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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紅主主企旦



）に当てはまるものを、下記の語群から iつずつ選んで、n
H
U
 

l
 

各設問の空欄（

その記号を解答欄に記入しなさい。

）から（1 

｛問題 lJ 

嘉納治五郎は、勝ち負けの技術の他に、 個人と社会に有用な精神の修養と身体の教育を掲げて柔

道と称し、 「（ 1 ) Jより高尚なものと しての 「道」を宣揚しました。

徳エ．ウ．術イ．剣ヒ
2 

［問題 2]

調査によると報道される女性スポーツは体操やシンク 口ナイ ドスイミ ングやテニス等、 （

と思わせるスポーツが多いです。

マイナー工，ウ．テレビ映えするイ．協調性が必要ア．女らしい

［問題 a)

1980年、 ）侵攻に抗議してモスクワ大会をボイコットした。3 西側諸国はソ連の（

クウェート－
エ

目

イランウ．イラク
．
イ
一

Eアフガン

［問題4]

あらゆる舞踊は国有の（ 4 ）を有するが、それは当該地域・共同体の日常的なそれを反映し、

したがって環境、宗教や精神性、服装などの影響を強く受けている。

流派工．早替わりウ．創作法イ．技法ヒ
｛問題 5)

( 5 ）主義では、社会は共通な価値観によって結ぼれたシステムとみなす。

エ．統合

1 

ウ．構築協調イ．じ
じ

ム
ロ
口機ア



【問題 6]

スポーツによる道徳性や社会性の発達を企図する教育の成否は、（ 6 ）の教授方略（teaching

strategy）や教授力量に大きく依存することが明らかになっている。

ア．指導者 イ，授業 ウ．選手 工体育

［問題7〕

学習者である子供たちに対して「よい体育授業Jを保障してし.くためには、授業計画一授業実施

一授業（ 7 ）という授業づくりのサイクルを循環させることでその実現の可能性が高まる。

ア．観察 イ．支援 ウ．評価 エ．マネジメント コ
［問題 8)

成人式、結婚式等、人間の生活の過渡期に行われる儀礼を（ 8 ）と呼ぶ。走り高跳び等が成

人男子として能力を示す指標として用いられることは、その一例である。

ア．社交儀礼 イ．宗教儀礼 ウ通過儀礼 エ．伝統儀礼

【問題 9}

スポーツは英語 sportの音語訳だが、この単語はもともと、古代ローマ人が用いた（ 9 ）に

さかのぼる。

7. depor l イ deportar ウ. deportare 工. deporter 

［問題 10]

アメリカでは、スポーツは独自の展開を遂げました。 1845年に（ 1 0 ）に世界最初の野球

クラブが作られ、南北戦争を機に全国に普及しました。

ア．ニューヨーク イ．フィラデルフィア ウ．ボストン エ．ワシントンDC
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n. 
各設問の空欄（ 11 ）から（ 20 ）に当てはまるものを、下記の語群の中から 1つずつ選ん

で、その記号を解答欄に記入しなさい。

［問題 1) 

わが国ではスポーツ振興法第4条に定められた（ 11 ）を、同法制定から 40年近くを経

て、（ 12 ）年に初めて策定した。この計闘の特徴の一つは、具体的な政策目標として「週

l回の成人のスポーツ実施率（ 13 ）%、オリンピックでのメダル獲得率 3.5%」が明示

され、定量的な目標を示したことである。

ア．スポーツ振興基本計画 イ. 2010 ウ．スポーツ基本法 ヱ.2000 

オ. 40 カ. 50 キ. 1990 ク. 60 ケ．スポーツ振興投票法

［問題2〕

大相撲を主催・運営しているのは（ 14 ）であり、主たる事業は年6回、 90日間の I本場所J

の｛履行で、協会の経常収入の多くを占める。その中では、最も大きいのが（ 15 ）、次いで

( 16 ）の!ii闘になっている。安定経営の要因のーっとして、変動リスクが大きい（ ！？ ）の

収入がほとんどないことがあげられる。

ア．全日本相撲連盟 イ．放送権料 ウ．協賛金（スポンサー） 工．入場料

オ．寄付金 力．余剰金 キ．補助金 ク．日本相撲協会 ケ．グッズ収入

コ．税金

［問題3)

