業科目名：

エリートコーチング演習（１）Ａ

担当教員名：

土屋 純、岡田 純一、奥野 景介、倉石 平、

礒 繁雄、松井 泰二、射手矢 岬、堀野 博幸

授業の概要

オリンピックや世界選手権への出場といった高い競技力を獲得する過程で経験知や暗黙知、科学的視点を豊富

にもつ優れたスポーツ選手および指導者に対して、彼らが競技経験および指導経験から蓄積してきた知識や視点

を個人内に留めおくのではなく、それらを研究論文といういわゆる「形式知」にまとめ、その情報を発信できる

能力を養成し、さらに優れたスポーツ指導者へと育成する。

授業の到達目標

Ａ．高いレベルのコーチングに関する研究論文を執筆できるようになる。

Ｂ．高度な理論を背景としたトップレベルのコーチングを行えるようになる。

授業計画

第１回 ガイダンス

第２回 コーチング研究とは

第３回 暗黙知・経験知の確認と記述

第４回 コーチング研究：事例研究

第５回 コーチング研究：実践研究

第６回 コーチング研究の計画（１）：技術の把握方法

第７回 コーチング研究の計画（２）：技術の指導方法

第８回 コーチング研究の計画（３）：技術指導の記述方法

第９回 コーチング研究の計画（４）：体力の把握と指導

第10回 コーチング研究の計画（５）：事例の提示方法

第11回 コーチング研究の実践

第12回 コーチング研究の実践報告とディスカッション（１）：技術分析・指導研究

第13回 コーチング研究の実践報告とディスカッション（２）：戦術分析・指導研究

第14回 コーチング研究の実践報告とディスカッション（３）：体力分析・トレーニング研究

第15回 中間まとめ 定期試験は実施しない。

教科書

トップパフォーマンスへの挑戦 早稲田大学スポーツ科学学術院 (編)

参考文献

必要に応じて授業中に紹介する

成績評価方法

平常点評価 100％ 発表の内容とディスカッションへの貢献度について評価する。

備考・関連URL



授業科目名：

スポーツ生化学・遺伝学特論

担当教員名：

谷澤 薫平

授業の概要

スポーツ生化学・遺伝学に関する主要な学術論文の読解と議論を通じて、スポーツを生化学・遺伝学的な視点

から研究する意義について学びます。また、遺伝子・ゲノム研究を取り巻く諸問題を扱った記事や、学術論文の

読解と議論を通じて、「遺伝（ゲノム）リテラシー」の向上を目指します。

授業の到達目標

・運動・トレーニングによる健康増進やスポーツパフォーマンス向上の仕組みとその個人差について、生化学・

遺伝学的視点から考えられるようになる。

・遺伝子・ゲノム研究を取り巻く諸問題について議論できるようになる。

授業計画

第１回 オリエンテーション

第２回 スポーツ生化学とは（講義）

第３回 スポーツ生化学の歴史（講義）

第４回 スポーツ生化学に関する学術論文の紹介と議論①（学生発表）

第５回 スポーツ生化学に関する学術論文の紹介と議論②（学生発表）

第６回 スポーツ生化学に関する学術論文の紹介と議論③（学生発表）

第７回 スポーツ遺伝学とは（講義）

第８回 スポーツ遺伝学の歴史（講義）

第９回 スポーツ遺伝学に関する学術論文の紹介と議論①（学生発表）

第10回 スポーツ遺伝学に関する学術論文の紹介と議論②（学生発表）

第11回 スポーツ遺伝学に関する学術論文の紹介と議論③（学生発表）

第12回 遺伝子・ゲノム研究を取り巻く諸問題①：遺伝子検査ビジネス（学生発表）

第13回 遺伝子・ゲノム研究を取り巻く諸問題②：ゲノムデータを用いた個人の特定（学生発表）

第14回 遺伝子・ゲノム研究を取り巻く諸問題③：遺伝子編集と遺伝子ドーピング（学生発表）

第15回 スポーツ遺伝学のこれから（学生発表）

教科書

適宜資料を配布します。

参考文献

Tanisawa K et al. Sport and Exercise Genomics: the FIMS 2019 Consensus Statement Update. Br J Sports

Med. 2020

成績評価方法

平常点評価 100％ プレゼンテーション（計2回）の内容、授業中の発言や積極性などを評価します。

備考・関連URL



授業科目名：

エリートコーチング総合演習

担当教員名：

土屋 純、岡田 純一、矢内 利政、奥野 景介、

深見 英一郎、中澤 篤史、礒 繁雄、彼末 一之、

広瀬 統一、松井 泰二、西多 昌規、倉石 平、

間野 義之

授業の概要

スポーツ科学の様々な領域とコーチングとの接点に関する演習を行う。

授業の到達目標

コーチングとスポーツ科学の各領域の関わりについて理解を深め、競技指導あるいは国際競技大会において直

面する諸問題の解決法を導く。

授業計画

第１回 世界を舞台にした組織戦：生涯スポーツ政策（間野・倉石）

第２回 世界を舞台にした組織戦：競技力向上政策（間野・倉石）

第３回 世界を舞台にした組織戦：オリンピック・パラリンピック政策（間野・倉石・土屋）

第４回 けがのリスクを凌駕する技術：「痛み」の原理とその対処法（礒・彼末）

第５回 けがのリスクを凌駕する技術：「ケガ」のリスク回避をトレーナー視点で実践を踏まえとらえる（礒・

広瀬）

第６回 けがのリスクを凌駕する技術：痛みに関する課題報告とトレーナー実践技術評価（礒・広瀬・彼末）

第７回 世界で戦う心を育てる：スポーツ心理学からのアプローチ（松井・正木）

第８回 世界で戦う心を育てる：プレゼンテーション（松井・正木）

第９回 世界で戦う心を育てる：ディスカッション（松井・正木）

第10回 極限を超えるための肉体：バイオメカニクス的視点で競技を捉える（矢内・岡田）

第11回 極限を超えるための肉体：競技力を規定する因子を探る（矢内・岡田）

第12回 極限を超えるための肉体：トレーニング課題の策定：プレゼンテーションとディスカッション：（矢内・

岡田）

第13回 スポーツという文化とその歴史：スポーツ教育の視点から：（友添・奥野）

第14回 スポーツという文化とその歴史：スポーツ史の視点から：（石井・奥野）

第15回 スポーツという文化とその歴史：コーチングの視点から：（奥野）

定期試験は実施しない。

教科書

授業中に紹介する

参考文献

トップパフォーマンスへの挑戦 早稲田大学スポーツ科学学術院 (編)

成績評価方法

平常点評価 100％ 発表の内容とディスカッションへの貢献度について評価する。

備考・関連URL



授業科目名：

スポーツメディア論演習（１）Ｂ

担当教員名：

トンプソン リー Ａ．

授業の概要

スポーツとメディアを取り上げる文献を読むことによって、その関係の理解を深める。研究の課題、主流理論、

研究方法などを学ぶことによって、自らの研究の参考にする。全員で共通な文献を読み、ディスカッションする。

５０人の研究者が多くのテーマで寄稿しているスポーツ・コミュニケーションの英書を取り上げる。

一回の授業に必要と思われる予習時間：２～３時間。

授業の到達目標

スポーツと社会の関係を捉える様々な視点を理解すること。スポーツメディア研究の概要を把握すること。英

文の読解力を身につけること。

授業計画

第１回 文献講読とディスカッション

第２回 文献講読とディスカッション

第３回 文献講読とディスカッション

第４回 文献講読とディスカッション

第５回 文献講読とディスカッション

第６回 文献講読とディスカッション

第７回 文献講読とディスカッション

第８回 文献講読とディスカッション

第９回 文献講読とディスカッション

第10回 文献講読とディスカッション

第11回 文献講読とディスカッション

第12回 文献講読とディスカッション

第13回 文献講読とディスカッション

第14回 文献講読とディスカッション

第15回 文献講読とディスカッション

教科書

Paul M. Pedersen, ed. Routledge Handbook of Sport Communication, 2013.

参考文献

成績評価方法

平常点評価 100％ 授業への準備と貢献を評価する。

備考・関連URL



授業科目名：

アスレティックトレーニング演習（１）Ｂ

担当教員名：

広瀬 統一

授業の概要

本講義では、各自の研究テーマの学術的・臨床的位置づけを把握する。

授業の到達目標

<１>専門分野の論文を読み、研究手法や結果の解釈について分析できる。

<２>自分の研究テーマの学術的・臨床的位置づけを説明できる。

授業計画

第１回 オリエンテーション（本講義の目的と概要説明）

第２回 研究テーマの決定プロセス

第３回 研究テーマの決定プロセスの発表

第４回 研究方法の検討

第５回 研究方法の発表

第６回 研究運営に関するディスカッション1（対象者の選定）

第７回 研究運営に関するディスカッション2（交絡変数の検討）

第８回 研究運営に関するディスカッション3（研究デザインの検討）

第９回 研究結果の分析手法

第10回 研究結果の分析ディスカッション

第11回 研究結果の分析ディスカッション2

第12回 結果の解釈と考察

第13回 結果の解釈と考察ディスカッション

第14回 結果の解釈と考察ディスカッション2

第15回 総括

教科書

なし

参考文献

なし

成績評価方法

平常点評価 100％ 毎回のプレゼン内容とディスカッションへの参加姿勢で評価する

備考・関連URL



授業科目名：

筋生物学演習（１）Ｂ

担当教員名：

秋本 崇之

授業の概要

本講義では，骨格筋の生物学，生理学に関する研究成果を受講者自身が調査し，理解し，発表して，他の受講

者と討論する事で，骨格筋に関する基礎的知識を整理する．この過程を通じて，将来の個人の研究テーマを明確

にする．

授業の到達目標

・骨格筋生物学の基礎的知識（生理学，生化学，分子生物学）を整理して，理解する．

・授業を通じて，個人の研究テーマを明確にする．

授業計画

第１回 オリエンテーション（本講義の目的と概要）／ 本講義の目的と概要について説明する 輪読分担決定

第２回 骨格筋の構造と機能 担当者の発表および全員の討論

第３回 骨格筋の分化 担当者の発表および全員の討論

第４回 骨格筋線維タイプ担当者の発表および全員の討論

第５回 骨格筋収縮のメカニズム（興奮収縮連関）担当者の発表および全員の討論

第６回 骨格筋収縮のメカニズム（ミオシンモータータンパク質）担当者の発表および全員の討論

第７回 骨格筋の代謝（エネルギー代謝）担当者の発表および全員の討論

第８回 骨格筋の代謝（骨格筋の構造と代謝）担当者の発表および全員の討論

第９回 骨格筋の種間差 担当者の発表および全員の討論

第10回 骨格筋の発生と再生 担当者の発表および全員の討論

第11回 骨格筋の可塑性 担当者の発表および全員の討論

第12回 骨格筋可塑性を調節するCa２+シグナル 担当者の発表および全員の討論

第13回 骨格筋可塑性を調節するメカノトランスダクション 担当者の発表および全員の討論

第14回 骨格筋可塑性を調節する転写後制御 担当者の発表および全員の討論

第15回 骨格筋生物学の最近のトピック 担当者の発表および全員の討論 定期試験は実施しない。

教科書

Schiaffino & Reggiani. Physiol Rev, 91, 1447-1531, 2011

参考文献

Essential細胞生物学 原書４版

成績評価方法

平常点評価 100％ 出席状況，各個人に割り当てられたテーマに関する発表内容，および討論における発言の

積極性と内容について，評価する．

備考・関連URL



授業科目名：

冬季スポーツコーチング学演習（１）B

担当教員名：

藤田 善也

授業の概要

授業の到達目標

授業計画

第１回

第２回

第３回

第４回

第５回

第６回

第７回

第８回

第９回

第10回

第11回

第12回

第13回

第14回

第15回

教科書

参考文献

成績評価方法

試 験 ％

レポート ％

平常点評価 ％

そ の 他 ％

備考・関連URL

2020/1/31 時点シラバス未確定

本 科 目 を 履修 希 望 する 場 合 は所 沢 総 合事 務セ ン タ ー

担当 「kyousyoku-tokorozawa@list.waseda.jp」までお知らせください。



授業科目名：

スポーツ文化論特論

担当教員名：

川島 浩平

授業の概要
アメリカ合衆国は、日本と比べて歴史が浅く、その独立は今から約240年前、植民の開始でさえ約410年前で

あったにすぎない。しかし、独立戦争や南北戦争など大きな動乱を経て今日、「帝国」とさえ称されるほどの地
位を築き、世界の政治や経済に大きな影響を与える覇権国家としての地位を築いた。この大国に対してわが国を
どう位置づけるかは、政治、経済、文化を問わず、個人のイデオロギーや価値観によって大きく立場の分かれる
大きな問題であり、大学生として避けて通ることのできない争点の一つといってよいかもしれない。またアメリ

カは、今日国際的公用語として流通する英語が使われている国家の一つであり、留学や海外旅行の行き先として、
最も人気を集める国の一つでもある。異文化に関心がある大学生にとって、無視できない位置にあるといえるだ
ろう。そんなアメリカ合衆国にあって、非常に注目を集めながら、学術的な考察の対象としては十分に取り上げ
られてこなかった文化的領域の一つにスポーツがある。野球のメジャーリーグ、バスケットボールの NBA、アメ
フトのNFL等日本人のスポーツファンにとっておなじみのプロスポーツに加えて、陸上競技、ボクシング、オリ
ンピック、パラリンピックまで、アメリカンスポーツの魅力は様々な競技種目や活動に及んでいる。しかし、こ

うしたスポーツ全体が、アメリカ合衆国という近代国民国家において、人種・民族、ジェンダーなどによる分裂
や摩擦のリスクを軽減する役割を果たし、国家としての文化的統合に多大な貢献をなしてきたことはあまり知ら
れていない。この授業では、スポーツという文化的な活動および領域が、アメリカ合衆国において人種／民族・
ジェンダーによる格差や差異を調停しながら、国家に文化的な統合をもたらそうとした複雑な過程を、スポーツ
文化研究やスポーツ史研究による検証に基づいて明らかにする。

授業の到達目標
スポーツが、アメリカ合衆国において人種／民族・ジェンダーによる格差や差異を調停しながら、国家に文化

的な統合をもたらそうとした複雑な過程を、スポーツ文化研究やスポーツ史研究による検証に基づいて説明でき
る。

授業計画
第１回 導入―アメリカスポーツと人種／エスニシティ・ジェンダー
第２回 ムラートアスリートの時代
第３回 人種分離から統合へ
第４回 黒人身体能力神話とスポーツ遺伝子
第５回 強いアスリートとグローバル分布

第６回 「非黒人」マイノリティアスリート
第７回 スポーツにおける人種・エスニシティ問題の諸相
第８回 振り返り・調整I
第９回 セックス／ジェンダー・セクシュアリティと「調停」／「モデレーション（中庸）」の模索
第10回 平等の希求と調停I：20世紀前半の展開
第11回 平等の希求と調停II：20世紀後半の展開

第12回 スポーツとセックス／ジェンダー（まとめ）I
第13回 スポーツとセックス／ジェンダー（まとめ）II
第14回 振り返り・調整II
第15回 振り返り試験

教科書
Niko Besiner, Susan Brownell, Thomas F. Carter, The Anthropology of Sport: Bodies, Borders, Biopolitics,

University of California Press, 2018.
坂上康博・石井昌幸他編 スポーツの世界史 一色出版 2018年

参考文献

アメリカ学会編 アメリカ文化事典 丸善出版 2018年
寒川恒夫他編 21世紀スポーツ大事典 大修館書店 2015年
Gerald R. Gems, et. al., eds., Sports in American History, Human Kinetics, 2008
E. J. Gorn & W. Goldstein, A Brief History of American Sports, University of Illinois Press, 1993.

