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問題A-1～E-8の中から志望研究指導の問題について解答しなさい。

志望研究指導以外の問題を選択した場合や2間以上解答した場合は採点されませ

ん。

問題記号 研究領域 ページ

A-1～8 スポーツ文化研究領域 P. 1 

B-1～9 スポーツビジネス研究領域 P. 2～3 

C-1～14 スポーツ医科学研究領域 P. 4～6 

D-1～8 身体運動科学研究領域 P. 7～8 

E-1～8 コーチング科学研究領域 P. 9～1 0 



A.スポーツ文化研究領域

A-1 研究指導名：スポーツ倫理学・教育学（友添秀則）

学校スポーツ教育学を包含した、広義のスポーツ教育学（sportpedagogy）の意義について

述べなさい。

A-2 研究指導名：スポ｝ツメディア論（トンプソン リー）

スポーツ報道の客観性について論じなさい。

A-3 研究指導名：スポーツ史（石井 信幸）

18世紀イギリスにおけるスポーツの初期近代化について論じなさい。

A-4 研究指導名：舞踊論（杉山 千鶴）

舞踊における共振について、特定のジャンル或いは具体的事例を取り上げて論じなさい。

A-5 研究指導名：体育科教育学（吉永武史）

「思考力、判断力、表現力等」を育成するための体育授業の在り方について述べなさい。

A-6 研究指導名：スポーツ教授学（深見英一郎）

生徒の自己効力感を高めるスポーツ指導のポイントについて考えるところを述べなさい。

A-7 研究指導名：スポーツ社会学（中津篤史）

以下の①～③の社会学の学術用語の中から 1つを選んだ上で、 i ）その学術用語の意味を説

明し、 ii）その学術用語を使って、スポーツに関連する任意の社会現象を論じなさい。

相互行為(interaction) ②機能主義(functionalism) ③セクシャリティ（sexuality)

A-8 研究指導名：スポーツ文化論（川島浩平）

日本でメジャースポーツとされる競技を一つ取り上げ、その競技がなぜ、いかにメジャーと

しての地位を獲得したかを説明しなさい。
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B.スポーツビジネス研究領域

B-1 研究指導名：スポーツ経営学（木村和彦）

わが国におけるスポーツツーリズム発展の現代的な意義について述べよ。

B-2 研究指導名：健康スポーツ論（中村好男）

スマートホンの行動記録アフリ（歩数計も含む）が身体に及ぼす影響について論ぜ、よo

B-3 研究指導名：スポーツビジネスマネジメント論（原因 宗彦）

2015年にスポーツ庁が発足して以来、スポーツをめぐる政策的なパラダイムシフトが起き

たが、これについて具体的に説明せよ。

B-4 研究指導名：スポーツクラブビジネス論（間野義之）

日本におけるスポーツの成長産業化に必要となる政策について記述せよ。

B-5 研究指導名：トップスポーツビジネス論（平田 竹男）

サッカースペイン代表のイニエスタが、 Jリーグヴィッセル神戸に入団しました。このこ

とにより観客増加など様々な変化が起こっています。

I) ヴィッセル神戸にもたらす効果をトリプルミッションモデルを用いて説明せよ。

2）日本サッカー界全体への効果をトリプルミッションモデルを用いて説明せよ。

B-6 研究指導名：スポーツ組織論（作野誠一）

スポーツに関わる組織において組織構造（組織図）が変更された例をあげ、その背景と対応、

さらに期待される成果について具体的に説明しなさい。
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B-7 研究指導名：スポーツビジネス ・アドミニストレーション（武藤泰明）

日本の JリーグとBリーグでは、放送権を通信会社が取得するという、先進国のプロスポー

ツでは珍しい現象が起きています。これについて

・なぜテレビなどの放送会社ではなく通信会社が放送権を取得したのか

．プロリーグと通信会社の成長シナリオはどのようなものか

を説明してください。

B-8 研究指導名：スポーツビジネスマーケティング（松岡 宏高）

スポーツ組織（プロスポーツリーグ・クラブ・球団、協会・連盟、スポーツ・フィットネス

クラブなど）におけるマーケティングの重要性について、具体的な戦略を含めて論じなさい。

なお、下記に挙げる語句をすべて用いること。

調査（またはリサーチ）

ニーズ ロイヤルテイ

ターゲット（またはターゲティング）

新規顧客

B-9 研究指導名：スポーツビジネス法（松本泰介）

酷暑において行われるスポーツ大会を実施するにあたって、主催者に課される法的責任に基

づく対策について、具体例を示しながら述べよ。
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C.スポーツ医科学研究領域