民活五輪と呼ばれた 1984年（ 18 ）が経済的な成功（黒字化）を収めるや否や、オリンピッ

クは都市再生の触媒的機能を持つ（ 19 ）イベントに変化した。ただし、スポーツイベントの

経済効果を理解するために重要なことは、イベントが誘発する経済効果の正しい期解と、経済的

な視点に限定されない、イベント開催後の長期的な（ 20 ）を広い視野から術附する姿勢であ

る。

ア．アトランタ大会

オ．ホールマーク

イ．マイルストーン ウ．経済効果

カ．地域活性化 キ‘ロサンゼルス大会
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工．モントリオール大会

ク． レガシー（遺産）



Ill. 

各設問の空欄（ 21 ）から（ 30 ）に当てはまるものを、下記の語群から lつずつ選んで、

その記号を解答欄に記入しなさい。

［問題 1)

最近の日本人の死亡原因の上位に位置する疾患は「心筋梗塞J、I( 21 ）」、「悪性新生物（癌）」

といった疾患である。

ア．腎不全 イ．不慮の事故 ウ．感染症 エ．脳血管障害

［問題 2)

粘膜における免疫では、粘液中に（ 22 ）が含まれ、粘膜下への病原体の侵入を阻止する。

ア．分泌型 lgA イ．分泌型 lgB ウ．内在型 lgA エ．内在型 IgB

［問題 3〕

加齢現象により徐々に関節軟骨の量が減って発生する（ 23 ）は膝に多発する。

7.加齢関連関節症 イ．低軟骨関節症 ウ．変形性関節症 エ．軟骨減少性関節症

【問題4]

オーバートレーニング症候群の症状には、疲労感、睡眠障害、うつ、（ 24 ）などがある。

ア．心不全 イ．免疫機能低下 ウ．熱けいれん エ．上気道感染

［問題 5]

筋・）！建 ・靭帯の断裂、炎症、付着部炎などの輩引力による障害を予防するためには、その筋腿の

( 2 5 ）を高めるためのストレッチが重要である。

ア圃筋力 イ．障害耐性 ウ．動的安定性 エ．伸張性
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｛問題 6]

四肢の外傷は疾患、別に捻控、骨折、控傷、（ 26 ）、 脱臼、筋断裂等に分類される。

イ．荘傷 ウ．層傷 エ．創傷

［問題 7〕

短期間の運動介入により、肥満、高血圧、高脂血症（脂質異常症）、糖尿病といった動脈硬化性

危険！羽子が改善されることが、多くの（ 27 ）によって明らかにされている。

ア．コホート試験 イ．症例対照試験 ウ．無作為化比較対照試験 エ．疫学試験

［問題 8〕

1948年に世界保健機関は、「健康とは、単に病気がないとか、（ 28 ）でないというだけでな

く、身体的、精神的、そして社会的に完全に良好な状態である」と定義した。

イ．貧困 ウ．病弱 エ．不幸せ

【問題 9)

身体活動・運動に対する本人の準備性は、前熟考期、熟考期、準備期、実行期、（

う5つのステージに分けて考えることができる。

ア．維持期 イ．継続期 ウ．後実行期 エ． 再検討期

｛問題 10)

トレーニングを効果的に行うための主要な原則は、 「漸進的過負荷の原則」と「（

である。

イ．特異性 ウ．特別性 エ．得適性
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29 ）とい

）の原則j



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コずつ選んで、

その記号を解答欄に記入しなさい。

［問題 1) 

