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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点されません。



下記の語群から！つずつ選んで、）に当てはまるものを、n
H
U
 

l
 

各設問の空欄（ 1 ）から（

その記号を解答欄に記入しなさい。

［問題 l〕

江戸期に武士が屋敷内で行動することが多くなると、室内における不測の事態に対応する心

構えと術技が必要となり、剣術では（ 1 ）が生まれます。

エ．棒術禅ウ．イ．手裏剣術居合いア．

｛問題2]

メディアは試合などの断片しか伝えることができませんが、その断片があたかも一つの全体をな

しているかのように、何かの（ 2 ）によってそれらを意味づけます。

エ．物語原理ウ．イ．権威記事ア．

）で開催された第 5凹オリンピック競技大会に初めて参加しまし3 日本は （

｛問題 3)

1912年、

ロサンゼルスエ．ベルリンウ．パリイ．アス トックホルム

｛問題4)

インドネシア共和悶パリ島のケチャは、大勢の男性コーラスが多重円を成して腰を下ろしている

中で、ダンサーが（ 4 ）物語の登場人物を演じる。

コラーマーヤナ工．マハーパーラタウ．ドン ・キホーテイ．ア． イーリアス

｛問題5〕

社会学の立場からスポーツを研究することによって、自分が暮らしている社会におけるスポーツ

のあり方を（ 5 ）考えることができる。

工．思想的に

1 

ウ． 楽観的にイ．批判的にア．道徳的に



［問題 6]

ドーピング反対論（ドーピング禁止論）には、幾つかの理由が挙げられるが、その主要なものは

選手の（ 6 ）を害するので禁止すべきだというものである。

ア．意欲 イ．記録 ウ．健康 エ．勝敗

〔問題 7)

体育授業中に学習者が成功裡に学習に従事する時間量を示す（ 7 ）は約30%で、準備運動な

どを除いた主運動になるとわず、か 7%程度しかないことが明らかになっている。

ア.ALT-PE イ. GPAI ウ. SEM 工 TPSR コ
【問題 8)

今日、すべての子供に健康で文化的な生活実現に必要な基礎的教養を保障する場としての教科体

育の成果の鍵を握るのは、教師と（ 8 ）といえる。

｜ ア カリ日ムイサイ山ウ開法工時ツ

｛問題9】

日本語では、スポーツ科学という言葉は（ 9 ）に際し、用いられ始めた。

アアテネ五輪（1896年） イ，東京五輪（1964年） ウ．敗戦 (1945年）

エパリ万博 (1878年）

［問題 10)

今日世界中で行われているスポーツのほとんどは、！日世紀末から 20世紀初めに欧米から生まれ

た。サッカーやラグビーはイギリスで生まれ、ドイツ、デンマーク、スウェーデンなどでは

( l 0 ）が作られた。

「ア漕艇 イ 体 操 ウテニス エ陸上競技
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II. 

各設問の空欄（ 11 ）から （ 20 ）に当てはまるものを、下記の請群の中から］つずつ選ん

で、 その記号を解答欄に記入しなさい。

｛問題 l] 

公共スポーツ施設は当初は自治体による直営だったが、 1963年には自治体の外郭団体が管理運

営を行える（ 11 ）が導入れた。2003年には（ 12 ）改正により民間企業や NPO法人にま

で拡大した（ 13 ）が導入された。これにより公共スポーツ施設に対する財政支出が抑制され、

サービス向上とともに施設の利用者数が増大してきている。

ア．事業者選択制度 イ.PFJ方式

オ．社会教育法 カ．管理委託制度

｛問題2】

ウ．指定管理者制度

キ．公共施設管理法

工．地方自治法

ク．管理者委託制度

近年の IOC（国際オリ ンピック委員会）の収入内訳をみると、（ 14 ）の割合が最も高くなっ

ている。また各国内スポンサーからの収入とともに、 J 業種一企業を最高水準の世界的スポンサ

ーとして認定する （ 15 ）からの収入にも大きく依存している。

ア．放送椎料 イ．チケット収入 エ，命名権料

オ．インターナショナルサプライヤー

ウ． ライセンス収入

力. IOCメソッド キ.TOPプログラム

［問題3) 

