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問題A-1~E-9の中から志望研究指導の問題について解答しなさい。

志望研究指溝以外の問題を選択した場合や2問以上解答した場合は採点されませ

ん。

問題記号 研究領城 ページ

A-1~7 スポーツ文化研究領域 P. 1 

B-l~9 スポーツビジネス研究領域 P. 2 ~ 3 

C-1~1 4 スポーツ医科学研究領域 P. 4 ~ 6 

D-1 ~5  身体運動科学研究領域 p. 7 ~ 8 

E -l ~9  コーチング科学研究領城 P. 9 ~ 1 1 



A. スポーツ文化研究領域

A-1 研究指導名：スポーツメディア論（トンプソン リー A.) 

コロナウィルスの感染拡大がスポーツメディアに与えた影響について論じなさい。

A-2 研究指導名：スポーツ史（石井 昌幸）

19世紀後半のイギリスにおける中流階級（ミドルクラス）と「アマチュアリズム」との関

係について知るところを述べなさい。

A-3 研究指導名：舞踊論（杉山 千鶴）

わが国で最初にバレエ教育が行われたのは帝国劇場であった。この帝国劇場でなされた最初

のバレエ教育の内容と意義について述べよ。

A-4 研究指導名：体育科教育学（吉永 武史）

「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた体育の授業づくりのポイントを、中学校の球

技を例に挙げて述べよ。

A-5 研究指導名：スポーツ教授学（深見 英一郎）

運動部活動を兼任する体育教師が留意すべき点について述べなさい。

A-6  研究指導名：スポーツ社会学（中澤篤史）

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、スポーウツ・身体・人間に関連する任意の社会現象を論じ

なさい。

①障害 (disability) ②近代化 (modernization) ③下位文化 (subculture)

A-7 研究指導名：スポ←ーツ文化論（川島 浩平）

スポーツ文化とは何か。「スポーツ」と「文化」を学術的に定義した上で、あなたの視点か

らスポ←ーツ文化とは何かについて論じなさい。
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B. スポーツビジネス研究領域

B-1 研究指溝名：スポーツ経営学（木村和彦）

「みるスポーツライフ」の豊かさとは何か。また、みるスポーツライフを豊かにする事業に

ついて述べよ。

B-2 研究指導名：健康スポーツ論（中村好男）

コロナウイルスの拡大に伴って、健康スポーツ環境にどのような変化が起こったか？

具体例を踏まえて現在の問題点を指摘し、その改善のために何が必要かを論述せよ。

B-3 研究指導名：スポーツビジネスマネジメント論（原田 宗彦）

スポーツによる地城マネジメントにおいて、インナー政策とアウター政策の併用によるスポ

ーツまちづくりが今後重要とされるが、これに関して、具体的な事例を用いて説明せよ。

B-4 研究指導名：スポーツクラプビジネス論（間野 義之）

2021年に開催される東京オリンピック ・パラリンピック競技大会のあり方について、スポ

ーツ政策の観点から考えを述べよ。
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B-5 研究指導名：トップスポーツビジネス論（平田 竹男）

