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早稲聞大学大学院スポーツ科学研究科

問題を全て答えなさい。全受験生共通問題です。

必ず記号で解答すること。記述にて解答した場合は採息主主主立ム旦



各設問の空欄（ 1 ）から（ 10 ）に当てはまるものを、下記の語群から Iつずつ選んで、

その記号を解答欄に記入しなさい。

［問題 1)

江戸時代初期には早くも兵法が実戦・実用を離れてきらびやかに飾る堕落傾向が現れました。宮

本武蔵はこれを華法化として批判しました。（ 1 ）性を伴う技の修行の中にこそ武道の基本

構造があるというメッセージなのです。

｜ア芸道 イ芸術 ウ崇高 エ実用

【問題2】

古代ギリシャ人は、スポーツをはじめて学問的に論じました。そこでは、スポーツと（ 2 ）、

スポーツマンの技術力向上、スポーツによる青少年教育といった問題が論じられました。

｜ア戦闘 イ殺裁 ウ魂 エ健康

［開題3]

メディアは試合など（ 3 ）伝えることはもちろんできません。

ア．解説なしで イ．広告なしで ウ．全ての受け手に エ．そっくりそのまま

【問題4]

19世紀のイギリスでは、様々なスポーツの統括組織が生まれた。 1871年に設立された（ 4 ) 

も、そのひとつである。

ア．ラグビー・ユニオン イ．国際オリンピック委員会

ウ．フットボール・アソシエーション エ．体操連盟

【問題 5]

パリ島において新しいケチャが創造される背景には、（ 5 ）主導の観光政策が存在します。

ア．日本政府 イ．インドネシア政府 ウ．パリ州政府 工．民間

オ，芸術家

1 



［問題 6]

文化は、日常用語としても、また学術用語としても、様々な意味で使われるが、最も広い意味に

用いるのが（ 6 ）のものである。

ア．国際関係学 イ．人文地理学 ウ．比較文化学 工．文化人類学 オ．歴史学

【問題 7)

経済的な利害がスポーツの基盤をなしていると見なし、経済力のある人や階級が自らの影響力を

維持するために行動してスポーツがつくられていると考える社会学理論を（ 7 ）と呼ぶ。

ア．基盤主義 イ．コンフリクト理論 ウ．機能主義 エ．構築主義 オ．行動理論

［問題8〕

( 8 ）は在学中に二流の柔術を学び、勝負法、修心法、体育法からなる講道館柔道を創始し

ました。

ア．森有礼 イ．永井道明 ウ．伊沢修三 エー嘉納治五郎

【問題 9]

1960年代のアメリカで提案された、科学の成果を教科の内容として位置づける、スポーツに関

する学校教育プログラムを（ 9 ）という。

ア．ムーブメント教育 イ．レジャースポーツ ウ．プレイ教育 エ．ニュースポーツ

【問題 10]

学校の荒魔と学力低下に悩んだアメリカは、 1990年代以降、学校改革を行っていくが、それと

連動して学校体育改革も始まった。 1995年には全米的な体育の到達基準を示した（ 10 ）が

示された。

ア．ナショナル・スタンダード イ．ナショナル・カリキュラム

ウ．スポーツ教育モデル エ．プレイ教育論
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n. 
以下の（ l l ）から（ 20 ）の問いに対して、正しいものには「アJを、誤っているものに

は「イ」を選んで、その記号を解答欄に記入しなさい。

( 11 ）現代のスポーツ組織を理解するには、マネジメントの方向を示す指標（戦略特性）が

重要であることから、スポーツ活動をやる（生産する）ことに重点を置く「オペレー

ション志向jと、スポーツ活動を見せる（商品化する）ことに重点を置く「プロダク

ト志向」の二つに区分できるとする考え方がある。

( 12 ）大規模スポーツイベントが地域活性化に果たす役割は、都市の地名度の向上、社会資

本の蓄積、少子高齢化の解消、地域の連帯性の向上の4つである。

13 ）スポーツ振興投票（TOTO）では、売り上げの 50%が当選者に払い戻される。

( 14 ）アメリカの 4大プロスポーツは、批B（野球）、 NFL（アメリカンフットボール）、 NHL

（アイスホッケー）、 MLL（ラクロス）である。

( 15 ）オリンピックの歴史の中で、 1984年ロサンゼルス大会は、政府の支援はなかったが、

経済的な成功を収めて黒字化に成功し、初の民活五輪と呼ばれた。

( 16 ）「さいたまスポーツコミッション」の役割は、スポーツイベントやスポーツ合宿の誘

致を行い、地域に経済的効果をもたらす新しいスポーツ振興組織である。

( 17 ）ヨーロッパの5大フットボールリーグとは、イギリス、フランス、スペイン、イタリ

ア、チェコである。

( 18 ) PF Iとは、 PrivateFinance Initiativeの略で、 1991年にイギリスではじまった公

共施設整備の民活方式である。

( 19 ）大相撲の力士の待遇は、十両以上と幕下以下で大きく異なるが、十両以上は協会から

給料を得る雇用者である。

( 20 ）スポーツツーリズムは、「するスポーツj など、スポーツ参加を目的とした旅行であ

り、「見るスポーツJなどのスポーツ観戦を目的とした旅行は含めない。
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III. 