成績評価方法

試 験 40％ 授業を正確に理解する能力および理解した内容を正確に文章化する能力

平常点評価 30％ 授業中の討論での発言、質疑応答などへの貢献度

そ の 他 30％ 小テスト、3回ほど実施する。それぞれの時点までの理解力と文章力

備考・関連URL



授業科目名：

スポーツ経営学特論

担当教員名：

木村 和彦

授業の概要

本講義では、日本および北米、ヨーロッパを中心としてスポーツ経営学（スポーツマネジメント）の学史的な

流れを概観し、経営学を対照にしながらスポーツ経営学の学問的性格を検討するとともに、スポーツ経営学にお

ける研究課題や研究方法について解説する。また学校、地域、プロスポーツ、スポーツツーリズムなど、スポー

ツ経営の実践領域を選択し、今日的な研究的および実践的な課題について検討する。

授業の到達目標

スポーツ経営学の学問的な系譜、学的性格、研究課題や研究方法について理解するとともに、実践領域の現状

と課題に対して議論できる。

授業計画

第１回 オリエンテーション

第２回 スポーツ経営学の系譜（１）日本、アジア

第３回 スポーツ経営学の系譜（２）北米、ヨーロッパ、オセアニア

第４回 スポーツ経営学の学的性格

第５回 スポーツ経営学の研究課題と研究方法

第６回 小テスト

第７回 スポーツ経営の実践領域（１）学校体育と地域スポーツ

第８回 スポーツ経営の実践領域（２）大学とプロスポーツ

第９回 スポーツ経営の実践領域（３）スポーツツーリズムとイベント

第10回 スポーツ経営の実践領域（４）スポンサーシップ

第11回 スポーツ経営の実践領域（５）施設マネジメント

第12回 スポーツ経営の実践領域（６）経営倫理問題

第13回 スポーツ経営の実践領域（７）契約とネゴシエーション

第14回 スポーツ経営学の課題

第15回 小テストと解説

教科書

参考文献

体育・スポーツ経営学講義（大修館書店）

成績評価方法

試 験 40％ 小テスト２回。

平常点評価 60％ 出席と議論への参加の程度。

備考・関連URL



授業科目名：

予防医学演習（１）Ｂ

担当教員名：

鈴木 克彦

授業の概要

医科学研究の進歩に伴い、さまざまな疾患が遺伝要因と環境要因の相互作用により発症するという概念が具体

化され、また多くの疾患の発症にストレスや免疫異常、炎症などが密接に関与することも明らかにされつつある。

予防医学において、免疫学は「疫を免れる学」としてその基礎と応用の理解がきわめて重要である。生活習慣病

の予防・治療については、運動・栄養の意義・役割に重点をおき、体力医学・介護予防との関連を理解できるよ

うに予防医学を学習する。予習としてCourse N@viに掲載するコンテンツの受講を求めます。予習には90分～

120分かかると想定されます。

授業の到達目標

前半は、まず免疫学の知識を体系的に習得しながら、それらがいかにライフスタイルと関連し、病気（おもに

免疫関連疾患と感染症）の診断・治療・予防に応用されているかを理解する。後半は、今日の疾病構造は生活習

慣病が主体であるため、分子細胞生物学や免疫学等の生命科学が、いかに疾病の診断や予防・治療に応用されて

いるかを学ぶ。

授業計画

第１回 人体の構造と機能

第２回 健康増進と栄養学

第３回 健康診断・臨床検査

第４回 メタボリックシンドローム

第５回 運動習慣と疾病予防

第６回 疫学・老化研究

第７回 健康寿命と老人保健

第８回 高齢者医療・介護予防

第９回 運動と免疫

第10回 激運動と生体防御

第11回 健康づくり政策

第12回 介護予防と地域福祉活動

第13回 運動とサイトカインの実験的研究

第14回 運動による生体のストレス応答と制御

第15回 まとめと課題

教科書

なし

参考文献

森口覚、酒井徹、山本茂編『管理栄養士講座 感染と生体防御』建帛（ケンパク）社。

成績評価方法

レ ポ ー ト 50％ レポートによる評価

平常点評価 50％ 平常点による評価

備考・関連URL

ある程度医学的知識を習得済みであることが望ましい。

関連URL：http://www.f.waseda.jp/katsu.suzu/syllabus.htm



授業科目名：

アスレティックトレーニング演習（２）Ｂ

担当教員名：

広瀬 統一

授業の概要

本講義では、アスレティックトレーニングに関する英語論文抄読を通じて、各自の研究活動や臨床活動を発展

させる。

授業の到達目標

<１>当該分野の英語論文・著書を読み、内容を理解できる。

<２>自分の研究テーマの学術的・臨床的位置づけを説明できる。

授業計画

第１回 ガイダンス

第２回 論文・著書抄読２－１（研究背景の発表）

第３回 論文・著書抄読２－２（研究背景の妥当性に関する議論）

第４回 論文・著書抄読２－３（研究方法の発表）

第５回 論文・著書抄読２－４（研究方法の妥当性に関する議論）

第６回 論文・著書抄読２－５（統計方法の発表）

第７回 論文・著書抄読２－６（統計方法の信頼性に関する議論）

第８回 論文・著書抄読２－７（考察の発表）

第９回 論文・著書抄読２－８（考察の妥当性に関する議論）

第10回 中間発表２－１（論文・著書抄読内容の理解）

第11回 中間発表２－２（論文・著書抄読内容の分析）

第12回 中間発表２－３（論文・著書抄読内容の発展）

第13回 論文・著書抄読内容の発展２－１（自身の論文への応用）

第14回 論文・著書抄読内容の発展２－２（総括）

第15回 まとめ

教科書

なし

参考文献

なし

成績評価方法

平常点評価 100％ 毎回のプレゼン内容とディスカッションへの参加姿勢で評価する

備考・関連URL



授業科目名：

筋生物学演習（２）Ｂ

担当教員名：

秋本 崇之

授業の概要

本講義では，骨格筋の生物学，生理学に関する研究成果を受講者自身が調査し，理解し，発表して，他の受講

者と討論する事で，骨格筋に関する基礎的知識を整理する．この過程を通じて，将来の個人の研究テーマを明確

にする．

授業の到達目標

・骨格筋生物学の基礎的知識（生理学，生化学，分子生物学）を整理して，理解する．

・授業を通じて，個人の研究テーマを明確にする．

授業計画

第１回 オリエンテーション（本講義の目的と概要）／ 本講義の目的と概要について説明する 輪読分担決定

第２回 骨格筋の構造と機能 担当者の発表および全員の討論

第３回 骨格筋の分化 担当者の発表および全員の討論

第４回 骨格筋線維タイプ担当者の発表および全員の討論

第５回 骨格筋収縮のメカニズム（興奮収縮連関）担当者の発表および全員の討論

第６回 骨格筋収縮のメカニズム（ミオシンモータータンパク質）担当者の発表および全員の討論

第７回 骨格筋の代謝（エネルギー代謝）担当者の発表および全員の討論

第８回 骨格筋の代謝（骨格筋の構造と代謝）担当者の発表および全員の討論

第９回 骨格筋の種間差 担当者の発表および全員の討論

第10回 骨格筋の発生と再生 担当者の発表および全員の討論

第11回 骨格筋の可塑性 担当者の発表および全員の討論

第12回 骨格筋可塑性を調節するCa２+シグナル 担当者の発表および全員の討論

第13回 骨格筋可塑性を調節するメカノトランスダクション 担当者の発表および全員の討論

第14回 骨格筋可塑性を調節する転写後制御 担当者の発表および全員の討論

第15回 骨格筋生物学の最近のトピック 担当者の発表および全員の討論 定期試験は実施しない。

教科書

Schiaffino & Reggiani. Physiol Rev, 91, 1447-1531, 2011

参考文献

Essential細胞生物学 原書４版

成績評価方法

平常点評価 100％ 出席状況，各個人に割り当てられたテーマに関する発表内容，および討論における発言の

積極性と内容について，評価する．

備考・関連URL



授業科目名：

コーチング特論

担当教員名：

礒 繁雄

授業の概要

スポーツの持つコーチングの現状を選手、研究者、管理運営者の立場から実践研究をもとに明らかにする。こ

れらの現状からトップアスリート育成のためのコーチングシステムの構築について講義する。

授業の到達目標

コーチング実践から理論的背景を高めるための研究視点を芽生えさせる。さらに、理論の可能性と現状におけ

る限界を理解し、解決策等をディスカッションする能力を高める。

授業計画

第１回 演習概要の説明と進め方

第２回 コーチングの語源とスポーツコーチングの方向性

第３回 スポーツコーチングと教師との歴史的変遷

第４回 近代オリンピックの変遷とコーチングの役割変化

第５回 地域経済とスポーツコーチングの共存

第６回 （コーチングと教師・オリンピック・地域）グループ分けと討論

第７回 討論内容の発表（１）

第８回 討論内容の発表（２）

第９回 アナリストデータの活用（個人種目）

第10回 アナリストデータの活用（チーム種目）

第11回 招聘講師による講義と内容まとめ

第12回 強化策の策定視点と周囲との調整内容

第13回 タレント発掘の視点

第14回 トップアスリートが代表者と持つべき資質と学習内容

第15回 レポート課題とそのまとめ方

教科書

参考文献

成績評価方法

平常点評価 40％ 出席等

そ の 他 60％ 到達度の確認とレポートで60％

備考・関連URL



授業科目名：

武道のコーチング学特論

担当教員名：

射手矢 岬

授業の概要

競技としての柔道はグローバル化し、伝統的なコーチングでは世界で勝つ事が難しくなってきた。柔道の歴史、

技術・体力構造、現代のシニア・ジュニアのコーチングについて解説する。

授業の到達目標

柔道の基礎知識を学び、自分自身の競技力向上やコーチングについて考える能力を高める。

授業計画

第１回 オリエンテーション

第２回 嘉納治五郎と柔道の歴史

第３回 柔道の特性

第４回 技術の構造

第５回 体力の構造

第６回 柔の理合い（崩し、てこ）

第７回 柔道のコーチングに関する基本的な考え方

第８回 シニア・シニア選手に対するコーチング

第９回 コーチングと性差

第10回 階級制と無差別に関するコーチング

第11回 ジュニア期の減量、コンディショニング

第12回 体力トレーニング法

第13回 技術トレーニング法

第14回 試合映像の分析法

第15回 総括とまとめ（到達度の確認を含む）

教科書

なし

参考文献

柔道のコーチング、松本芳三、大修館書店、１９７６

ジュニア選手育成のための柔道コーチング論、山口香、射手矢岬他、道和書院、２００８

成績評価方法

レ ポ ー ト 50％ 課題レポートの評価

平常点評価 50％ 主体的（積極的）な授業への取り組みの評価

備考・関連URL



授業科目名：

冬季スポーツコーチング学演習（２）B

担当教員名：

藤田 善也

授業の概要

授業の到達目標

授業計画

第１回

第２回

第３回

第４回

第５回

第６回

第７回

第８回

第９回

第10回

第11回

第12回

第13回

第14回

第15回

教科書

参考文献

成績評価方法

試 験 ％

レポート ％

平常点評価 ％

そ の 他 ％

備考・関連URL

2020/1/31 時点シラバス未確定

本 科 目 を 履修 希 望 する 場 合 は所 沢 総 合事 務セ ン タ ー

担当 「kyousyoku-tokorozawa@list.waseda.jp」までお知らせください。



授業科目名：

スポーツビジネス・アドミニストレーション演習（１）Ｂ

担当教員名：

武藤 泰明

授業の概要

受講者は自分で選んだ論文ないし資料を指導教員の承認を経て購読・発表します。購読する論文・資料のうち

少なくとも3分の1は英語のものを取り上げます。選定の対象となる論文のテーマについては各回のタイトルを

参考にして下さい。

【予復習時間（60時間、全学共通）のめやす】

１）文献事前購読、発表資料作成 10hs ×5回 = 50hs

２）発表資料の修正と提出 2hs ×5回 = 10hs

授業の到達目標

１）スポーツマネジメントのホット・イシューを発見・理解する

２）基礎理論、原論についての知見を深める

３）文献検索方法に習熟する

４）自身の研究テーマを発見、あるいはレベルアップしていく

授業計画

第１回 履修者によるプレゼンテーションと議論（１）競技団体のガバナンス

第２回 履修者によるプレゼンテーションと議論（２）競技団体の財務と会計回示

第３回 履修者によるプレゼンテーションと議論（３）米国のプロスポーツ１．ＭＬＢ

第４回 履修者によるプレゼンテーションと議論（４）米国のプロスポーツ２．ＮＢＡ

第５回 履修者によるプレゼンテーションと議論（５）米国のプロスポーツ３．ＮＨＬ

第６回 履修者によるプレゼンテーションと議論（６）米国のプロスポーツ４．ＮＦＬ

第７回 履修者によるプレゼンテーションと議論（７）米国のプロスポーツ５．ＭＬＳ

第８回 履修者によるプレゼンテーションと議論（８）米国のプロスポーツ６．独立リーグ

第９回 履修者によるプレゼンテーションと議論（９）プロスポーツの企業価値の測定

第10回 履修者によるプレゼンテーションと議論（１０）欧州のプロバレーボール

第11回 履修者によるプレゼンテーションと議論（１１）欧州のプロバスケットボール

第12回 履修者によるプレゼンテーションと議論（１２）欧州のプロハンドボール

第13回 履修者によるプレゼンテーションと議論（１３）セイバーメトリクス

第14回 履修者によるプレゼンテーションと議論（１４）世界ランキング指標の解析

第15回 履修者によるプレゼンテーションと議論（１５）ゲーム理論とポスティングシステム

教科書

演習中に適宜示します。

参考文献

演習中に適宜示します。

成績評価方法

平常点評価 100％ 発表による。

備考・関連URL



授業科目名：

スポーツビジネス法演習（１）Ｂ

担当教員名：

松本 泰介

授業の概要

スポーツ界の現場において、スポーツ仲裁やスポーツガバナンスの観点からの要請が強くなり、代表選考の場

面、アンチ・ドーピングや暴力・セクハラ問題などのインテグリティの場面、スポーツ関係者への懲戒処分の場

面、スポーツ仲裁の場面など、スポーツ法を意識しなければならない場面が非常に増えている。このような中か

ら、受講者が選択したテーマに関する文献研究、研究報告を中心に、スポーツビジネス法研究の基礎を指導しま

す。

授業の到達目標

スポーツビジネス法に関連した研究のために必要なテーマ設定、研究計画、研究方法などを身につけること。

授業計画

第１回 スポーツビジネス法概観

第２回 スポーツビジネスにおける興行契約をめぐるルール形成と契約交渉

第３回 スポーツビジネスにおけるスポンサー契約をめぐるルール形成と契約交渉

第４回 スポーツビジネスにおける放映権契約をめぐるルール形成と契約交渉

第５回 スポーツビジネスにおける商品化契約をめぐるルール形成と契約交渉

第６回 選手契約、移籍契約をめぐるルール形成と契約交渉

第７回 スポーツ団体における地位をめぐるルール形成（アマチュア資格、エージェント資格など）

第８回 スポーツ団体の組織運営とスポーツガバナンス

第９回 スポーツ団体の代表選手選考とスポーツガバナンス

第10回 スポーツ団体の懲戒処分、紛争解決とスポーツガバナンス

第11回 スポーツビジネスとインテグリティをめぐるルール形成（アンチ・ドーピング、八百長）

第12回 スポーツビジネスとインテグリティをめぐるルール形成（差別、暴力・セクハラ）

第13回 スポーツビジネスとインテグリティをめぐるルール形成（事故）

第14回 スポーツビジネスと国際ルール

第15回 スポーツビジネスとスポーツ基本法

教科書

受講者が設定するテーマに応じて適宜紹介。

参考文献

日本スポーツ法学会編、「スポーツ法標準テキスト」（第２版）、エイデル研究所

成績評価方法

レ ポ ー ト 50％ 最終的な研究報告の内容

平常点評価 50％ 毎回の講義における事前準備、発表内容

備考・関連URL



授業科目名：

健康行動科学演習（１）Ｂ

担当教員名：

岡 浩一朗

授業の概要

本演習では、特にプレゼンテーションスキルおよびクリティカルリーディングに関するトレーニングを行う。

授業の到達目標

健康づくり（特に、身体活動・運動の促進および座りすぎ是正対策）のための効果的な支援方策の最新情報や

基礎知識に関するリテラシーを高め、修士論文をまとめるための研究能力および問題解決能力を高めることを主

な目標にする。

授業計画

第１回 演習の進め方、プレゼンテーションスキルトレーニング（１）研究発表に望む際の基本的態度

第２回 プレゼンテーションスキルトレーニング（２）効果的な画像の使い方

第３回 プレゼンテーションスキルトレーニング（３）効果的な講演原稿の作り方・読み方

第４回 プレゼンテーションスキルトレーニング（４）分かりやすいポスターの作り方

第５回 プレゼンテーションスキルトレーニング（５）研究発表に対する質問への回答方法

第６回 クリティカルリーディングトレーニング（１）事実を読み取る力を育む

第７回 クリティカルリーディングトレーニング（２）理由を考える力をつける

第８回 クリティカルリーディングトレーニング（３）内容を考える力を育てる

第９回 クリティカルリーディングトレーニング（４）批判的に文章を読む力を育む

第10回 クリティカルリーディングトレーニング（５）情報を応用して読み解く力をつける

第11回 クリティカルリーディングトレーニング（６）意見を述べる力を育てる

第12回 クリティカルリーディングトレーニング（７）観察研究の例

第13回 クリティカルリーディングトレーニング（８）実験研究の例

第14回 クリティカルリーディングトレーニング（９）介入研究の例

第15回 講評とレポート課題

教科書

特になし。資料は講義中に適宜配布する。

参考文献

特になし。

成績評価方法

レ ポ ー ト 20％ レポート内容20％

平常点評価 80％ 平常点50％（主体的な授業参加度を重視する）、発表内容15％、授業中の積極性や勤勉性と

いった取組姿勢15％

備考・関連URL



授業科目名：

健康教育学演習（１）Ｂ

担当教員名：

石井 香織

授業の概要

本演習では、健康教育学分野における論文読解能力、プレゼンテーションスキルに関するトレーニングを行う。

授業の到達目標

健康教育学分野の健康づくりのための支援方策に関する知識を深め、修士論文をまとめるためのスキルを身に

つけることを主な目標にする。

授業計画

第１回 演習の概要と進め方

第２回 論文読解１：記述的読解

第３回 論文読解２：論理的読解

第４回 論文読解３：批判的読解

第５回 論文読解４：読解した内容の応用

第６回 論文読解５：図表の読解

第７回 論文読解６：総合的読解

第８回 プレゼンテーション１：論理と主張

第９回 プレゼンテーション２：問題の提起

第10回 プレゼンテーション３：スライドの構造

第11回 プレゼンテーション４：図表の活用

第12回 プレゼンテーション５：研究発表時の基本的姿勢・マナー

第13回 プレゼンテーション６：質疑応答

第14回 プレゼンテーション７：ポスター作成技法

第15回 総復習（到達度の確認を含む）とレポート課題 定期試験は実施しない。

教科書

特になし。資料は講義中に適宜配布する。

参考文献

基礎から学ぶ楽しい学会発表・論文執筆（中村 好一）

成績評価方法

レ ポ ー ト 20％ レポート内容20％：与えられた課題を講義内容の視点と絡めて深く理解しているかどうか

を評価します。

平常点評価 80％ 発表内容40％：各個人に割り当てられたテーマに関する発表内容について評価します。

授業中の積極性や勤勉性といった取組姿勢40％：授業への積極性を評価します。

備考・関連URL



授業科目名：

アスレティックパフォーマンス演習（１）Ｂ

担当教員名：

平山 邦明

授業の概要

本講義では、論文抄読およびそのまとめ作業を通じて着想した研究テーマについて、研究計画を立案すること

を目的とする。さらに、可能な限り研究を進捗させ、予備実験のデータなどについてディスカッションする。

授業の到達目標

〈１〉自身の研究テーマの学術的位置づけを説明することができる。

〈２〉研究計画書を作成し、説明することができる。

〈３〉研究課題を遂行するための実験デザインや方法論を理解し、データの収集と解析を進められる。

授業計画

第１回 オリエンテーション（本演習の目的と概要の説明）

第２回 研究テーマと研究課題の発表〈１〉

第３回 研究テーマと研究課題の発表〈２〉

第４回 研究デザイン・方法論の発表〈１〉

第５回 研究デザイン・方法論の発表〈２〉

第６回 予備実験の進捗状況の発表〈１〉

第７回 予備実験の進捗状況の発表〈２〉

第８回 予備実験の進捗状況の発表〈３〉

第９回 予備実験の進捗状況の発表〈４〉

第10回 予備実験の結果発表〈１〉

第11回 予備実験の結果発表〈２〉

第12回 研究デザイン・方法論の修正〈１〉

第13回 研究デザイン・方法論の修正〈２〉

第14回 研究計画の発表〈１〉

第15回 研究計画の発表〈２〉

教科書

なし

参考文献

なし

成績評価方法

平常点評価 100％ プレゼンテーションの内容とディスカッションへの参加姿勢で評価する。

備考・関連URL



授業科目名：

スポーツセーフティ特論

担当教員名：

細川 由梨

授業の概要

本講義では、スポーツ現場の安全にまつわる諸問題について検討し、ケーススタディを用いながらスポーツセ

ーフティについて考える。

授業の到達目標

(1) スポーツ関連突然死の要因を説明できる。

(2) 競技スポーツ、教育、公衆衛生、行政の観点からスポーツセーフティに関する問題を特定することができる。

(3) スポーツセーフティを推進するための方法を立案・提示することができる。

授業計画

第１回 オリエンテーション

スポーツ関連突然死の疫学１（抄読）

第２回 スポーツ関連突然死の疫学２（ディスカッション）

第３回 スポーツ現場の安全管理体制について

第４回 ケーススタディ１：判例からの考察１（抄読）

第５回 ケーススタディ１：判例からの考察２（抄読）

第６回 ケーススタディ１：判例からの考察３（ディベート）

第７回 スポーツ関連突然死：心疾患１

第８回 スポーツ関連突然死：心疾患２

第９回 スポーツ関連突然死：労作性熱射病１

第10回 スポーツ関連突然死：労作性熱射病２

第11回 スポーツ関連突然死：頭部外傷１

第12回 スポーツ関連突然死：頭部外傷２

第13回 ケーススタディ２：実態調査１（問題の特定）

第14回 ケーススタディ２：実態調査２（ディスカッション）

第15回 ケーススタディ２：実態調査３（解決策の立案）

教科書

参考文献

(1) Douglas J. Casa, Rebecca L. Stearns. Preventing Sudden Death in Sport & Physical Activity. 2nd ed.;

2017. https://www.jblearning.com/catalog/productdetails/9781284077360.

(2) Douglas J. Casa, Rebecca L. Stearns. Emergency Management for Sport and Phys

成績評価方法

平常点評価 100％ 毎回のプレゼンテーション内容やディスカションへの参加姿勢を受講者全員で相互に評価

し、成績に反映させる。

備考・関連URL



授業科目名：

舞踊論演習（１）Ｂ

担当教員名：

杉山 千鶴

授業の概要
演習（１）A の内容、フィールドワークで得られた知見や資料を元に報告書を作成する。報告書作成の過程で

は、常に記述内容について検討を繰り返し、補充として異なる伝統芸能や民俗芸能を対象とした先行研究や資料
の講読を行う。
出来上がった報告書は、学会誌に投稿する。

授業の到達目標
①特定の現象に対する問題意識を養う。②明瞭かつ論理的な文章作成力。

授業計画
第１回 ガイダンス

授業内容と授業計画の説明。
第２回 フィールドワークの振り返り①

フィールドワークによって現地で得られた資料を整理し、その内容を検討する①
第３回 フィールドワークの振り返り②

フィールドワークによって現地で得られた資料を整理し、その内容を検討する②
第４回 問題の設定

演習（１）Aで得られた知見、夏季休業中のフィールドワークを通して得られた資料をすり合わせ、当
該の伝統芸能・民俗芸能の問題点を一つに絞る。

第５回 問題の細分化
第4回の授業で絞った１つの問題に対する答えを導くための道筋を検討し、それを元に報告書の目次・
構成を決定する。報告書の分担の決定。

第６回 報告書の作成①

担当部分についてフルテキストの資料にもとづき発表し、その内容について検討する①
第７回 報告書の作成②

担当部分についてフルテキストの資料にもとづき発表し、その内容について検討する②
第８回 報告書の作成③

担当部分についてフルテキストの資料にもとづき発表し、その内容について検討する③
第９回 報告書の作成④

担当部分について、修正したフルテキストの資料にもとづき発表し、その内容について検討する①
第10回 報告書の作成⑤

担当部分について、修正したフルテキストの資料にもとづき発表し、その内容について検討する②
第11回 報告書の作成⑥

担当部分について、修正したフルテキストの資料にもとづき発表し、その内容について検討する③
第12回 報告書のまとめ

これまでの発表内容を目次にそってまとめ、一つの報告書の体裁を整える作業を行う。つなぎの不自然
さや不足部分のある場合は、次回以降の課題としてこれを明確化し共有する。

第13回 報告書の仕上げ①
報告書の内容の確認、図表の追加等の調整①

第14回 報告書の仕上げ②
報告書の内容の確認、図表の追加等の調整①

第15回 総括と報告書の完成
報告書の最終チェックと修正、完成。報告書の作成までに得られた問題点の復習。

教科書

特になし

参考文献

他の伝統芸能・民俗芸能の関連する問題を扱った先行研究について、教場で随時紹介する。

成績評価方法

レ ポ ー ト 50％ 報告書の内容

そ の 他 50％ 授業への意欲的姿勢

備考・関連URL



授業科目名：

スポーツ社会学演習（２）Ｂ

担当教員名：

中澤 篤史

授業の概要

スポーツ・身体・人間に関連する社会現象を、社会学を中心とした社会科学的アプローチから探究する。演習

（１）の基礎の上で、受講者自身が、スポーツ・身体・人間についての社会学的研究を進め、オリジナルなテー

マを設定できることをめざす。文献の講読と議論も、引き続き行う。

授業の到達目標

オリジナルなテーマを設定できること

授業計画

第１回 ガイダンス

第２回 テーマ設定のための討論（１）スポーツと階層

第３回 テーマ設定のための討論（２）スポーツとジェンダー／セクシャリティ

第４回 テーマ設定のための討論（３）スポーツと民族

第５回 テーマ設定のための討論（４）スポーツと福祉

第６回 テーマ設定のための討論（５）スポーツと障害

第７回 テーマ設定のための討論（６）スポーツと社会

第８回 研究発表（１）データを集める

第９回 研究発表（２）結論を出す

第10回 文献の講読と議論（１）権力

第11回 文献の講読と議論（２）規律訓練

第12回 文献の講読と議論（３）主体化

第13回 文献の講読と議論（４）自己

第14回 文献の講読と議論（５）人間と社会

第15回 総括論議

教科書

授業内で適宜、知らせる。

参考文献

なし。

成績評価方法

平常点評価 100％ スポーツ社会学的研究のテーマ設定の仕方およびその独創性

備考・関連URL



授業科目名：

スポーツビジネス・アドミニストレーション演習（２）

Ｂ

担当教員名：

武藤 泰明

授業の概要

受講者は自分で選んだ論文ないし資料を指導教員の承認を経て購読・発表します。購読する論文・資料のうち

少なくとも3分の1は英語のものを取り上げます。選定の対象となる論文のテーマについては各回のタイトルを

参考にして下さい。

【予復習時間（60時間、全学共通）のめやす】

１）文献事前購読、発表資料作成 10hs×5回=50hs

２）発表資料の修正と提出 2hs×5回=10hs

授業の到達目標

１）スポーツマネジメントのホット・イシューを発見・理解する

２）基礎理論、原論についての知見を深める

３）文献検索方法に習熟する

４）自身の研究テーマを発見、あるいはレベルアップしていく

授業計画

第1回 履修者によるプレゼンテーションと議論（１）欧州サッカー１．イングランド

第2回 履修者によるプレゼンテーションと議論（２）欧州サッカー２．スペイン

第3回 履修者によるプレゼンテーションと議論（３）欧州サッカー３．フランス

第4回 履修者によるプレゼンテーションと議論（４）欧州サッカー４．ドイツ

第5回 履修者によるプレゼンテーションと議論（５）欧州サッカー５．イタリア

第6回 履修者によるプレゼンテーションと議論（６）欧州サッカー６．その他の国々

第7回 履修者によるプレゼンテーションと議論（７）欧州サッカー７．チャンピオンズリーグとヨーロッパリ

ーグ

第8回 履修者によるプレゼンテーションと議論（８）米国のスタジアム・アリーナ

第9回 履修者によるプレゼンテーションと議論（９）欧州のスタジアム

第10回 履修者によるプレゼンテーションと議論（１０）移籍システム１．欧州サッカー

第11回 履修者によるプレゼンテーションと議論（１１）移籍システム２．米国ＭＬＢ

第12回 履修者によるプレゼンテーションと議論（１２）放送権料

第13回 履修者によるプレゼンテーションと議論（１３）コミュニティ・デザイン

第14回 履修者によるプレゼンテーションと議論（１４）マーチャンダイジング

第15回 履修者によるプレゼンテーションと議論（１５）リーグ・システムの国際比較

教科書

演習中に適宜示します。

参考文献

演習中に適宜示します。

成績評価方法

平常点評価 100％ 発表による。

備考・関連URL

とりあげるテーマについては設定した分野、あるいは途中段階での議論によって変わることがあります。換言

すれば、学生は自分が関心を持つ領域の文献を演習に持ち込み議論することができます。



授業科目名：

スポーツビジネス法演習（２）Ｂ

担当教員名：

松本 泰介

授業の概要

スポーツ界の現場において、スポーツ仲裁やスポーツガバナンスの観点からの要請が強くなり、代表選考の場

面、アンチ・ドーピングや暴力・セクハラ問題などのインテグリティの場面、スポーツ関係者への懲戒処分の場

面、スポーツ仲裁の場面など、スポーツ法を意識しなければならない場面が非常に増えている。このような中か

ら、受講者が選択したテーマに関する文献研究、研究報告を前提に、スポーツビジネス法に関する学術論文作成

を指導します。

授業の到達目標

スポーツビジネス法に関するバランスある法的思考力を持った学術論文を作成すること。

授業計画

第１回 スポーツビジネス法概観

第２回 スポーツビジネスにおける興行契約をめぐるルール形成と契約交渉

第３回 スポーツビジネスにおけるスポンサー契約をめぐるルール形成と契約交渉

第４回 スポーツビジネスにおける放映権契約をめぐるルール形成と契約交渉

第５回 スポーツビジネスにおける商品化契約をめぐるルール形成と契約交渉

第６回 選手契約、移籍契約をめぐるルール形成と契約交渉

第７回 スポーツ団体における地位をめぐるルール形成（アマチュア資格、エージェント資格など）

第８回 スポーツ団体の組織運営とスポーツガバナンス

第９回 スポーツ団体の代表選手選考とスポーツガバナンス

第10回 スポーツ団体の懲戒処分、紛争解決とスポーツガバナンス

第11回 スポーツビジネスとインテグリティをめぐるルール形成（アンチ・ドーピング、八百長）

第12回 スポーツビジネスとインテグリティをめぐるルール形成（差別、暴力・セクハラ）

第13回 スポーツビジネスとインテグリティをめぐるルール形成（事故）

第14回 スポーツビジネスと国際ルール

第15回 スポーツビジネスとスポーツ基本法

教科書

受講者が設定するテーマに応じて適宜紹介。

参考文献

日本スポーツ法学会編、「スポーツ法標準テキスト」（第２版）、エイデル研究所

成績評価方法

レ ポ ー ト 50％ 最終的な学術論文の内容

平常点評価 50％ 毎回の講義における事前準備、発表内容

備考・関連URL



授業科目名：

スポーツ神経精神医科学演習（１）Ｂ

担当教員名：

西多 昌規

授業の概要

・睡眠・生体リズムとスポーツパフォーマンス（生体リズムによるパフォーマンス操作、ジェットラグ対策）・

身体運動が脳や心の働きに与える影響（運動によるADHDやうつ状態の改善）

・スポーツパフォーマンスに関連した脳機能（睡眠による運動記憶・技術の定着・向上、睡眠奪取・睡眠延長に

よる高次脳機能変化）

などについて、招聘講師の講義、文献抄読および実験計画の検討などを行います。

授業の到達目標

・この分野に関わる知識を専門的なレベルのディスカッションが可能になることを目標に習得します。

・自分自身の研究の方向性を定めます。

・研究に関わる文献を検索し、読解し、研究の現状について把握します。

・自分の研究計画を立案し、研究計画のもつ発見性について理解します。

授業計画

第１回 【オリエンテーション】夏季休暇中の研究活動の総合討論と今後の方向

第２回 【研究進捗と討論】研究進捗と討論 テーマの方向性の検証

第３回 【研究進捗と討論】研究デザインの検討

第４回 【研究進捗と討論】実験方法

第５回 【研究進捗と討論】統計解析

第６回 【講義】睡眠と生体リズム

第７回 【研究に必要な過去文献レヴュー】考察に向けた関連分野の論文抄読

第８回 【研究に必要な過去文献レヴュー】方法・対象の修整

第９回 【研究に必要な過去文献レヴュー】解析方法の検討

第10回 【研究に必要な過去文献レヴュー】その他問題事項についての討論・検討

第11回 【講義】スポーツ精神医学専門講義

第12回 【講義】睡眠医学専門講義

第13回 【講義】スポーツ脳神経科学専門講義

第14回 【講義】招聘講義 スポーツと睡眠研究について

第15回 【総合総括】秋学期の総括と次年度の研究計画について

教科書

特に指定しません。

参考文献

講義のたびに紹介します。

成績評価方法

試 験 100％ 最終日に口頭試問を行い、成績を評価します。

備考・関連URL

・日程内容は変更される場合があります。CourseN@viで通知します。



授業科目名：

健康行動科学演習（２）Ｂ

担当教員名：

岡 浩一朗

授業の概要

本演習では、介入研究およびシステマティックレビュー・メタアナリシスに関して、ダイレクトリーディング

（特定の領域を決めて、一定数の論文を読み、その要旨を説明する）トレーニングを中心に演習を進める。

授業の到達目標

健康づくり（特に、身体活動・運動の促進および座りすぎ是正対策）のための効果的な支援方策の最新情報に

関するリテラシーを高め、修士論文をまとめるための研究能力および問題解決能力を高めることを主な目標にす

る。

授業計画

第１回 演習の概要と進め方

第２回 ダイレクトリーディングトレーニング（14）介入研究読解の基本的な考え方「CONSORT声明」

第３回 ダイレクトリーディングトレーニング（15）介入研究における「緒言」の読解

第４回 ダイレクトリーディングトレーニング（16）介入研究における「方法」の読解

第５回 ダイレクトリーディングトレーニング（17）介入研究における「結果」の読解

第６回 ダイレクトリーディングトレーニング（18）介入研究における「考察」の読解

第７回 ダイレクトリーディングトレーニング（19）介入研究における「図表」の読解

第８回 ダイレクトリーディングトレーニング（20）介入研究における「論文全体」読解のまとめ

第９回 ダイレクトリーディングトレーニング（21）システマティックレビュー・メタアナリシスの基本的な考

え方「PRISMA声明」

第10回 ダイレクトリーディングトレーニング（22）システマティックレビュー・メタアナリシスにおける「緒

言」の読解

第11回 ダイレクトリーディングトレーニング（23）システマティックレビュー・メタアナリシスにおける「方

法」の読解

第12回 ダイレクトリーディングトレーニング（24）システマティックレビュー・メタアナリシスにおける「結

果」の読解

第13回 ダイレクトリーディングトレーニング（25）システマティックレビュー・メタアナリシスにおける「考

察」の読解

第14回 ダイレクトリーディングトレーニング（26）システマティックレビュー・メタアナリシスにおける「図

表」の読解

第15回 講評とレポート課題

教科書

特になし。

参考文献

特になし。

成績評価方法

レ ポ ー ト 20％ レポート内容20％

平常点評価 80％ 平常点50％（主体的な授業参加度を重視する）、発表内容15％、授業中の積極性や勤勉性と

いった取組姿勢15％

備考・関連URL



授業科目名：

健康教育学演習（２）Ｂ

担当教員名：

石井 香織

授業の概要

本演習では、健康教育学分野における介入研究およびレビュー研究に関する論文を批判的に読み解き、その内

容を説明することを主とし進める。

授業の到達目標

健康教育学分野の健康づくりのための支援方策に関する知識を深め、修士論文をまとめるためのスキルを身に

つけることを主な目標にする。

授業計画

第１回 演習の概要と進め方

第２回 介入研究１：介入研究読解の基本

第３回 介入研究２：背景の読解

第４回 介入研究３：方法の読解

第５回 介入研究４：結果の読解

第６回 介入研究５：考察の読解

第７回 介入研究６：総合的読解

第８回 レビュー研究１：レビュー研究読解の基本

第９回 レビュー研究２：背景の読解

第10回 レビュー研究３：方法の読解

第11回 レビュー研究４：結果の読解

第12回 レビュー研究５：考察の読解

第13回 レビュー研究６：総合的読解

第14回 図表の読解

第15回 総復習（到達度の確認を含む）とレポート課題 定期試験は実施しない。

教科書

特になし。資料は講義中に適宜配布する。

参考文献

基礎から学ぶ楽しい学会発表・論文執筆（中村 好一）

成績評価方法

レ ポ ー ト 20％ レポート内容20％：与えられた課題を講義内容の視点と絡めて深く理解しているかどうか

を評価します。

平常点評価 80％ 発表内容40％：各個人に割り当てられたテーマに関する発表内容について評価します。

授業中の積極性や勤勉性といった取組姿勢40％：授業への積極性を評価します。

備考・関連URL



授業科目名：

アスレティックパフォーマンス演習（２）Ｂ

担当教員名：

平山 邦明

授業の概要

本演習では、演習（１）で立案した研究計画にそって研究を行うとともに、関連した先行研究を精読し、結果

の解釈に関する知識をより深めて修士論文を作成する。さらに、その内容を、文章やプレゼンテーションを通じ

て他者へ効果的に伝える方法を学ぶ。

授業の到達目標

修士論文の作成・発表に必要な能力を身につけている。

授業計画

第１回 オリエンテーション（本演習の目的と概要の説明）

第２回 本実験の進捗状況の発表

第３回 データ解析・統計処理の再検討

第４回 本実験の結果の発表〈１〉

第５回 本実験の結果の発表〈２〉

第６回 結果の解釈に関する討議〈１〉

第７回 結果の解釈に関する討議〈２〉

第８回 修士論文の全体構成の発表〈１〉

第９回 修士論文の全体構成の発表〈２〉

第10回 論文執筆状況と緒言の発表

第11回 論文執筆状況と方法の発表

第12回 論文執筆状況と結果の発表

第13回 論文執筆状況と考察の発表

第14回 研究成果の発表と討議〈１〉

第15回 研究成果の発表と討議〈２〉

教科書

なし

参考文献

なし

成績評価方法

平常点評価 100％ プレゼンテーションの内容とディスカッションへの参加姿勢で評価する。

備考・関連URL



授業科目名：

バイオメカニクス特論

担当教員名：

矢内 利政

授業の概要

身体運動解析にて計測された数値情報から人体の運動メカニズムを明らかにするために必要な力学的解析方

法を学ぶことを目的とする。とりわけ、人体を剛体のリンクとみなしてモデル化し、各身体部位の運動を３D 剛

体運動として解析する手法を学ぶ。

授業の到達目標

オイラー角やオイラーパラメータを含む回転運動分析を中心とした３D Kinematic analysisを行うための基礎

知識を習得し、ニュートンとオイラーの運動方程式を用いた３D Kinetic analysisを実施できるようになる。

授業計画

第１回 オリエンテーション

第２回 平面上の物体の位置

第３回 観測点の移動

第４回 空間内の物体の位置

第５回 観測点の位置と向きの移動

第６回 物体の向き

第７回 ある物体の他の物体に対する向き

第８回 回転の中心と回転軸

第９回 復習

第10回 力と運動との関係

第11回 回転運動の分析

第12回 力の回転効果

第13回 回転運動の勢い（角運動量）

第14回 回転運動における慣性（慣性モーメント）

第15回 復習

教科書

とくに定めないでテーマに沿った論文や配布資料を参考に行う。

参考文献

成績評価方法

試 験 70％ 試験による評価

平常点評価 30％ 出席点：２％×15＋クイズ10％

備考・関連URL



授業科目名：

ボールゲーム戦術戦略論演習（２）Ｂ

担当教員名：

倉石 平

授業の概要

日本における最適なコーチングシステム（特にチームスポーツ）の検討。アナリストの役割と実践。

以下の項目について学習する。

<１>日本における、特にチームスポーツのコーチング及びコーチングシステムについて検討する。

<２>コーチングシステムの中での組織と役割の検討。

<３>アナリストの仕事の把握と実践。（反映の仕方（データ分析と表現、映像編集）とプレゼンテーション）

<４>ゲームプランの立案（反映データからの立案）、練習メニューの作成。

授業の到達目標

<１>コーチングにおける、アナリスト等からのデータの反映及びチェックの方法（実践での活用）。

<２>日々の練習等からの反省と、練習・ゲームへの反映。

<３>チームをつくる。

授業計画

第１回 リスクマネジメント リスクマネジメント

第２回 ゲームにおけるリスクマネージメント ゲーム、コーチング、リスクマネジメント

第３回 練習におけるリスクマネージメント 練習、リスクマネジメント

第４回 ケガなどのリスクマネージメント／コンディショニングについて コンディショニング、リコンディシ

ョニング

第５回 チームビルディング／モチベーションマネージメントについて チームビルディング

第６回 チームビルディング／組織と役割について リーダーシップ、組織、役割り

第７回 ボールゲームにおけるスキルについて／ファンダメンタルについて スキル、ファンダメンタル

第８回 ボールゲームにおけるチームスキルについて／チームルールについて チームスキル、チームルール

第９回 指導の方法／指導目的、方向性、チェックリストなど コーチング方法、リスクマネジメント

第10回 トレーニングの原則について トレーニング原則

第11回 JOC、JBA における一貫指導とは／公認コーチ制度について 日体協、公認コーチ、日本バスケットボ

ール協会、指導者制度

第12回 一貫指導、育成、強化とは／文部科学省、日本体育協会、JOC JOC、日体協、一貫指導、育成、強化、

競技力向上

第13回 国際競争力をもつには／世界の動向について 国際競争力

第14回 国際競争力をもつには／条件として 国際競争力、競技力向上、エリート教育

第15回 まとめ コーチング、バスケットボール競技、競技力向上

教科書

参考文献

成績評価方法

レ ポ ー ト 50％ レポートによる評価

平常点評価 50％ 積極的な授業への参加、発言等で評価する。

プレゼンテーション、ディベート等を含む。

備考・関連URL



授業科目名：

スポーツ社会学演習（１）Ｂ

担当教員名：

中澤 篤史

授業の概要

スポーツ・身体・人間に関連する社会現象を、社会学を中心とした社会科学的アプローチから探究する。演習

は、スポーツ・身体・人間について論じた社会学／社会科学の文献の講読と議論を通じて、スポーツ社会学の方

法を理解することをめざす。

授業の到達目標

スポーツ社会学の方法の理解

授業計画

第１回 ガイダンス

第２回 文献の講読と議論（１）社会学的アプローチ

第３回 文献の講読と議論（２）スポーツ社会学の理論と方法

第４回 文献の講読と議論（３）スポーツと社会的文脈

第５回 文献の講読と議論（４）スポーツと身体

第６回 文献の講読と議論（５）スポーツと人間

第７回 文献の講読と議論（６）スポーツと政治

第８回 文献の講読と議論（７）スポーツと経済

第９回 文献の講読と議論（８）スポーツと教育

第10回 文献の講読と議論（９）スポーツと階層

第11回 文献の講読と議論（10）スポーツとジェンダー／セクシャリティ

第12回 文献の講読と議論（11）スポーツと民族

第13回 文献の講読と議論（12）スポーツと福祉

第14回 文献の講読と議論（13）スポーツと障害

第15回 総括論議

教科書

授業内で適宜、知らせる。

参考文献

なし。

成績評価方法

平常点評価 100％ スポーツ社会学の方法の理解度

備考・関連URL



授業科目名：

舞踊論演習（２）Ｂ

担当教員名：

杉山 千鶴

授業の概要

演習（２）A では、１つの問題に対し、多様な視点から見つめること、そして文献や論考の読み込みによって

その答えを導き出すことを学んだ。本科目ではこれを受けて、各自が自身の研究テーマについて１つの問題を設

定し、関連する文献や論考を講読・発表し、ディスカッションを行う。ディスカッション後は必要に応じて資料

や先行研究を検討し、掘り下げていく。

授業の到達目標

設定した問題を、検討を重ねながら掘り下げていくことを通して、その答えに到達する。

授業計画

第１回： ガイダンス

本科目の内容と授業計画の説明、授業計画の決定

第２回： 文献・論考の講読①

各自の設定した問題に関連する文献・論考について、概要と発表、検討。

第３回： 文献・論考の講読②

各自の設定した問題に関連する文献・論考について、概要と発表、検討。

第４回： 文献・論考の講読③

各自の設定した問題に関連する文献・論考について、概要と発表、検討。

第５回： 文献・論考の講読④

各自の設定した問題に関連する文献・論考について、概要と発表、検討。

第６回： 文献・論考の講読⑤

各自の設定した問題に関連する文献・論考について、概要と発表、検討。

第７回： 文献・論考の講読⑥

各自の設定した問題に関連する文献・論考について、概要と発表、検討。

第８回： 文献・論考の講読⑦

これまでの発表内容の確認と、問題に対する答えを検討し、そこから補充の必要な視点や新たな課題

を確認する。

第９回： 補足・課題解決のための文献・論考の講読①

必要な視点、新たな課題に関する文献・論考について、概要と発表、検討。

第１０回：補足・課題解決のための文献・論考の講読②

必要な視点、新たな課題に関する文献・論考について、概要と発表、検討。

第１１回：補足・課題解決のための文献・論考の講読③

必要な視点、新たな課題に関する文献・論考について、概要と発表、検討。

第１２回：補足・課題解決のための文献・論考の講読④

必要な視点、新たな課題に関する文献・論考について、概要と発表、検討。

第１３回：補足・課題解決のための文献・論考の講読⑤

必要な視点、新たな課題に関する文献・論考について、概要と発表、検討。

第１４回：まとめ①

補足或いは課題解決のための文献・論考の講読から得られた知見の確認と、当初設定した問題に対す

る答えの検討。

第１５回：まとめ②

当初設定した問題に対する答えの修士論文における位置づけの確認と総括。

教科書

教場で紹介、指示する。

参考文献

随時教場で紹介、指示する。

成績評価方法

そ の 他 100％ 発表内容並びに研究テーマに対する積極的かつ熱い姿勢を評価する。

備考・関連URL



授業科目名：

運動代謝学演習（１）Ｂ

担当教員名：

宮下 政司

授業の概要

運動代謝学演習（１）では、質の高い修士論文を作成するために必要な知識と応用的発想力を習得することを

目的とする。特に専門領域の研究を進める上で、研究の視座が狭まらないように健康スポーツ科学系の様々な角

度から複眼的な視点に基づき、受講生が設定する研究テーマに対し、指導･助言を行う。

運動代謝学演習（１）B においては、これまで精読した国内外の先行研究に基づき、自らの研究の着眼点を明

確にし、効率的に研究を進めるために必要な研究計画書を作成する。研究の進捗状況によっては、予備実験など

の実施も視野に入れる。

授業の到達目標

・修士論文の作成に必要な国内外における研究動向を把握し、問題の構造化と論理を構成し、具体的な研究課題

が設定できるようになる。

・研究課題を遂行するために必要な実験デザイン・方法論を理解し、予備データの収集と解析を進められるよう

になる。

・設定した研究テーマに基づき、効率的に研究を遂行するための研究計画書を作成し発表ができるようになる。

授業計画

第１回 研究テーマ発表① 運動とエネルギー代謝

第２回 研究テーマ発表② 運動と栄養代謝

第３回 先行研究のレビュー① アスリートとエネルギー消費

第４回 先行研究のレビュー② アスリートとエネルギー摂取

第５回 先行研究のレビュー③ 生活習慣病予防のための運動

第６回 先行研究のレビュー④ 生活習慣病予防のための身体活動

第７回 研究デザイン・方法論の計画発表① アスリートに着目して

第８回 研究デザイン・方法論の計画発表② 健康増進に着目して

第９回 予備実験の実施に関わる進捗発表① 実験プロトコルの妥当性

第10回 予備実験の実施に関わる進捗発表② 図表の作成の仕方

第11回 予備実験の実施に関わる進捗発表③ 統計解析の手法

第12回 予備実験の結果発表① 身体パフォーマンス/健康増進の視座から

第13回 予備実験の結果発表② 結果の解釈

第14回 研究計画の発表① 実験デザインおよびプロトコルに着目して

第15回 研究計画の発表② 評価項目と統計解析に着目して

教科書

なし

参考文献

「代謝ガイドブック」霜田幸雄（著）株式会社技術評価論社，東京，2014年

「Exercise Metabolism」 Hargreaves M and Lawrence S (Editors), Human Kinetics, 2005