新型コロナウイルス感染症が国際社会に著しい影響を与えています。 2020年に予定されたオ

リンピック・バラリンピック東京大会は 1年間の延期が決定されましたが、世界各国の社会

生活やスポーツ活動を巡る状況が好転したとしても、 2021年にオリンピック・パラリンピッ

クの開催が可能となるためには、参加国における新型コロナウイルス感染症の収束状況や経

済情勢、さらには選手や国民・観衆の意識なども含めて、様々な点を考慮する必要がありま

す。また、仮に新型コロナウイルス感染症が収束していても、ソーシャルディスタンスなど

の「新しい行動様式」が求められ、これまでの大会とは違う新しい運営方法が求められます。

そごで、もし貴方が、 2021年大会の蓮営責任者であったとしたらと仮定したうえで、貴方

が重要だと考える「観点」をすべて挙げた上で、各々の観点にどのように配應して大会運営

に当たるでしょうか？

入国方法、開閉会式、選手村、移動、試合運営、表彰式、観客席、観客入場なども含めて、

大会運営において新しく考慮すべき事を述べて下さい。

その際、大会すべての嚢任者としての立場でも良いですし、あなたが関心のあるスポーツ種

目に限った競技連盟の責任者の立場でも構いません。

B-6 研究指導名：スポーツ組織論（作野誠一）

コロナ禍における地域スポーツクラブ存続のために、クラプとしてどのような対応が考えら

れますか。組織論の立場から論じなさい。

B-7 研究指蒋名：スポーツビジネス・アドミニストレーション（武藤 泰明）

Jリーグの放送権は現在主に DAZNに供与されています。正確な数字は公表されていませんが、

「DAZNがJリーグに支払っている 1年あたりの放送権料」と「DAZNが視聴者から得ている毎年

の視聴料」を比較すると、前者が後者を上回っていると見られています。

DAZNにとって、この状況は合理的でしょうか。考察してください。

B-8 研究指導名：スポーツビジネスマ~-ケティング（松岡 宏高）

スポーツ消費者（する人または見る人）の購買意思決定過程について、 具体例を用いて詳細

に説明せよ。

B-9 研究指導名：スポーツビジネス法（松本 泰介）

不可抗力で主催者がスポーツイベントを中止せざるを得なくなった場合、主催者と参加者との

法的関係はどのように規律されるか。参加者が支払った参加料の取扱いを中心に述べなさい。
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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）

アスリートの免疫機能を評価する方法として、具体的に 3つの方法をあげて、それぞれの特

徴（長所と短所）を説明しなさい。

C-2 研究指導名：運動器スポーツ医学（鳥居 俊）

発育期のスポーツ活動で発生しやすい骨端症や骨端裂離骨折について、発生メカニズムと予

防方法について説明して下さい。

C-3 研究指海名：健康行動科学（岡 浩一朗）

行動経済学の視点から、活動的なライフスタイルヘの動機づけが低い成人の身体活動 ・運動

を促進する有効なアプローチについて知るとごろを述べよ。

C-4 研究指導名：スポーツ整形外科学（金岡 恒治）

腰椎椎間関節性腰痛の病態について解説し、その予防方法について述べよ。

C-5 研究指導名：予防医学（鈴木克彦）

運動によるサイトカイン応答に関して、その特徴と対策について知るところを述べよ。
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C-6 研究指導名：アスレティックトレーニング（広瀬 統一）

下の表は日本スポーツ振興センターが公表する統計データをもとに作表した、低校生 10万

人あたりの体育的部活動および体育（保健体育）中に発生した負傷・疾病件数の平成 27年

度から令和 1年度の推移である。この表をもとに自身が考える、学校環境下における「スポ

ーツ活動中の安全管理」の課題と、その改善案について論ぜよ。

表：高校生の体育的部活動および体育（保健体育）授業中の負傷 ・疾病発生件数の推移

全体（件） 体育的部活動（件） 体育（保健体育） （件）

H27 7,361 4,296 1,553 

H28 7,512 4,472 1,552 

H29 7,621 4,499 1,582 

H30 7,671 4,468 1,622 

Rl 7,501 4,340 1,601 

（件数は 10万人あたりに換算。 H本スポーツ振興センター 平成27年度～令和 1年度の「学

校管理下の災害、帳票 2-3(1)：負傷・疾病の男女別・場合別件数表」のデータをもとに作
表） ※Web掲載にあたり、以下の通り出典を訂正させていただきます。

（件数は10万人あたりに換算。独立行政法人日本スポーツ振興センター令和元年度
「学校の管理下の災害負傷 ・疾病の場合別・男女別件数表」のデータをもとに作表）

C-7 研究指導名：筋生物学 （秋本崇之）

モデル動物であるマウス骨格筋の線維タイプに関して述べよ。

C-8 研究指導名：運動代謝学 （宮下政司）

ー一過性の身体活動が食後の中性脂肪に及ぼす影響について、知ることを述べよ。

C-9 研究指導名：運動器スポーツ機能解剖学（熊井 司）

人体の構造の中で腱．靭帯が骨に付着している部分は解剖学的にエンテーシス (enthesis)