C-1 研究指導名：運動免疫学（赤間高雄）

体力は、行動体力と紡衛体力とに分類されます。防衛体力について、以下の単語をすべて用

いて説明しなさい。

（ホメオスタシス） （ストレス） （免疫）

C-2 研究指導名：スポーツ健康管理学（坂本静男）

大学入学時健康診断時の安静時心電図検査で、心室期外収縮頻発を指摘された。この学生に

ぜひ試行しておくべき生理学的検査で最も必要なものを 1つ挙げ、その検査に関して概説し

なさい。

C-3 研究指導名：運動器スポーツ医学（鳥居俊）

発育期の身長増加が最大となる年齢を P肝年齢と呼ぶ。 PHV年齢と発育期特有のスポーツ外

傷・障害との関係について述べなさい。

C-4 研究指導名 ：健康行動科学（附浩一朗）

エコロジカルモデルに基づいた就労者の座りすぎ是正対策について解説せよ。

C-5 研究指導名：スポーツ整形外科学（金岡 恒治）

腰椎椎間関節障害と腰椎椎間板性腰痛の病態を解説し、最適な運動療法について述べよ。

C-6 研究指導名：予防医学（鈴木克彦）

運動による疾病予防効果または健康増進効果について具体例をひとつ挙げ、その方法論等の

内容とメカニズムについて知るところを説明せよ。
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C-7 研究指導名：アスレティックトレーニング（広瀬 統一）

次のグラフは15日間の運動休止村の前（Pre）を 100%としたときの、運動休止後（DeTR-2wks）、

およびその後に 15日間の持久力改善のためのトレーニングを行った際（ReTR-2wks）の①一

定条件下での運動継続時間、②コハク酸脱水素酵素活性（SDH活性内、③乳酸脱水素酵素（LDH

活性”）の相対値をそれぞれ示したものである。この情報を、競技活動において持久的能力

が必要とされるアスリー トのコンディショニングやリコンディショニングにどのように生

かすか、あなたの考えを述べよ。

川.15日間の運動休止は最初の 7日間は完全休息に加えて右脚のギプス固定で下腿の使用

制限あり、その後の8日間は日常生活レベルのみの運動を許可した条件とする。

ヰ2.コハク酸脱水素酵素は、ミトコンドリア内のTCA回路や電子伝達系における ATP産生に

作用する。

本3.乳酸脱水素酵素は、解糖系によって生じたピルビン酸と NADHから乳酸と NAD＋を作り出

し、 NAD十を解糖系で再利用した ATP産生に作用する。

C-8 

% 

110 

Performance SDH 

• Pre 口DeTR・－2wks

研究指導名 ：骨格筋生理学 （秋本 崇之）

LOH 

図 ReTR-2wks

Houston et al. ( 1979）をもとに作図

※下記に出典を明記しております。

骨格筋肥大の分子メカニズムに関して、現在理解されているところを述べよ。
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Republished with permission of John Wiley and Sonss, 
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performance as studied by detraining and retraining, 

permission conveyed through Copyright Clearance Center, Inc. 



C-9 研究指導名：運動代謝学 （宮下政司）

身体活動（運動及び生活活動）による脂質代謝の改善について、疾病の予防の視座より知る

ことを述べよ。

C-10 研究指導名：運動器スポーツ機能解剖学（熊井 司）

人体の構造の中で健・靭帯が骨に付着している部分はエンテーシス（enthesis）と呼ばれる

特殊な解剖学的構造を呈しており、ジャンパー膝や上腕骨外側上頼炎（テニス肘）など多く

のスポーツ障害が発生する部位でもある。この部位における障害の病態とその予防について、

次に挙げるキーワードを全て用いて解説しなさい。

キーワード：線維軟骨組織、オーバーユース、牽引力、柔軟性、 eccentricexercise 

C-11 研究指導名：健康教育学（石井香織）

物理的環境要因に着目した身体活動推進に関するこれまでの知見を踏まえ、効果的な支援策

について述べよ。

C-12 研究指導名：スポーツ神経精神医科学（西多 昌規）

設問A、Bに解答してください。

A. 人間の運動パフォーマンスがピークに達する時間帯はいつでしょうか。体内メカニズム

や朝型・夜型など体内時計の知識も交えて記述してください。

B. Mさんはロンドンで行われる競技大会に参加します。東京羽田を午前日時に出発し、

ロンドンにはその日の 16時頃到着します。ロンドン行きの時差ボケ対策として、どの

ような手段があるでしょうか。体内時計の位相変化も交えて、説明してください。

C-13 研究指導名：スポーツ疫学（津田亨）

「観察研究Jと「介入研究jそれぞれの代表的な研究デザイン名を記載するとともに、それ

ぞれの代表的な研究デザインの特徴を説明してください。

C-14 研究指導名：アスレティックパフォーマンス（平山 邦明）

トレーニング経験の豊富なパワー系アスリートが、パックスクワットのみを用いて下肢のパ

ワーを強化しようとしている。このアスリートの考え方の問題点を説明した上で、その問題

点を解消するための方策を述べなさい。
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D.身体運動科学研究領域