以下の（ 21 ）から（ 30 ）の問いに対して、正しいものには「アJを、誤っているものに

は「イ」を選んで、その記号を解答欄に記入しなさい。

C 21 ）身体運動を継続することによって、インスリン感受性は克進する。

22 ）激しいトレーニングによって、 T細胞の活性化が生じ、細胞性免疫の機能が高まる。

( 23 ）軟骨の量は発育途上で一定となるが、発育期を過ぎてもトレーニングによって増加さ

せることができる。

24 ）熱中症の予防として、暑熱環境の評価や熱馴化、熱耐性、服装、水分補給に注意する。

( 25 ）スポーツ障害に対する RICE処置とは、安静、冷却、開放、挙上である。

C 26 ）深いノンレム睡眠は、睡眠の後半に多い。

( 27 ）短期間の運動介入では、肥満や高血圧、高脂血症、糖尿病といった動脈硬化性危険因

子は改善しない。

C 28 ）運動行動の変容ステージの熟考期においては、セルフ ・エフィカシーが高まるように

理想とする目標設定を促し、積極性を育むことが有効である。

C 29 ）リコンディショニングとは、傷害受傷後から競技復帰までの過程のことであり、メデ

イカル・リハビリテーションとアスレティック・リハビリテーションから構成される。

C 30 ）漸進的過負荷の原員ljとは、身体にどのような負荷がかけられるかによって、それに対

する適応の仕方が決定されるものである。
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N. 

以下の空欄（ 31 ）から（ 40 ）に最も当てはまるものを下の語群から lつずつ選んで、

その記号を解答欄に記入しなさい。

［問題 1J 
骨格筋への酸素の取り込みにおいて、多くの酸素を摂取するには、第一に肺機能としての、肺

に出入りする空気の量が重要となる。この能力は、（ 31 ）として評価される。第二に、肺

胞でのガス交換能力が重要となるが、この能力は（ 32 ）として測定される。第三に、酸素

と結合した血液をどれだけ多く全身に運搬できるかが重要となる。この能力は、心臓から駆出

される血液の量を表す（ 33 ）の測定によって知ることができる。第四に、骨格筋でのガス

交換能力が重要となるが、この能力は（ 34 ）で評価される。

［問題 2]

骨格筋は脊髄にある（ 35 ）からの信号を受けて力を発揮する。前腕屈曲を随意的に全力で

行った時の力は、本当の最大筋力ではない。本当の最大筋力は電気刺激することで得られるも

ので、私たちが全力だとd思って出している力（つまり（ 36 ）限界）は本当の筋の最大力（つ

まり（ 37 ）限界）より小さくなる。

［問題 3)

反応時間はミリ秒単位で計測されるが、そこには脳内の情報処理過程が反映されている。脳内

情報処理過程は、（ 38 ）段階、（ 39 ）段階、（ 40 ）段階の順に進む。

語群

ア．最大換気量イ．最大酸素摂取量 ウ．酸素化ヘモグロビン数

エ．脱酸素化ヘモグロビン数オ．肺拡散容量カ．心拍出量キ．動静脈酸素格差

ク．骨格筋換気量ケ．生理的コ．心理的サ．努力的シ．力学的ス．処理起動

セ．ローディングソ．反応プログラミングタ．刺激同定チ．反応選択

ツ．刺激一反応テ． α『運動神経 ト． θ一運動神経
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v. 
以下の（ 41 ）から（ 50 ）の問いに対して、正しいものには「アJを、誤っているもの

には「イ」を選んで、その記号を解答欄に記入しなさい。

41 ）コーチングは引き出すものであり、ティーチングは教え込むものと表現できる。

( 42 ）競技力向上のためには、 3つの過程に取り組む必要がある。 3つとは①目標設定、

②目標実現への取り組み・過程、③結果の評価である。

( 43 ）アスリートの環境整備は、コーチにゆだねるのが一般的である。

( 44 ）コーチは、アスリートの個別問題を解決することに加えて、所属するチーム全体の

マネージメントも課題として取り上げる。

( 45 ）「こつJをインタビューやアンケートによって情報収集する分析方法は、量的分析

といえる。

( 46 ）戦術の語源は、ギリシャ語の「配置や編成の術」という taktikeに由来する。

( 47 ）持久系トレーニングは、最大酸素摂取量（VO2max）の上昇でほぼ効果を推定できる。

( 48 ）芸術スポーツの場合、その評価は観る人の主観が大きく「美」と「表現」を注目す

る場合が多い。

( 49 ）スポーツ科学は万能ではないが、経験や感覚もまた万能ではない。

( 50 ）パフォーマンスの停滞の原因は、コーチングの手法が大きな要素である。
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早稲田大学大学院スポーツ科学研究科

2019年度 修士課程
入学試験（春期）
解答用紙〔一般〕

※欄lま記入しないで下さい。
コ」

受験番号

氏名

(1) (2) (3) (4) (5) 

I 

(6) (7) (8) (9) (10) 

(11) (12) (13) (14) ( 15) 

II 

(16) (17) ( 18) ( 19) (20) 

(21) (22) (23) (24) (25) 

m 

(26) (27) (28) (29) (30) 

(31) (32) (33) (34) (35) 

IV 

(36) (37) (38) (39) (40) 

(41) {42) (43) (44) (45) 

V 

(46) (47) (48) (49) (50) 

｜※ i 

「｜

｜※ ｜ 

！※｜  