と呼ばれ、様々なスポーツ障害が発生する。アキレス腱の踵骨付着部にみられる障害も、そ

の発生にはエンテーシスの構造と力学的負荷が大きく関与していることが分かっている。こ

の部位における障害の病態と治療法について、以下の9つのキーワードの中から 6つ以上用

いて解説せよ。

キーワード：線維軟骨組織、オーバーユース、微小損傷、滑液包、 Kager'sfat pad、異常

血管網、 eccentricexercise、体外衝撃波、インソール
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C-10 研究指溝名：健康教育学（石井香織）

子どもの体力向上のための具体的方策について、運動・身体活動に着目し述べよ。

C-1 1 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. 人間における光刺激によるメラトニン分泌調節について、関与する解剖学的部位、神経

科学的物質を示しながら、説明してください。

B. クロノタイプという用語について説明し、運動パフォーマンスとの関連性について知る

ところを述べてください。

C-12 研究指導名：スポーツ疫学（澤田 亨）

「横断研究」の結果を解釈する上での注意点を述べよ。

C-13 研究指導名：アスレティックパフォーマンス（平山 邦明）

Rate of Force Developmentについて知るとごろを述べよ。

C-14 研究指導名：喋境運動生理学（細川 由梨）

測定が比較的簡便な（ 1)腋窟温度や (2)非接触型のサーモグラフィーを用いた体温測定

が、運動中および運動直後における体温測定には適さないとされている理由について安静時

条件と比較し述べよ。また、運動中および運動直後における正確な体温測定に適している手

法について述べよ。
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D.身体運動科学研究領域

D-1  研究指導名：生体ダイナミクス（川上泰雄）

歩行と走行の違いについて、動作の特徴・カ学的エネルギーの利用動態・ 主働筋の筋腱相互

作用の観点から説明しなさい。

D-2  研究指導名 ：スポーツ心理学（正木 宏明）

基本情動を列記し、それぞれのスポーッパフォーマンスとの関係について説明せよ。

D-3  研究指導名 ：統合運動神経生理学（宝田 雄大）

以下の 2間のいずれかを選択し、その設問に解答しなさい。

A 筋力増強を目的としたトレーニングの筋への刺激にはどのようなものがあるか。 またそ

れらの役割を述べよ。

B Takarada et al. (2000) は、 局所的な血流制限下のレジスタンス（加圧）トレーニング

では、たとえ低強度でも、高強度の場合に匹敵する筋肥大をともなった筋力増加を引き

起すことを明らかにした。またこの血流制限下では、筋疲労を引き起こすような繰り返

しの筋収縮はも とより、単発の筋収縮でさえ、発揮筋力に対する知覚（力覚）がその筋

活動の変化を伴うことなく増大し、より大きな努力感を抱くことも分かっている

(Takarada et al., 2006)。この力覚増大について運動指令との関連で論ぜよ。 但し、

短時間の上腕基部への圧迫は正中神経機能を阻害しないこと、 そして、 筋収縮を伴わな

いその圧迫は経頭蓋磁気刺激法による単発の一次運動野剌激の誘発筋電図に何らの変

化も与えないこととする。

（参考文献）

Takarada, Y., et al. J. Appl. Physiol. 88, 2097-2106 (2000). 

Takarada, Y., et al. Neurosci. Res. 54, 38-42 (2006). 

※Web公開にあたり、著作権者の要請により出典追記しております。

Copyright c 2000 the American Physiological Society 
https://doi.org/1 O. l 152/jappl.2000.88.6.2097 
Used with permission of permission conveyed through Copyright Clearance Center, Inc. 