D-1 研究指導名：スポーツ神経科学（彼末 一之）

①髄器官とは何か、またその機能的役割について述べよ。

②運動制御における小脳の役割について述べよ。

D-2 研究指導名：生体ダイナミクス（川上泰雄）

人間の筋骨格系の形態的特徴と機能的特徴について、身体運動のパフォーマンスと関連させ

ながら述べなさい。

D-3 研究指導名：スポーツ生理学（村岡 功）

持久的能力と最大酸素摂取量およびAnaerobicthresholdとの関連について述べなさい。

D-4 研究指導名：スポーツ心理学（正木宏明）

運動学習の神経機序について、小脳、大脳基底核、一次運動野の役割に必ず触れたうえで説

明せよ。

D-5 研究指導名：スポーツ情報処理（誉回 雅彰）

身体動作の測定方法として、ビデオカメラ映像を用いる方法と加速度・角速度センサを用い

る方法がある。測定精度、実時間性、測定の簡便性の観点から、 2つの測定方法の長所と短

所について述べよ。

D-6 研究指導名：統合運動神経生理学（宝回 雄大）

以下の2問のいずれかを選択し、その設聞に解答しなさい。

A. ヒトの随意筋収縮における収縮力決定因子を 3つ以上列挙し、説明せよ。

B. カバンを長く持っていると、その重量が同じであるにも関わらず、多少なりとも重たく

感じる。下記の科学用語を参考に（解答での使用可）、この力の知覚形成について論ぜ

よ。

（運動司令と皮質運動関連領野）、（筋収縮と固有感覚）、（努力感と力の感覚）
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D-7 研究指導名：バイオメカニクス（矢内利政）

I. 『ケイリン（250mトラックで行われる自転車競技）』のコーナリングにおいてスピード

アップしつつ走行している自転車と選手を合わせた複合体の重心は、進行方向だけでは

なくコーナー内側方向にも加速している。このときの複合体に作用する外力と身体重心

の運動との関係について次のキーワードを用いて説明し、なぜコーナリング中の複合体

が内傾しなければならないかについて解説せよ。

キーワード：『力のモーメント』『向心加速度』『重力』

2. 身体運動の力学的なメカニズムを捉えるには、身体を単純化されたモデルとして捉え、

模倣的なからだの運動を考えることにより、身体運動の基本要素を力学的な『原因ー結

果関係』に基づいて分析することになる。そこで、競技スポーツにおける繰り返し運動

によって発症する慢性的な外傷・障害を lつ選択し、その発症メカニズムを力学的な原

因ー結果関係として解説せよ。

D-8 研究指導名：スポーツ栄養学（田口 素子）

スポーツ選手が減量する際の目標設定のし方を説明し、具体的な食事調整方法について述べ

なさい。
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E.コーチング科学研究領域

E-1 走運動・コーチング科学（磁繁雄）

走速度は、ピッチとストライドの積によって表すことができます。400mH種目のある選手は、

1H～5Hまで 4区間をそれぞれ 3.92秒・ 4.14秒・ 4.30秒・ 4.35秒の所要時間で走行してい

ます。また、インターパルの歩数は 13歩・ 13歩・ 14歩・ 14歩でした。

この4区間の変化に対してピッチの変化はどのように考え戦術されているか述べなさい。

なお、この選手は後半まで速度低下が少ない選手でありました。

E-2 トップスポーツコーチング科学（奥野景介）

日本代表のコーチになったと仮定して、他所属の選手を含めて指導することになった場合、

どのようなコーチングを行っていくか自分の考えを述べなさい。

期間は試合前4週間から試合当日までとする。

E-3 スポーツコーチング学（土屋純）

運動技術の階層性について、特定のスポーツにおける運動を例に解説しなさい。

E-4 コーチング心理学（堀野博幸）

コーチング現場で生じる「スランプ（Slump）」の具体的事例を示し、心理的観点から対処可

能な方法を説明しなさい。

E-5 ボールゲーム戦術戦略論（倉石平）

ゲームプランを立てるうえで、必要不可欠な項目を挙げ、その理由も述べなさい。

自らの競技で述べなさい。［キーワード：強み、弱み｝

E-6 トレーニング科学（岡田 純一）

レジスタンストレーニングのプログラムにおいて、エクササイズの順序を規定する条件

（例：上半身エクササイズと下半身エクササイズを交互におこなう等）を 3つあげて、順序

が不適切な場合の悪影響について説明した上で、それぞれ何故そのようにすべきか理由を述

べなさい。
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E-7 チームスポーツコーチング論（松井泰二）

チームスポーツにおける個人戦術、グループ戦術、チーム戦術について説明しなさい。具体

例を示す場合には、競技名や種目を明示しなさい。

E-8 武道のコーチング学（射手矢岬）

柔道の「受け身Jについて、初心者へのコーチング方法を述べなさい。
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