成績評価方法

平常点評価 100％ 発表・討議などにおける積極性や発表内容を総合的に評価する。

備考・関連URL



授業科目名：

バイオメカニクス演習（１）Ｂ

担当教員名：

矢内 利政

授業の概要

バイオメカニクスに関連する分野における研究デザインや方法論について理解し、さらに応用発展させるため

の基礎的事項を、国内外で報告された論文を精読し討論することを通じて学習する。また、院生が進めている研

究課題について討議し、研究目的に合致した方法論を用いた研究デザインを構築できるよう意見を交換する。

授業の到達目標

バイオメカニクスは、機械工学の基礎概念や方法論を応用・発展させることにより、生物の身体活動に見られ

る様々な運動メカニズムや身体各階層レベルの構造・力学的性質を明らかにする応用科学領域である。本演習で

は、バイオメカニクス研究のデザインや方法論について理解し、さらに応用発展させるための基礎的事項を説明

できるようになる。

授業計画

第１回 オリエンテーション

第２回 身体運動を物理変数として表すための計測（Kinematics）

第３回 身体運動を物理変数として表すための計測（Kinetics）

第４回 抄読会１（身体運動分析法に着目したCritical review）

第５回 抄読会２（身体運動分析法に着目したCritical review）

第６回 研究（データ）発表会１

第７回 研究（データ）発表会２

第８回 力学原理に基づいたデータ分析１

第９回 力学原理に基づいたデータ分析２

第10回 抄読会３（力学原理の応用に着目したCritical review）

第11回 抄読会４（力学原理の応用に着目したCritical review）

第12回 研究（データ）発表会３

第13回 研究（データ）発表会４

第14回 研究（データ）発表会５

第15回 総括研究

教科書

教科書はとくに定めないでテーマに沿った論文や配布資料を参考に行う。

参考文献

成績評価方法

レ ポ ー ト 40％ 抄読会・データ発表会での発表と概要レポート作成

そ の 他 60％ 会への参加 ２％×15、討議への参加 30％

備考・関連URL



授業科目名：

運動代謝学演習（２）Ｂ

担当教員名：

宮下 政司

授業の概要

運動代謝学演習（2）では、運動代謝学演習（1）で得られた知識や技術に沿って、各自の研究テーマと関連し

た論文（主に英文）を精読し、討議を通して研究方法や結果の解釈に関する知識をより深めことで修士論文の作

成を支援する。

運動代謝学演習（2）Bでは、先行研究（主に英文）を引き続き精読し討議することで、質の高い修士論文を作

成するための技法や発表を通し伝え方を学ぶ。

授業の到達目標

・修士論文の作成に必要な研究力（執筆能力や発表能力）を身につけることができるようになる。

授業計画

第１回 本実験の実施に関わる進捗発表① 得られた数値を図表化

第２回 先行研究のレビュー① 健康との関連

第３回 本実験の実施に関わる進捗発表② 緒言の記載について

第４回 先行研究のレビュー② 身体パフォーマンスとの関連

第５回 本実験の実施に関わる進捗発表③ 考察の記載について

第６回 先行研究のレビュー③ 疲労・コンディショニングとの関連

第７回 データ分析・統計解析の再検討① 分散分析

第８回 先行研究のレビュー④ 栄養代謝との関連

第９回 データ分析・統計解析の再検討② 混合モデル

第10回 本実験の結果発表① 主評価項目（分析モデル別）

第11回 本実験の結果発表② 副次評価項目（分析モデル別）

第12回 修士論文の構想発表の再検討① 緒言・方法

第13回 修士論文の構想発表の再検討② 結果・考察

第14回 研究成果の発表と討議① プレゼン技法

第15回 研究成果の発表と討議② 社会への還元

教科書

なし

参考文献

「代謝ガイドブック」霜田幸雄（著）株式会社技術評価論社，東京，2014年

「Exercise Metabolism」 Hargreaves M and Lawrence S (Editors), Human Kinetics, 2005

成績評価方法

平常点評価 100％ 発表・討議などにおける積極性や発表内容を総合的に評価する。

備考・関連URL



授業科目名：

スポーツコーチング学演習（１）Ｂ

担当教員名：

土屋 純

授業の概要

さまざまなスポーツ種目のスポーツ技術の明確化とスポーツ技能の向上策を、スポーツバイオメカニクスとス

ポーツ運動の観点から解明する研究を進めると同時に、関連する研究論文を分担講読する。ディスカッションを

通じて科学的なスポーツコーチングの態度を養い、同時に研究方法と結果の解釈に関する知識を深める。

授業の到達目標

スポーツのコーチングを科学的な視点でとらえ、実践し、研究論文として発表することができる。

授業計画

第１回 ガイダンス

第２回 スポーツ技術の解明に関する研究２の策定（１）：スポーツバイオメカニクス的研究

第３回 スポーツ技術の解明に関する研究２の策定（２）：スポーツ運動学的研究

第４回 スポーツ技能の向上策に関する研究２の策定

第５回 体力の向上策に関する研究２の策定

第６回 関連文献の講読（１）：スポーツバイオメカニクス的研究

第７回 関連文献の講読（２）：スポーツ運動学的研究

第８回 関連文献の講読（３）：スポーツコーチング学的研究

第９回 スポーツ技術の解明に関する研究２実践

第10回 スポーツ技能の向上策に関する研究２実践

第11回 体力の向上策に関する研究２実践

第12回 研究結果発表：プレゼンテーション

第13回 研究結果発表：ディスカッション

第14回 課題の明確化

第15回 総合討議と今後の研究課題 定期試験は実施しない。

教科書

コーチング学への招待 日本コーチング学会（編）

参考文献

必要に応じて授業中に紹介する

成績評価方法

平常点評価 100％ 各個人に割り当てられた課題への取り組み姿勢、発表の内容とディスカッションへの貢献

度について評価する。

備考・関連URL



授業科目名：

チームスポーツコーチング論演習（１）Ｂ

担当教員名：

松井 泰二

授業の概要

チームスポーツの本質は何か．その特徴を科学的に明らかにする．

授業の到達目標

チームスポーツにおける個々の課題を明らかにし，課題解決に向けて科学的視点から発表することができる．

授業計画

第１回 ガイダンス

第２回 関連論文購読（1）個人技術について

第３回 関連論文購読（2）チーム戦術について

第４回 関連論文購読（3）ゲーム構造について

第５回 関連論文購読（4）チーム戦略について

第６回 チームスポーツにおける課題解決のための研究計画の作成（1）課題設定

第７回 チームスポーツにおける課題解決のための研究計画の作成（2）課題設定と研究方法

第８回 チームスポーツにおける課題解決のための研究計画の作成（3）研究方法

第９回 チームスポーツにおける課題解決のための研究計画の作成（4）研究方法と結論

第10回 チームスポーツにおける課題解決のための研究計画の作成（5）結論と現場への示唆

第11回 チームスポーツにおける課題解決のための研究計画の作成（6）現場絵の示唆

第12回 プレゼンテーション（1）個人技術について

第13回 プレゼンテーション（2）チーム戦術について

第14回 プレゼンテーション（3）ゲーム構造について

第15回 プレゼンテーション（4）チーム戦略について

教科書

バレーボール 基本を極めるドリル ベースボールマガジン社

参考文献

なし。

成績評価方法

レ ポ ー ト 40％ レポートによる評価

平常点評価 60％ プレゼンテーションおよび授業への取り組みの評価

備考・関連URL



授業科目名：

走運動・コーチング科学演習（２）Ｂ

担当教員名：

礒 繁雄

授業の概要

研究テーマの分析とそれに関わるフィールドワークにより課題の検索と実践への応用視点を学ぶ。

授業の到達目標

・実践を通して研究課題の分析点の精度を高める。

授業計画

第１回 演習概要の説明と進め方

第２回 JISSとNTCの組織構造と役割

第３回 JISSにて現地説明（１）建物の構造と役割

第４回 JISSにて現地説明（２）測定現場に参加

第５回 JISSにて現地説明（３）データ分析の視点

第６回 JISSにて現地説明（４）研究者との討論

第７回 コーチングの実践（１）競技種目とその練習場の決定

第８回 コーチングの実践（２）対象団体との連携と計画参加

第９回 コーチングの実践（３）指導の実践

第10回 コーチングの実践（４）コントロールテストの測定

第11回 コーチングの実践（５）テスト結果のまとめと伝達

第12回 実践により得られた内容を個人の研究テーマに生かした視点を発表する

第13回 研究テーマの分析視点と結果・考察を報告する（１）現状内容

第14回 研究テーマの分析視点と結果・考察を報告する（２）実践での効果

第15回 全体のまとめ

教科書

参考文献

成績評価方法

レ ポ ー ト 20％ レポートによる評価

平常点評価 50％ 平常点による評価

そ の 他 30％ 到達度の確認

備考・関連URL



授業科目名：

エリートコーチング演習（１）Ｂ

担当教員名：

土屋 純、岡田 純一、奥野 景介、倉石 平、

礒 繁雄、松井 泰二、射手矢 岬、堀野 博幸

授業の概要

オリンピックや世界選手権への出場といった高い競技力を獲得する過程で経験知や暗黙知、科学的視点を豊富

にもつ優れたスポーツ選手および指導者に対して、彼らが競技経験および指導経験から蓄積してきた知識や視点

を個人内に留めおくのではなく、それらを研究論文といういわゆる「形式知」にまとめ、その情報を発信できる

能力を養成し、さらに優れたスポーツ指導者へと育成する。

授業の到達目標

Ａ．高いレベルのコーチングに関する研究論文を執筆できるようになる。

Ｂ．高度な理論を背景としたトップレベルのコーチングを行えるようになる。

授業計画

第１回 ガイダンス

第２回 研究計画書の作成

第３回 論文作成技法（１．構成）

第４回 論文作成技法（２．表記と引用法）

第５回 論文作成技法（３．目的）

第６回 論文作成技法（４．方法－文章）

第７回 論文作成技法（４．方法－図）

第８回 論文作成技法（５．結果－文章）

第９回 論文作成技法（５．結果－図表）

第10回 論文作成技法（６．考察）

第11回 論文作成技法（７．結論、抄録）

第12回 プレゼンテーション技法

第13回 研究成果発表１：プレゼンテーション

第14回 研究成果発表２：ディスカッション

第15回 まとめ 定期試験は実施しない。

教科書

トップパフォーマンスへの挑戦 早稲田大学スポーツ科学学術院 (編)

参考文献

必要に応じて授業中に紹介する

成績評価方法

平常点評価 100％ 課題への取り組み姿勢、発表の内容とディスカッションへの貢献度について評価する。

備考・関連URL



授業科目名：

メディカルコンディショニング特論

担当教員名：

赤間 高雄

授業の概要

健康で疲労感がなく、体調面でよいコンディションにすることをメディカルコンディショニングと呼ぶ。メデ

ィカルコンディショニングの基本はアスリートの健康管理であり、コンディションの悪化要因としてのスポーツ

外傷・障害および疾病について予防、早期発見、治療をおこなうことである。この講義では、アスリートの健康

管理と内科的スポーツ障害について解説する。また、アスリートのコンディショニングにおいて重要なアンチ・

ドーピングの最新情報を解説する。

授業の到達目標

アスリートの健康管理、内科的スポーツ障害、アンチ・ドーピングについて、アスリートのメディカルコンデ

ィショニングに必要な知識を理解する。

授業計画

第１回 オリエンテーション（本講義の目的と概要）／本講義の目的と概要について説明します。

第２回 コンディショニング、健康管理、メディカルチェック

第３回 横紋筋融解症

第４回 貧血

第５回 オーバートレーニング

第６回 スポーツと感染症（かぜと免疫）

第７回 医学的コンディショニング、招聘講師を予定

第８回 熱中症

第９回 喘息、過換気、アレルギー

第10回 海外渡航（時差ボケなど）、特殊環境（高山病など）

第11回 スポーツと感染症（食中毒、血液媒介病原体）

第12回 アンチ・ドーピング（１）、規則

第13回 アンチ・ドーピング（２）、ドーピング検査

第14回 アンチ・ドーピング（３）、禁止物質

第15回 メディカルコンディショニングのまとめ

教科書

とくになし

参考文献

原則として、毎回の講義で講義資料を配布する。

参考書：スポーツ医学【内科】、赤間高雄編、化学同人．

成績評価方法

試 験 ％ 試験は実施しません。

レ ポ ー ト 70％ Course N@viで提出してもらいます。

平常点評価 30％ 出席状況と授業中の積極性、質問に対する応答状況を総合的に評価します。

備考・関連URL



授業科目名：

スポーツ生理学演習（２）Ｂ

担当教員名：

村岡 功

授業の概要

スポーツ生理学演習（１）で習得したことを基礎として、ここではより具体的に、スポーツ種目による生体応

答や適応の相違を探り、それぞれ健康づくりや競技力向上の視点に立って検討することとする。そのために、各

自がスポーツ種目別あるいは研究テーマ別に国内外の文献紹介等を行い、種目による生体応答と適応の相違を明

らかにするとともに、同時に当該分野における最新の研究動向や先端的知見を理解する。

授業の到達目標

本演習では、スポーツ種目ごとの生体応答と生体適応を理解するとともに、スポーツ生理学に関する最新の英

文雑誌に掲載された論文を読み解くことで、この分野における最新の研究動向や先端的知見を理解するようにす

る。

授業計画

第１回 文献抄読<１>

第２回 文献抄読<２>

第３回 文献抄読<３>

第４回 文献抄読<４>

第５回 文献抄読<５>

第６回 文献抄読<６>

第７回 文献抄読<７>

第８回 文献抄読<８>

第９回 文献抄読<９>

第10回 文献抄読<10>

第11回 文献抄読<11>

第12回 文献抄読<12>

第13回 文献抄読<13>

第14回 文献抄読<14>

第15回 まとめ

教科書

スポーツ生理学に関わる専門雑誌を適宜使用する。

参考文献

授業の中で、適宜紹介する。

成績評価方法

平常点評価 50％ 平常点による評価

そ の 他 50％ 論文の発表による

備考・関連URL



授業科目名：

スポーツメディア論演習（２）Ｂ

担当教員名：

トンプソン リー Ａ．

授業の概要

履修登録しているか関係なく、ゼミの全ての院生が参加することになっている。研究の課題、主流理論、研究

方法などを学ぶことによって、自らの研究の参考にする。順番で各自が自らの研究を報告し、全員でそれについ

て議論する。

授業の到達目標

スポーツと社会の関係を捉える様々な視点を理解すること。スポーツメディア研究の概要を把握すること。自

らの研究テーマの文献を収集し、精読すること。

授業計画

第１回 発表とディスカッション

第２回 発表とディスカッション

第３回 発表とディスカッション

第４回 発表とディスカッション

第５回 発表とディスカッション

第６回 発表とディスカッション

第７回 発表とディスカッション

第８回 発表とディスカッション

第９回 発表とディスカッション

第10回 発表とディスカッション

第11回 発表とディスカッション

第12回 発表とディスカッション

第13回 発表とディスカッション

第14回 発表とディスカッション

第15回 発表とディスカッション

教科書

適時に指定する。

参考文献

成績評価方法

平常点評価 100％ 授業への準備と貢献を評価する。

備考・関連URL



授業科目名：

トップスポーツコーチング科学演習（２）Ｂ

担当教員名：

奥野 景介

授業の概要

本講座は、トップアスリートに関連する実践的研究の理解を深め、高度なスポーツ実践専門家養成を目指す上

で必要な諸知識を深める。

授業の到達目標

高度なスポーツ実践専門家養成を目指す上で必要な諸知識を深めるとともに、最新のスポーツトレーニング方

法およびコーチング方法の開発（オリンピック等チャンピオンスポーツを対象として）について論議する。

授業計画

第１回 実験２

第２回 ディスカッション１

第３回 ディスカッション２

第４回 実験３

第５回 実験４

第６回 ディスカッション３

第７回 ディスカッション４

第８回 実験５

第９回 実験６

第10回 ディスカッション５

第11回 ディスカッション６

第12回 実験７

第13回 実験８

第14回 ディスカッション７

第15回 ディスカッション８

教科書

参考文献

成績評価方法

レ ポ ー ト 50％ 課題の出来によって評価する。

平常点評価 50％ 出席状況および授業時に実施する発表内容の出来によって評価する。

備考・関連URL



授業科目名：

スポーツコーチング学演習（２）Ｂ

担当教員名：

土屋 純

授業の概要

さまざまなスポーツ種目のスポーツ技術の明確化とスポーツ技能の向上策を、スポーツバイオメカニクスとス

ポーツ運動の観点から解明する研究を進めると同時に、関連する研究論文を分担講読する。ディスカッションを

通じて科学的なスポーツコーチングの態度を養い、同時に研究方法と結果の解釈に関する知識を深める。

授業の到達目標

スポーツのコーチングを科学的な視点でとらえ、実践し、研究論文として発表することができる。

授業計画

第１回 ガイダンス

第２回 スポーツ技術の解明に関する研究４の策定（１）：スポーツバイオメカニクス

第３回 スポーツ技術の解明に関する研究４の策定（２）：スポーツ運動学

第４回 スポーツ技能の向上に関する研究４の策定

第５回 関連文献の講読（1）スポーツバイオメカニクス的研究

第６回 関連文献の講読（２）：スポーツ運動学的研究

第７回 関連文献の講読（３）：スポーツコーチング学的研究

第８回 関連文献の講読（４）：トレーニング学的研究

第９回 スポーツ技術の解明に関する研究４実践

第10回 スポーツ技能の向上策に関する研究４実践

第11回 体力の向上策に関する研究４実践

第12回 研究結果発表：プレゼンテーション

第13回 研究結果発表：ディスカッション

第14回 課題の明確化

第15回 まとめ

教科書

なし

参考文献

なし

成績評価方法

平常点評価 100％ 各個人に割り当てられた課題への取り組み姿勢、発表の内容とディスカッションへの貢献

度について評価する。

備考・関連URL



授業科目名：

チームスポーツコーチング論演習（２）Ｂ

担当教員名：

松井 泰二

授業の概要

チームスポーツにおける「データ分析」の方法およびその発展的視点を創出する．

授業の到達目標

チームスポーツにおける「データ分析」の現状および課題を明らかにし，課題解決に向けて科学的視点から発

表することができる．

授業計画

第１回 ガイダンス

第２回 データ分析の概要

第３回 関連文献の購読（1）個人技術について

第４回 関連文献の購読（2）チーム戦術について

第５回 自身の競技におけるデータ分析（1）プレゼンテーションの準備 ゲーム構造

第６回 自身の競技におけるデータ分析（2）プレゼンテーションの準備 オフェンス

第７回 自身の競技におけるデータ分析（3）プレゼンテーションの準備 ディフェンス

第８回 自身の競技におけるデータ分析（4）プレゼンテーションの準備 システム

第９回 自身の競技におけるデータ分析（5）プレゼンテーションの準備 戦略

第10回 プレゼンテーション（1）ゲーム構造

第11回 プレゼンテーション（2）オフェンス

第12回 プレゼンテーション（3）ディフェンス

第13回 プレゼンテーション（4）システム

第14回 プレゼンテーション（5）戦略

第15回 総括

教科書

参考文献

成績評価方法

レ ポ ー ト 60％ レポートによる評価

平常点評価 40％ プレゼンテーションおよび授業への取り組みの評価

備考・関連URL



授業科目名：

スポーツ教授学演習（１）Ｂ

担当教員名：

深見 英一郎

授業の概要

学校の体育授業及び教育的に行われる運動部活動や地域でのスポーツ活動を対象としたカリキュラム研究と

学習指導研究について検討する。また、先行研究の検討及び実際のスポーツ指導場面の映像分析を通して、自ら

の研究テーマを設定し、研究を計画･遂行できるように研究指導を行う。

授業の到達目標

本演習では、中心課題であるカリキュラム研究と学習指導研究に関する理解を深め、各自の問題意識に応じて

論文執筆に必要なスキルや研究方法についての専門的知識･技術を習得することを目的とする。

授業計画

第１回 オリエンテーション

第２回 文献（目標論）の輪読・討議①

第３回 文献（目標論）の輪読・討議②

第４回 個人研究の発表・討議①

第５回 文献（内容論）の輪読・討議①

第６回 文献（内容論）の輪読・討議②

第７回 文献（内容編成論）の輪読・討議①

第８回 文献（内容編成論）の輪読・討議②

第９回 個人研究の発表・討議②

第10回 文献（教材づくり）の輪読・討議①

第11回 文献（教材づくり）の輪読・討議②

第12回 文献（教授技術）の輪読・討議①

第13回 文献（教授技術）の輪読・討議②

第14回 個人研究の発表・討議③

第15回 総括

教科書

特になし

参考文献

必要に応じて適宜紹介する。

成績評価方法

レ ポ ー ト 50％ 第15回目及び第30回目に期末レポート課題。与えられた課題を演習での論議内容と関連づ

けながら深く考察しているか。内容理解、論理構成、表現力の視点から評価する。

平常点評価 50％ 与えられたテーマについて深く理解し考察しているかどうかを評価する。

ディスカッションや出席状況を含めた授業の中での積極性や勤勉性といった履修態度を評

価する。

備考・関連URL



授業科目名：

スポーツ表象特論

担当教員名：

トンプソン リー Ａ．

授業の概要

スポーツは多様な形で表現されている。スポーツの表象を検討することによって、そのスポーツのことを知る

ことができるだけではなく、それを生み出した社会や歴史的背景について知ることもできる。本講義ではまずス

チュアートホールの講演をDVDでみて、カルチュラルスタディーズのメディア観を学ぶ。そのあと、様々な角度

からスポーツの表象をみる。最後に受講生は授業で学んだことに基づいて各自でスポーツ表象を調査し発表す

る。

文献の精読や発表の準備には、それなりの準備時間は必要とする。

授業の到達目標

表象の理論を学び、スポーツ関連のいくつかの事象にそれを応用すること。自ら調査を行うこと。

授業計画

第１回 受講ガイダンス

第２回 メディアと表象（Ⅰ）：スチュアート・ホールの講演（DVD）

第３回 メディアと表象（Ⅱ）：スチュアート・ホールの講演（DVD）

第４回 メディアと表象（III）：スチュアート・ホールの講演（DVD）

第５回 メディアとスポーツ

第６回 バリ島の闘鶏：メタ社会的解説としてのスポーツ

第７回 大相撲の表象

第８回 スポーツにおけるジェンダーの表象

第９回 スポーツにおける国民性の表象（ヨーロッパ）

第10回 スポーツにおける国民性の表象（日本）

第11回 プロレスのフレーム分析

第12回 大相撲と新聞

第13回 ニュー・メディアとスポーツ表象

第14回 受講生の発表

第15回 受講生の発表

教科書

使用しない。必要に応じて資料を配付する。

参考文献

Stuart Hall, ed., Representation: Cultural Representations and Signifying Practices, Sage, 1997.

C.ギアーツ「ティープ・プレイ――バリの闘鶏に関する覚え書き」吉田禎吾・柳川啓一・中牧弘允・板橋作美役

『文化の解釈学II』、岩波現代選書, 1987.

成績評価方法

レ ポ ー ト 70％ レポートによる評価

平常点評価 30％ 平常点による評価

備考・関連URL



授業科目名：

運動器スポーツ機能解剖学演習（１）Ｂ

担当教員名：

熊井 司

授業の概要

これまでに報告されているスポーツ機能解剖学に関する最新の学術論文を抄読し、その手法、考察内容につい

ての評価とともに、新たな研究テーマを導き出すためのディスカッションを行う。主として運動器に発生する外

傷・障害の発生メカニズムについて、各スポーツ種目別に機能解剖学的観点からアプローチした論文を扱う。

授業の到達目標

運動器スポーツ外傷・障害の病態を機能解剖学的に理解し、新たな研究仮説を立案するために必要な基礎知識

の修得とともに、それらの情報をもとに論文作成の準備を行う。

授業計画

第１回 オリエンテーション

第２回 スポーツ機能解剖学的学術論文：サッカー１ 障害特性および解剖学的危険因子

第３回 スポーツ機能解剖学的学術論文：サッカー２ 治療介入とその効果

第４回 スポーツ機能解剖学的学術論文：ランニング１（長距離）障害特性および解剖学的危険因子

第５回 スポーツ機能解剖学的学術論文：ランニング２（短距離）障害特性および解剖学的危険因子

第６回 スポーツ機能解剖学的学術論文：ランニング３ 治療介入とその効果

第７回 スポーツ機能解剖学的学術論文：バレーボール１ 障害特性および解剖学的危険因子

第８回 スポーツ機能解剖学的学術論文：バレーボール２ 治療介入とその効果

第９回 スポーツ機能解剖学的学術論文：テニス 障害特性および解剖学的危険因子、治療介入

第10回 スポーツ機能解剖学的学術論文：水泳 障害特性および解剖学的危険因子、治療介入

第11回 スポーツ機能解剖学的学術論文：体操・バレエ 障害特性および解剖学的危険因子、治療介入

第12回 スポーツ機能解剖学的学術論文：ラグビー 障害特性および解剖学的危険因子、治療介入

第13回 スポーツ機能解剖学的学術論文：野球 障害特性および解剖学的危険因子、治療介入

第14回 スポーツ機能解剖学的学術論文：自転車競技 障害特性および解剖学的危険因子、治療介入

第15回 総復習（到達度の確認を含む）

教科書

Orthopaedic Basic Science (AAOS), Netter’s Sports Medicine (Elsevier)

参考文献

最新のスポーツ医学系雑誌、続 運動機能障害症候群のマネジメント(医歯薬出版)

成績評価方法

平常点評価 100％ 発表資料、討論内容を評価

備考・関連URL



授業科目名：

運動器スポーツ医学演習（１）Ｂ

担当教員名：

鳥居 俊

授業の概要

運動器スポーツ医学の最新の領域に関する文献抄読とこれに基づく討論を行う。

特に、運動器の発育発達に関する知見、若年期のスポーツ障害の発生メカニズムに関する知見を中心とした文

献を扱う。

授業の到達目標

運動器の発育発達や若年者のスポーツ障害に関する海外の代表的な論文を読んで理解すること。論文の論点を

明らかにし、独創性や問題点について整理できること。

授業計画

第１回 若年期のスポーツ障害（１）：抄読14、討論14

第２回 若年期のスポーツ障害（２）：抄読15、討論15

第３回 若年期のスポーツ障害（３）：抄読16、討論16

第４回 若年期のスポーツ障害（４）：抄読17、討論17

第５回 若年期のスポーツ障害（５）：抄読18、討論18

第６回 若年期のスポーツ障害（６）：抄読19、討論19

第７回 若年期のスポーツ障害（７）：抄読20、討論20

第８回 若年期のスポーツ障害（８）：抄読21、討論21

第９回 若年期のスポーツ障害（９）：抄読22、討論22

第10回 若年期のスポーツ障害（10）：抄読23、討論23

第11回 若年期のスポーツ障害（11）：抄読24、討論24

第12回 若年期のスポーツ障害（12）：抄読25、討論25

第13回 若年期のスポーツ障害（13）：抄読26、討論26

第14回 若年期のスポーツ障害（14）：抄読27、討論27

第15回 若年期のスポーツ障害（15）：抄読28、討論28

教科書

特になし

参考文献

各回に紹介します

成績評価方法

試 験 0％ 試験は予定していない

レ ポ ー ト 80％ 発表資料や討論をもとに評価します

平常点評価 20％ 質疑応答や討論の状況をもとに評価します

そ の 他 0％ 特になし

備考・関連URL



授業科目名：

運動器スポーツ機能解剖学演習（２）Ｂ

担当教員名：

熊井 司

授業の概要

これまでのスポーツ機能解剖学に関する最新の学術論文を抄読し、その手法、考察内容について評価するとと

もに、演習（１）で修得した知識をもとに演習（IIA）で立案した新たな仮説を実施・検証し考察を行う。

主として関心のある解剖学的領域、スポーツ種目領域についての機能解剖学的研究を行う。

授業の到達目標

運動器スポーツ外傷・障害の病態を機能解剖学的に理解した上で新たな研究仮説を立案し、その検証を行う。

授業計画

第１回 オリエンテーション

第２回 スポーツ機能解剖学的研究：実施 問題点の抽出 対象（母集団）について

第３回 スポーツ機能解剖学的研究：実施 問題点の抽出 手法について

第４回 スポーツ機能解剖学的研究：実施 問題点の抽出 考察について

第５回 スポーツ機能解剖学的研究：実施 問題点の抽出 対応策、改善策についての準備

第６回 スポーツ機能解剖学的研究：改善策の実施 問題点の抽出

第７回 スポーツ機能解剖学的研究：改善策の実施 検証

第８回 中間報告会（これまでの結果を整理）

第９回 スポーツ機能解剖学的研究：結果の解析１ 正確性（精度）、再現性について

第10回 スポーツ機能解剖学的研究：結果の解析２ 仮説との妥当性について

第11回 スポーツ機能解剖学的研究：結果の解析３ 仮説の修正、再構築の必要性

第12回 スポーツ機能解剖学的研究：考察 部分的な考察から全体的な論理へ

第13回 スポーツ機能解剖学的研究：考察 仮説の最終的な妥当性の検討

第14回 スポーツ機能解剖学的研究：学会報告準備（ACSM, JOSKAS, 日本臨床スポーツ医学会など）

第15回 総復習（最終的な到達度の確認を含む）

教科書

Orthopaedic Basic Science (AAOS), Netter’s Sports Medicine (Elsevier)

参考文献

最新のスポーツ医学系雑誌、続 運動機能障害症候群のマネジメント(医歯薬出版)