Copyright c 2006 The Japanese journal of physiology 
https://doi.org/10.2170/jjphysiol.54.585 
Used with permission of permission conveyed through Copyright Clearance Center, Inc. 
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D-4 研究指導名：バイオメカニクス（矢内 利政）

l.競技スポーツにおける身体運動の力学的なメカニズムを細解く際に、運動連鎖 (kinetic

chain) という概念を理解しておくことは極めて重要である。そこで、運動連鎖の 2つ

の型（閉鎖型運動連鎖と開放型蓮動連鎖）をそれぞれ定義し、各型の運動力学的特徴や

2型間の共通点と差異について例を挙げて解説せよ。

2.短距離走を全力で疾走する際、静止していた身体がスタート直後より加速し続けるが、

ある速度に達した時にそれ以上加速しなくなる。この最高速度に到達するまでの加速期

に身体に作用する外力の水平成分大きさについて、①地面反力と空気抵抗は走速度の上

昇に伴い、それぞれどのように変化するのか、②これら 2カがどのようになった時に最

高速度に到達するのか、を説明せよ。

D-5 研究指導名：スポーツ栄養学（田口 素子）

スポーツ選手の基礎代謝量に影響を及ぼす主な要因を 2つ挙げ、それぞれについて説明しな

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（碓 繁雄）

5名の短距離選手が 3試合行った分析結果である。

グラフは、 最大速度出現時のピッチ ・ストライドの違いを表している。グラフ中の選手間比

較または個人の 3回の変化を考察して、対象とした短距離選手の特長を述べよ。

最大速度局面におけるビッチとストライドの関係
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E-2 トップスポーツコーチング科学 （奥野 景介）

トップレベルのアスリートに対するコーチングの現場において、従来の活動が制限されてい

る状況を仮定してどのように競技力を向上させるためのトレーニングを実施すればよいか

目標設定と具体的なトレーニング内容について自分の考えを述べなさい。

E-3 スポーツコーチング学 （土尾純）

特定のスポーツ運動に関するコーチングの流れを、 「運動技術J、「練習方法」の語句を用い

て解説せよ。
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E-4 コーチング心理学 （堀野 博幸）

重要な試合に際し、「覚醒水準と心理的機能」 の関連を園示し、 コーチと してどのように働

きかけていくことが望ましいかを説明 しなさい。

心
理
的
機
能

覚醒水準

E-5 ボールゲーム戦術戦略論（倉石 平）

ゲームで勝利するために必ずと言うくらい不可欠なことがゲームプランである。このゲーム

プランを立てるためには、自らを熟知、対戦相手を熟知することが重要である。

熟知するためには、ゲーム分析など基本的なデータ収集を行うことが不可欠である。どのよ

うなデータが必要か、また必要な理由を項目ごとにまとめて述べよ。

（競技種目、具体的な項目を表示して述べよ）

E-6 トレーニング科学（岡田 純一）

1)次の略語について原語を示し、その内容を説明しなさいc

① CMJ:~ M___ Jump ( 

② GRF: Ground.!L__ E.__ ( 

③ RMS:.!L_ Mean ~ ( 

‘,＇ノ

、19,

2)バーベルを用いた BackSquat運動について、動作局面（上昇 ・下降）およぴ身体部位（体

幹・下肢）を適宜区分して、関節運動および筋活動について詳述しなさい。

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戦術の変遷について具体例を用いて説明しなさい。その際、競技名

や種目を明示 しなさい。
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E-8 武追のコーチング学（射手矢岬）

武道の稽古において、その上達過程は「守、破、離」と表現される。

「守、破、離」について説明しなさい。

E-9 冬季スポーツコーチング学（藤田 善也）

雪上や氷上で行われる「滑り jを伴う運動の特徴について、陸上で行われる運動と比較しつ

つ、下記のキーワー ドを使って説明しなさい。

（キーワード：慣性、摩擦、道具）

l 1 
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