戦後わが国の企業スポーツは、従業員の福利厚生に始まり、その後（ 16 ）としての価値が認

められるようになった。（ ！？ ）年代後半から、景気後退による企業の人員 ・経費削減のあお

りを受けて企業運動部の休廃部が相次いだが、 こう したリスクへの対応策として、近年では、オ

←ナー以外のスポンサーの追加、 複数企業によるオーナーシップ、（ 18 ）などがみられるよ

うになった。

ア．企業の製品

オ．地域クラブ化

ケ．勝利給の見直し

イ. 1990 

カ.2000 

ウ．企業の広告 工．企業の社会貢献

キ． 一貫指導体制の確立 ク.1970 
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［問題4]

］リーグは、 1993年に 10クラブでスター卜した。その後、 1999年に 12が発足し、 Jlと合わせ

て 26クラブとなった。J2の発足により、 I！と J2の入れ替えが行われるようになり、入れ替え

戦のない（ 19 ）型から、昇降格制度がある（ 20 ）型にリーグ構造が移行することとなっ

た。

ア．リーグ戦 イ．トーナメント戦 ウ．欧州 エ．対抗戦

オ．ホーム＆アウエー カ．米国 キ．勝ち点 ク. J2 
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III. 

30 各設問の空欄（ 21 ）から （

その記号を解答欄に記入しなさい。

）に当てはまるものを、下記の語群から1つずつ選んで、

｛問題 I]

現代人の健康状態は、身体活動不足や食生活の欧米化にともなって「運動不足病」、 「（ 21 ）」、

［メタボリツクシンドロ←ム」といった疾病あるいは病態を保有しているヒ トが、非常に多くな

ってきている。

ア．成人病 イ． 生活習慣病 ウ．感染症 エ．職業関連疾患

［問題 2)

運動によって血中で最もよく変動する白血球はナチュラルキラー細胞であり、 この変動は

C 22 ）に依存している。

ヒ運動強度 イ．運動頻度 ウ運動時間 エ．運動習慣

［問題 3)

筋肉や骨、軟骨、靭帯、神経など運動に関する臓器を（ 23 と呼ぶ。

ア． ロコモティ ブ イ．運動器 ウ．アクティブ エ．運動関連臓器

［問題4〕

暑熱環境で発生する疾患を総称して（ 24 ）と呼ぶ。

ア．熱射病 イ．熱中症 ウ．暑熱疾患 工．熱失神

【問題5〕

ミオグロビン尿は（ 25 ）と呼ばれ、急性腎不全を引き起こす。

ア．骨格筋融解 イ．横紋筋融解 ウ．骨格筋破損尿 エ．横紋筋破慣尿
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【問題 6]

スポーツ種目に特徴的な動作の繰り返しによって運動器組織の微細損傷が生じ、修復が完了する

前に問一の負荷が加わり続けることによって慢性的な障害が生じる。このような障害を（ 26 ) 

と呼ぶ。

ア．反復障害症候群 イ．運動器微細損傷 ウ．反復負荷慢性障害

工．使いすぎ症候群

［問題7】

ヒトの睡眠は、レム睡眠とノンレム睡眠に分けられ、ノンレム睡眠はさらに（ 27 ）の段階に

分けられている。

ア. 2つイ.4つウ. 6つ工.8つ

［問題 8]

これまでの数多くの疫学研究は、運動や身体活動の不足状態が動脈硬化性疾患や一部の癌の

( 28 ）であることを指摘している。

ア．危険悶子 イ．危険要素 ウ．原因因子 エ．原因要素

｛問題 9)

身体活動・運動による精神疾患に対する長期的な効果は、治療としての効果と（ 29）として

の効果の2つに大きく分けられる。

ア．安らぎ イ．予防 ウ．社会復帰 エ. 2次治療

［問題 10】

受傷直後から競技復帰までのリコンディショニング過程は、（ 30 ）、訓練前期、訓練後期、

競技復帰期の4つのステージに分類される。

ア．治療期 イ．｜且復期 ウ．保護期 工．準備期
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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記の語群から 1つずつ選んで、そ