成績評価方法

平常点評価 100％ 発表資料、討論内容、学会発表・論文を評価

備考・関連URL



授業科目名：

生体ダイナミクス特論

担当教員名：

川上 泰雄

授業の概要

運動生理学・バイオメカニクスの分野における、人間を対象とした実験手法や、筋骨格系の知識を学び、補助

的に実験実習を行います。対象となる手法は、筋力・筋パワー計測、超音波法やMRIなどの組織画像解析などを

予定しています。

授業の到達目標

実験手法の理解と応用をめざす。

授業計画

第１回 オリエンテーション（本講義の目的と概要について説明します）

第２回 関連分野の知見についての学習（１）人間の身体形状

第３回 関連分野の知見についての学習（２）筋骨格系の解剖学１

第４回 関連分野の知見についての学習（３）筋骨格系の解剖学２

第５回 関連分野の知見についての学習（４）筋骨格系の解剖学３

第６回 関連分野の知見についての学習（５）筋収縮のメカニズム

第７回 関連分野の知見についての学習（６）筋腱複合体の機能１

第８回 関連分野の知見についての学習（７）筋腱複合体の機能２

第９回 関連分野の知見についての学習（８）筋腱複合体の機能３

第10回 実験実習（２）身体組成と骨格筋量の計測

第11回 データ分析（１）

第12回 発表と討議（１）実習データに関して

第13回 発表と討議（２）データに基づく考察に関して

第14回 総合討議（１）

第15回 総合討議（２）

教科書

授業時に適宜指示します。

参考文献

授業時に適宜指示します。

成績評価方法

レ ポ ー ト 50％ 授業中心、適宜レポートを課します。

平常点評価 50％ 発表・討議などにおける積極性を評価します。

備考・関連URL

関連URL：http://www.f.waseda.jp/ykawa/indexj.htm



授業科目名：

ボールゲーム戦術戦略論演習（１）Ｂ

担当教員名：

倉石 平

授業の概要

日本におけるスポーツ競技（特にチームスポーツ）のコーチングの現状を把握する。（コーチングシステム（組

織）、アナリストと育成）

コーチングにおける日本、諸外国の現状を把握する。その現状を鑑みた上で、日本における最適なコーチング

のシステムを考える。また、その中で特にアナリストの役割（情報の収集、分析、反映）を考え、今後にスポー

ツの現場で役立たせるための実践、実習を行う。

授業の到達目標

コーチングに不可欠なスポーツアナリストの役割を熟知する。簡単なゲーム分析（PCソフトウェアを駆使した）

を行ない、プレゼンテーションにより反映をできるようにする。論文の作成、分析等をプレゼンテーション・要

約する。

授業計画

第１回 スキル向上に関する研究計画１ 策定（１） スキル向上

第２回 スキル向上に関する研究計画１ 策定（２） スキル向上、競技力向上

第３回 スキル向上に関する研究計画１ 実践（１） スキル向上、競技力向上、グループ戦術

第４回 スキル向上に関する研究計画１ 実践（２） スキル向上、競技力向上、グループ戦術、中長期ビジョ

ン

第５回 プレゼンテーション、課題の明確化（１） プレゼン、競技力向上

第６回 プレゼンテーション、課題の明確化（２） プレゼン、競技力向上、グループ戦術

第７回 プレゼンテーション、課題の明確化（３） プレゼン、競技力向上、グループ戦術、リスクマネジメン

ト

第８回 関連文献の講読３ NCAA、NBA、ユーロリーグ

第９回 関連文献の講読４ NCAA、NBA、ユーロリーグ、文献

第10回 統計処理方法を学ぶ４ 統計、SPSS

第11回 統計処理方法を学ぶ５ 統計、SPSS、データ分析

第12回 統計処理方法を学ぶ６ 統計、SPSS、データ分析、データ整理

第13回 スキルの向上をさせるために（チーム戦術）１ グループ戦術

第14回 スキルの向上をさせるために（チーム戦術）２ グループ戦術、ゲームプラン立案

第15回 スキルの向上をさせるために（チーム戦術）３ グループ戦術、ゲームプラン立案、実践、リスクマネ

ジメント

教科書

随時指示する。

参考文献

バスケットボールのコーチを始めるために（日本文化出版2005、倉石平著）

知的コーチングのすすめ（大修館2002、勝田隆著）、NBA、NCAAの関連書籍、雑誌を紹介する

成績評価方法

レ ポ ー ト 50％ レポートによる評価

平常点評価 50％ 平常点による評価

積極的な発言、姿勢。データの収集、分析などで評価

備考・関連URL



授業科目名：

スポーツ文化論演習（１）Ｂ

担当教員名：

川島 浩平

授業の概要

私たちにとってきわめて縁の深いアメリカ合衆国にあって、非常に注目を集めながら、日本では学術的な考察

の対象としては十分に取り上げられてこなかった文化的領域の一つにスポーツがある。野球の MLB、バスケット

ボールのNBA、アメフトの NFL 等人気のプロリーグから、陸上、ボクシング、オリンピック、パラリンピックに

至るまで、アメリカンスポーツの魅力は様々な競技や活動に及んでいるが、我が国ではアメリカンスポーツに関

する学術的な研究が十分に積み重ねられてきたとは言い難い。この授業では、激動する時代におけるスポーツの

あり方について提言できる研究者の育成というアカデミックニーズに応えるべく、スポーツ史研究の方法論に基

づき、アメリカンスポーツに学術的にアプローチする。その際、受講者の関心や目的の所在に留意しながら、ス

ポーツ文化論演習（2）Bとのすみ分け、領域分担を意識つつ、もっとも効果的な指導を実践するよう心がけたい。

授業の到達目標

１．アメリカスポーツをスポーツ史研究の方法論に基づき理解し、説明できる。

２．修士論文作成のための方法を学ぶ。

３．修士論文作成のための調査を行う。

授業計画

第１回 全体的な主題、分析枠組、方法論等（春学期の復習）

第２回 主要文献講読（１）独立革命期

第３回 主要文献講読（２）19世紀前半

第４回 主要文献講読（３）19世紀前半

第５回 発表

第６回 主要文献講読（４）19世紀後半

第７回 主要文献講読（５）19世紀後半

第８回 主要文献講読（６）20世紀前半

第９回 主要文献講読（７）20世紀前半

第10回 発表

第11回 主要文献講読（８）20世紀後半

第12回 主要文献講読（９）20世紀後半

第13回 主要文献講読（１）現代

第14回 主要文献講読（２）現代

第15回 発表とまとめ

教科書

適宜配布する

参考文献

坂上康博・石井昌幸他編『スポーツの世界史』一色出版、2018年

アメリカ学会編 アメリカ文化事典 丸善出版 2018年

寒川恒夫他編 21世紀スポーツ大事典 大修館書店 2015

Gerald R. Gems, et. al., eds., Sports in American History, Human Kinetics, 2008

E. J. Gorn & W. Goldstein, A Brief History of American Sports, University of Illinois Press, 1993.

成績評価方法

試 験 ％ 実施しない

レ ポ ー ト 30％ 個人またはグループによる研究発表の内容についてのレポート

平常点評価 70％ 個人またはグループによる研究発表の内容を評価する。他人または他グループによる発表

に対しての質問や議論の力や積極性を評価する。授業内容や発表内容に関する小テストを

適宜行い、その結果を評価の対象とする。

備考・関連URL



授業科目名：

スポーツ教授学演習（２）Ｂ

担当教員名：

深見 英一郎

授業の概要

演習（１）における成果をベースに、スポーツ教授学に関する研究テーマを設定し、研究計画をデザインする。

設定した研究テーマに沿って各自が取り組んだ研究成果を発表し、全体討論によって内容を深める。

授業の到達目標

本演習では、各種学会での発表予行、研究の進捗状況に関する定期的な発表・討論を行うとともに、修士論文

を完成させることを目的とする。

授業計画

第１回 研究の方向性の確認

第２回 修士論文・中間発表①

第３回 修士論文・中間発表②

第４回 効果的な図表の作成方法

第５回 プレゼンテーションの仕方

第６回 実証的データの集め方

第７回 学術誌への論文投稿の仕方

第８回 レフリー（査読者）レポートの書き方

第９回 資料・データの分析と討議①

第10回 資料・データの分析と討議②

第11回 資料・データの分析と討議③

第12回 研究成果の発表①

第13回 研究成果の発表②

第14回 研究成果の発表③

第15回 総括

教科書

必要に応じて適宜紹介する。

参考文献

必要に応じて適宜紹介する。

成績評価方法

平常点評価 100％ 研究課題に取り組む姿勢とその成果により評価する。

備考・関連URL



授業科目名：

スポーツクラブビジネス論演習（１）Ｂ

担当教員名：

間野 義之

授業の概要

二年制修士の１年目の演習として、スポーツクラブビジネス関連研究の基礎を身につけることを目的とする。

具体的な先行研究の精読、調査研究の方法論の獲得をめざす。

学生参加型の演習とし、交代での発表と、全員での討論を行う。

授業の到達目標

スポーツクラブビジネスに関連した学術論文作成の基礎を身につけること。

授業計画

第１回 ガイダンス

第２回 スポーツクラブの歴史（２）

第３回 スポーツクラブの法律（２）

第４回 スポーツクラブの指導者（２）

第５回 スポーツクラブのマネジメントスタッフ（２）

第６回 スポーツクラブのボランティア（２）

第７回 スポーツクラブの活動拠点（２）

第８回 スポーツクラブのクラブハウス（２）

第９回 スポーツクラブの財源（２）

第10回 スポーツクラブの事業収支（２）

第11回 スポーツクラブのリスクマネジメント（２）

第12回 スポーツクラブのガバナンス（２）

第13回 スポーツクラブの今日的課題（２）

第14回 スポーツクラブの将来像（２）

第15回 まとめ

教科書

参考文献

成績評価方法

レ ポ ー ト 50％ 担当パートのレポートで評価する。

平常点評価 50％ 演習での発言で評価する。

備考・関連URL



授業科目名：

スポーツ神経精神医科学演習（２）Ｂ

担当教員名：

西多 昌規

授業の概要

・睡眠・生体リズムとスポーツパフォーマンス（生体リズムによるパフォーマンス操作、ジェットラグ対策）・

身体運動が脳や心の働きに与える影響（運動によるADHDやうつ状態の改善）

・スポーツパフォーマンスに関連した脳機能（睡眠による運動記憶・技術の定着・向上、睡眠奪取・睡眠延長に

よる高次脳機能変化）

などについて、招聘講師の講義、文献抄読および実験計画の検討などを行います。

授業の到達目標

・この分野に関わる知識を専門的なレベルのディスカッションが可能になることを目標に習得します。

・自分自身の研究の方向性を定めます。

・研究に関わる文献を検索し、読解し、研究の現状について把握します。

・自分の研究計画を立案し、研究計画のもつ発見性について理解します。

授業計画

第１回 【オリエンテーション】夏季休暇中の研究活動の総合討論と今後の方向

第２回 【研究進捗と討論】研究進捗と討論 テーマの方向性の検証

第３回 【研究進捗と討論】研究デザインの検討

第４回 【研究進捗と討論】実験方法

第５回 【研究進捗と討論】統計解析

第６回 【講義】睡眠と生体リズム

第７回 【研究に必要な過去文献レヴュー】考察に向けた関連分野の論文抄読

第８回 【研究に必要な過去文献レヴュー】方法・対象の修整

第９回 【研究に必要な過去文献レヴュー】解析方法の検討

第10回 【研究に必要な過去文献レヴュー】その他問題事項についての討論・検討

第11回 【講義】スポーツ精神医学専門講義

第12回 【講義】睡眠医学専門講義

第13回 【講義】スポーツ脳神経科学専門講義

第14回 【講義】招聘講義 スポーツと睡眠研究について

第15回 【総合総括】秋学期の総括と論文審査に向けて

教科書

特に指定しません。

参考文献

講義のたびに紹介します。

成績評価方法

試 験 100％ 最終日に口頭試問を行い、成績を評価します。

備考・関連URL

・日程内容は変更される場合があります。CourseN@viで通知します。



授業科目名：

スポーツ心理学演習（１）Ｂ

担当教員名：

正木 宏明

授業の概要

スポーツ心理学で扱われてきた研究テーマに認知神経科学的手法を適用することで何がわかるのかについて

学習する。スポーツ心理学・認知神経科学に関する基礎知識を習得しながら、修士論文の研究テーマを決定する。

認知神経科学研究の発展は目覚ましく、その手法はスポーツ心理学研究領域に新しい研究アプローチを与える

ものである。本演習では、認知神経科学研究およびスポーツ心理学研究に関する最新の研究知見を文献紹介によ

って理解する。

授業の到達目標

スポーツ場面で生み出される巧みな動作の背景メカニズムについて、認知神経科学的手法によって解明するた

めの基礎知識を習得する。

授業計画

第１回 研究の方向性確認／個別に研究計画を確認する。

第２回 研究発表５（予習：発表準備を行う。予習時間は120分程度を想定している。復習：各自で記録したノ

ートに基づき、さらに文献を調べて知識を深める。復習時間は120分程度を想定している。）

第３回 研究発表６（予習：発表準備を行う。予習時間は120分程度を想定している。復習：各自で記録したノ

ートに基づき、さらに文献を調べて知識を深める。復習時間は120分程度を想定している。）

第４回 研究発表７（予習：発表準備を行う。予習時間は120分程度を想定している。復習：各自で記録したノ

ートに基づき、さらに文献を調べて知識を深める。復習時間は120分程度を想定している。）

第５回 研究発表８（予習：発表準備を行う。予習時間は120分程度を想定している。復習：各自で記録したノ

ートに基づき、さらに文献を調べて知識を深める。復習時間は120分程度を想定している。）

第６回 研究発表９（予習：発表準備を行う。予習時間は120分程度を想定している。復習：各自で記録したノ

ートに基づき、さらに文献を調べて知識を深める。復習時間は120分程度を想定している。）

第７回 研究発表10（予習：発表準備を行う。予習時間は120分程度を想定している。復習：各自で記録したノ

ートに基づき、さらに文献を調べて知識を深める。復習時間は120分程度を想定している。）

第８回 研究発表11（予習：発表準備を行う。予習時間は120分程度を想定している。復習：各自で記録したノ

ートに基づき、さらに文献を調べて知識を深める。復習時間は120分程度を想定している。）

第９回 研究発表12（予習：発表準備を行う。予習時間は120分程度を想定している。復習：各自で記録したノ

ートに基づき、さらに文献を調べて知識を深める。復習時間は120分程度を想定している。）

第10回 研究発表13（予習：発表準備を行う。予習時間は120分程度を想定している。復習：各自で記録したノ

ートに基づき、さらに文献を調べて知識を深める。復習時間は120分程度を想定している。）

第11回 研究発表14（予習：発表準備を行う。予習時間は120分程度を想定している。復習：各自で記録したノ

ートに基づき、さらに文献を調べて知識を深める。復習時間は120分程度を想定している。）

第12回 研究発表15（予習：発表準備を行う。予習時間は120分程度を想定している。復習：各自で記録したノ

ートに基づき、さらに文献を調べて知識を深める。復習時間は120分程度を想定している。）

第13回 研究発表16（予習：発表準備を行う。予習時間は120分程度を想定している。復習：各自で記録したノ

ートに基づき、さらに文献を調べて知識を深める。復習時間は120分程度を想定している。）

第14回 研究発表17（予習：発表準備を行う。予習時間は120分程度を想定している。復習：各自で記録したノ

ートに基づき、さらに文献を調べて知識を深める。復習時間は120分程度を想定している。）

第15回 総括（予習：これまでの発表内容に関するレジュメを確認する。予習時間は120分程度を想定している。

復習：各自で記録したノートを精読し、纏めて、今後の実験計画に反映させる努力をする。復習時間は

120分程度を想定している。）

教科書

特になし。必要に応じてプリントを配布する。

参考文献

成績評価方法

平常点評価 100％ 平常点による評価

備考・関連URL

出席および研究方法論の習得に対する真摯な態度が重視される。



授業科目名：

生体ダイナミクス演習（２）Ｂ

担当教員名：

川上 泰雄

授業の概要

人間を対象とした生体計測手法を学ぶ生体ダイナミクス演習（１）の応用として、骨格筋の形態的・機能的特

徴について演習指導を行います。参加者自身が行った実験データや先行研究の調査・報告などを通じて、骨格筋

の解剖学的形状とその機能的意義、神経系による骨格筋のコントロール、そしてそれらの可塑性（トレーニング

効果）などについて討論を行います。プレゼン、討議は基本的に英語にて行いますのでその点あらかじめ了承の

うえ履修してください。

授業の到達目標

生体ダイナミクス・バイオメカニクスについての基礎知識を習得し、応用する。

授業計画

第１回 先行研究の調査・報告（９）身体運動と筋腱特性1

第２回 先行研究の調査・報告（10）身体運動と筋腱特性2

第３回 先行研究の調査・報告（11）身体運動と筋腱特性3

第４回 先行研究の調査・報告（12）身体運動と筋腱特性4

第５回 先行研究の調査・報告（13）身体運動と筋腱特性5

第６回 先行研究の調査・報告（14）身体運動と筋腱特性6

第７回 先行研究の調査・報告（15）身体運動と筋腱特性7

第８回 先行研究の調査・報告（16）身体運動と筋腱特性8

第９回 実験データの討議（６）

第10回 実験データの討議（７）

第11回 実験データの討議（８）

第12回 実験データの討議（９）

第13回 実験データの討議（10）

第14回 総合討議（１）

第15回 総合討議（２）

教科書

参考文献

成績評価方法

レ ポ ー ト 50％ 授業中心適宜レポートを課します

平常点評価 50％ 発表・討議などにおける積極性を評価します

備考・関連URL

関連URL：http://www.f.waseda.jp/ykawa/indexj.htm



授業科目名：

スポーツ文化論演習（２）Ｂ

担当教員名：

川島 浩平

授業の概要

私たちにとってきわめて縁の深いアメリカ合衆国にあって、非常に注目を集めながら、日本では学術的な考察

の対象としては十分に取り上げられてこなかった文化的領域の一つにスポーツがある。野球の MLB、バスケット

ボールのNBA、アメフトの NFL 等人気のプロリーグから、陸上、ボクシング、オリンピック、パラリンピックに

至るまで、アメリカンスポーツの魅力は様々な競技や活動に及んでいるが、我が国ではアメリカンスポーツに関

する学術的な研究が十分に積み重ねられてきたとは言い難い。この授業では、激動する時代におけるスポーツの

あり方について提言できる研究者の育成というアカデミックニーズに応えるべく、スポーツ人類学研究の方法論

に基づき、アメリカンスポーツに学術的にアプローチする。その際、受講者の関心や目的の所在に留意しながら、

スポーツ文化論演習（1）Bとのすみ分け、領域分担を意識つつ、もっとも効果的な指導を実践するよう心がけた

い。

授業の到達目標

１．アメリカスポーツをスポーツ人類学研究の方法論に基づき理解し、説明できる。

２．修士論文作成のための方法を学ぶ。

３．修士論文作成のための調査を行う。

授業計画

第１回 全体的な主題、分析枠組、方法論等（春学期の復習）

第２回 主要文献講読（１）人類学と歴史学

第３回 主要文献講読（２）植民地主義と帝国主義

第４回 主要文献講読（３）健康と環境

第５回 発表

第６回 主要文献講読（４）社会階級

第７回 主要文献講読（５）人種とエスニシティ

第８回 主要文献講読（６）セックスとジェンダー

第９回 主要文献講読（７）ヘテロノーマティビティ

第10回 発表

第11回 主要文献講読（８）メガイベント

第12回 主要文献講読（９）ナショナリズム

第13回 主要文献講読（１０）世界システム

第14回 発表

第15回 まとめ

教科書

適宜配布する

参考文献

Ｎｉｋｏ Ｂｅｓｎｉｅｒ Ｔｈｅ Ａｎｔｈｒｏｐｏｌｏｇｙ ｏｆ Ｓｐｏｒｔ Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ

ｏｆ Ｃａｌｉｆｏｒｎｉａ Ｐｒｅｓｓ， ２０１８

アメリカ学会編 アメリカ文化事典 丸善出版 2018年

寒川恒夫他編 21世紀スポーツ大事典 大修館書店 2015

Gerald R. Gems, et. al., eds., Sports in American History, Human Kinetics, 2008

E. J. Gorn & W. Goldstein, A Brief History of American Sports, University of Illinois Press, 1993.

成績評価方法

試 験 ％ 実施しない

レ ポ ー ト 30％ 個人またはグループによる研究発表の内容についてのレポート

平常点評価 70％ 個人またはグループによる研究発表の内容を評価する。他人または他グループによる発表

に対しての質問や議論の力や積極性を評価する。授業内容や発表内容に関する小テストを

適宜行い、その結果を評価の対象とする。

備考・関連URL



授業科目名：

健康スポーツ論演習（２）Ｂ

担当教員名：

中村 好男

授業の概要

本授業では、健康スポーツ論演習（１）での学習を踏まえて、「地域住民へのスポーツ振興」ならびに「健康

増進の達成」という目標を実現するための実践的技法を確立することを目指す。具体的には、地域自治体、総合

型地域スポーツクラブ、老人福祉施設等のさまざまな現場（フィールド）での実践的研究を行い、医療費削減や

介護予防に資するためのプログラムの開発とその評価モデルの構築に加えて、地域社会における健康増進ならび

に介護予防システムの構築を行う。また、研究成果を学界等に発表する技能を養う。

授業の到達目標

・各自の研究課題に関連した先行研究に精通すること。

・各自の取り組んだ課題について、修士論文計画書を策定すること。

・また、その調査検証の成果を学界に発表（口頭発表ならびに論文発表）すること。

授業計画

第１回 調査研究指導：休業中の研究進捗状況報告

第２回 先行文献講読指導（１）健康増進全般

第３回 先行文献講読指導（２）地域健康増進

第４回 先行文献講読指導（３）職域健康増進

第５回 先行文献講読指導（４）医療費削減

第６回 研究計画書の作成技法（１）論文の枠組み

第７回 研究計画書の作成技法（２）仮説検証と研究デザイン

第８回 健康スポーツに関する調査（１）フィットネス業界

第９回 健康スポーツに関する調査（２）地域スポーツクラブ

第10回 健康スポーツに関する調査（３）職域での健康施策

第11回 健康スポーツに関する調査（４）特定保健指導

第12回 健康スポーツに関する調査（５）身体活動促進施策

第13回 健康スポーツに関する調査（６）栄養指導

第14回 調査中間報告

第15回 プレゼンテーション技法（１）発見したことは何か

教科書

特になし。個別に指示。

参考文献

特になし。個別に指示。

成績評価方法

平常点評価 100％ 授業中の発表内容を評価

備考・関連URL



授業科目名：

スポーツクラブビジネス論演習（２）Ｂ

担当教員名：

間野 義之

授業の概要

二年制修士課程の２年目の演習として、スポーツクラブビジネス関連研究の専門性を高めることを目的とす

る。

各自の修士論文の研究計画や先行研究を発表し、批判的あるいは建設的な討議を行う。

授業の到達目標

スポーツクラブビジネス関連研究の学術論文を作成できること。

授業計画

第１回 ガイダンス

第２回 スポーツクラブの歴史（４）

第３回 スポーツクラブの法律（４）

第４回 スポーツクラブの指導者（４）

第５回 スポーツクラブのマネジメントスタッフ（４）

第６回 スポーツクラブのボランティア（４）

第７回 スポーツクラブの活動拠点（４）

第８回 スポーツクラブのクラブハウス（４）

第９回 スポーツクラブの財源（４）

第10回 スポーツクラブの事業収支（４）

第11回 スポーツクラブのリスクマネジメント（４）

第12回 スポーツクラブのガバナンス（４）

第13回 スポーツクラブの今日的課題（４）

第14回 スポーツクラブの将来像（４）

第15回 まとめ

教科書

参考文献

成績評価方法

レ ポ ー ト 50％ 担当パートのレポートで評価する。

平常点評価 50％ 演習での発言で評価する。

備考・関連URL



授業科目名：

運動免疫学演習（１）Ｂ

担当教員名：

赤間 高雄

授業の概要

運動による免疫機能の変化は、アスリートのコンディショニングや高齢者の健康保持への応用が考えられる。

運動による免疫機能の変化のメカニズムを検討するために、免疫学の最新の知見を整理して理解する。また、ア

スリートのコンディショニングにおいて重要なアンチ・ドーピングについても最新の情報を整理する。免疫学お

よびアンチ・ドーピングに関する書籍や論文を分担講読して、相互に討論する。原則として１年生を対象としま

す。

授業の到達目標

各自の研究テーマ（アスリートのコンディショニングにおける免疫学的測定指標の応用、高齢者の免疫機能を

高めるための運動処方、運動による免疫機能の変化のメカニズム、アンチ・ドーピングなど）について、重要な

先行研究や文献の内容を理解して、各自の研究を推進する。

授業計画

第１回 オリエンテーション（本講義の目的と概要）／本講義の目的と概要について説明します。

分担の決定

第２回 アスリートのコンディショニングにおける免疫学的測定指標の応用、好中球、リンパ球、単球

担当者の発表と全体討論

第３回 アスリートのコンディショニングにおける免疫学的測定指標の応用、抗体、補体、サイトカイン

担当者の発表と全体討論

第４回 アスリートのコンディショニングにおける免疫学的測定指標の応用、血液検体、尿検体

担当者の発表と全体討論

第５回 アスリートのコンディショニングにおける免疫学的測定指標の応用、唾液検体、その他の検体

担当者の発表と全体討論

第６回 高齢者の免疫機能を高めるための運動処方、身体活動量と免疫機能担当者の発表と全体討論

第７回 高齢者の免疫機能を高めるための運動処方、運動トレーニングによる免疫機能の変化担当者の発表と全

体討論

第８回 高齢者の免疫機能を高めるための運動処方、QOLと免疫機能担当者の発表と全体討論

第９回 運動による免疫機能の変化のメカニズム、好中球、リンパ球、単球担当者の発表と全体討論

第10回 運動による免疫機能の変化のメカニズム、抗体、補体、サイトカイン担当者の発表と全体討論

第11回 運動による免疫機能の変化のメカニズム、分泌型免疫グロブリンＡ、デフェンシン担当者の発表と全体

討論

第12回 アンチ・ドーピング、禁止物質の治療目的使用担当者の発表と全体討論

第13回 アンチ・ドーピング、薬物治療における運動の影響担当者の発表と全体討論

第14回 アンチ・ドーピング、アンチ・ドーピング教育担当者の発表と全体討論

第15回 まとめと講評

教科書

なし。

参考文献

各自が検索する。

成績評価方法

試 験 ％ 試験は実施しない。

レ ポ ー ト ％ レポートは実施しない。

平常点評価 100％ 出席状況、各個人に割り当てられたテーマに関する発表内容、および討論における発言の

積極性と内容について、評価します。

備考・関連URL

１年生対象



授業科目名：

生体ダイナミクス演習（１）Ｂ

担当教員名：

川上 泰雄

授業の概要

運動生理学・バイオメカニクスの分野における、人間を対象とした研究についての学習・討論を通じて演習指

導を行う。実験手法の理論的背景や先行研究の知見に関して討論する。対象となる研究はスポーツ・身体運動の

科学の分野において頻繁に行われる動作分析や力計測、筋形状や筋活動の定量化などが中心となる。プレゼン、

討議は基本的に英語にて行うのでその点あらかじめ了承のうえ履修すること。

授業の到達目標

生体ダイナミクス・バイオメカニクスについての基礎知識を習得し、応用する。

授業計画

第１回 先行研究の調査・報告（９）筋腱複合体の構造と機能1

第２回 先行研究の調査・報告（10）筋腱複合体の構造と機能2

第３回 先行研究の調査・報告（11）筋腱複合体の構造と機能3

第４回 先行研究の調査・報告（12）筋腱複合体の構造と機能4

第５回 先行研究の調査・報告（13）筋腱複合体の構造と機能5

第６回 先行研究の調査・報告（14）身体運動と筋腱特性1

第７回 先行研究の調査・報告（15）身体運動と筋腱特性2

第８回 先行研究の調査・報告（16）身体運動と筋腱特性3

第９回 実験データの討議（６）

第10回 実験データの討議（７）

第11回 実験データの討議（８）

第12回 実験データの討議（９）

第13回 実験データの討議（10）

第14回 総合討議（１）

第15回 総合討議（２）

教科書

参考文献

成績評価方法

レ ポ ー ト 50％ 授業中心適宜レポートを課します

平常点評価 50％ 発表・討議などにおける積極性を評価します

備考・関連URL

関連URL：http://www.f.waseda.jp/ykawa/indexj.htm



授業科目名：

統合運動神経生理学演習（１）Ｂ

担当教員名：

宝田 雄大

授業の概要

研究指導内容に関連した研究論文などを輪読する。受講者が内容を紹介し、その後、全員で討論を行う。輪読

に際しては、各担当者は、事前に割り当てられた分担箇所を調べ、レジュメ（A4用紙１～２枚程度の要約）を作

成・配布し、その内容について発表する。

授業の到達目標

（運動の）生理学あるいは神経科学に関連した先行研究や知見の解釈研究を通じて、それらの研究の現状を知

り、その内容を理解できるようになること。

授業計画

第１回 各自の興味ある論文紹介と議論（１）

第２回 各自の興味ある論文紹介と議論（２）

第３回 各自の興味ある論文紹介と議論（３）

第４回 各自の興味ある論文紹介と議論（４）

第５回 各自の興味ある論文紹介と議論（５）

第６回 各自の興味ある論文紹介と議論（６）

第７回 各自の興味ある論文紹介と議論（７）

第８回 各自の興味ある論文紹介と議論（８）

第９回 研究指導内容に関連した論文紹介と議論（14) Sence of effort and force perception

第10回 研究指導内容に関連した論文紹介と議論（15）Inhibition of the primary motor cortex can alter one’

s “sense ofeffort”

第11回 研究指導内容に関連した論文紹介と議論（16）Maximal voluntary force and motor system state

第12回 研究指導内容に関連した論文紹介と議論（17）Acute effects of resistance exercise with vascular

occlusion

第13回 研究指導内容に関連した論文紹介と議論（18）Muscle damage after rugby match

第14回 研究指導内容に関連した論文紹介と議論（19）Chronic effects of resistance exercise with vascular

occlusion

第15回 研究指導内容に関連した論文紹介と議論（20）Potential research projects in the very near future

教科書

必要に応じて適宜紹介する。

参考文献

標準生理学（医学書院）、カールソン神経科学テキスト 脳と行動（丸善）、脳と行動（共立出版）、タッチ（医

学書院）、意識の探求－神経科学からのアプローチ（岩波書店）、筋肉研究最前線（エヌ・ティー・エス）

Principles of neural science （McGraw-Hill Medical）

Skeletal muscle structure, function ＆ plasticity （Lippincott Williams ＆ Wilkins）など。

成績評価方法

レ ポ ー ト 30％ 発表時のレジュメをレポートと位置付け、各個人に割りあたえられたテーマの理解度など

をその内容から評価する。

平常点評価 70％ 各個人に割りあたえられたテーマに関する発表内容について評価する。

備考・関連URL

この演習では、特に、各自の自主性や独創性が重視されるので、積極的な姿勢を示す気持ちがない学生、目的

意識をもっていない学生などには履修は勧められない。出欠は、平常点評価における演習への積極性に反映され

る。なお、履修者の人数、理解度、進捗状況等により授業計画の変更を行う場合もある。

関連URL：http://researchers.waseda.jp/profile/ja.2a4c95e8182a613cb97bfd1b7340fabc.html

http://scholar.google.co.jp/citations?user=8JwZqCIAAAAJ&hl=ja



授業科目名：

スポーツ心理学演習（２）Ｂ

担当教員名：

正木 宏明

授業の概要

演習（１）で決定した修士論文のテーマについて実験計画を立て、その妥当性について議論する。詳細な検討

を重ねたうえでデータを取得し、修士論文を作成する。

修士論文の作成に必要な研究指導を行う。文献紹介を通して最新の研究知見を把握するだけでなく、実験計画、

実験実施、解析、結果の解釈など、研究方法全般について理解する。

授業の到達目標

認知神経科学的手法によって解明すべきスポーツ行動の現象を見出し、修士論文のテーマとする。剰余変数を

排除した実験計画を立案・実施することで修士論文を作成する。

授業計画

第１回 研究発表５（予習：発表準備を行う。予習時間は120分程度を想定している。復習：各自で記録したノ

ートに基づき、さらに文献を調べて知識を深める。復習時間は120分程度を想定している。）

第２回 研究発表６（予習：発表準備を行う。予習時間は120分程度を想定している。復習：各自で記録したノ

ートに基づき、さらに文献を調べて知識を深める。復習時間は120分程度を想定している。）

第３回 研究発表７（予習：発表準備を行う。予習時間は120分程度を想定している。復習：各自で記録したノ

ートに基づき、さらに文献を調べて知識を深める。復習時間は120分程度を想定している。）

第４回 研究発表８（予習：発表準備を行う。予習時間は120分程度を想定している。復習：各自で記録したノ

ートに基づき、さらに文献を調べて知識を深める。復習時間は120分程度を想定している。）

第５回 研究発表９（予習：発表準備を行う。予習時間は120分程度を想定している。復習：各自で記録したノ

ートに基づき、さらに文献を調べて知識を深める。復習時間は120分程度を想定している。）

第６回 研究発表10（予習：発表準備を行う。予習時間は120分程度を想定している。復習：各自で記録したノ

ートに基づき、さらに文献を調べて知識を深める。復習時間は120分程度を想定している。）

第７回 研究発表11（予習：発表準備を行う。予習時間は120分程度を想定している。復習：各自で記録したノ

ートに基づき、さらに文献を調べて知識を深める。復習時間は120分程度を想定している。）

第８回 研究発表12（予習：発表準備を行う。予習時間は120分程度を想定している。復習：各自で記録したノ

ートに基づき、さらに文献を調べて知識を深める。復習時間は120分程度を想定している。）

第９回 修士論文研究報告１（予習：発表準備を行う。予習時間は120分程度を想定している。復習：各自で記

録したノートに基づき、さらに文献を調べて知識を深める。復習時間は120分程度を想定している。）

第10回 修士論文研究報告２（予習：発表準備を行う。予習時間は120分程度を想定している。復習：各自で記

録したノートに基づき、さらに文献を調べて知識を深める。復習時間は120分程度を想定している。）

第11回 修士論文研究報告３（予習：発表準備を行う。予習時間は120分程度を想定している。復習：各自で記

録したノートに基づき、さらに文献を調べて知識を深める。復習時間は120分程度を想定している。）

第12回 修士論文研究報告４（予習：発表準備を行う。予習時間は120分程度を想定している。復習：各自で記

録したノートに基づき、さらに文献を調べて知識を深める。復習時間は120分程度を想定している。）

第13回 修士論文研究報告５（予習：発表準備を行う。予習時間は120分程度を想定している。復習：各自で記

録したノートに基づき、さらに文献を調べて知識を深める。復習時間は120分程度を想定している。）

第14回 修士論文研究報告６（予習：発表準備を行う。予習時間は120分程度を想定している。復習：各自で記

録したノートに基づき、さらに文献を調べて知識を深める。復習時間は120分程度を想定している。）

第15回 総括（予習：これまでの議論を纏めたノートを再確認する。予習時間は120分程度を想定している。復

習：最終的な議論をノートに纏め、ここまで得られたデータを解釈し、議論のポイントを理解する。復

習時間は120分程度を想定している。）

教科書

特になし。必要に応じてプリントを配布する。

参考文献

成績評価方法

平常点評価 100％ 平常点による評価

備考・関連URL

出席および研究方法論の習得に対する真摯な態度が重視される。



授業科目名：

運動免疫学演習（２）Ｂ

担当教員名：

赤間 高雄

授業の概要

各自の研究テーマ（アスリートのコンディショニングにおける免疫学的測定指標の応用、高齢者の免疫機能を

高めるための運動処方、運動による免疫機能の変化のメカニズム、アンチ・ドーピングなど）に関して、研究目

的、研究方法、結果と考察、関連した先行研究について発表し、相互に討論する。これによって、より質の高い

研究をめざす。原則として２年生を対象とします。

授業の到達目標

各自の研究テーマ（アスリートのコンディショニングにおける免疫学的測定指標の応用、高齢者の免疫機能を

高めるための運動処方、運動による免疫機能の変化のメカニズム、アンチ・ドーピングなど）について、関連し

た先行研究、各自の研究計画、および研究結果について発表し、討論できるようになる。また、他の発表者の発

表内容について、適切な討論ができるようになる。

授業計画

第１回 オリエンテーション（本講義の目的と概要）／本講義の目的と概要について説明します。

分担の決定

第２回 アスリートのコンディショニングにおける免疫学的測定指標の応用（研究方法）担当者の発表と全体討

論

第３回 高齢者の免疫機能を高めるための運動処方（研究方法）担当者の発表と全体討論

第４回 運動による免疫機能の変化のメカニズム（研究方法）担当者の発表と全体討論

第５回 アンチ・ドーピング（研究方法）担当者の発表と全体討論

第６回 アスリートのコンディショニングにおける免疫学的測定指標の応用（研究結果）担当者の発表と全体討

論

第７回 高齢者の免疫機能を高めるための運動処方（研究結果）担当者の発表と全体討論

第８回 運動による免疫機能の変化のメカニズム（研究結果）担当者の発表と全体討論

第９回 アンチ・ドーピング（研究結果）担当者の発表と全体討論

第10回 アスリートのコンディショニングにおける免疫学的測定指標の応用（考察）担当者の発表と全体討論

第11回 高齢者の免疫機能を高めるための運動処方（考察）担当者の発表と全体討論

第12回 運動による免疫機能の変化のメカニズム（考察）担当者の発表と全体討論

第13回 アンチ・ドーピング（考察）担当者の発表と全体討論

第14回 アスリートのコンディショニングにおける免疫学的測定指標の応用（まとめ）

高齢者の免疫機能を高めるための運動処方（まとめ）

第15回 運動による免疫機能の変化のメカニズム（まとめ）

アンチ・ドーピング（まとめ）

教科書

なし。

参考文献

各自が検索する。

成績評価方法

試 験 ％ 試験は実施しない。

レ ポ ー ト ％ レポートは実施しない。

平常点評価 100％ 出席状況、各個人に割り当てられたテーマに関する発表内容、および討論における発言の

積極性と内容について、評価します。

備考・関連URL

２年生対象



授業科目名：

統合運動神経生理学演習（２）Ｂ

担当教員名：

宝田 雄大

授業の概要

受講者は、各自の研究計画書の発表と、予備実験のデータなどを提示し説明する。また必要に応じて、その研

究内容に関連した先行研究などを輪読する。発表や輪読時には、レジュメ（A4用紙１～２枚程度の要約）を作成・

配布し、わかりやすい説明に留意する。

授業の到達目標

研究指導内容に関連した研究テーマを見つけ、それを実証すべく、実験をデザインし、得られたグラフの考察

ができること。

授業計画

第１回 研究指導内容に関連した論文紹介と議論（１） Acute effects of resistance exercise with vascular

occlusion

第２回 研究指導内容に関連した論文紹介と議論（２） Chronic effects of resistance exercise with vascular

occlusion

第３回 研究指導内容に関連した論文紹介と議論（３） Force perception (Inhibition of the primary motor

cortex can alter one’s “sense ofeffort”)

