
早稲田大学スポーツ科学研究科

修士課程入試問題の訂正内容

く2021年度一般入学試験（春期） ＞ 

【一般科目】

●問題冊子3ページ ：設問番号11 問題3 3行目

（誤） 狭義

（正） 競技

●問題冊子3ページ ：設問番号II 問題3 語群

（誤） 力．ベースボール・チャレンジ

（正） カベースボール・チャレンジリーグ

●問題冊子6ページ ：設問番号w 問題1および語群ア，工オ，カキ

（誤） 繊維

（正） 線維

●問題冊子6ページ ：設問番号w 問題3 1行目および3行目

（誤） 伸張

（正） 佳展

●問題冊子6ページ ：設問番号w 問題4 語群

（正） ※ネ，ノ，ハを語群に追加

ネ第一法則ノ．第二法則ハ．第三法則

以上



2021年度修士課程入学試験（春期）

試験問題〔一般〕

2021.9.17 _o_e 

早稲田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点されませんQ



I. 

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 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】

日常のスポーツ報道よりもオリンピック関連報道においては、女性選手の( 1 ）なります。

ア．扱いが肯定的に イ．扱いが否定的に ウ．割合が高く エ．割合が低く

［問題2】

英語の sportは、もともとは広く「気睛らし」をさす言葉であったが、 18世紀頃には( 2 ) 

などのいわゆる”fieldsports’'が意味の中核を占めるようになり、 19世紀の終わり頃までにはサ

ッカーやテニスなどの現代競技にも用いられるようになった。

lア．狩猟 イ．登山 ウ．祭り エ．陸上競技

［問題3】

「舞踊」とは、最初に( 3 )がその著書の中で使った言葉である。

lア 石 井 漠 イ．島村抱月 ウ．坪内逍遥 エ．山田耕倅

【問題4】

( 4 )は、人間を社会的に区分するカテゴリーの 1つであり、イデオロギーとして特定の集

団の特質や能力を一方的に規定して、不当な差別の問題を引き起こすこともある。

ト・人種 イ．身体 ウ．人類 エ．セクシュアリデ；

（問題5】

ピアシェフスキー提唱のスポーツ科学Sportwissenschaftは( 5 )を意味した。

ア スポーツ医学 イ． スポーツの自然・人文・社会科学 ウ． スポーツの社会科心

エ． スポーツの人文・社会科学

【問題6】

スポーツ科学の最初の形は古代ギリシアの( 6 )である。

ア． episteme イ． gymnasia ウ． gymnastics エ． gymnastike

ー



【問題 7】

よい体育授業を成立させるための基礎的条件には、マネジメント、( 7 )、授業の雰囲気が含

まれている。

lア． ICT イ．学習の規律 ウ．学習評価 エ．カリキュラム

【問題8】

( 8 )とは、味方チームがボールを保持している場面でパスを受けることのできるポジショ

ンヘ移動するボールを持たない動きのことで、ボールゲーム授業における学習内容の 1つとされ

る。

Fカバー イ．サポート ウ．バックアップ エ．プロック

【問題9】

技術革新の成果としての新素材の発展により可能になったスポーツを( 9 )という。

アイノベーションスポーツ イ．近代スポーツ ウ．ニュースポーツ

エ． パワースポーツ

【問題 10]

スポーツをすれば自ずとよい人間が形成されるとする、楽観的な( 10 )が、日本の身体教育

の基底に脈々と流れてきたと考えられる。

ア運動教育論 イ．学習者主体論 ウ．楽しい体育論 エ． 予定調和論
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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】

スポーツ産業は、伝統的に① (11)、② (12)、③ (13)の3領域だったが、 1980年代か

らそれぞれの領域が重なりを見せ、複合領域が出現した。具体的には、①と③が重なったスポー

ツ関連流通産業、②と③が重なった施設・空間マネジメント産業、そして①と②と③がすべて重

なったハイプリッド産業が出現した。

ア．スポーツ lCT産業イ．スポーツ・健康産業 ウ．スポーツ施設・空間産業

エ．スポーツ用品産業 オ．スポーツサービス・情報産業 力．スポーツファッション産業

キ．民間スポーツクラプ産業 ク．スポーツ教育産業

［問題2】

一般に、大規模なスポーツイベントの開催や、地域に密着したプロスポーツチームの活躍が、地

域活性化に果たす役割には4つの機能がある。第ーは、 (14)を蓄積する機能であり、これは、

道路や公園、環境に配慮したスポーツ施設などの空間をストックする機能である。第二に、 (15)