の記号を解答欄に記入しなさい。

［問題リ

身体運動における動作を定量的に分析する方法の中で、身体運動を生み出す原因となる力や

3 l ）を定量化する分析方法は（ 32 ）分析と呼ばれます。スポーツ動作分析で用いられ

る力学原理はニュー トンの運動法則が中心になりますが、身体内外に作用する力や（ 31 

明らかにするには、（ 33 ）の法則が用いられます。また、関節を介して伝達される力や（

を算出するモデルとして（ 34 ）モデルが用いられます。

［問題2)

）を

:) l 

関節付近には（ 35 ）が存在し、骨格筋の力を骨に伝えて関節を動かす役割を果たしています。

( 35 ）は張力を加えると伸張し、張力が除かれると元の長さに戻ろうとする（ 36 ）の性

質を有しています。

［問題3]

脳の活動を非侵襲的に計測する方法として（ 37 ）があります。（ 37 ）には、（ 38 ）が

高く、（ 39 ）が低いという特徴があります。（

なる物理量は（ 40 ）です。

37 ）において、認知機能を知るうえ有効と

語群

イ．遠心力

カ．筋電位

サ．軟骨

チ．脳波

7.時間分解能

オ．キネティック

コ．事象関連電位

タ．コリオリ力

ナ．空間分解能 ニ．電気刺激

ヒ．加速度ハ．速度

ウ．周波数分解能 エ．キネマティ ック

キ関節接続 ク．作用反作用 ケ．力作用

シ．鵬組織 ス．弾性 セ．運動神経

ツ．機能的MRI テ．身体重心 ト．モーメント

ヌ．剛体リ ンク ネ．慣性 ノ．筋電視lj定
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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 ）アスリート間の交流・トレーニング等の情報交換のために母国語と英語は必要ですが、

競技種目の中で用いられている共通言語は不要です。

C 42 ）新たに体力の向上をめさやすためには、運動負荷を再設定、つまり、漸進的に過負荷の

原理を適応していくことが重要です。

( 43 ）ある一つの運動に対して、そのやり方である技術が一つだけであるとは限りません。

一つの運動に対して複数の技術が存在します。これを技術の合目的性といいます。

( 44 ）一般的にいうマラソンなどのスタミナなどは無酸素的な全身持久力をさします。

( 45 ）コーチがチームの戦略を立てる時の「ギャップ」とは、自チームと相手チームの差異

を意味します。

( 46 ）コンディショニングとは、最高のパフォーマンス発揮に必要なすべての要因を目的に

向かつて望ましい状態に整えることである。

( 47 ）指導者には、各競技の専門的な知識に加えて、一般的な安全管理、トレーニング、発

育・発達の諸知識など、スポーツ科学の基本的な知識が求められます。

( 48 ）指導者は、アスリートの競技力向上のみを第一に考えた指導を行わなければなりませ

ん。

( 49 ）指導者は、アスリートの将来を見据え、アスリートのライフスキルを高めること、そ

して彼らが獲得したライフスキルを自信を持って社会生活の中で活用できるように

働きかけることが大切です。

( 50 ）ティーチングは「インプット（教えこむ）」、コーチングは 「アウトプット（引き出す）J

ととらえることができます。
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早稲田大学大学院スポーツ科学研究科

2020年度修士課程
入学試験（秋期）
解答用紙〔一般〕

※欄は記入しないで下さい。

(1) (2) 

(6) (7) 

(11) (12) 

I[ 

( 16) (17) 

(21) (22) 

m 

(26) (27) 

(31) (32) 

N 

(36) (37) 

(41) (42) 

V 

(46) (47) 

受験番号 I I I 
氏名

(3) (4) (5) 

(8) (9) ( 10) ｜※｜  

( 13) (14) ( 15) 

( 18) (19) (20) ｜※｜  

(23) (24) (25) 

(28) (29) (30) 「｜
(33) (34) (35) 

(38) (39) (40) ｜※｜  

(43) (44) (45) 

(48) (49) (50) 