第４回 研究指導内容に関連した論文紹介と議論（４) Maximal voluntary force (MVC) and “psychological”

inhibiting factors

第５回 研究指導内容に関連した論文紹介と議論（５）Human force exertion and hypnotic suggestion

第６回 研究指導内容に関連した論文紹介と議論（６） Brain mechanisms underlying automatic and

unconscious control of motor action

第７回 研究指導内容に関連した論文紹介と議論（７） Preparing and Motivating Behavior Outside of

Awareness

第８回 研究指導内容に関連した論文紹介と議論（８） The Unconscious Will

第９回 研究指導内容に関連した論文紹介と議論（９） How the Brain Translates Money into Force: A

Neuroimaging Study of Subliminal Motivation

第10回 研究指導内容に関連した論文紹介と議論（10）MVC and barely conscious goal-priming with rewards

第11回 受講者の研究成果発表および議論（１）

第12回 受講者の研究成果発表および議論（２）

第13回 受講者の研究成果発表および議論（３）

第14回 受講者の研究成果発表および議論（４）

第15回 受講者の研究成果発表および議論（５）

教科書

必要に応じて適宜紹介する。

参考文献

標準生理学（医学書院）、カールソン神経科学テキスト 脳と行動（丸善）、脳と行動（共立出版）、タッチ（医

学書院）、意識の探求－神経科学からのアプローチ（岩波書店）、筋肉研究最前線（エヌ・ティー・エス）

Principles of neural science （McGraw-Hill Medical）

Skeletal muscle structure, function ＆ plasticity （Lippincott Williams ＆ Wilkins）など。

成績評価方法

レ ポ ー ト 30％ 実験実習課題の内容の理解度を評価する。

平常点評価 70％ 輪読を含めたすべての発表内容と、その内容の指摘箇所やコメントに対する取り組み姿勢

や改善内容などについて評価する。

備考・関連URL

この演習では、特に、各自の自主性や独創性が重視されるので、積極的な姿勢を示す気持ちがない学生、目的

意識をもっていない学生などには履修は勧められない。出欠は、平常点評価における演習への積極性に反映され

る。なお、履修者の人数、理解度、進捗状況等により授業計画の変更を行う場合もある。

関連URL：http://researchers.waseda.jp/profile/ja.2a4c95e8182a613cb97bfd1b7340fabc.html

http://scholar.google.co.jp/citations?user=8JwZqCIAAAAJ&hl=ja



授業科目名：

スポーツ神経科学演習（２）Ｂ

担当教員名：

彼末 一之

授業の概要

演習（１）でまとめた内容を基に、運動制御系についてのモデルを構築し、それから予想される仮説を基に実

験を行い、レポートにまとめる。（２）Ａの実験の継続とレポート作成。

授業の到達目標

実験を各自が計画して、マネジメントし、遂行できるようにする。

授業計画

第１回 研究実施９: 各自デザインした実験の本実験開始

第２回 研究実施10：データ分析

第３回 研究実施11：統計解析

第４回 研究実施12：グラフの作成

第５回 研究実施13：追加実験の必要性検討

第６回 研究実施14：仮説検討

第７回 研究実施15：発展性の検討

第８回 レポート作成１: 各自デザインした実験結果についてまとめる

第９回 レポート作成２：レポートデザイン

第10回 レポート作成３：レポート構成

第11回 レポート作成４：レポート執筆

第12回 レポート作成５：レポート推敲

第13回 プレゼンテーション１：各自デザインした実験結果についてのプレゼン

第14回 プレゼンテーション２：プレゼンへの質疑応答

第15回 プレゼンテーション３：結論、相互の批評

教科書

特になし。

参考文献

“Principals of Neural Science” (McGrow Hill)

成績評価方法

平常点評価 100％ 各自の研究に取り組む姿勢とその成果で評価

備考・関連URL



授業科目名：

スポーツ整形外科学特論

担当教員名：

金岡 恒治

授業の概要

スポーツ活動に関連して発生する整形外科的傷害・障害について解説し、その疫学的研究、受傷機序解明に向

けた研究、治療方法に関する研究、予防対策に関する研究について紹介する。これらの研究内容については、学

生担当者が各自興味のある障害について、これまでの研究報告についての文献的考察を発表し、今後の研究の進

め方についてディスカッションする。

授業の到達目標

さまざまな整形外科的疾患の病態に関する理解を深めるとともに、自らの研究方針を確認する。

授業計画

第１回 オリエンテーション

第２回 代表的整形外科的障害に関する研究手法の解説

第３回 学生担当者の発表・ディスカッション

第４回 学生担当者の発表・ディスカッション

第５回 学生担当者の発表・ディスカッション

第６回 学生担当者の発表・ディスカッション

第７回 学生担当者の発表・ディスカッション

第８回 学生担当者の発表・ディスカッション

第９回 学生担当者の発表・ディスカッション

第10回 学生担当者の発表・ディスカッション

第11回 学生担当者の発表・ディスカッション

第12回 学生担当者の発表・ディスカッション

第13回 学生担当者の発表・ディスカッション

第14回 学生担当者の発表・ディスカッション

第15回 学生担当者の発表・ディスカッション

教科書

参考文献

成績評価方法

平常点評価 100％ 受講態度、発言内容、出席状況、課題到達度から総合的に判定する。

備考・関連URL



授業科目名：

スポーツ倫理学・教育学演習（１）Ｂ

担当教員名：

友添 秀則

授業の概要

スポーツ教育学・倫理学の文献について講読する。加えて、修士論文執筆のために方法論についても講ずる。

授業の到達目標

スポーツ教育学・倫理学の研究方法についての理解を深める。

授業計画

第１回 スポーツ教育学に関する先行研究の分析・発表（１）

第２回 スポーツ教育学に関する先行研究の分析・発表（２）

第３回 スポーツ教育学に関する先行研究の分析・発表（３）

第４回 スポーツ教育学に関する先行研究の分析・発表（４）

第５回 スポーツ教育学に関する先行研究の分析・発表（５）

第６回 体育・スポーツにおける倫理学的研究の分析・発表（１）

第７回 体育・スポーツにおける倫理学的研究の分析・発表（２）

第８回 体育・スポーツにおける倫理学的研究の分析・発表（３）

第９回 体育・スポーツにおける倫理学的研究の分析・発表（４）

第10回 体育・スポーツにおける倫理学的研究の分析・発表（５）

第11回 文献研究に必要とされるスキル（１）

第12回 文献研究に必要とされるスキル（２）

第13回 文献研究に必要とされるスキル（３）

第14回 論文構想の設定

第15回 総括と今後の課題

教科書

体育の人間形成論（大修館書店）

参考文献

成績評価方法

平常点評価 100％ 各個人に割りあてられたテーマに関する発表内容について評価する。

備考・関連URL



授業科目名：

スポーツ史特論

担当教員名：

石井 昌幸

授業の概要

スポーツ文化の形成と展開の過程を、主としてヨーロッパを中心に論じる。古代ギリシア、中世キリスト教社

会についても触れるが、特に近代ヨーロッパ（主にイギリス）社会におけるスポーツ文化の形成過程を中心に論

じる。

授業の到達目標

スポーツ文化の形成過程についての専門的知識を習得する。私たちが日常的に接しているスポーツは、どのよ

うにして形成されたのかを、それぞれの時代社会とのつながりのなかで考察する力を身につける。

授業計画

第１回 ガイダンス：歴史学とはなにか。スポーツに「歴史」はあるか

第２回 現代スポーツと古代ギリシア：規範的イメージの形成 <１>

第３回 現代スポーツと古代ローマ：規範的イメージの形成 <２>

第４回 中世ヨーロッパの社会と娯楽：宮廷文化

第５回 中世ヨーロッパの社会と娯楽：民衆文化

第６回 暦のなかの娯楽：農村社会と民俗的娯楽

第７回 工業化と改良主義：民衆娯楽の衰退と「レクリエーション」の誕生

第８回 パブリック・スクールにおける「アスレティシズム」の成立

第９回 国民国家と体操ムーヴメント

第10回 プロ・スポーツの誕生

第11回 近代日本におけるスポーツと体育

第12回 国策としてのスポーツ：ベルリンからモスクワまで

第13回 戦後日本のスポーツ

第14回 スポーツのグローバル化

第15回 到達度の確認と講評

教科書

使用しない。授業時に毎回資料を配布。

参考文献

Richard Holt, Sport and the British, Oxford University Press, 1988.

成績評価方法

試 験 50％ 第15回目の授業時間中に到達度・理解度の確認を行います。

レ ポ ー ト 20％ 第７回目の授業後、前半の授業内容の理解度を確認するレポート課題を出します。

平常点評価 30％ 出席を取る際に配布するコメントペーパーをもちいて、小テストを行います。

そ の 他 ％ 特になし

備考・関連URL



授業科目名：

環境運動生理学演習（１）Ｂ

担当教員名：

細川 由梨

授業の概要

本講義では、論文抄読を通じて先行研究結果を理解し、各自の研究テーマの学術的・臨床的位置付けを把握す

る。

授業の到達目標

(1)スポーツ科学領域の代表的な研究手法を説明できる。

(2)専門分野の英語論文を読み、内容を理解できる。

(3)自分の研究テーマの学術的・臨床的位置付けを説明できる。

(4)研究計画の立案ができる。

授業計画

第１回 オリエンテーション

プレデタージャーナルについて

統計解析の落とし穴について

第２回 先行研究のまとめ方

第３回 論文抄読：ケーススタディの読み方

第４回 論文抄読：横断的研究の読み方

第５回 論文抄読：帰納的研究の読み方

第６回 論文抄読：メタアナリシスの読み方

第７回 中間発表：先行研究のまとめ

第８回 研究倫理について

第９回 研究背景の書き方

第10回 研究の目的と仮説の立て方

第11回 研究デザインの検討：対象者・実験方法

第12回 研究デザインの検討：統計方法

第13回 結果と考察の書き方について

第14回 研究計画発表

第15回 研究計画発表

教科書

参考文献

成績評価方法

平常点評価 80％ 毎回のディスカッションへの参加姿勢で評価する。

そ の 他 20％ 研究テーマに関する先行研究の発表（第14－15回授業）で評価する。

備考・関連URL



授業科目名：

スポーツ生理学演習（１）Ｂ

担当教員名：

村岡 功

授業の概要

生理学を親学問として発展してきたスポーツ生理学は、生理学が静的（安静）状態での生命現象を対象として

いるのに対して、動的（運動・スポーツ）状態でのそれを対象としている。そして、その目標は、各種スポーツ

や身体活動に対する生体の応答と適応を明らかにすることにある。ここでは、関連する英文テキストの輪読や英

文文献の紹介、および、運動・スポーツ状態での様々な生理的指標の測定を通じて、運動・スポーツに対する生

体応答と適応を理解することとする。

授業の到達目標

スポーツ生理学に関連する英文テキストの輪読などを通じて、運動・スポーツに対する生体応答と生体適応を

理解するとともに、競技力向上や健康づくりで用いられる様々な測定法を習得するようにする。

授業計画

第１回 生理学的指標の測定法<１>

第２回 生理学的指標の測定法<２>

第３回 生理学的指標の測定法<３>

第４回 生理学的指標の測定法<４>

第５回 生理学的指標の測定法<５>

第６回 生理学的指標の測定法<６>

第７回 生理学的指標の測定法<７>

第８回 生理学的指標の測定法<８>

第９回 生理学的指標の測定法<９>

第10回 生理学的指標の測定法<10>

第11回 生理学的指標の測定法<11>

第12回 生理学的指標の測定法<12>

第13回 生理学的指標の測定法<13>

第14回 生理学的指標の測定法<14>

第15回 まとめ

教科書

スポーツ生理学に関する英文テキストを指示する。

参考文献

授業の中で、適宜紹介する。

成績評価方法

レ ポ ー ト 50％ レポートによる評価

平常点評価 50％ 平常点による評価

そ の 他 ％ 特になし

備考・関連URL



授業科目名：

スポーツ史演習（１）Ｂ

担当教員名：

石井 昌幸

授業の概要

各自個別研究を行い、その成果を発表し、ディスカッションと教員の指導によって深めていくことと、学術的

英文の精読演習とを並行して行う。後者では、テキストを読解しながら、学術書の精読に慣れるとともに、教員

の解説を通じて、イギリス現代スポーツ史とその特質についての専門的知識を得る。

授業の到達目標

スポーツ文化の形成と変遷について、歴史学の方法を用いて研究するための専門的技法を習得する。また、学

術的な英文を精読するための技術もあわせて習得する。

授業計画

第１回 ガイダンス、テキストの紹介、個人研究テーマ決定に関する指導と議論

第２回 テキストの精読・解説・議論 <１> スポーツへの参加と観戦（１）

第３回 テキストの精読・解説・議論 <２> スポーツへの参加と観戦（２）

第４回 テキストの精読・解説・議論 <３> 戦後イギリス・スポーツの再編過程（１）

第５回 テキストの精読・解説・議論 <４> 戦後イギリス・スポーツの再編過程（２）

第６回 個人研究の発表とディスカッション・指導 <１>

第７回 テキストの精読・解説・議論 <５> 現代におけるアマチュアリズム（１）

第８回 テキストの精読・解説・議論 <６> 現代におけるアマチュアリズム（２）

第９回 テキストの精読・解説・議論 <７> イギリスにおけるプロ・スポーツの伝統（１）

第10回 テキストの精読・解説・議論 <８> イギリスにおけるプロ・スポーツの伝統（２）

第11回 個人研究の発表とディスカッション・指導 <２>

第12回 テキストの精読・解説・議論 <９> 現代イギリス・スポーツとメディア

第13回 テキストの精読・解説・議論 <10> イギリス・スポーツとエスニシティ

第14回 テキストの精読・解説・議論 <11> イギリス・スポーツと政府

第15回 総括と次年度へ向けての課題の議論

教科書

Richard Holt and Tony Mason, Sport in Britain 1945-2000, Blackwell: Oxford, 2000.

参考文献

成績評価方法

試 験 ％ 実施しません。

レ ポ ー ト 30％ 学期末に課すレポートにより採点します。

平常点評価 70％ テキスト輪読時に英語の読解力・論旨の理解力等を基準として判断します。また、個人研

究発表の質（史料収集力、分析の精緻さ、論理的な議論を組み立てる力などの観点から判

断）と、ディスカッションの力・積極性もあわせて判断基準とします。

備考・関連URL



授業科目名：

スポーツ倫理学・教育学演習（２）Ｂ

担当教員名：

友添 秀則

授業の概要

演習（１）に引き続いて、スポーツ教育学・倫理学に関する修士論文の作成方略について講じる。各自の問題

意識に応じて論文執筆に必要なスキルや研究方法について、発表・討議を通して深め、修士論文を完成させるこ

とを目的とする。２年次の履修を原則とする。

授業の到達目標

スポーツ教育学・倫理学を研究対象とする論文作成の方法論を習得することを目標とする。

授業計画

第１回 修士論文の構想・発表・討議（１）

第２回 修士論文の構想・発表・討議（２）

第３回 修士論文の構想・発表・討議（３）

第４回 修士論文の構想・発表・討議（４）

第５回 修士論文の構想・発表・討議（５）

第６回 修士論文の構築に必要な研究方略（１）

第７回 修士論文の構築に必要な研究方略（２）

第８回 修士論文の構築に必要な研究方略（３）

第９回 修士論文の構築に必要な研究方略（４）

第10回 修士論文の構築に必要な研究方略（５）

第11回 修士論文の構築に必要な研究方略（６）

第12回 修士論文の構築に必要な研究方略（７）

第13回 演習のまとめ（１）

第14回 演習のまとめ（２）

第15回 総括と今後の課題

教科書

参考文献

成績評価方法

平常点評価 100％ 各個人に割りあてられたテーマに関する発表内容について評価する。

備考・関連URL



授業科目名：

スポーツ整形外科学演習（１）Ｂ

担当教員名：

金岡 恒治

授業の概要

これまでに報告されてきた脊椎疾患・外傷に関する学術的論文の紹介とその評価。

脊椎疾患・外傷に関する研究を始めるに当たって、これまで報告されている研究の手法・結果について熟知し、

独自の新しい仮説を見いだす。

授業の到達目標

整形外科的疾患の病態を理解し、新しく、独自の研究仮説を立案し、その立証方法を検討し、実践する。

授業計画

第１回 関心領域の文献考察、研究仮説の立案、研究手法の模索

第２回 関心領域の文献考察、研究仮説の立案、研究手法の模索

第３回 関心領域の文献考察、研究仮説の立案、研究手法の模索

第４回 関心領域の文献考察、研究仮説の立案、研究手法の模索

第５回 関心領域の文献考察、研究仮説の立案、研究手法の模索

第６回 関心領域の文献考察、研究仮説の立案、研究手法の模索

第７回 関心領域の文献考察、研究仮説の立案、研究手法の模索

第８回 関心領域の文献考察、研究仮説の立案、研究手法の模索

第９回 関心領域の文献考察、研究仮説の立案、研究手法の模索

第10回 関心領域の文献考察、研究仮説の立案、研究手法の模索

第11回 関心領域の文献考察、研究仮説の立案、研究手法の模索

第12回 関心領域の文献考察、研究仮説の立案、研究手法の模索

第13回 関心領域の文献考察、研究仮説の立案、研究手法の模索

第14回 関心領域の文献考察、研究仮説の立案、研究手法の模索

第15回 関心領域の文献考察、研究仮説の立案、研究手法の模索

教科書

参考文献

成績評価方法

平常点評価 100％ 学会発表内容・投稿論文により評価する。

備考・関連URL



授業科目名：

スポーツ疫学演習（１）Ｂ

担当教員名：

澤田 亨

授業の概要

スポーツ科学分野の「修士」は社会におけるスポーツや健康に関連した課題を解決するためにエビデンス（科

学的根拠＝原著論文）を使いこなせるプロフェッショナルです。エビデンスを使いこなすためにはエビデンスを

読みこなす能力が（超）重要です。

本演習では、自分の研究テーマに関する文献の読み方を身に付けてエビデンスを使いこなす能力を高める支援

を行います。

また、どのような研究デザインを用いて自分の研究テーマに対する回答を導き出すか、さまざまな研究デザイ

ンの中から選び出す支援も行います。

授業の到達目標

１．エビデンス（原著論文）を読みこなす能力を高める。

２．さまざまな研究デザインを理解する。

３．自分の研究テーマに対する回答を与える研究デザインを選び出す。

４．ディスカッションを通じて批判的吟味（critical appraisal）を行う能力に磨きをかける。

授業計画

第１回 夏期休業中の課題発表準備

第２回 夏期休業中の課題発表とディスカッション

第３回 原著論文の表紙（タイトル・研究者・抄録）の読み方解説とディスカッション

第４回 原著論文の緒言・引用文献の読み方解説とディスカッション

第５回 原著論文の方法の読み方解説とディスカッション

第６回 原著論文の結果や図表の読み方解説とディスカッション

第７回 原著論文の考察の読み方解説とディスカッション

第８回 研究デザインの概要説明

第９回 研究デザイン（記述疫学研究・地域相関研究）の解説とディスカッション

第10回 研究デザイン（横断研究・連続横断研究）の解説とディスカッション

第11回 研究デザイン（介入研究・ランダム化比較試験）の解説とディスカッション

第12回 研究デザイン（コホート研究・症例対照研究）の解説とディスカッション

第13回 各自の研究テーマに関する研究デザイン構築

第14回 研究デザインに関するディスカッションと研究デザイン構築

第15回 各自の研究テーマに関する研究デザインの概要発表とディスカッション

教科書

特に指定しません。

講義はパワーポイントと配布資料を用いて行います。

参考文献

・疫学：医学的研究と実践のサイエンス（ISBN-13：978-4895926478）

・医学的研究のデザイン：研究の質を高める疫学的アプローチ第４版（ISBN-13：978-4895927833）

・医学的介入の研究デザインと統計（ISBN-13：978-4895927574）

成績評価方法

レ ポ ー ト 40％ 演習における発表内容を評価します。

平常点評価 60％ 各自の課題に対する準備や演習への積極的な態度などを総合的に評価します。

備考・関連URL



授業科目名：

環境運動生理学演習（２）Ｂ

担当教員名：

細川 由梨

授業の概要

本講義では、環境運動生理学とその関連分野に関する英語論文抄読を通じて、各自の研究活動や臨床活動を発

展させる。

授業の到達目標

(1)専門分野の英語論文を読み、内容を理解できる。

(2)自分の研究テーマの学術的・臨床的位置付けを説明できる。

(3)論文を批判的に査読することができる。

(4)学術発表を通して研究結果を社会に発信することができる。

授業計画

第１回 オリエンテーション

タイトル・キーワード・要旨の書き方について

第２回 課題論文の抄読と要旨作成１

第３回 課題論文の抄読と要旨作成２

第４回 英文輪読・ディスカッション１

第５回 英文輪読・ディスカッション２

第６回 英文輪読・ディスカッション３

第７回 中間発表：実験結果

第８回 中間発表：実験結果

第９回 ピアレビュー・ディスカッション１：背景

第10回 ピアレビュー・ディスカッション２：方法

第11回 ピアレビュー・ディスカッション３：結果

第12回 ピアレビュー・ディスカッション４：考察

第13回 ピアレビュー・ディスカッション５：要旨

第14回 ピアレビュー・ディスカッション６：プレゼンテーション

第15回 総括

教科書

参考文献

成績評価方法

平常点評価 80％ 毎回のディスカッションへの参加姿勢で評価する。

そ の 他 20％ 実験結果の中間発表（第７－８回授業）で評価する。

備考・関連URL



授業科目名：

スポーツ神経科学演習（１）Ｂ

担当教員名：

彼末 一之

授業の概要

運動を司る神経機構について生理学的な観点から講義する内容に関して、特に興味を持った項目について文献

を調査しその内容について毎週発表する。そしてそれをレポートとしてまとめる。

授業の到達目標

運動制御の神経機構について修士論文の研究と関連して理解する。

授業計画

第１回 受講ガイダンス

第２回 文献検索３：「情動と運動」について

第３回 文献輪読３－１ 担当者１群（扁桃核）

第４回 文献輪読３－２ 担当者２群（ドーパミン）

第５回 文献輪読３－３ 担当者３群（イップス）

第６回 レポート作成３：「情動と運動」について各自輪読した論文についてのレポート

第７回 文献検索４：「協調運動」について

第８回 文献輪読４－１ 担当者１群（四肢協調）

第９回 文献輪読４－２ 担当者２群（ＣＰＧ）

第10回 文献輪読４－３ 担当者３群（スポーツ）

第11回 レポート作成４：「協調運動」について各自輪読した論文についてのレポート

第12回 プレゼンテーション準備１：パワーポイントを使ったプレゼン「情動と運動」について

第13回 プレゼンテーション準備２：パワーポイントを使ったプレゼン「協調運動」について

第14回 プレゼンテーション３ 「情動と運動」について

第15回 プレゼンテーション４ 「協調運動」について

教科書

特になし。

参考文献

“Principals of Neural Science” (McGrow Hill)

成績評価方法

平常点評価 100％ グループワーク内での貢献度と各個人に割り当てられた発表内容で評価

備考・関連URL



授業科目名：

スポーツ史演習（２）Ｂ

担当教員名：

石井 昌幸

授業の概要

各自個別研究を行い、その成果を発表し、ディスカッションと教員による指導によって深めていくことと、学

術的英文の精読演習とを並行して行う。後者では、テキストを読解しながら、学術書の精読に慣れるとともに、

教員の解説やディスカッションを通じて、20世紀における国際社会の諸問題とスポーツの関係についての専門的

知識を深める。

授業の到達目標

スポーツ文化の形成と変遷についての研究を歴史学の方法を用いて実践する。また、学術的な英文を精読し、

知識を深めるとともに、それについてディスカッションする力を身につける。

授業計画

第１回 ガイダンス、テキストの紹介、個人研究テーマ決定に関する指導と議論

第２回 テキストの精読・解説・議論 <１> オリンピックと国際政治

第３回 テキストの精読・解説・議論 <２> 国際サッカー連盟（FIFA）の歴史と諸問題

第４回 テキストの精読・解説・議論 <３> ファシズム下のスポーツと世界

第５回 テキストの精読・解説・議論 <４> 共産主義諸国とスポーツ

第６回 個人研究の発表とディスカッション・指導 <１>

第７回 テキストの精読・解説・議論 <５>国際労働者スポーツ運動

第８回 テキストの精読・解説・議論 <６> 現代の宗教とスポーツ

第９回 テキストの精読・解説・議論 <７> スポーツのなかの女性

第10回 テキストの精読・解説・議論 <８> スポーツと人種差別

第11回 個人研究の発表とディスカッション・指導 <２>

第12回 テキストの精読・解説・議論 <９> 障害者スポーツの現在

第13回 テキストの精読・解説・議論 <10> FIFAワールドカップとグローバル・ビジネス

第14回 テキストの精読・解説・議論 <11> 衛星放送メディアとスポーツ

第15回 テキストの精読・解説・議論 <12> まとめとディスカッション

教科書

Jim Riordan and Arnd Kruger, The International Politics of Sport in the 20th Century, E ＆ FN Spon: London,

1999.