する機能で、多くの観戦者やツーリストを誘致し、地域経済を活性化する機能である。第三に

(16)を向上する機能で、観戦者やファンのイベント内外での交流が活発になることで生まれ

る機能である。第四に (17)を向上する機能であり、イベントが開催される都市の人々の笑顔

とともに、放送やニュース番組として世界に発信される。

ア．地域の連帯性イ．ユニバーサルデザイン ウ．都市のイメージェ．バリアフリー

オ．市民の自立性力．消費を誘導キ．都市間連携 ク．税収を増加ケ．社会資本

コ．生産を拡大サ．地域資本

［問題3】

野球独立リーグは、 2005年、 (18)（当時）が設立され、 2007年には、北信越の4チーム（当

時）からなる (19)が発足した。そのリーグ経営は、 (20)による経営が共通となっている。

さまざまな経営努力がなされているものの、狭義のレベル、目標入場者の達成やスポンサーの獲

得など、球団やリーグ経営には多くの課題がある。

ア．関西独立野球リ ーグイ．四国アイランドリ ーグ ウ．合資会社

エ．シングルエンテイティ オ． NPO 力．ベースボール・チャレンジ

キ．九州ベースボールリーグ ク．チャレンジ・ベースボール
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頂．

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 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】

適度な運動が免疫機能を高め、感染症リスクを減らすのに対し、激しい持久性運動や過酷なトレ

ーニングは免除機能を低下させ、易感染症性を引きおこす。このような運動と感染リスクの関係

は、( 21 )モデルとして提唱されている。

lア． Jカーブイ． Uカーブ ウ．相反性工．オープンウィンドウ

【問題 2】

アスリートにおける貧血の主要な原因は、鉄欠乏性貧血と( 22 )である。

|ア．ヘモグロビン欠乏性貧血イ．溶血性貧血 ウ．ミオグロビン尿エ．外傷性出血

［問題 3】

捻挫とは、身体に無理な力が加わって( 23 )が損傷する現皇匹改辺る。

lア．腱イ．筋ウ．靭帯•関節包エ．軟骨

［問題4】

睡眠のうち、浅い睡眠段階を( 24 )睡眠と呼ぶ。

lア．レムイ．ノンレム ウ．徐波工．半覚醒

【問題5]

( 25 )は、身体活動によるガンの抑制効果を調べたコホート研究の中で最も多く研究報告が

なされており、低活動的な者に対する最も活動的な者の相対的危険度は男性で 0.81、女性で0.89

とされている。

lア肺ガン イ．胃ガンウ．膵臓ガン エ．結腸ガン
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【問題 6】

運動行動の変容ステージのうち実行期では、( 26 )の低い人は脱落の危険が高いため注意が

必要である。

Iア．コンフィデンス イ．マインドフルネス ウ．フィットネスレベル

．セルフエフィカシー

［問題7】

スポーツ活動中の突然死の原因には年齢的な特徴があり、若年者の場合は( 27 )が多くみら

れる。

1ア狭心症イ．肥大型心筋症ウ．心筋梗塞エ．頻脈

［問題8】

傷害受傷から競技復帰までの流れを 4つのステージに分けたとき、保護期には( 28 )など

を行う。

lァ．可動域訓練イ． RICE ウ．筋カトレーニング エ．バランストレーニング

［問題9】

トレーニング計画の一般的な期分け（ピリオダイゼーション）モデルにおいて、マクロサイクル

（通常は 1年間）を 2つ以上に分割したものを( 29 )と呼び、通常その長さは数週間から

数か月になる。

1アメゾサイクルイ．ミクロサイクル ウ．ミオサイクルエ．デイリーサイクル

［問題 10】

スポーツにおける傷害は、外傷と障害に大別される。このうち、障害は( 30 )によって組織

が損傷するものを指す。

Iア．急激な一回の機械的刺激イ．繰り返しの機械的刺激 ウ．過度な暑熱負荷

．過度な安静・固定
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w. 
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1J
骨格筋に酸素を取り込む能力は、動脈と静脈における酸素の差で評価されます。これにかかわる