運動指令の大脳皮質運動系の最終出力部位は（ 31 ）であり、この運動出力は（ 32 ）に

より制御されています。（ 32 ）には、補足運動野、（ 33 ）、帯状皮質運動野があり、運

動実行に先行する過程で、運動の選択や準備などの様々な情報を作り出しています。また、運

動指令の実行結果は、大脳皮質の視覚野や（ 34 ）へ入力・処理され、運動の補正などに役

立てられます。

［問題2)

筋伸縮を引き起こすためにはエネルギーが必要になります。筋伸縮の直接のエネルギーは、

( 35 ）の分解によってもたらされます。運動を長時間持続するには、（ 35 ）を再合成

するために（ 36 ）が必要になります。その際、重要な役割を演じるのが（ 37 ）機能で

す。

［問題 3J 

身体動作を定量的に測定する方法としてビデオ撮影が広く用いられています。ビデオ画像上の

身体の関節位置の座標値（ビデオ座標値）から実物理空間上での三次元座標値（物理座標値）

を求めるは（ 38 ）台以上のカメラを用いて身体動作を撮影する必要があります。また、そ

の際ビデオ座標値と物理座標値の両方が既知となる（ 39 ）点のコントロ←ルポイントをあ

らかじめ撮影しておく必要があります。このようにして求められた身体の各関節位置から身体

動作の速度や加速度を求める分析法を（ 40 ）と呼びます。

孟五召当E
日ロ tγ 

ア. 2 イ. 4 ウ. 6 エ. 8 オ．最終運動野 力， a次運動野

キ．二三次運動野 ク．小脳 ケ．運動前野 コ．大脳皮質 サ．体性感覚野

シー脊髄神経 ス．キネマテック分析 セ．キネティック分析 ソ，モーメント分析

タ．関節トルク分析 チ．酵素 ツ．酸素 テ．アミノ酸 ト．アデノシン三燐酸

ナ．ヘモグロビン 二．心肺 ヌ．抗体 ネ．高酸素 ノ，タンパク質

ハ．高次運動野 ヒ．認知運動野
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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」を、誤っているもの

には「イj を選んで、その記号を解答欄に記入しなさい。

41 

( 42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

）新たな技術を試みる時、 既存のスキルに混乱が生じることもあります。アスリート

はこの時期に「伸び悩み」や 「スランプj を感じます。

）一貫指導とは、 同じ競技者が競技開始から引退まで同じ指導者と歩むことである。

）スポーツには 「うまくなりたいj 「速く走りたいjなど、

てくる「内発的動機づけj を刺激する特性があります。

こころの内側から湧き出

）コーチがチームの戦略を立てる時、 まず、現状把握とギャ ップを決定します。

）コーチは、アスリートを取り巻く問題点などを冷静に受け止め、競技力と共に人格

を守るための視点と手法を持たなければならない。

）達成しようとする運動の結果を得るために、 余計な力や動きをできるだけ使わずに

得られる fやり方j を技術の経消性といいます。

）ティーチングは f教えるj 「指導するj という意味で、すが、企業や学校教育の中で

行われる典型的な指導はH コーチング“です。

）トレーニングの成果が不十分な時には、身体の適応を生じさせるための最大陸素摂

取量が｜一分でなかった可能性があります。

）ライフスキルは、アスリートにとってスポーツ競技力向上に役立ちますが、社会生

活では役立ちません。

レジスタンストレーニングのねらいは、筋力・パワー、 筋肥大、筋持久力などに分

類されます。
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2020年度修士課程 ｜ 受験番号 ｜ 
入学試験（春期） l I l l I I 
解答用紙〔一般〕 I 氏名 ｜ 

※欄は記入しないで下さい。

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

(6) (7) (8) (9) ( 10) 「｜
(11) ( 12) (13) (14) ( 15) 

II 

( 16) (17) (18) (19) (20) 「｜
(21) (22) (23) (24) (25) 

国

(26) (27) (28) (29) (30) ｜※ ｜ 

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

1V 

(36) (37) (38) (39) (40) 「｜
(41) (42) (43) (44) (45) 

V 

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