参考文献

成績評価方法

試 験 ％ 実施しません。

レ ポ ー ト 30％ 学期末に課すレポートにより採点します。

平常点評価 70％ テキスト輪読時に英語の読解力・論旨の理解力等を基準として判断します。また、個人研

究発表の質（史料収集力、分析の精緻さ、論理的な議論を組み立てる力などの観点から判

断）と、ディスカッションの力・積極性もあわせて判断基準とします。

備考・関連URL



授業科目名：

スポーツ経営学演習（１）Ｂ

担当教員名：

木村 和彦

授業の概要

個別のスポーツ経営領域または経営体（事業所）を対象に対して、主に経営学的なアプローチを用いてスポー

ツ経営現象の解明のための方法論を学び、研究成果を実践的な経営課題の解決につなげる提案力を高めていくた

めに、具体的には経営戦略や事業戦略、マーケティングと消費者行動、組織と人的資源マネジメントなどに焦点

を当てケーススタディを行い、経営の改善に向けた提案を行う。

授業の到達目標

個別のスポーツ経営領域または経営体（事業所）を対象に対して、主に経営学的なアプローチを用いてスポー

ツ経営現象の解明のための方法論を学び、研究成果を実践的な経営課題の解決につなげる提案力を養う。

授業計画

第１回 オリエンテーション

第２回 中間発表１

第３回 中間発表２

第４回 中間発表３

第５回 プレゼンテーションの方法１

第６回 プレゼンテーションの方法２

第７回 企画提案の方法１

第８回 企画提案の方法２

第９回 最終発表と討議１

第10回 最終発表と討議２

第11回 最終発表と討議３

第12回 最終発表と討議４

第13回 最終発表と討議５

第14回 プレゼンと企画提案に関する小テストと解説

第15回 総括

教科書

参考文献

成績評価方法

試 験 20％ １回の小テスト。

平常点評価 80％ ２回の発表。

備考・関連URL



授業科目名：

健康スポーツ論演習（１）Ｂ

担当教員名：

中村 好男

授業の概要

本授業では、“スポーツを通じた健康増進”という社会的ニーズに応えるために、体力科学、運動生理学、栄

養学などの＜身体の理論＞から、行動科学、社会マーケティングといった＜行動の理論＞、さらには、ビジネス

マネジメント、マーケティングなどの＜社会組織の理論＞にわたるまで、様々な領域における基礎学問分野の知

見を学習するとともに、具体的課題について調査検証し、その成果を発表できるように取りまとめる。

授業の到達目標

・各自の取り組んだ課題を掘り下げて「論文」を執筆し、学術誌に投稿すること。

・上記の研究課題について学会で口頭発表できるように準備すること。

授業計画

第１回 夏期研究成果中間報告準備

第２回 夏期研究成果中間報告

第３回 夏期研究成果講評と課題解説

第４回 論文作成技法（１．構成）

第５回 論文作成技法（２．表記ならびに引用法）

第６回 論文作成技法（３．問題設定・仮説提示から研究目的まで）

第７回 論文作成技法（４．問題解決のための方法・結果の一貫性）

第８回 論文作成技法（５．データ分析）

第９回 論文作成技法（６．統計分析と検定）

第10回 論文作成技法（７．研究目的と考察の一貫性と結論）

第11回 プレゼンテーション技法（１）課題の設定

第12回 プレゼンテーション技法（２）聴衆の認知

第13回 プレゼンテーション技法（３）伝達技法

第14回 プレゼンテーション技法（４）評価技法

第15回 本研究に向けた取り組みと課題解説

教科書

なし。

参考文献

なし。

成績評価方法

平常点評価 100％ 授業中の発表内容を評価

備考・関連URL



授業科目名：

スポーツ組織論演習（１）Ｂ

担当教員名：

作野 誠一

授業の概要

本演習は、スポーツ組織をめぐるさまざまな問題のなかから、各自がそれぞれの関心に応じて選択したテーマ

を取り上げ、関連研究の報告等を中心に議論を重ねるなかで、研究のテーマや方法にも関わる基本枠組の構築に

向けた指導をおこなう。

授業の到達目標

本演習では、各自の関心に応じたテーマについて議論を尽くすなかで、現状認識、適切なテーマ設定、研究の

意義、研究方法といった研究の基本枠組を自ら構築できるようになることをめざす。

授業計画

第１回 後半ガイダンス

第２回 先行研究の検討

第３回 先行研究の検討

第４回 データ分析<１> 量的データ

第５回 先行研究の検討

第６回 先行研究の検討

第７回 データ分析<２> 量的データ

第８回 先行研究の検討

第９回 先行研究の検討

第10回 データ分析<３> SPSSの利用

第11回 先行研究の検討

第12回 先行研究の検討

第13回 先行研究の検討

第14回 後半のまとめ

第15回 まとめ

教科書

参考文献

成績評価方法

平常点評価 100％ 出席、発表・報告、議論への参加などを総合的に評価する。

備考・関連URL

本演習は１年次の履修が望ましい。



授業科目名：

スポーツ整形外科学演習（２）Ｂ

担当教員名：

金岡 恒治

授業の概要

脊椎疾患・外傷に関する研究を行うのに必要な、脊椎の動作解析、筋電解析、画像評価、統計解析などの研究

手法を紹介する。

演習（１）で得た独自の仮説を検証するための手法を明確にし、研究を実施する。

授業の到達目標

整形外科的疾患の病態を理解し、新しく、独自の研究仮説を立案し、その立証方法を検討し、実践する。

授業計画

第１回 研究手法の確立、実施

第２回 研究手法の確立、実施

第３回 研究手法の確立、実施

第４回 研究手法の確立、実施

第５回 研究手法の確立、実施

第６回 研究手法の確立、実施

第７回 研究手法の確立、実施

第８回 研究手法の確立、実施

第９回 研究手法の確立、実施

第10回 研究手法の確立、実施

第11回 研究手法の確立、実施

第12回 研究手法の確立、実施

第13回 研究手法の確立、実施

第14回 研究手法の確立、実施

第15回 研究手法の確立、実施

教科書

参考文献

成績評価方法

平常点評価 100％ 学会発表内容・投稿論文により評価する。

備考・関連URL



授業科目名：

スポーツ疫学演習（２）Ｂ

担当教員名：

澤田 亨

授業の概要

自分の研究テーマに対する回答を公の知見とするためには原著論文を公表する必要があります。科学の世界で

は公表された原著論文がその分野のエビデンス（科学的根拠）として認識されます。自分の研究テーマに対する

回答（研究結果）を、原著論文執筆の作法に則って執筆することが求められます。本演習では、さまざまな原著

論文執筆作法を理解し、自分の研究テーマに適した作法に基づいて論文を執筆する支援を行います。

授業の到達目標

１．さまざまな原著論文執筆法を理解する。

２．自分の研究テーマに対する回答（研究結果）を作法に則って執筆する能力を身に付ける。

３．学術論文を批判的吟味（critical appraisal）する能力に磨きをかける。

授業計画

第１回 原著論文執筆方法の概要説明

第２回 抄録の執筆方法の解説とディスカッション

第３回 観察研究における緒言の執筆作法（STROBE声明）の解説とディスカッション

第４回 観察研究における方法の執筆作法（STROBE声明）の解説とディスカッション

第５回 観察研究における結果や図表の執筆作法（STROBE声明）の解説とディスカッション

第６回 観察研究における考察の執筆作法（STROBE声明）の解説とディスカッション

第７回 観察研究実施者の論文発表とディスカッション

第８回 介入研究における緒言の執筆作法（CONSORT声明）の解説とディスカッション

第９回 介入研究における方法の執筆作法（CONSORT声明）の解説とディスカッション

第10回 介入研究における結果や図表の執筆作法（CONSORT声明）の解説とディスカッション

第11回 介入研究における考察の執筆作法（CONSORT声明）の解説とディスカッション

第12回 介入研究実施者の論文発表とディスカッション

第13回 レビュー論文の執筆作法（PRISMA声明）の解説とディスカッション

第14回 全体ディスカッション

第15回 スポーツ疫学演習の総括

教科書

・特に指定しません。

・講義はパワーポイントと配布資料を用いて行います。

参考文献

・国際誌にアクセプトされる医学論文（ISBN-13：978-4895922241）

・STROBE声明：https://www.strobe-statement.org/index.php?id=strobe-translations

・CONSORT声明：http://www.consort-statement.org/downloads/translations

・PRISMA声明：http://www.prisma-statement.org/

成績評価方法

レ ポ ー ト 40％ 演習における発表内容を評価します。

平常点評価 60％ 演習への出席状況や各自の課題に対する準備や演習への積極的な態度などを総合的に評価

します。

備考・関連URL

https://sites.google.com/site/sssawadalab/



授業科目名：

コーチング心理学特論

担当教員名：

堀野 博幸

授業の概要

スポーツパフォーマンスは、技術・体力・戦術要因から構成される。そして、心理要因が、それら３つの要素

を総合的に支えている。本講義では、アスリートとコーチを中心として、コーチングプロセスに関与する人間の

心理的課題を考察する。スポーツフィールドで発生する様々な心理的問題を取り上げ、その問題の本質を精査し、

その問題解決の方向性について、受講生のプレゼンテーションとディスカッションを通して検討する。

授業の到達目標

コーチングフィールドにおける諸課題の理解と改善アプローチへの理論的接近。

授業計画

第１回 ガイダンス

第２回 コーチング

第３回 心理学

第４回 プレゼンテーション＆ディスカッション 事例研究・個人基礎

第５回 プレゼンテーション＆ディスカッション 事例研究・個人応用

第６回 プレゼンテーション＆ディスカッション 事例研究・グループ基礎

第７回 プレゼンテーション＆ディスカッション 事例研究・グループ応用

第８回 プレゼンテーション＆ディスカッション 事例研究・チーム基礎

第９回 プレゼンテーション＆ディスカッション 事例研究・チーム応用

第10回 プレゼンテーション＆ディスカッション 事例研究・心理学からの分析（個人）

第11回 グループワーク 事例研究の資料収集

第12回 プレゼンテーション＆ディスカッション 事例研究・心理学からの分析（グループ）

第13回 プレゼンテーション＆ディスカッション 事例研究・心理学からの分析（チーム）

第14回 コーチングに関わる諸問題（招聘講師予定）

第15回 まとめ コーチングと心理学の総合分析

教科書

特になし

参考文献

スポーツ心理学ハンドブック

成績評価方法

レ ポ ー ト 50％ 課題レポートを評価する

平常点評価 50％ プレゼンテーションと授業への取り組みを評価する

備考・関連URL

上記の内容を適宜進めていく。

授業に関する連絡は、コースナビを通じて行いますので、定期的にコースナビを確認してください。



授業科目名：

スポーツ経営学演習（２）Ｂ

担当教員名：

木村 和彦

授業の概要

個別のスポーツ経営領域または経営体（事業所）を対象に対して、主に経営学的なアプローチを用いてスポー

ツ経営現象の解明のための方法論を学び、研究成果を実践的な経営課題の解決につなげる提案力を高めていくた

めに、具体的には質問紙調査等、スポーツ消費者を対象とした定量的な調査・分析を行い、それらの結果に基づ

いて事業戦略やプロダクト開発を中心として経営の改善に向けた提案を行う。

授業の到達目標

個別のスポーツ経営領域または経営体（事業所）を対象に対して、主に経営学的なアプローチを用いてスポー

ツ経営現象の解明のための方法論を学び、研究成果を実践的な経営課題の解決につなげる提案力を身につける。

授業計画

第１回 調査実習（７）集計・分析

第２回 調査実習（８）集計・分析

第３回 調査実習（９）まとめ

第４回 論文・レポートの書き方１

第５回 論文・レポートの書き方２

第６回 小テストと解説

第７回 発表資料の作成（１）

第８回 発表資料の作成（２）

第９回 発表資料の作成（３）

第10回 発表資料の作成（４）

第11回 最終発表と討議（１）

第12回 最終発表と討議（２）

第13回 最終発表と討議（３）

第14回 最終発表と討議（４）

第15回 修士論文の作成に向けて

教科書

参考文献

成績評価方法

試 験 20％ 小テスト１回。

平常点評価 80％ 出席と調査実習。

備考・関連URL



授業科目名：

スポーツ組織論演習（２）Ｂ

担当教員名：

作野 誠一

授業の概要

本演習は、スポーツ組織に関する研究に対する課題報告と進捗状況の確認を軸としながら、その過程において、

研究方法、調査方法、分析方法等について指導する。

授業の到達目標

本演習では、研究論文を作成するための研究方法について習熟するとともに、分析結果から有益な実践的示唆

を導くことができるような鋭い分析力と深い洞察力の育成をめざす。

授業計画

第１回 後半ガイダンス

第２回 先行研究の検討<９>

第３回 先行研究の検討<10>

第４回 データ分析<１> 記述統計

第５回 研究の進捗報告と討議<１>

第６回 研究の進捗報告と討議<２>

第７回 データ分析<２> 多変量解析

第８回 研究の進捗報告と討議<３>

第９回 研究の進捗報告と討議<４>

第10回 データ分析<３> 質的データの処理

第11回 研究の進捗報告と討議<５>

第12回 研究の進捗報告と討議<６>

第13回 研究の進捗報告と討議<７>

第14回 後半のまとめ

第15回 全体のまとめ

教科書

参考文献

成績評価方法

平常点評価 100％ 出席、発表・報告、議論への参加などを総合的に評価する。

備考・関連URL

本演習は２年次の履修が望ましい。



授業科目名：

バイオメカニクス演習（２）Ｂ

担当教員名：

矢内 利政

授業の概要

バイオメカニクスに関連する分野における研究デザインや方法論について理解し、さらに応用発展させるため

の基礎的事項を、国内外で報告された論文を精読し討論することを通じて学習する。また、院生が進めている研

究課題について討議し、研究目的に合致した方法論を用いた研究デザインを構築できるよう意見を交換する。

授業の到達目標

バイオメカニクス演習（１）で理解した研究のデザインや方法論をさらに応用発展させ、これまでに明らかに

されていない研究テーマに取り組むための測定方法や算出方法について議論できるようになる。

授業計画

第１回 オリエンテーション

第２回 研究デザインに応じた統計分析方法の選択１

第３回 研究デザインに応じた統計分析方法の選択２

第４回 統計分析結果の解釈１

第５回 抄読会１（統計分析方法に着目したCritical review）

第６回 抄読会２（統計分析方法に着目したCritical review）

第７回 研究（データ）発表会１

第８回 研究（データ）発表会２

第９回 論文の執筆方法（科学論文の構成）

第10回 論文の執筆方法（英語論文の構成）

第11回 抄読会３（Scientific writingをテーマとした論文を精読し議論する）

第12回 抄読会４（Scientific writingをテーマとした論文を精読し議論する）

第13回 研究（データ）発表会３

第14回 研究（データ）発表会４

第15回 総括

教科書

教科書はとくに定めないでテーマに沿った論文や配布資料を参考に行う。

参考文献

成績評価方法

レ ポ ー ト 40％ 抄読会・データ発表会での発表と概要レポート作成

そ の 他 60％ 会への参加 ２％×15、討議への参加 30％

備考・関連URL



授業科目名：

スポーツクラブマネジメント演習（１）Ｂ

担当教員名：

間野 義之

授業の概要

一年制修士課程の演習として、地域スポーツクラブのマネジメントの基礎を身につけ、修士論文の作成を計画

的に導くことを目的とする。

学生参加型の演習とし、交代での発表と、全員での討論を行う。

授業の到達目標

地域スポーツマネジメントの基礎を理解し、修士論文作成に結び付けられること。

授業計画

第１回 ガイダンス

第２回 スポーツクラブビジネスの歴史（２）

第３回 スポーツクラブビジネスの法律（２）

第４回 スポーツクラブビジネスの指導者（２）

第５回 スポーツクラブビジネスのマネジメントスタッフ（２）

第６回 スポーツクラブビジネスのボランティア（２）

第７回 スポーツクラブビジネスの活動拠点（２）

第８回 スポーツクラブビジネスのクラブハウス（２）

第９回 スポーツクラブビジネスの財源（２）

第10回 スポーツクラブビジネスの事業収支計画（２）

第11回 スポーツクラブビジネスのリスクマネジメント（２）

第12回 スポーツクラブビジネスのガバナンス（２）

第13回 スポーツクラブビジネスの今日的課題（２）

第14回 スポーツクラブビジネスの将来像（２）

第15回 まとめ

教科書

参考文献

成績評価方法

平常点評価 100％ 演習での定められた時間内での発表内容・発言で評価する。要点を押さえること。

備考・関連URL



授業科目名：

健康スポーツマネジメント演習（１）Ｂ

担当教員名：

中村 好男

授業の概要

本授業では、健康スポーツマネジメントに関する問題設定技法ならびに仮説検証技法を習得し、各自が取り組

む修士論文の課題に応じた実践検証に取り組む。

授業の到達目標

・各自の修士論文の研究に着手できること。

・各自の提出した修士論文の口頭諮問のためのプレゼンテーション技法を習得すること。

授業計画

第１回 夏期研究成果中間報告準備

第２回 夏期研究成果中間報告

第３回 研究計画書の作成技法

第４回 論文作成技法（１．構成）

第５回 論文作成技法（２．表記ならびに引用法）

第６回 論文作成技法（３．問題設定・仮説提示から研究目的まで）

第７回 論文作成技法（４．問題解決のための方法・結果の一貫性）

第８回 論文作成技法（５．データ分析）

第９回 論文作成技法（６．統計分析と検定）

第10回 論文作成技法（７．研究目的と考察の一貫性と結論）

第11回 研究成果発表準備

第12回 研究成果発表

第13回 プレゼンテーション技法（１）課題の抽出と伝達技法

第14回 プレゼンテーション技法（２）効果検証技法

第15回 まとめ：口頭試問演習

教科書

なし。

参考文献

なし。

成績評価方法

平常点評価 100％ 授業中の発表内容を評価

備考・関連URL



授業科目名：

介護予防マネジメント演習（１）Ｂ

担当教員名：

岡 浩一朗

授業の概要

本演習では、情報検索、論文読解、統計解析、プレゼンテーションスキルのトレーニングを中心に演習を進め

る。

授業の到達目標

介護予防に関する最新情報や基礎知識、実践手法に関するリテラシーを高め、修士論文をまとめるための研究

能力および問題解決能力を高めることを主な目標にする。

授業計画

第１回 演習の進め方、プレゼンテーションスキルトレーニング①

第２回 プレゼンテーションスキルトレーニング②

第３回 プレゼンテーションスキルトレーニング③

第４回 プレゼンテーションスキルトレーニング④

第５回 プレゼンテーションスキルトレーニング⑤

第６回 クリティカルリーディングトレーニング①

第７回 クリティカルリーディングトレーニング②

第８回 クリティカルリーディングトレーニング③

第９回 クリティカルリーディングトレーニング④

第10回 クリティカルリーディングトレーニング⑤

第11回 ダイレクトリーディングトレーニング①

第12回 ダイレクトリーディングトレーニング②

第13回 ダイレクトリーディングトレーニング③

第14回 ダイレクトリーディングトレーニング④

第15回 講評とレポート課題

教科書

特になし。資料は講義中に適宜配布する。

参考文献

成績評価方法

レ ポ ー ト 20％ レポート内容20％

平常点評価 80％ 出席状況50％、発表内容15％、授業中の積極性や勤勉性といった取組姿勢15％

備考・関連URL



授業科目名：

ヘルスプロモーション演習

担当教員名：

岡 浩一朗

授業の概要

本演習では、ダイレクトリーディング（特定の領域を決めて、一定数の論文を読み、その要旨をプレゼンテー

ションする）を中心に演習を進める。

授業の到達目標

ヘルスプロモーションに関する研究の最新情報を整理し、修士論文をまとめるための研究能力および問題解決

能力を高めることを主な目標にする。

授業計画

第１回 演習の概要と進め方

第２回 ヘルスフィットネス研究論文読解①

第３回 ヘルスフィットネス研究論文読解②

第４回 ヘルスフィットネス研究論文読解③

第５回 ヘルスフィットネス研究論文読解④

第６回 ヘルスコミュニケーション研究論文読解①

第７回 ヘルスコミュニケーション研究論文読解②

第８回 ヘルスコミュニケーション研究論文読解③

第９回 ヘルスカウンセリング研究論文読解①

第10回 ヘルスカウンセリング研究論文読解②

第11回 ヘルスカウンセリング研究論文読解③

第12回 ヘルスマーケティング研究論文読解①

第13回 ヘルスマーケティング研究論文読解②

第14回 ヘルスマーケティング研究論文読解③

第15回 講評とレポート課題

教科書

特になし。資料は講義中に適宜配布する。

参考文献

成績評価方法

レ ポ ー ト 20％ レポート内容

平常点評価 80％ 出席状況60％、授業中の積極性や勤勉性といった取組姿勢20％

備考・関連URL



授業科目名：

スポーツビジネスマネジメント論演習（１）Ｂ

担当教員名：

原田 宗彦

授業の概要

スポーツビジネスを取り巻く社会経済環境の把握と分析に取り組むとともに、クラブ事業やリーグ経営におけ

る価値創造と集客のためのマーケティングを、先行研究や先進的事例の中から学ぶとともに理論化を試みる。演

習（１）は、原則として１年生の授業とする。

授業の到達目標

研究者としての基本的素養を身につけるとともに、修士論文に結びつく研究テーマを選ぶ。

授業計画

第１回 スポーツビジネス概論４

第２回 日本語論文アブストラクト発表１

第３回 日本語論文アブストラクト発表２

第４回 日本語論文アブストラクト発表３

第５回 日本語論文アブストラクト発表４

第６回 日本語論文アブストラクト発表５

第７回 日本語論文アブストラクト発表６

第８回 リサーチプロジェクト発表１

第９回 リサーチプロジェクト発表２

第10回 リサーチプロジェクト発表３

第11回 リサーチプロジェクト発表４

第12回 リサーチプロジェクト発表５

第13回 リサーチプロジェクト発表６

第14回 スポーツビジネス概論５

第15回 演習のまとめとレポート課題

教科書

参考文献

成績評価方法

平常点評価 50％ ディスカッションへの貢献度を評価します。

そ の 他 50％ プレゼンテーションのクオリティを評価します。

備考・関連URL



授業科目名：

スポーツビジネスマーケティング演習（１）Ｂ

担当教員名：

松岡 宏高

授業の概要

本演習では、スポーツマーケティングをテーマとした研究論文を精読し、検討し、各受講生がその内容につい

て発表する。そのプロセスを通して、当該領域の研究デザインや研究方法、およびこれまでに報告された知見に

ついて理解する。また最後には、受講生が各自のスポーツマーケティング領域の研究テーマの設定を行う。

授業の到達目標

スポーツマーケティングをテーマとした研究のデザインや研究方法、およびこれまでに報告された知見につい

て理解を深め、さらに当該領域において重要な研究テーマを設定することができること。

授業計画

第１回 先行研究のまとめ方

第２回 先行研究のまとめ方

第３回 先行研究の検討

第４回 先行研究の検討

第５回 先行研究の検討

第６回 先行研究の検討

第７回 先行研究の検討

第８回 先行研究の検討

第９回 先行研究の検討

第10回 先行研究の検討

第11回 研究テーマの検討

第12回 研究テーマの検討

第13回 研究テーマの発表

第14回 研究テーマの発表

第15回 まとめ

教科書

原田宗彦、藤本淳也、松岡宏高 「スポーツマーケティング」大修館書店、2018年

参考文献

スポーツマネジメント研究、Sport Marketing Quarterly, Journal of Sport Management, Sport Management Review

成績評価方法

平常点評価 100％ 出席・参加、プレゼンテーション、ディスカッション、小レポートによる評価。

備考・関連URL



授業科目名：

スポーツ健康管理学演習（１）Ｂ

担当教員名：

坂本 静男

授業の概要

スポーツあるいは運動が一般人の健康管理に有用であることはよく知られた事実であり、また逆にスポーツ選

手のコンディショニングを考えていく上では運動量や運動強度を考慮していくことが重要であることもよく知

られたことである。実際的に呼気ガス分析を含めた運動負荷試験やスポーツ（運動）中のホルター心電図検査な

どを行ってその結果を検討したり、また多数の文献的検討を行い、安全になおかつ効果的にスポーツを実践して

いく上での注意点を知ることが、この演習の中心的課題である。

授業の到達目標

メタボリックシンドローム、内科的スポーツ障害を理解し、心電図（運動負荷試験、長時間心電図記録）を自

身で行えるようになること、そして論文抄読のプレゼンテーションが優秀になることを目標とする。

授業計画

第１回 安静時心電図記録の実際

第２回 潜水反射試験の実際

第３回 運動負荷試験の実際（１）

第４回 運動負荷試験の実際（２）

第５回 運動負荷試験の実際（３）

第６回 運動負荷試験の実際（４）

第７回 長時間心電図記録の実際（１）

第８回 長時間心電図記録の実際（２）

第９回 長時間心電図記録の実際（３）

第10回 スポーツ医学関連の文献抄読（１）

第11回 スポーツ医学関連の文献抄読（２）

第12回 スポーツ医学関連の文献抄読（３）

第13回 スポーツ医学関連の文献抄読（４）

第14回 スポーツ医学関連の文献抄読（５）

第15回 スポーツ医学関連の文献抄読（６）

教科書

なし

参考文献

抄読会では、適宜英文雑誌の原著論文を資料とする

成績評価方法

平常点評価 50％ 研究計画および実施状況をみていく。

そ の 他 50％ 論文抄読のプレゼンテーションを考慮する。

備考・関連URL



授業科目名：

走運動・コーチング科学演習（１）Ｂ

担当教員名：

礒 繁雄

授業の概要

スポーツ種目の中の個人種目（陸上競技）を対象に、実験手法や発表等の演習指導を行う。また、グループで

研究課題を計画し、実施計画の作成、結果の算出及び考察の研究の方法と論述的視点を発表により討論する。

授業の到達目標

B．走りの理論的理解と共に実践研究を学習することで、その成果を発表・ディスカッション出来る能力を高

める

授業計画

第１回 JISSにての現地機能説明

第２回 JISSとの共同研究内容の討論会

第３回 グループ別の課題設定とそのプロトコール確認

第４回 グループ別の実験・調査に関する先行研究報告

第５回 グループ別の実験・調査の中の実験手法説明

第６回 グループ別の実験・調査に関する統計処理法説明

第７回 グループ別の実験・調査の個々の報告

第８回 グループ別発表と討論会・個々の方法論の比較

第９回 グループ別発表と討論会・考察の視点を中心に

第10回 競技種目間を共有するコーチングの視点講義

第11回 コーチングにおけるメンタルトレーニングの説明

第12回 競技別コーチングの現地調査・屋内種目を対象として

第13回 競技別コーチングの現地調査・屋外種目を対象として

第14回 調査結果の全体討議

第15回 レポート課題のまとめ方説明

教科書

随時指示する。

参考文献

「トップパフォーマンスへの挑戦」 ベースボールマガジン社

成績評価方法

平常点評価 40％ 出席等

そ の 他 60％ 到達度の確認とレポートで60％

備考・関連URL



授業科目名：

トップスポーツコーチング科学演習（１）Ｂ

担当教員名：

奥野 景介

授業の概要

現代社会に機能する「コーチング」をスポーツ・教育の分野より科学的に、また技能的に捉え、競技に対する

コーチングの現象について専門的に理解を深める。

授業の到達目標

コーチングの専門的な理解とともに、特に、一流選手をはじめとする競技者のパフォーマンス獲得のプロセス

や根拠の解明に関する諸知識を深めることをテーマとする。

授業計画

第１回 研究計画立案

第２回 データミーティング１（体力）

第３回 データミーティング２（技術）

第４回 データミーティング３（メンタル）

第５回 データミーティング４（トレーニング）

第６回 データミーティング５（筋力）

第７回 データミーティング６（筋持久力）

第８回 データミーティング７（心肺機能）

第９回 データミーティング８（耐乳酸性能力）

第10回 データミーティング９（スプリント）

第11回 データミーティング10（全身持久力）

第12回 データミーティング11（柔軟性）

第13回 データミーティング12（体幹）

第14回 データミーティング13（傷害）

第15回 まとめ

教科書

コーチング戦略（八千代出版）

参考文献

競技力向上のトレーニング戦略（大修館書店）

成績評価方法

レ ポ ー ト 50％ 課題の出来によって評価する。

平常点評価 50％ 出席状況および授業時に実施する発表内容の出来によって評価する。

備考・関連URL



授業科目名：

スポーツビジネスマネジメント論演習（２）Ｂ

担当教員名：

原田 宗彦

授業の概要

スポーツクラブやプロリーグの経営的課題に取り組むとともに、スポーツベンチャーの起業に必要となる種々

のビジネスモデルの構築と可能性について検証する。演習（２）は、原則として２年生の授業とする。

授業の到達目標

研究テーマに基づく修士論文を完成させる。

授業計画

第１回 日本語論文アブストラクト発表２

第２回 日本語論文アブストラクト発表３

第３回 日本語論文アブストラクト発表４

第４回 日本語論文アブストラクト発表５

第５回 日本語論文アブストラクト発表６

第６回 修論中間発表１

第７回 修論中間発表２

第８回 修論中間発表３

第９回 研究論文の書き方４

第10回 SPSS演習１

第11回 SPSS演習２

第12回 SPSS演習３

第13回 プレゼンテーション１

第14回 プレゼンテーション２

第15回 プレゼンテーション３

教科書

参考文献

成績評価方法

平常点評価 50％ ディスカッションへの貢献度を評価します。

そ の 他 50％ プレゼンテーションのクオリティを評価します。

備考・関連URL



授業科目名：

スポーツビジネスマーケティング演習（２）Ｂ

担当教員名：

松岡 宏高

授業の概要

本演習では、スポーツマーケティングをテーマとした研究の遂行に必要な適切な研究手法を学ぶ。その内容と

しては、研究の基礎知識、データ収集方法、データ分析方法、データ処理方法、そして統計ソフトの活用を含む。

最後には、受講者自身がそれぞれの研究を計画し、実施することによって、その能力を高めることをめざす。

授業の到達目標

スポーツマーケティングをテーマとした研究の遂行に必要な研究手法を理解すること。さらに、各自のスポー

ツマーケティング関連の研究を計画し、実施することができること。

授業計画

第１回 データの収集

第２回 研究の進捗状況報告

第３回 研究の進捗状況報告

第４回 データ処理

第５回 データ処理

第６回 統計ソフトの活用

第７回 統計ソフトの活用

第８回 統計ソフトの活用

第９回 統計ソフトの活用

第10回 統計ソフトの活用

第11回 研究論文のまとめ方

第12回 研究論文のまとめ方

第13回 研究成果の発表

第14回 研究成果の発表

第15回 まとめ

教科書

原田宗彦、藤本淳也、松岡宏高「スポーツマーケティング」大修館書店、2018年

酒井隆「図解アンケート調査と統計解析がわかる本」日本能率協会マネジメントセンター、2003年

参考文献

スポーツマネジメント研究、Sport Marketing Quarterly, Journal of Sport Management, Sport Management Review