要因として、骨格筋の (31)、つまり骨格筋への血流量の多さと、酸素を抜き取る骨格筋繊維

の性質を挙げることができます。 骨格筋繊維は、( 32 )と( 33 )に大別されますが、

酸素の抜き取りにすぐれているのは( 33 )です。

【問題2】

骨格筋は( 34 )にある a運動神経からの信号を受けて力を発揮します。筋力は随意的に筋

を収縮させることによって発揮しますが、この力は最大の筋力ではありません。筋の最大力は筋

を( 35 )することによって得られます。

［問題 3】

関節には、関節を屈曲するための屈筋と伸張するための伸筋が存在します。関節の動作方向が逆

に作用するものを( 36 )と呼びます。また、関節によっては同じ方向に作用する筋群を

( 37 )と呼びます。膝関節伸張動作の( 37 )の例として( 38 )筋を挙げることが

できます。

【問題 4】

投球動作における身体重心運動の分析をする場合、身体重心の加速度が( 39 )と身体質盤に

よって決定されるというニュートンの( 40 )をもとに、データを分析する方法が用いられま

す。

ア骨格筋繊維密度イ．血流吸収能カウ．毛細血管密度エ．a繊維オ． y繊維

力遅筋繊維キ．速筋繊維ク．脊髄ケ．小脳コ．大脳運動野サ．生理刺激

シ．電気刺激ス，圧迫刺激セ．主働筋ソ．協働筋夕．反作用筋チ．拮抗筋

ツ．大腿四頭テ．大腿二頭 卜．大腿直ナ．重力二．床反カヌ．関節トルク
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V. 

各設問の空欄 (41)から (50)に当てはまるものを、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1】

コーチングの役割として、アスリートの (41)の希望をかなえてあげるための環境を整えるこ

とも重要な要素です。これは、アスリートの (42)間際から整えるものではなく隆盛期のアス

リートに希望を投げかけなければならないでしょう。

ア．スランプ イ．セカンドキャリア

オ．遠征 力．大会

ウ．チーム 工．引退

キ．夢 ク．目標

【問題2】

一般的に、アスリートは小・中・高・大学・社会人と進むにしたがって、活動の拠点が変わるこ

とが多いです。それと同時に、 (43)、トレーニング方法、強化の方向性なども異なって経過し

てきている可能性があります。しかも、それぞれの年代での (44)を追求したり、優れた競技

成績を収める指向から、現状としてはアスリートの大きな成長の妨げになっている可能性も否め

ません。

ア． Jレール イ．指導スタッフ ウ．勝利 エ．人材

ォ．道具 力．発育発達 キ．目標設定 ク．予算

［問題3]

多くの技術は、時間とともに変化していきます。より速く走ったり泳ぎたい、より高く跳びたい、

より上手くなりたい、というのはすべてのスポーツ選手の望みであり、スポーツの本質ですから、

これまでに多くの選手やコーチの試行錯誤から、多くの技術が生み出されてきました。また、

(45)の変化、器具や施設の変化が技術を変化させることもよくあることです。これを (46)

といいます。

ア．一般妥当性 イ．環境 ウ．競技規則 エ．個別性

ォ．合目的性 力．時間的限定性 キ．選手層 ク．大会規模
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［問題4】

技能の習得は、次のプロセスを経て習熟していきます。例えば、最初は思うように投げられなか

ったボールが、練習を繰り返すうちに（試行錯誤）、徐々に思った通りに投げられるようになっ

ていきます（動作の効率化）。握り方など正確に投げることを意識しながら練習を続けると、次

第にそのポイントを意識しなくてもイメージ通りにボールを投げられるようになっていきます

(47)。しかし、さらに正確で速いボールを投げるなど高いレベルの技術獲得には、さらに多

くの時間と努力が必要となります。ときには新たな投げ方を試みるあまり正確な投球ができなく

なるなど、既存の技能に混乱が生じることもあります (48)。

ア．反復性 イ．自動化 ウ．合目的性 工．個別性

オ．プラトー カリバーシビリティ キ．意識性 ク．スランプ

【問題5】

身体作業の持続能力のことを持久力といい、 (49) と全身持久力に大別されます。一般にいう

マラソン選手のスタミナなどは有酸素的な全身持久力をさしています。このトレーニングは

(50)、自転車、水泳などで行うことができます。

ア．懸垂

オ．筋持久力

イ．スプリントダッシュ

力．ウエイトトレーニング

ウ．スタミナ

キ．心肺持久力

工．ランニング

ク．調整力
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早稲田大学大学院スポーツ科学研究科

2021年度修士課程
入学試験（春期）
解答用紙〔一般〕

※欄は記入しないで下さい。

受験番号

氏名

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

I 

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

(l 1) (12) (13) (14) (15) 

JI 

(16) (l7) (18) (19) (20) 

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

m 

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

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

lV 

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

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

V 

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

口

D 

口

D 

D
D
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