成績評価方法

平常点評価 100％ 出席・参加、プレゼンテーション、ディスカッション、小レポートによる評価。

備考・関連URL



授業科目名：

予防医学演習（２）Ｂ

担当教員名：

鈴木 克彦

授業の概要

予防医学的問題の実態把握や原因究明には、分子・細胞レベル（生化学、免疫学等）、個体レベル（生理学、

診断学等）や集団レベル（疫学等）などのさまざまなアプローチが必要となる。そこで予防医学演習（２）では、

問題解決型の研究能力の養成に取り組む。予習としてCourse N@viに掲載するコンテンツの受講を求めます。

授業の到達目標

主に英文論文を用いて分析・評価法に関する資料や論文を発表し、討論することによって健康事象の分析・評

価のあり方を学ぶ。また、各自の研究テーマに関する文献や進捗状況を報告することによって、修士論文の作成

を支援する。

授業計画

第１回 英文論文の発表と討論

第２回 英文論文の発表と討論

第３回 英文論文の発表と討論

第４回 英文論文の発表と討論

第５回 英文論文の発表と討論

第６回 英文論文の発表と討論

第７回 英文論文の発表と討論

第８回 英文論文の発表と討論

第９回 英文論文の発表と討論

第10回 英文論文の発表と討論

第11回 英文論文の発表と討論

第12回 英文論文の発表と討論

第13回 英文論文の発表と討論

第14回 英文論文の発表と討論

第15回 後半まとめ

教科書

参考文献

逐次紹介する。

成績評価方法

レ ポ ー ト 50％ レポートによる評価

平常点評価 50％ 出席、課題等による評価

備考・関連URL

関連URL：http://www.f.waseda.jp/katsu.suzu/syllabus.htm



授業科目名：

スポーツ栄養学特論

担当教員名：

田口 素子

授業の概要

日々のトレーニングをより良いコンディションで行うためには、競技特性や目的に合わせた栄養補給が必要で

ある。近年では国際オリンピック委員会（IOC）や国際競技団体がスポーツ栄養コンセンサスを発表し、栄養摂

取に関する考え方をまとめている。これらはエビデンスに基づいたものであり、栄養・食事摂取の量や組成、タ

イミングなどについて具体的に提示されている。そこで本講義では最新のスポーツ栄養コンセンサスを講読し、

論文紹介とディスカッションを通して競技者の栄養摂取の在り方についての理解を深め、専門的・実践的な知識

を習得する。

授業の到達目標

国際スポーツ栄養コンセンサスに記載されている内容について、その基となった研究の背景と考え方について

理解し、実践的な栄養摂取方法について習得する。さらには、受講者がかかわっている各種目のスポーツ現場に

おいて、栄養管理を実践する際の具体的イメージを固められるようになることを目標とする。

授業計画

第１回 ガイダンス

第２回 Energy metabolism and Eenergy requirements

第３回 Body composition

第４回 Protein and amino acids requirement

第５回 Fuels used in exercise

第６回 Micronutrient requirement（１）Minerals

第７回 Micronutrient requirement（２）Vitamins

第８回 Hydration

第９回 The training diet

第10回 Pre and post exercise meal

第11回 Supplements and ergogenic aids

第12回 Nutrition education

第13回 Nutrition for the female and junior athletes

第14回 Position statement of Nutrition and athletic performance

第15回 総括

教科書

英語論文または英文資料を含むプリントを配布する。論文は各自コースナビからダウンロードする。

参考文献

体育・スポーツ系指導者・学生のためのスポーツ栄養学 （市村出版）

成績評価方法

レ ポ ー ト 30％ 論文紹介

平常点評価 70％ 出席状況と授業への参加度により評価する。

備考・関連URL

学部で「スポーツ栄養学」を受講していることを前提として授業を進めるため、未受講者はスポーツ栄養に関

する基礎的なことを自習してから参加すること。



授業科目名：

武道のコーチング学演習（１）B

担当教員名：

射手矢 岬

授業の概要

武道，特に徒手格闘技を対象に行われてきたコーチングに関する文献を抄読し，武道に関する課題を明確化，

具体化する。文献の抄読を通して，実験や調査の方法，統計分析などについても理解する。

授業の到達目標

コーチングに関する科学的な研究手法の理解を深め，研究の実践能力を育成すると共に，自身の研究計画を作

成する。

授業計画

第１回 ガイダンス

第２回 データの取り扱い方①：データ入力と管理方法

第３回 データの取り扱い方②：基礎統計

第４回 データの分析方法①：ｔ検定

第５回 データの分析方法②：カイ二乗検定

第６回 データの分析方法③：相関係数

第７回 データの分析方法④：分散分析

第８回 データの分析方法⑤：図表の書き方

第９回 動作解析法①：二次元

第10回 動作解析法②：三次元

第11回 アンケート調査法①：質問紙の作成

第12回 アンケート調査法②：調査の実施方法

第13回 データ整理法①：表の書き方

第14回 データ整理法②：図の描き方

第15回 総括とまとめ（到達度の確認を含む）

教科書

統計学がわかる、技術評論社、2008

参考文献

実例リポート・論文の書き方、泰流社、1978

成績評価方法

平常点評価 50％ 主体的（積極的）な授業への取り組みの評価

そ の 他 50％ 研究発表

備考・関連URL



授業科目名：

運動器発育・発達特論

担当教員名：

鳥居 俊

授業の概要

スポーツや身体活動において用いられ損傷を受ける筋・腱、骨・軟骨、靱帯、神経などの運動器について、形

態の発育や機能の発達がどのように生じているか、またどのような刺激により変わりうるか、などに関して論じ

る。可能な限り、この分野の最新の研究を題材に、論文抄読も含めて学生参加型で行う。具体的には、各運動器

について1回目を講義、2回目を学生発表と討論とする。

授業の到達目標

運動器の各組織の発育･発達様式に関して知識を会得すること。さらにスポーツ・身体活動により運動器の発

育発達がどのように変化するかについて研究的視点で討論できるようにすること。

授業計画

第１回／ オリエンテーション

運動器の発育発達を研究する意義、当該分野の研究の歴史、現在の動向などについて紹介する。また、

今年度の本論の進め方についても説明する。

第２回／ 体格・体型の発育：講義

出生から発育期をへて成人になるまでに、私たちの体格や体型は大きく変化する。全身的な指標（身

長、体重、身体組成など）、局所的な指標（四肢、体幹など部位別の計測値）、諸比率などの、体格や

体型の発育変化について講義する。

第３回／ 体格・体型の発育：発表

体格・体型の発育に関する最近の論文の内容を発表してもらい、それを題材に討論する。

第４回／ 骨の発育発達：講義

骨組織の発生や運動器としての骨の発育や発達について講義する。

第５回／ 骨の発育発達：発表

骨の発育発達に関する最近の論文の内容を発表してもらい、それを題材に討論する。

第６回／ 筋の発育発達：講義

筋組織の発生、運動器としての筋の発育や発達について講義する。

第７回／ 筋の発育発達：発表

筋の発育発達に関する最近の論文の内容を発表してもらい、それを題材に討論する。

第８回／ 腱の発育発達：講義

腱組織の発生、運動器としての腱の発育発達について講義する。

第９回／ 腱の発育発達：発表

腱の発育発達に関する最近の論文の内容を発表してもらい、それを題材に討論する。

第10回／ 軟骨の発育発達：講義

軟骨組織の発生、運動器としての軟骨の発育発達について講義する。

第11回／ 軟骨の発育発達：発表

軟骨の発育発達に関する最近の論文の内容を発表してもらい、それを題材に討論する。

第12回／ 神経の発育発達：講義

神経組織の発生、運動器としての神経の発育発達について講義する。

第13回／ 神経の発育発達：発表

神経の発育発達に関する最近の論文の内容を発表してもらい、それを題材に討論する。

第14回／ 最新の発育発達研究：講義

最新の発育発達分野の研究の状況や現代のトピックスについて講義する。

第15回／ 講義

まとめと今後の発育発達研究についての展望を話し、討論したい。

教科書

参考文献

成績評価方法

レ ポ ー ト 70％ 論文抄読・発表をレポートとしてする

平常点評価 30％ 平常点による評価

備考・関連URL



授業科目名：

スポーツ情報処理演習（１）Ｂ

担当教員名：

誉田 雅彰

授業の概要

スポーツメディア情報を対象としてコンピュータにより画像・信号処理技術の基礎を学習するとともに、コン

ピュータを用いたメディア処理演習を通して、プログラミング技術、スポーツ動作に関する情報処理技術を習得

する。

授業の到達目標

スポーツ映像処理およびコンピュータを用いた映像処理の仕組みを理解し、プログラミング技術の習得および

その活用を通してスポーツ映像処理技術を身につける。

授業計画

第１回 パタン認識処理の基礎

第２回 統計的パタン認識の仕組み

第３回 動作映像の撮影

第４回 動作データの解析

第５回 動作の特徴抽出

第６回 動作の識別処理（１）

第７回 動作の識別処理（２）

第８回 フィールドにおけるスポーツ動作映像の撮影

第９回 スポーツ動作データの解析

第10回 スポーツ動作の特徴抽出

第11回 スポーツ動作の識別処理（１）

第12回 スポーツ動作の識別処理（２）

第13回 スポーツ動作の識別処理の考察（１）

第14回 スポーツ動作の識別処理の考察（２）

第15回 まとめと課題

教科書

参考文献

成績評価方法

レ ポ ー ト 40％ 採点

平常点評価 60％ 出席回数

備考・関連URL



授業科目名：

トレーニング科学演習（１）Ｂ

担当教員名：

谷中 拓哉

授業の概要

目的に適した身体能力を備えること、身体能力を競技力へと結びつけること、そのために必要なあらゆる体力

要素を向上させること、目的とする時期にその状態を整えることなど、コンディショニングが含有する意図は多

様である。

授業の到達目標

アスリートばかりでなく、一般成人、子供あるいは高齢者など様々な対象に指導するという観点から、コンデ

ィショニングに関わるレジスタンストレーニングのプログラムデザイン、アスリートの体力や生理学的特性を考

慮したトレーニング計画を科学的知見に基づいて構築することを学ぶ。加えて競技、選手、指導者と連携し科学

的知見を活用する術を演習する。

授業計画

第１回 実習発表１；プレゼンテーション技法

第２回 実習発表２；研究の背景

第３回 実習発表３；研究方法の提示

第４回 実習発表４；結果の提示

第５回 実習発表５；結論を導く

第６回 研究計画発表１；問題提起

第７回 研究計画発表２；背景の整理と目的の設定

第８回 研究計画発表３；研究方法の妥当性

第９回 研究計画発表４；分析手法の精査

第10回 研究計画発表５；統計手法と結果の推定

第11回 文献抄読６；文献考証の構成

第12回 文献抄読７；章立てとまとめ案

第13回 文献抄読８；研究の位置付けを見出す

第14回 文献抄読９；結果の示し方

第15回 文献抄読10；簡潔な結論

教科書

Essentials of strength training and conditioning 4th edition

参考文献

Designing Resistance Training Programs（Steven Fleck, William Kraemer）

成績評価方法

平常点評価 50％ 平常点による評価

そ の 他 50％ 発表（プレゼンテーション，レジュメ，資料作成含む）に関する評価

備考・関連URL



授業科目名：

武道のコーチング学演習（２）B

担当教員名：

射手矢 岬

授業の概要

武道のコーチングに関する研究課題について実験手法や発表等の指導を行う。科学的なアプローチで課題解決

をする能力を養うため，具体的な実験や測定を行い，結果の分析や考察の方法，論理的なまとめ方を指導する。

授業の到達目標

武道のコーチング研究に関する理解を深め，課題解決能力を身につける。

授業計画

第１回 ガイダンス

第２回 論文構成の考え方

第３回 論文の目的と仮説立案

第４回 研究方法の書き方①：対象、実験方法

第５回 研究方法の書き方②：データ分析方法、統計解析方法

第６回 結果の書き方①：図表の読み方と解説方法

第７回 結果の書き方②：仮説検証

第８回 考察の書き方①：先行研究との比較検討

第９回 考察の書き方②：問題点と研究の限界

第10回 結論と抄録（要旨）の書き方

第11回 引用参考文献リストの作成方法

第12回 英文抄録（要旨）作り方

第13回 プレゼンテーション①：基本ルール（体裁、図表、論理構成）

第14回 プレゼンテーション②：スライドの構成とストーリー性

第15回 総括とまとめ（到達度の確認を含む）

教科書

参考文献

英語論文によく使う表現、創元社、1993

成績評価方法

平常点評価 50％ 主体的（積極的）な授業への取り組みの評価

そ の 他 50％ 研究発表，到達度の確認

備考・関連URL



授業科目名：

体育科教育学演習（１）Ｂ

担当教員名：

吉永 武史

授業の概要

体育科教育学の研究領域は、授業の前提条件に関わる基礎的研究、授業計画のための理論的研究、授業実践を

対象に事実の記述分析や仮説検証を行う実践的研究によって構成される。本演習では主に、体育科教育の実践の

ための理論的研究に焦点を当て、体育科教育に関する文献の講読などを通して、体育科教育学の研究方法論や体

育科の授業研究について検討していく。加えて、実際の体育授業の映像分析を通して、体育授業で生起する問題

を解決するための授業研究にアプローチしていく。

授業の到達目標

本演習では、体育科教育学の研究方法論や体育科の授業研究に関する基礎的知識を習得し、体育科教育学のカ

リキュラム論ならびに教授・学習指導論についての理解を深めていくことを目標とする。

授業計画

第１回 演習の概要と進め方

第２回 体育科教育学の研究方法論（１）：体育科教育学の発展過程

第３回 体育科教育学の研究方法論（２）：経験的研究の成果と課題（研究倫理）

第４回 体育科教育学の研究方法論（３）：質的研究の成果と課題

第５回 体育科教育学の研究方法論（４）：教師による実践的研究

第６回 体育科の授業研究（１）体育の授業研究のアプローチ

第７回 体育科の授業研究（２）経験的方法による研究

第８回 体育科の授業研究（３）解釈学的方法による研究

第９回 体育科の授業研究（４）授業場面の期間記録法による授業分析

第10回 体育科の授業研究（５）学習従事観察法による授業分析

第11回 体育科の授業研究（６）Group Time Sampling法による授業分析

第12回 体育科の授業研究（７）教師の相互作用行動観察法による授業分析

第13回 体育科の授業研究（８）ナラティブ分析法による授業分析

第14回 体育科の授業研究（９）Game Performance Assessment Instrumentによるゲーム分析

第15回 総括ならびに期末レポート課題

教科書

岡出美則ほか編「新版体育科教育学の現在」創文企画、2015年

竹田清彦ほか編「体育科教育学の探究：体育授業づくりの基礎理論」大修館書店、1997年

参考文献

成績評価方法

レ ポ ー ト 50％ 第30回目に課題を提示する。与えられた課題について演習での論議内容と関連づけながら

深く考察しているかどうかを評価する。

平常点評価 50％ 与えられたテーマについてレポートをまとめ、適切に報告できているかどうかを評価する。

また、出席状況やディスカッションを含めた授業への積極性を評価する。

備考・関連URL



授業科目名：

スポーツ健康管理学演習（２）Ｂ

担当教員名：

坂本 静男

授業の概要

スポーツを安全に、なおかつ効果的に行っていく上で、いかにスポーツのためのメディカルチェックが重要で

あるかを、文献的に、実際的に検討していく。その中でも特に重要な検査である運動負荷試験について、実際に

運動負荷試験も経験し、自身のデータも含めて心電図学的、脂質代謝学的、呼吸生理学的観点から、学んでいく

ことになる。その他の検査に関しても、可能な限り実体験してその重要性に関して検討していくことになる。

授業の到達目標

演習（１）と同様であるが、修士論文を作成することが最終目標である。

授業計画

第１回 修士論文研究結果の検討（１）

第２回 修士論文研究結果の検討（２）

第３回 修士論文研究結果の検討（３）

第４回 修士論文研究結果の検討（４）

第５回 修士論文研究結果の検討（５）

第６回 スポーツ医学関連の文献抄読（１）

第７回 スポーツ医学関連の文献抄読（２）

第８回 スポーツ医学関連の文献抄読（３）

第９回 スポーツ医学関連の文献抄読（４）

第10回 修士論文研究結果の検討（６）

第11回 修士論文研究結果の検討（７）

第12回 修士論文研究結果の検討（８）

第13回 スポーツ医学関連の文献抄読（５）

第14回 スポーツ医学関連の文献抄読（６）

第15回 スポーツ医学関連の文献抄読（７）

教科書

なし

参考文献

抄読会では、適宜英文雑誌の原著論文を資料とする

成績評価方法

レ ポ ー ト 90％ 修士論文を評価する。

平常点評価 10％ 抄読会でのプレゼンテーションの状況を考慮する。

備考・関連URL



授業科目名：

運動器スポーツ医学演習（２）Ｂ

担当教員名：

鳥居 俊

授業の概要

運動器は損傷や加齢によって変性し、機能の低下を招く。運動器損傷の治療やリハビリテーション、運動器変

性疾患の運動療法に関する最新の論文を抄読、討論を行う。

授業の到達目標

運動器の加齢や加齢に基づく運動器変性疾患の運動療法に関する海外の代表的な論文を読んで理解すること。

論文の論点を明らかにし、独創性や問題点について整理できること。

授業計画

第１回 運動器変性疾患の運動療法１：抄読14、討論14

第２回 運動器変性疾患の運動療法２：抄読15、討論15

第３回 運動器変性疾患の運動療法３：抄読16、討論16

第４回 運動器変性疾患の運動療法４：抄読17、討論17

第５回 運動器変性疾患の運動療法５：抄読18、討論18

第６回 運動器変性疾患の運動療法６：抄読19、討論19

第７回 運動器変性疾患の運動療法７：抄読20、討論20

第８回 運動器変性疾患の運動療法８：抄読21、討論21

第９回 運動器変性疾患の運動療法９：抄読22、討論22

第10回 運動器変性疾患の運動療法10：抄読23、討論23

第11回 運動器変性疾患の運動療法11：抄読24、討論24

第12回 運動器変性疾患の運動療法12：抄読25、討論25

第13回 運動器変性疾患の運動療法13：抄読26、討論26

第14回 運動器変性疾患の運動療法14：抄読27、討論27

第15回 運動器変性疾患の運動療法15：抄読28、討論28

教科書

特になし

参考文献

適宜紹介する

成績評価方法

レ ポ ー ト 50％ レポートによる評価

平常点評価 50％ 平常点による評価

備考・関連URL



授業科目名：

スポーツ情報処理演習（２）Ｂ

担当教員名：

誉田 雅彰

授業の概要

演習（１）で習得した技術をさらに発展させ、スポーツメディア情報およびスポーツ身体動作に関する高度な

情報処理技術を学習するとともに、スポーツメディア情報解析やスポーツ身体動作のコンピュータシミュレーシ

ョンを中心として個々の研究課題に取り組む。

授業の到達目標

スポーツ映像処理および身体動作処理に関するより高度の仕組みを理解し、プログラミング技術の習得および

その活用を通してスポーツ情報処理技術を身につける。

授業計画

第１回 スポーツ映像の自動生成の仕組み（１）

第２回 スポーツ映像の自動生成の仕組み（２）

第３回 固定カメラ映像を用いたスポーツ映像の自動生成（１）

第４回 固定カメラ映像を用いたスポーツ映像の自動生成（２）

第５回 移動カメラの制御方法

第６回 移動カメラを用いた映像撮影

第７回 移動カメラ映像処理（１）

第８回 移動カメラ映像処理（２）

第９回 移動カメラを用いたスポーツ映像の自動生成（１）

第10回 移動カメラ映像を用いたスポーツ映像の自動生成（２）

第11回 多点ビデオ映像による視点制御の仕組み（１）

第12回 多点ビデオ映像による視点制御の仕組み（２）

第13回 多点ビデオ映像による視点移動映像の生成（１）

第14回 多点ビデオ映像による視点移動映像の生成（２）

第15回 まとめと課題

教科書

参考文献

成績評価方法

レ ポ ー ト 40％ 採点

平常点評価 60％ 出席日数

備考・関連URL



授業科目名：

体育科教育学演習（２）Ｂ

担当教員名：

吉永 武史

授業の概要

本演習では、演習（１）における成果をベースに、体育科教育学に関する研究テーマを設定し、研究計画をデ

ザインする。設定した研究テーマに沿って各自が取り組んだ研究成果を発表し、全体討論によって内容を深めて

いく。

授業の到達目標

本演習では、研究テーマの設定や研究計画の立案、研究成果の発表などに取り組むことで体育科教育学の研究

の手続きについての理解を深め、修士論文の作成へとつなげていくことをねらいとする。

授業計画

第１回 研究の中間報告とディスカッション<１>

第２回 研究の中間報告とディスカッション<２>

第３回 研究の中間報告とディスカッション<３>

第４回 研究の中間報告とディスカッション<４>

第５回 研究の中間報告とディスカッション<５>

第６回 研究の中間報告とディスカッション<６>

第７回 研究の中間報告とディスカッション<７>

第８回 研究成果の発表とディスカッション<１>

第９回 研究成果の発表とディスカッション<２>

第10回 研究成果の発表とディスカッション<３>

第11回 研究成果の発表とディスカッション<４>

第12回 研究成果の発表とディスカッション<５>

第13回 研究成果の発表とディスカッション<６>

第14回 研究成果の発表とディスカッション<７>

第15回 総括

教科書

必要に応じて適宜紹介する。

参考文献

必要に応じて適宜紹介する。

成績評価方法

レ ポ ー ト 50％ 与えられた課題について演習での論議内容と関連づけながら深く考察しているかどうかを

評価する。

平常点評価 50％ 与えられたテーマについてレポートをまとめ、適切に報告できているかどうかを評価する。

また、出席状況やディスカッションを含めた授業への積極性を評価する。

備考・関連URL

本演習の履修は２年次を原則とする。



授業科目名：

コーチング心理学演習（１）Ｂ

担当教員名：

堀野 博幸

授業の概要

「トップパフォーマンス構築」と「育成年代の選手育成」では、コーチング対象は異なるものの、共通する要

素が多い。本演習では、多様な種目のコーチングとの交流を通して、コーチングプロセスで起こる事象を解明し、

コーチングの体系化と実践的応用を目指す。

演習（１）では、コーチング領域の研究指導と連携を持ち、先行研究を渉猟するなかで、コーチングの様々な

要素の整理やコーチングプロセスの課題抽出を行う。そして、先行研究から得られた知見から、国内または海外

での現地調査あるいは実験を実施し、自身の研究計画に関する課題を検討する。研究テーマにより海外での現地

調査を必須とする。

授業の到達目標

コーチングに関わる諸課題の理解と改善アプローチへの理論的接近。コーチング科学領域の研究手法の理解と

研究の実践能力の開発。

授業計画

第１回 ガイダンス

第２回 プレゼン＆ディスカッション

第３回 プレゼン＆ディスカッション

第４回 プレゼン＆ディスカッション

第５回 プレゼン＆ディスカッション

第６回 プレゼン＆ディスカッション

第７回 プレゼン＆ディスカッション

第８回 プレゼン＆ディスカッション

第９回 プレゼン＆ディスカッション

第10回 プレゼン＆ディスカッション

第11回 プレゼン＆ディスカッション

第12回 プレゼン＆ディスカッション

第13回 プレゼン＆ディスカッション

第14回 コーチングに関わる諸問題（招聘講師予定）

第15回 まとめ

教科書

参考文献

成績評価方法

レ ポ ー ト 50％ 課題レポートを評価する

平常点評価 50％ プレゼンテーションと授業への取り組みを評価する

備考・関連URL



授業科目名：

冬季スポーツコーチング学特論 藤田 善也

授業の概要

授業の到達目標

授業計画

第１回

第２回

第３回

第４回

第５回

第６回

第７回

第８回

第９回

第10回

第11回

第12回

第13回

第14回

第15回

教科書

参考文献

成績評価方法

試 験 ％

レポート ％

平常点評価 ％

そ の 他 ％

備考・関連URL

2020/1/31 時点シラバス未確定

本 科 目 を 履修 希 望 する 場 合 は所 沢 総 合事 務セ ン タ ー

担当 「kyousyoku-tokorozawa@list.waseda.jp」までお知らせください。



授業科目名：

コーチング心理学演習（２）Ｂ

担当教員名：

堀野 博幸

授業の概要

コーチングプロセスでは、選手とコーチの間で様々な課題が生じる。この課題を解決するために、コーチは現

状を的確に分析し、課題改善の具体的方策を示さねばならない。本演習では、「コーチング科学」と「スポーツ

心理学」の観点から、コーチに必要な能力と効果的なコーチング法について、スポーツフィールドを常に視野に

入れながら検討する。

授業では、具体的な研究計画の作成と実行を念頭に、先行研究と自身のアイデアをもとに、プレゼンテーショ

ンとディスカッションを継続していく。加えて、国内または海外での現地調査あるいは実験を実施し、自身の研

究計画に関する課題を検討する。この授業は、修士２年次で履修することとする。研究テーマにより海外での現

地調査を必須とする。

授業の到達目標

コーチング科学領域に関連する研究計画の作成と研究の推進。

授業計画

第１回 ガイダンス

第２回 プレゼン＆ディスカッション

第３回 プレゼン＆ディスカッション

第４回 プレゼン＆ディスカッション

第５回 プレゼン＆ディスカッション

第６回 プレゼン＆ディスカッション

第７回 プレゼン＆ディスカッション

第８回 プレゼン＆ディスカッション

第９回 プレゼン＆ディスカッション

第10回 プレゼン＆ディスカッション

第11回 プレゼン＆ディスカッション

第12回 プレゼン＆ディスカッション

第13回 プレゼン＆ディスカッション

第14回 コーチングに関わる諸問題（招聘講師予定）

第15回 まとめ

教科書

参考文献

成績評価方法

レ ポ ー ト 50％ 課題レポートを評価する

平常点評価 50％ プレゼンテーションと授業への取り組みを評価する

備考・関連URL



授業科目名：

Sport in Society

担当教員名：

トンプソン リー Ａ．

授業の概要

Sports do not exist in a vacuum, and they do not just form spontaneously. Sports and everything involved

with them--athletes, teams, coaches, spectators, referees and other officials, leagues, organizing

bodies, agents, sponsors, dedicated media--are part of society. Or, more accurately, they are part of

societies: sports in some form are part of almost every society on earth. In this course we will investigate

the relationship between sports and the societies in which they exist.

授業の到達目標

The goals of this course are:

to understand the relationship between sports and the larger society

to become familiar with various perspectives in the sociology of sports

to become familiar with various issues in the sociology of sports

to look critically at the configuration of sports in society

授業計画

第１回 Introduction: Sports in Society

第２回 The Sociology of Sports: What is it and why study it?

第３回 Producing Knowledge About Sports in Society: Theory and methods

第４回 Sports and Socialization: Who plays sports and what happens to them?

第５回 Deviance in Sports

第６回 Violence in Sports

第７回 Gender and Sports

第８回 Race, Ethnicity and Sports

第９回 Sports and Social Class

第１０回 Sports and the Economy

第１１回 Sports and the Media

第１２回 Sports and Politics

第１３回 Sports and Education

第１４回 The Future of Sports

第１５回 Summary: Sports in Society

教科書

Jay Coakley, Sports in Society: Issues and Controversies, Twelfth Edition, McGraw-Hill, 2017.

参考文献

John Horne, Alan Tomllinson, Garry Whannel and Kath Woodward, Understanding Sport: A Sociocultural

Analysis, Second Edition, Routledge, 2013.

成績評価方法

レ ポ ー ト 50％ Investigate an original topic.

平常点評価 50％ Contribution in class, including discussion.

備考・関連URL



授業科目名：

コーチ学特論

担当教員名：

奥野 景介、礒 繁雄、射手矢 岬、杉山 千鶴、

土屋 純、堀野 博幸、松井 泰二、倉石 平

授業の概要

コーチングの対象者はレベル、種目など多様である。本講座では、コーチング現場で起こる様々な事象や情報

を提供し、スポーツ科学の観点から分析し、理解を深める。講義は総合講座形式で行うが、種々のコーチングの

情報を体系化することを試み、スポーツ科学の実践的応用を視野に入れて展開する。

授業の到達目標

本講座では、コーチング現場で起こる様々な事象や情報を提供し、スポーツ科学の観点から分析し、理解を深

める。

授業計画

第１回 ガイダンス

第２回 コーチングの実際１（水泳）

第３回 各競技における連盟・協会の取り組みほか１（水泳）

第４回 コーチングの実際２（体操）

第５回 各競技における連盟・協会の取り組みほか２（体操）

第６回 コーチングの実際３（サッカー）

第７回 各競技における連盟・協会の取り組みほか３（サッカー）

第８回 コーチングの実際４（バレーボール）

第９回 各競技における連盟・協会の取り組みほか４（バレーボール）

第10回 コーチングの実際５（舞踊）

第11回 各競技における連盟・協会の取り組みほか５（冬季競技）

第12回 コーチングの実際６（陸上競技）

第13回 各競技における連盟・協会の取り組みほか６（柔道）

第14回 コーチングの実際７（ウェイトリフティング）

第15回 各競技における連盟・協会の取り組みほか７（ウェイトリフティング）

教科書

トップパフォーマンスへの挑戦（大修館書店）

参考文献

成績評価方法

レ ポ ー ト 70％ レポート課題の出来によって評価する。

平常点評価 30％ 出席回数、授業参加状況、授業時の課題の出来によって総合的に評価する。

備考・関連URL

その他に補講期間に授業を実施する場合がある。



授業科目名：

介護予防演習

担当教員名：

岡 浩一朗、河合 恒

授業の概要

本講義では、介護予防プログラムの具体的な内容と進め方、評価方法を実習形式によって理解するようにする。

授業の到達目標

効果的な介護予防プログラムを計画・実行していく上で役立つ基礎知識と実践技能を習得する。

授業計画

第１回：オリエンテーション（河合）

演習の目的、概要、進め方などについての説明

第２回：介護予防事業の概要（河合）

わが国における介護予防事業の概要（対象者の把握、プログラム概要など）についての説明

第３回：運動器の機能向上プログラムについて（河合）

介護予防プログラムにおける運動器の機能向上の考え方、プログラム内容についての説明

第４回：トレーニング実習（河合）

マシンを使った筋力向上トレーニングや転倒予防プログラムについて実習形式で学ぶ

第５回：運動器疾患対策プログラムについて（河合）

運動器疾患対策プログラムの考え方、痛みの評価とセルフモニタリングについての説明

第６回：運動機能検査実習（河合）

運動器の機能向上プログラムの評価に用いられる指標の測定評価実習

第７回：尿失禁予防プログラムについて（河合）

尿失禁予防プログラムの考え方、プログラム内容、評価についての説明

第８回：口腔機能向上プログラムについて（河合）

口腔機能向上プログラムの考え方、プログラム内容についての説明

第９回：口腔機能評価実習（河合）

口腔機能評価に用いられる咬合力などの評価方法について実習形式で学ぶ

第１０回：認知症予防プログラム（河合）

認知症予防プログラムの考え方、内容についての説明

第１１回：認知機能評価実習（河合）

認知機能の評価方法について実習形式で学ぶ

第１２回：介護予防事業評価について（河合）

介護予防事業の系統的な評価方法について学び、わが国における介護予防事業の効果について整理す

る

第１３回：住民との協働による介護予防の推進について（河合）

地域住民と協働した介護予防推進の重要性や事例についての説明

第１４回：介護予防ネットワーク構築・実践論（河合）

地域において介護予防活動を実践している高齢者による講義、意見交換を通して、介護予防活動を通

した地域ネットワークの形成・活用方法について学ぶ

第１５回：まとめ（岡）

課題の整理とまとめ

教科書

特になし。資料は講義中に適宜配布する。

参考文献

成績評価方法

試 験 ％ 試験は実施しません。

レ ポ ー ト ％ レポートは実施しません。

平常点評価 80％ 出席状況、授業中の積極性や勤勉性といった取組姿勢で評価します。

そ の 他 20％ 講義のなかで適宜リアクションペーパーをとります。

備考・関連URL



授業科目名：

Motor Control in Sports

担当教員名：

彼末 一之

授業の概要

Complex motor performance in sports as well as in daily life is accomplished with the elegant function

of our central nervous system. For example, even just running with two legs is still a very difficult

task for robots. In this lecture, overview of the neuronal basis of motor control from simple reflex

to cognitive control will be followed by specific aspects of movements in sports; such as coordination

of multi-limb movements, accuracy and fluctuation of movement, and the role of motor imagery. Finally,

the special characteristics of elite athlete will be introduced.

授業の到達目標

Goal of the ｃlass is to understand the following items;

1. Why the brain in sports?

2. Basis of neurophysiology

3. Automatic control of movements

4. Motor controls with higher brain

5. Various aspects of movements in sports

6. Specific features of elete athletes

授業計画

Lecture 1 Orientation: Why the brain in sports?

Lecture 2 Basics of neurophysiology: Neurons and Synapses

Lecture 3 Motoneuron and motor unit

Lecture 4 Stretch reflexe and gamma inputs

Lecture 5 Sports and pain

Lecture 6 Postural control

Lecture 7 Walking and running

Lecture 8 The cerebellum and basal ganglia

Lecture 9 The primary motor cortex and higher motor centers

Lecture 10 Coordination of complex movements in sports

Lecture 11 Motor learning

Lecture 12 Accuracy and fluctuation of movements in sports

Lecture 13 Motor imagery and sports

Lecture 14 Specific features of elite athletes

Lecture 15 Final quiz

教科書

参考文献

Kandel et al., Princliples of Neuroscience (McGraw Hill) (2013)

Enoka, Neuromechanics of Human Movement (Human Kinetics) (2015)

成績評価方法

平常点評価 100％ Including the score of the final quiz.

備考・関連URL



授業科目名：

Sport and Social Movements

担当教員名：

ＨＯＲＮＥ ＪＯＨＮ Ｄ．

授業の概要

This course explores how and why sport has been, and is,connected with social movements. The course

offers a broadly developmentalaccount of social movements and their relation to sport and sport as a

sitewhere (today) global social movements operate. Globalization creates differentconditions and

opportunity structures, which lead social movements to adapttheir policies, practices and politics. The

course offers insight into thedevelopment of selected social movements that have most influenced sport.

授業の到達目標

1.To develop knowledge of selected social movements that have most influenced sport,

2.To consider the ways in which social movements in sport have contributed to the formation of collective

identities,

3.To analyse the relative success or failures of sport-related social movments,

4.To enable students to critically assess the role of sport in facilitating social action.

授業計画

1 Introduction: analysing social movements

2 From local to global social movements

3 Workers’ Sport

4 Workers’ Rights and Sport

5 Women’s Movements and Sport 1

6 Women’s Movements and Sport 2

7 Civil Rights Movement

8 Anti-apartheid Movement

9 Disability Rights

10 LGBT Rights

11 Peace Movement

12 Environmental Movement

13 Transforming Sport

14 Activism and Sport

15 The Future of Sport and Social Movements

教科書

Jean Harvey et al (2014) Sport and Social Movements: From the Local to the Global. London: Bloomsbury

参考文献

成績評価方法

試 験 40％ Seen exam (2 hours)

A two-hour examination, including multiple choice and essay-style questions.

レ ポ ー ト 30％ Written essay (2,000 words)

Content, structure, and style of writing

平常点評価 30％ Class participation, attendance and presentation

Contribution to class discussion, presentation skills

備考・関連URL



授業科目名：

スポーツ戦術戦略特論

担当教員名：

倉石 平

授業の概要
スポーツが高度化するとともに不可欠なことは、データの収集、分析、反映である。特にトップパフォーマン

スにおけるデータの収集、収集方法、データの分析、PCのソフトを使った分析、分析の考え方、データの反映な
どはスポーツが高度化するにつれ、欠くことができない。これらの手法を身につけることはコーチ、アナリスト
等に関しては重要な問題である。本講義ではこれらの手法について学習する。
ゲームに勝利するためには、ゲームプラン（作戦）の立案が不可欠である。それらを立案するためには、自ら

（個人、もしくはチーム）を熟知すること、そして相手（個人、もしくはチーム）を熟知すること、さらにはそ
れらを対比することが重要となる。先人達の戦い方（いくさの仕方など）から学びながら、現在のスポーツゲー
ムに照らしあわせて科学的に検証してゆく。
この授業ではスポーツにおける情報収集、分析、反映を主たる内容とし、どのようにして収集をするのか、ま

たその収集をする方法はどのようなものか、道具は何を用いるかなどを学ぶ。さらに、その収集したデータをど
のように分析や解析を行うのか、それらの作業で得られた情報（データ）の反映をどのようにするのか検証する。
そして実際のゲームを題材にしてゲーム分析を行い、個々が行った分析結果を発表し、客観的な分析がなされ

ているか、妥当性があるのかなどを討論する。

授業の到達目標
スポーツコーチングにおける情報の収集・分析・反映を把握したうえで、実践での実例を踏えて、ゲームプラ

ンを修正等をするアイデアを学び表現する。

授業計画
第１回 オリエンテーション

講義の目的、概要
第２回 情報とは

情報
第３回 情報の収集と分析

情報収集、情報分析
第４回 情報の反映

情報反映、コーチングへの反映
第５回 競技別情報の扱いと現状（プレゼンテーション１）

プレゼン、情報
第６回 競技別情報の扱いと現状（プレゼンテーション２）

プレゼン、情報、収集、分析、反映、実践例
第７回 競技別情報の扱いと現状（プレゼンテーション３）

プレゼン、情報、収集、分析、反映、リスクマネジメント
第８回 情報の収集（カメラを使っての収集）

情報収集、実習
第９回 情報の収集（オープンソースインテリジェンスでの収集）

情報収集、オープンソースインテリジェンス
第10回 情報の分析（ゲーム分析ソフトを使っての実習１）

情報分析、ゲーム分析ソフト、実習、タギング
第11回 情報の分析（ゲーム分析ソフトを使っての実習２）

情報分析、ゲーム分析ソフト、実習、タギング、反映
第12回 情報の分析（ゲーム分析ソフトを使っての実習３）

情報分析、映像編集、反映データ作成
第13回 情報の反映（データの反映）

情報反映、ゲームプランへの反映
第14回 プレゼンテーション１（反映）

プレゼン、ゲームプラン
第15回 プレゼンテーション２（反映）まとめ

プレゼン、ゲームプラン、実践、リスクマネジメント

教科書

参考文献

成績評価方法
レ ポ ー ト 40％ レポートによる評価
平常点評価 60％ 平常点による評価

プレゼンでの評価、習得（ゲーム分析ソフトの実用）状況の評価
ゲームプラン作成評価

備考・関連URL



授業科目名：

Research design and methods 1: best practice in

project development

担当教員名：

アニア マイケル

授業の概要

Researchdesign and methods one focuses on preparing students for independent researchstudies. It will

take students from introductory concepts in methodology andparadigm to skills in design and project

management, conducting systematicreviews and writing human ethics applications. These skills form the

foundationfor developing independent research, which is necessary for students undertakinggraduate-level

research. Research design and methods one should be taken withResearch design and methods two. Both courses

work together to provide studentswith a grounding in good research processes that will assist them in

developingsuccessful post-graduate careers.

授業の到達目標

1.Develop and defend a methodologically sound research project following standard reporting guidelines.

2.Conduct a systematic literature review and abide by international guidelines determining correct

procedures.

3.Generate an acceptable human research ethics application for post-graduate health and sports science

research.

4.Engage in critical discussion and dialogue evidenced by asking and answering questions, leading small

group discussions, and other class participation activities.

授業計画

第1回 Introductionto the research journey: basic concepts and approaches (starting where youare).

第2回 Understandingresearch paradigms, philosophies and worldviews.

第3回 Developingresearch questions and hypotheses in a systematic manner:

第4回 Developing anintroduction and purpose statement: the mechanics of style.

第5回 Selecting aresearch design to match your question or hypothesis: a criteria-basedapproach.

第6回 Reviewing theliterature part 1.

第7回 Reviewing theliterature part 2.

第8回 Understandingtheory and theoretical frameworks.

第9回 Quantitativeresearch designs.

第10回 Qualitativeresearch designs.

第11回 Mixed methodsand innovative research designs.

第12回 Sampling,selection and recruitment.

第13回 Humanresearch ethics: why it is important and differences between medical and socialstudies.

第14回 Studentpresentations with peer and professor review sheet.

第15回 Structuringthe reporting of research design and methods elements (writing a methodssection).

教科書

Creswell, J. (2014). Research design: qualitative, quantitative and mixed methods approaches. Thousand

Oaks, CA: Sage Publications. (recommended only / not required)

参考文献

To be provided in class at the end of each lecture.

成績評価方法

レ ポ ー ト 70％ Completion of a basic systematic literature review.（50％）

Preparation of a Human Research Ethics application.（20％）

平常点評価 20％ Small group presentations on a proposed research design.

そ の 他 10％ Completion of class reading summaries.

備考・関連URL

The course will be taught inEnglish.



授業科目名：

アスレティックトレーニング特論

担当教員名：

広瀬 統一

授業の概要

本講義では、アスレティックトレーニングの中でも主にスポーツ傷害発症に関わる身体要因（内的要因）につ

いて、身体運動を観察しながら分析、検討する。

授業の到達目標

<１>「身体運動観察学」の観点から、スポーツの基本動作の分析と、誤った身体操作に影響する要因を説明でき

る。

<２>誤った身体操作と傷害発症の関連を説明できる。

<３>上述した諸問題を改善するための方法を提示することができる。

授業計画

第1回 オリエンテーション・アスレティックトレーニングにおける動作分析の例

第2回 オリエンテーション・アスレティックトレーニングにおける動作分析の例

第3回 スポーツ傷害予防の科学的基礎と実際（アスレティックトレーニング）

第4回 スポーツ傷害予防の科学的基礎と実際（アスレティックトレーニング）

第5回 発育発達

第6回 発育発達

第7回 動作の分析1

第8回 動作の分析1

第9回 身体の振る舞い分析とアスレティックトレーニングの理論（ゲストスピーカー）

第10回 身体の振る舞い分析とアスレティックトレーニングの実際（ゲストスピーカー）

第11回 動作の分析2

第12回 動作の分析2

第13回 動作の分析3

第14回 動作の分析3

第15回 動作の分析4

教科書

参考文献

成績評価方法

平常点評価 100％ 毎回のプレゼン内容やディスカッションへの参加姿勢を受講者全員で相互に評価し、成績

に反映させる

備考・関連URL



授業科目名：

Technical writing for Health & Exercise Science

担当教員名：

杉本 大輔

授業の概要

授業の到達目標

授業計画

第１回

第２回

第３回

第４回

第５回

第６回

第７回

第８回

第９回

第１０回

第１１回

第１２回

第１３回

第１４回

第１５回

教科書

参考文献

成績評価方法

試 験 ％

レ ポ ー ト ％

平常点評価 ％

そ の 他 ％

備考・関連URL

2020/1/31 時点シラバス未確定

本 科 目 を 履修 希 望 する 場 合 は所 沢 総 合事 務セ ン タ ー

担当 「kyousyoku-tokorozawa@list.waseda.jp」までお知らせください。



授業科目名：

Fundamentals of Life Science

担当教員名：

秋本 崇之

授業の概要

This course is designed for Health and Exercise Science majors, and is an introduction to integrative

biology of exercise and health including molecular and cellular biology and physiology. We will also

explore the principles of muscle biology including structure, function, metabolism of muscles. This course

consists of lectures, exercises, and practical training.

授業の到達目標

Students who successfully complete this course will be able to:

・Define basic biological concepts and processes.

・Describe levels of organization and related functions in animals.

・Describe the function of skeletal muscle in health and diseases.

授業計画

1st Orientation / Introduction

2nd Cells: The fundamental units of life

3rd From DNA to Protein: How Cells read the Genome

4th From DNA to Protein: How Cells synthesize proteins

5th Metabolism: How Cells obtain energy from food

6th Cell Signaling: How Cells communicate each other

7th Practical training 01

8th Practical training 02

9th Practical training 03

10th Practical training 04

11th Presentation / Discussion 01

12th Presentation / Discussion 02

13th Presentation / Discussion 03

14th Presentation / Discussion 04

15th Wrap up the course

教科書

参考文献

Essential Cell Biology, Fourth Ed, Garland Science

Schiaffino & Reggiani. Physiol Rev, 91, 1447-1531, 2011

成績評価方法

平常点評価 100％ Attendance, Practical training, Presentation, Discussion

備考・関連URL



授業科目名：

Sport Management (Seminar 2) A

担当教員名：

松岡 宏高、原田 宗彦、佐藤 晋太郎、ウォン ドナ

授業の概要

This course is designed to provide master’s candidates with profound knowledge on research methods,

data collection, data analyses, and using statistical software to conduct research in the area of sport

management and sport marketing. Master’s candidates will acquire the ability and skills necessary to

carry out their own research. They will read various academic materials and research papers to pursue

the goals listed below.

授業の到達目標

The course objectives are as follows:

1.To gain advanced knowledge of research methods in the area of sport management and sport marketing,

2.To understand various procedures of collecting data,

3.To understand various techniques of statistical analyses, and

4.To improve their own research proposal.

授業計画

第１回 Introduction

第２回 Presenting research proposal

第３回 Presenting research proposal

第４回 Procedures of collecting data

第５回 Procedures of collecting data

第６回 Techniques of statistical analyses

第７回 Techniques of statistical analyses

第８回 Techniques of statistical analyses

第９回 Techniques of statistical analyses

第10回 Reviewing research papers using statistical analyses

第11回 Reviewing research papers using statistical analyses

第12回 Reviewing research papers using statistical analyses

第13回 Excellent research examples (Invited lecturer)

第14回 Presenting improved research proposal

第15回 Presenting improved research proposal

教科書

参考文献

Journal of Sport Management, Sport Management Review, European Sport Management Quarterly, Sport

Marketing Quarterly, International Journal of Sport Management and Marketing

成績評価方法

平常点評価 100％ Comprehensive evaluation of participation, discussions, presentations, and short

reports.

備考・関連URL



授業科目名：

Health and Sports Epidemiology

担当教員名：

澤田 亨

授業の概要

<Course Description>

In this course, you will learn about"epidemiology" aiming to acquire various health information form

all overthe world and develop the ability to judge the reliability of the information.Epidemiology was

developed in the medical field, and withthe spread of the idea of Evidence Based Medicine (EBM), attention

is beingpaid in fields other than the medical field.In this course, after introducing the outline

ofepidemiology, We will learn through some papers, what is "evidence",what evidence is highly reliable,

and how highly reliable evidence is createdand published.

授業の到達目標

By the end of this course students will develop the ability to:

1) Explain what epidemiology is.

2) Explain what the evidence is for improving the problem of the human population.

3) Do a critical appraisal of epidemiological papers.

4) Judge the reliability of the evidence related to the problem of improvement in the human population.

授業計画

第１回 Course overview.Basic principles of sports epidemiology.

第２回 Epidemiology and scientific literacy.Introduction of representative sports

epidemiologystudies.

第３回 How to evaluate the reliability of evidence.Explanation of original paper (peer review/review

paper/impactfactor).

第４回 Statistical hypothesis testing (P value/effect size/α-error/β-error/samplesize/confidence

interval).

第５回 Basics of epidemiological research method (PICO/PECO/FINER/selectionbias/information

bias/confounding bias).

第６回 Cross-sectional study (correlation relationship/causalrelationship/reverse of causation).

第７回 Intervention study (randomized controlled trial/regressionto the mean/surrogate marker/spin).

第８回 Cohort study (confounding factors/multivariable analysis).Overall review and overview.

教科書

Not particularly specified.

The course uses PowerPoint slides with printout materials.

参考文献

Physical Activity Epidemiology (ISBN-13: 978-0736082860)

Epidemiology (ISBN-13: 978-1455737338)

Designing Clinical Research (ISBN-13: 978-1608318049)

成績評価方法

Evaluated by active participation in this course, including questions about the content of the lecture

and proactive remarks (100%).

備考・関連URL

Reference URL: https://sites.google.com/site/sssawadalab/



授業科目名：

Health and exercise science 1 (Seminar 2) A

担当教員名：

秋本 崇之、澤田 亨、西多 昌規、宮下 政司、

アニア マイケル

授業の概要

<Course Description>

The purpose of this course is to explore current scientific evidence in health and exercise science

(relevant to each supervisor’s or lecturer’s area of expertise) and to clarify students’research topic

in the masters’program. The course will consist of a combination of didactic lectures/discussions in

each laboratory and presentation/discussion about students’individual research topics. Students are

expected to read assigned articles and prepare a presentation about their reserch topic in the master’s

program.

授業の到達目標

<Course Objectives>

Through this course, students should clarify the research theme of their master’s thesis.

授業計画

第１回 Instruction by the mentor of each student

第２回 Instruction by the mentor of each student

第３回 Instruction by the mentor of each student

第４回 Instruction by the mentor of each student

第５回 Instruction by the mentor of each student

第６回 Instruction by the mentor of each student

第７回 Instruction by the mentor of each student

第８回 Instruction by the mentor of each student

第９回 Instruction by the mentor of each student

第１０回 Instruction by the mentor of each student

第１１回 Instruction by the mentor of each student

第１２回 Instruction by the mentor of each student

第１３回 Instruction by the mentor of each student

第１４回 Instruction by the mentor of each student

第１５回 Student meetings and presentations (all supervisors and lecturers to attend). Note that the

day/time of the presentation will be negotiated with students based on the availability of

all parties.

教科書

参考文献

成績評価方法

平常点評価 100％ Active and constructive participation and discussion.

備考・関連URL



授業科目名：

Health and exercise science 2 (Seminar 2) A

担当教員名：

矢内 利政、彼末 一之、川上 泰雄、宝田 雄大、

正木 宏明

授業の概要

This course is designed to provide master’s candidates with a basic knowledge in exercise science,

a working knowledge of research techniques and a profound knowledge in the area of biomechanics, motor

control, motor nerve physiology, psychology in sports. Master’s candidates will have a weekly meeting

with the experts in these areas to pursue the goals listed below.

授業の到達目標

The course objectives are as follows:

1.To gain theoretical and practical knowledge of bimedical aspects of sport sciences,

2.To experience research techniques,

4.To evaluate the sources of error associated with the methods,

5.To discuss research findings and their implications by means of writing and oral prosentation, and

6.To critically review research of their own as well as of others.

授業計画

第１回 Basic theory in Biomechanical analysis of human motion

第２回 Practical experience

第３回 Reading and discussion on current research

第４回 Basic theory in musculo-skeletal biomechanics

第５回 Practical experience

第６回 Reading and discussion on current research

第７回 Basic theory in motor control

第８回 Practical experience

第９回 Reading and discussion on current research

第10回 Basic theory in sport physiology & neuropsychology

第11回 Practical experience

第12回 Reading and discussion on current research

第13回 Basic theory in psychology

第14回 Practical experience

第15回 Reading and discussion on current research

教科書

none

参考文献

Journal articles

成績評価方法

レ ポ ー ト 50％ Written report or oral presentation report will be evaluated

平常点評価 50％ Attendance to each class is necessary

備考・関連URL



授業科目名：

Contemporary Issues in Sports

担当教員名：

ウォン ドナ

授業の概要

授業の到達目標

授業計画

第１回

第２回

第３回

第４回

第５回

第６回

第７回

第８回

第９回

第１０回

第１１回

第１２回

第１３回

第１４回

第１５回

教科書

参考文献

成績評価方法

試 験 ％

レ ポ ー ト ％

平常点評価 ％

そ の 他 ％

備考・関連URL



授業科目名：

Sport Communication and Promotion

担当教員名：

佐藤 晋太郎

授業の概要

This course introduces students with various aspects of strategic communication in the sport environment.

Students will learn how to deliver messages to the target audience to form desirable impressions of

athletes and sport organizations.

授業の到達目標

At the completion of the course, students will be equipped with necessary skills particularly important

to form a message that helps develop a desirable image and impression among sport consumers.

授業計画

Week 1 Orientation

Week 2 What is Sport Communication?

Week 3 Communication Model Part1

Week 4 Communication Model Part2

Week 5 Customer Journey Mapping Part1

Week 6 Customer Journey Mapping Part2

Week 7 Crisis Communication Strategies Part1

Week 8 Crisis Communication Strategies Part2

Week 9 Communication in the Digital Environment

Week 10 Online Services and Emotion

Week 11 Perspectives on Consumer Psychology in the Digital Communication

Week 12 Exam

Week 13 Presentation

Week 14 Presentation

Week 15 Presentation

教科書

参考文献

成績評価方法

試 験 10％ Final exam

レ ポ ー ト 70％ Reports and presentation

平常点評価 20％ Attendance and active participation

備考・関連URL



授業科目名：

Global Development of the Sport Industry

担当教員名：

松岡 宏高

授業の概要

The course provides a comprehensive understanding of the achievements, administrative procedures, and

management practices of peer countries’sport industries. It covers history, current state, contemporary

challenges and issues, and trends of development and advancement of sport industries in leading economic

countries, such as China, South Korea, Japan, Germany, the UK, Russia, Canada, the US, Brazil. South

Africa, and Australia.

授業の到達目標

The course objectives are as follows:

1.To understand how leading economic countries have used sport as a catalytic agent.

2.To develop the ability to delve into the country’s sports industry.

3.To develop the ability to identify and discuss areas that need improvements in the administration and

cultivate development and growth in the sport industry of each country.

授業計画

第１回 Introduction to sport industry

第２回 The Japanese sport industry

第３回 The Korean sport industry

第４回 The Chinese sport industry

第５回 The Australian sport industry

第６回 The Brazilian sport industry

第７回 The Canadian sport industry

第８回 The German sport industry

第９回 The Russian sport industry

第10回 The South African sport industry

第11回 The US sport industry

第12回 The UK sport industry

第13回 The Asian sport industry

第14回 Comparative analyses of global sport industry

第15回 Future directions of sport industry

教科書

"Sport Business in Leading Economies" Zhang, J. J., Huang, R. H., & Nauright, J. (Eds.). Emerald Publishing

Limited, 2018.

参考文献

成績評価方法

Attendance 30% Active and constructive participation in discussions

Presentations 40% Content, structure, and style of the presentation

Paper 30% Content, structure, and style of writing

備考・関連URL



授業科目名：

Physical Activity and Health Physiology

担当教員名：

宮下 政司

授業の概要

This module integrates basic concepts and applied scientific information to provide a foundation for

the understanding of nutrition, energy transfer, and acute and chronic responses to physical activity

in health and disease. The role of physical activity in the maintenance of health, weight management,

cardiovascular and muscular health, and ageing will emphasize the integrated functioning of physiological

systems. Throughout the module an analytical approach will be taken so that evidence is evaluated

critically and objectively to identify where evidence is robust but also where there are limitations

and gaps in the evidence.

授業の到達目標

On completion of this module, students should be able to:

- Understand the basic principles of phsical activity for long-term health;

- Discuss the role of physical activity in the preveniton and treatment of chronic diseases;

- Explain the significance of the physiological adaptations to activity and inactivity for health;

授業計画

1 Introduction: Assessing the evidence

2 Discussion: Assessing the evidence

3 Physical activity, fitness and mortality

4 Measuring physical activity

5 Physical activity and cardiovascular disease

6 Presentation: Physical activity and mortality

Discussion: Physical activity and cardiovascular disease

7 Physical activity and type 2 diabetes

8 Discussion: Physical activity and type 2 diabetes

9 Physical activity and obesity

10 Measuring body composition and multiple choice test

11 Physical activity and cancer/skeletal health

12 Discussion: Physical activity and cancer/skeletal health

13 Physical activity in youth and old age

14 Discussion: Physical activity in youth and old age

15 Summary of module including 1 h examination

教科書

Hardman AE and Stensel DJ (2009) Physical Activity and Health: The Evidence Explained. (2nd Edition)

Routledge Taylor and Francis Group, London

参考文献

成績評価方法

Exam: 30%

Multiple choice test: 10%

Reports: 30%

Presentations: 30%

備考・関連URL



授業科目名：

Brain Function for Motivating Action

担当教員名：

宝田 雄大、野崎 大地

授業の概要

Motor actions are typically consciously controlled and managed. However, some situations require

unconscious decision-making processes. Indeed, healthy individuals sometimes pursue behavioral goals

unconsciously, and when accompanied by a positive reward signal, this can enhance motivation to produce

more forceful actions, independently of any reported increase in motivation to attain goals. The objective

of this curse (lecture) is to overview “Brain function for motivating action” by intensively reading,

(class) discussion of our recent findings, some experimental practices and so on. Students are required

to read and understand the contents of assigned readings prior to each lecture, and present those with

abstract made by themselves in the lecture. Thus, I hope that students have reliable backgrounds on Human

physiology/Exercise and Cognitive neuroscience and motor control/Motivation.

授業の到達目標

To know the evidence on unconscious information processing and pursuit of behavioral (motor) goals:

the human can rely on mental processes in preparing and motivating behavior outside of awareness.

授業計画

第１回 Orientation (including self-introduction)
第２回 Presentation (each bachelor's thesis with handout of abstract)
第３回 Measurement of the maximal voluntary force (MVC)
第４回 Presentation and QuestionⅠ (MVC and “psychological” inhibition)
第５回 DiscussionⅠ

第６回 Training practice （Occlusive resistance (KAATU) training)
第７回 Presentation and QuestionⅡ(Occlusive resistance (KAATU) training)
第８回 DiscussionⅡ
第９回 Experimental practice Ⅲ (Motor goal-priming)
第１０回 Presentation and QuestionⅢ (The automated will)
第１１回 DiscussionⅢ

第１２回 Experimental practice IV (Motor leaning: Serial Reaction Time Task)
第１３回 Presentation and Question IV
第１４回 Discussion IV
第１５回 General overview

教科書

None specified

参考文献

Skeletal Muscle Structure, Function, and Plasticity. Richard L. Lieber.

Thinking, Fast and Slow. Daniel Kahneman.

Permanent Present Tense: The man with no memory, and what he taught the world. Suzanne Corkin.

The Quest for Consciousness: A Neurobiological Approach. Christof Koch.

Consciousness: Confessions of a Romantic Reductionist. Christof Koch.

Who's in Charge?: Free Will and the Science of the Brain. Michael S. Gazzaniga.

Mind Time: The Temporal Factor in Consciousness. Benjamin Libet.

成績評価方法

平常点評価 100％ Answers to question concerning previous studies, participation to discussion,

presentation, and so on.

備考・関連URL

Course schedule has the possibility of changing depending on the number of students, the knowledge level

of students, the level of their understanding and so on. Also there is the possibility of a distance

learning in the on-campus network (Waseda-net Course N@vi).

http://researchers.waseda.jp/profile/en.2a4c95e8182a613cb97bfd1b7340fabc.html

http://www.p.u-tokyo.ac.jp/~dnl/

(our previous studies available at https://scholar.google.co.jp/citations?user=8JwZqCIAAAAJ&hl=ja)



授業科目名：

Research design and methods 2: understanding

quantitative and qualitative analysis and reporting

担当教員名：

アニア マイケル

授業の概要

In researchdesign and methods 2, students will learn about and conduct best-practice datacollection,

analysis and reporting. Students will be exposed to commonanalytical procedures from qualitative and

quantitative research as well aspreliminary data assessment techniques. They will be required to analyze

bothforms of data and report on their findings. As part of learning about dataanalysis, students will

also increase their familiarity with commonly usedsoftware, including SPSS and NVIVO. Finally, students

will learn about theprocedures for turning their research into academic outputs for dissemination.

授業の到達目標

1.Evaluate and prepare a dataset for analysis, including assessment of data distribution, data level

and saturation.

2.Understand and apply tests of significance, and conduct analyses using common procedures and software.

3.Demonstrate understanding of the value of qualitative and mixed methods research, including the ability

to conduct basic thematic analysis.

4.Display competency in turning data and analyses in peer reviewed research outputs by following

best-practice, guidelines.

授業計画

第1回 Introductionto advanced research design and methods.

第2回 Quantitativeresearch analysis: Choosing theright statistic for your question or hypothesis.

第3回 Preparingquantitative data: screening, normality, outliers, parametric or

non-parametricstatistics.

第4回 Evaluatingquantitative data: practical SPSS session.

第5回 Commonstatistical analyses: correlation, multiple regression, t-tests and ANOVA.

第6回 Conductingquantitative analyses: practical SPSS session.

第7回 Reporting andwriting up quantitative research results.

第8回 Qualitativeresearch analysis: understanding when and how to use qualitative methods.

第9回 Exploringcommon techniques in qualitative data collection: interviews, focus groups andtext.

第10回 Analyzingqualitative data 1: grounded theory, thematic analysis and content analysis.

第11回 Analyzingqualitative data 2: practical NVIVO session A (or manual alternative).

第12回 Analyzingqualitative data 3: practical NVIVO session B (or manual alternative).

第13回 Innovative(visual) and mixed methods research: case study examples.

第14回 Best evidenceguidelines for research design: COREQ, STROBE, PRISMA etc.

第15回 Discussionabout academic publishing and ethics / student presentations (Assessment 2).

教科書

Pallant, J. (2013). SPSS survival manual. McGraw-Hill Education (UK). (recommended only / not required).

Field, A. (2009). Discovering statistics using SPSS. Sage publications. (recommended only / not required).

Lofland, J., and Lofland, L. (2005). Analyzing social settings: A guide to qualitative analysis and

observation. Wadsworth Publishing. (recommended only / not required).

参考文献

To be provided in class at the end of each lecture.

成績評価方法

レ ポ ー ト 45％ Complete a quantitative data analysis and report using SPSS.

平常点評価 10％ Completion of class reading summaries and discussions.

そ の 他 45％ Complete a qualitative data analysis and report (group assignment).

備考・関連URL

The course will be taught inEnglish.



授業科目名：

Sports Rehabilitation

担当教員名：

杉本 大輔

授業の概要

授業の到達目標

授業計画

第１回

第２回

第３回

第４回

第５回

第６回

第７回

第８回

第９回

第１０回

第１１回

第１２回

第１３回

第１４回

第１５回

教科書

参考文献

成績評価方法

試 験 ％

レ ポ ー ト ％

平常点評価 ％

そ の 他 ％

備考・関連URL

2020/1/31 時点シラバス未確定

本 科 目 を 履修 希 望 する 場 合 は所 沢 総 合事 務セ ン タ ー

担当 「kyousyoku-tokorozawa@list.waseda.jp」までお知らせください。



授業科目名：

Sociological Studies of Sports Mega-Events

担当教員名：

ＨＯＲＮＥ ＪＯＨＮ Ｄ．

授業の概要

Overthe past two decades, academic writing about large scale, highly visible, urbanevents has become

a growth industry. There are now conferences all over theworld devoted to discussions of the meaning

and importance of the Olympics, orfootball World Cups, and to debates about their risks and potential

legacies. InMega-Events & Modernity Britishsociologist Maurice Roche (2000, p. 1) offered one of the

earliest definitionsof mega-events: “large-scale cultural (including commercial and sporting)events,

which have a dramatic character, mass popular appeal and internationalsignificance”. This course

explores the development of research, especiallysociological research, into and about sports mega-events.

授業の到達目標

1.To introduce and critically assess different definitions of mega-event,

2.To develop understanding of the “dense social-ecosystem” (Roche 2000) of first, second and third

tier mega-events vying for public and media attention on the global stage,

3.To evaluate the economic, political and social risks and benefits of hosting such events,

4.To assess the ways in which sports mega-events have become focal points for social criticism and unrest.

授業計画

1 Introduction: what is a mega-event? ・

2 What makes a mega 1: the economics of sports mega-events ・

3 What makes a mega 2: the media and sports mega-events ・

4 Mediatization of sports mega-events ・

5 Case Studies 1: The Mens’ Football World Cup ・

6 Case Studies 2: Other World Cups (Womens football, rugby union)・

7 Case Studies 3: The Summer Olympic Games ・

8 Case Studies 4: The Other Olympic Games (Winter and Youth) ・

9 Case Studies 5: The Paralympic Games ・

10 The politics of sports mega-events ・

11 Legacies ・

12 Rights ・

13 Labour ・

14 Environment ・

15 Sports Mega-Events and the Future ・

教科書

Richard Gruneau & John Horne (editors) 2016 Mega-Events and Globalization. London: Routledge.

参考文献

成績評価方法

試 験 40％ Seen exam (2 hours)

A two-hour examination, including multiple choice and essay-style questions.

レ ポ ー ト 30％ Written essay (2,000 words)

Content, structure, and style of writing

平常点評価 30％ Class participation, attendance and presentation

Contribution to class discussion, presentation skills

備考・関連URL



授業科目名：

Sport Management (Seminar 2) B

担当教員名：

松岡 宏高、原田 宗彦、佐藤 晋太郎、ウォン ドナ

授業の概要

This course is designed to provide master’s candidates with profound knowledge on research methods,

data collection, data analyses, and using statistical software to conduct research in the area of sport

management and sport marketing. Master’s candidates will acquire the ability and skills necessary to

carry out their own research. They will read various academic materials and research papers to pursue

the goals listed below.

授業の到達目標

The course objectives are as follows:

1.To gain advanced knowledge of research methods in the area of sport management and sport marketing,

2.To gain ability and skills of using statistical software to analyze quantitative data,

3.To choose appropriate methods of collecting and analyzing data for their own research proposal

4.To improve their own research proposal, and

5.To make oral presentations of their own research,

授業計画

第１回 Using statistical software to analyze quantitative data

第２回 Using statistical software to analyze quantitative data

第３回 Using statistical software to analyze quantitative data

第４回 Using statistical software to analyze quantitative data

第５回 Using statistical software to analyze quantitative data

第６回 Using statistical software to analyze quantitative data

第７回 Excellent research examples (Invited lecturer)

第８回 How to report the results of data analyses

第９回 How to report the results of data analyses

第10回 Writing research paper

第11回 Writing research paper

第12回 Presenting research paper

第13回 Presenting research paper

第14回 Presenting research paper

第15回 Presenting research paper

教科書

参考文献

Journal of Sport Management, Sport Management Review, European Sport Management Quarterly, Sport

Marketing Quarterly, International Journal of Sport Management and Marketing

成績評価方法

平常点評価 100％ Comprehensive evaluation of participation, discussions, presentations, and short

reports.

備考・関連URL



授業科目名：

Health and exercise science 1 (Seminar 2) B

担当教員名：

秋本 崇之、澤田 亨、西多 昌規、宮下 政司、

アニア マイケル

授業の概要

<Course Description>

The purpose of this course is to explore current scientific evidence in health and exercise science

(relevant to each supervisor’s or lecturer’s area of expertise) and to clarify students’research topic

in the masters’program. The course will consist of a combination of didactic lectures/discussions in

each laboratory and presentation/discussion about students’individual research topics. Students are

expected to read assigned articles and prepare a presentation about their reserch topic in the master’s

program.

授業の到達目標

<Course Objectives>

Through this course, students should clarify the research theme of their master’s thesis.

授業計画

第１回 Instruction by the mentor of each student

第２回 Instruction by the mentor of each student

第３回 Instruction by the mentor of each student

第４回 Instruction by the mentor of each student

第５回 Instruction by the mentor of each student

第６回 Instruction by the mentor of each student

第７回 Instruction by the mentor of each student

第８回 Instruction by the mentor of each student

第９回 Instruction by the mentor of each student

第１０回 Instruction by the mentor of each student

第１１回 Instruction by the mentor of each student

第１２回 Instruction by the mentor of each student

第１３回 Instruction by the mentor of each student

第１４回 Instruction by the mentor of each student

第１５回 Student meetings and presentations (all supervisors and lecturers to attend). Note that the

day/time of the presentation will be negotiated with students based on the availability of

all parties.

教科書

参考文献

成績評価方法

平常点評価 100％ Active and constructive participation and discussion.

備考・関連URL



授業科目名：

Health and exercise science 2 (Seminar 2) B

担当教員名：

矢内 利政、彼末 一之、川上 泰雄、宝田 雄大、

正木 宏明

授業の概要

This course is designed to provide master’s candidates with a basic knowledge in exercise science,

a working knowledge of research techniques and a profound knowledge in the area of biomechanics, motor

control, motor nerve physiology, psychology in sports. Master’s candidates will have a weekly meeting

with the experts in these areas to pursue the goals listed below.

授業の到達目標

The course objectives are as follows:

1.To gain theoretical and practical knowledge of bimedical aspects of sport sciences,

2.To experience research techniques,

4.To evaluate the sources of error associated with the methods,

5.To discuss research findings and their implications by means of writing and oral prosentation, and

6.To critically review research of their own as well as of others.

授業計画

第１回 Basic theory in Biomechanical analysis of human motion

第２回 Practical experience

第３回 Reading and discussion on current research

第４回 Basic theory in musculo-skeletal biomechanics

第５回 Practical experience

第６回 Reading and discussion on current research

第７回 Basic theory in motor control

第８回 Practical experience

第９回 Reading and discussion on current research

第10回 Basic theory in sport physiology & neuropsychology

第11回 Practical experience

第12回 Reading and discussion on current research

第13回 Basic theory in psychology

第14回 Practical experience

第15回 Reading and discussion on current research

教科書

none

参考文献

Journal articles

成績評価方法

レ ポ ー ト 50％ Written report or oral presentation report will be evaluated

平常点評価 50％ Attendance to each class is necessary

備考・関連URL



授業科目名：

Qualitative Research in Sport Management

担当教員名：

ウォン ドナ

授業の概要

授業の到達目標

授業計画

第１回

第２回

第３回

第４回

第５回

第６回

第７回

第８回

第９回

第１０回

第１１回

第１２回

第１３回

第１４回

第１５回

教科書

参考文献

成績評価方法

試 験 ％

レ ポ ー ト ％

平常点評価 ％

そ の 他 ％

備考・関連URL



授業科目名：

International Issues in Sport Management

担当教員名：

作野 誠一、FILO KEVIN

授業の概要

授業の到達目標

授業計画

第１回

第２回

第３回

第４回

第５回

第６回

第７回

第８回

第９回

第１０回

第１１回

第１２回

第１３回

第１４回

第１５回

教科書

参考文献

成績評価方法

試 験 ％

レ ポ ー ト ％

平常点評価 ％

そ の 他 ％

備考・関連URL



授業科目名：

Sport Sponsorship

担当教員名：

松岡 宏高、UHRICH SEBASTIAN

授業の概要

授業の到達目標

授業計画

第１回

第２回

第３回

第４回

第５回

第６回

第７回

第８回

第９回

第１０回

第１１回

第１２回

第１３回

第１４回

第１５回

教科書

参考文献

成績評価方法

試 験 ％

レ ポ ー ト ％

平常点評価 ％

そ の 他 ％

備考・関連URL



授業科目名：

コンディショニングデザイン特論

担当教員名：

平山 邦明

授業の概要

本講義では、コンディショニングに関する各トピックについて、最新／重要論文を担当者が紹介する。その際、

当該論文を理解する上で必要となる基礎知識についても担当者が概説する。これらを通して、コンディショニン

グに関する基礎知識と最新の研究動向を把握することを目的とする。

授業の到達目標

コンディショニング分野における基礎知識と最新の研究動向に触れる。

授業計画

第１回 オリエンテーション（本講義の目的と概要の説明）／発表担当の決定

第２回 筋肥大のためのプログラムデザインに関する最新／重要論文の紹介

第３回 筋力強化のためのプログラムデザインに関する最新／重要論文の紹介

第４回 筋パワー強化のためのプログラムデザインに関する最新／重要論文の紹介

第５回 リアクティブストレングス強化のためのプログラムデザインに関する最新／重要論文の紹介

第６回 スピード強化のためのプログラムデザインに関する最新／重要論文の紹介

第７回 アジリティ強化のためのプログラムデザインに関する最新／重要論文の紹介

第８回 持久力強化のためのプログラムデザインに関する最新／重要論文の紹介

第９回 ピリオダイゼーションに関する最新／重要論文の紹介

第10回 傷害予防のためのプログラムデザインに関する最新／重要論文の紹介

第11回 ウォーミングアップに関する最新／重要論文の紹介

第12回 リカバリーに関する最新／重要論文の紹介

第13回 柔軟性およびストレッチングに関する最新／重要論文の紹介

第14回 近年のコンディショニングトピックに関する最新／重要論文の紹介①

第15回 近年のコンディショニングトピックに関する最新／重要論文の紹介②

教科書

参考文献

成績評価方法

平常点評価 100％ 出席状況、各自の担当テーマについての発表内容、討議における積極性について評価する。

備考・関連URL


