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化武道論研究指導　Ａ（春学期）・Ｂ（秋学期）　 志々田　文明
 

　日本武道は一般に競技性、求道性、規範的教育性の要素が含まれ、特に後の二点は近代の競技スポーツと性格を異にする特徴
をなしている。それは、武術を学ぶことを必須の教養とした武士が700年にわたって日本の政権を担い、武士の規範（いわゆる
武士道）を形成した歴史に由来する。この研究指導では、その武道が国際的に広く普及しつつある実態を踏まえて、歴史学、思
想史、社会学的な観点から武道の文献に基づいて多角的な考察をする。その過程で研究の基礎力を養成すると同時に、受講者の
研究計画の実現に向けた指導を行う。また特に受講者がその研究を絶えず論文にし、国内外の学会で発表するためのサポートを
行う。
　Keywords：武道、武士、武士道、思想史、国際化、文化変容

 
１．歴史学・史料学の基礎を理解したか。
２．学会発表等の研究発表を行ったか。
３．学術誌に学術論文を書いたか。

スポーツ人類学研究指導　Ａ（春学期）・Ｂ（秋学期）　 寒川　恒夫
 

　スポーツ人類学はスポーツ科学と文化人類学に籍を置く境界分野である。このためスポーツ科学の（特に人文社会科学系）諸
概念と文化人類学の諸概念の理解の上に研究が展開されることになる。これまでに公にされているスポーツ人類学関連諸文献に
ついて、そこに示された理論モデルを上記諸概念との関わりの中で理解していく。また、修士論文の作成指導をおこなう。

 
　在籍１年生は各人のテーマに関わる先行研究の検討とデータの収集、在籍２年生は修士論文の全体構想と、その完成をめざ
す。

スポーツ倫理学・教育学研究指導　Ａ（春学期）・Ｂ（秋学期）　 友添　秀則
 

　現代スポーツは勝利至上主義、ドーピング、過剰な商業主義、スポーツ・イベントのメガ化による環境破壊等に代表されるよ
うに、多様な倫理的アポリア（難問）を内包し、様々な局面でスポーツの倫理的な逸脱現象が頻出している。本研究指導では、
このような現代スポーツにおける倫理的逸脱現象を対象に、応用倫理学的な考察を加え、スポーツ文化のあるべき存立基盤を解
明していく。と同時に、スポーツ文化による人間の陶冶可能性についても、人格教育論を中心に考察し、スポーツ教育における
社会学習の方法論についても指導する。

 
　本研究指導では、スポーツの教育学的・倫理学的研究の対象及び方法についての理解を深めることをねらいとする。

スポーツメディア論研究指導　Ａ（春学期）・Ｂ（秋学期）　 トンプソン　リー　Ａ.
 

　メディアとはコミュニケーションの媒体となるものであるが、とくにマスコミュニケーションの手段であるテレビ、ラジオ、
新聞などのマスメディアをいうことが多い。マスメディア研究には大きく分ければ制作、内容、オーディエンスという３つの領
域がある。スポーツメディア論では、少なくても一つの領域からスポーツとメディアの関係を取り上げる。スポーツメディア論
演習（１）（２）での勉強を踏まえて、各自の研究計画に基づいて、修士論文作成の指導を行う。社会学の立場から指導する。

 
　修士論文の作成。

スポーツ社会学研究指導　Ａ（春学期）・Ｂ（秋学期）　 宮内　孝知
 

　スポーツ社会学の学問的使命は、社会における「スポーツ」を理解可能な形で客観的に説明することである。しかしながら、
スポーツは、他の社会勢力と密接に関連しながら存在する。したがって、スポーツを説明することは、社会におけるシステムの
１つとして説明することが必要である。と同時に、現実のスポーツを理解するためには、スポーツの理念型を構築していく必要
もあろう。

 
　上記２つの立場を踏まえながら、スポーツに関する諸問題解決の具体的指針を得ることが望まれる。
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スポーツ史研究指導　Ａ（春学期）・Ｂ（秋学期）　 石井　昌幸
 

　本研究指導では、スポーツという文化事象を歴史学の方法をもちいて分析し、理解し、叙述する方法を指導する。具体的に
は、テーマの立て方から、史料の収集法・整理法・分析法から論文執筆の方法までを指導する。

 
　スポーツ史研究のテーマ設定から史料収集、分析、論文執筆までが、単独で行なえるようにする。また、自分の研究を関連学
会で発表し、論文を学術誌に投稿する。

舞踊論研究指導　Ａ（春学期）・Ｂ（秋学期）　 杉山　千鶴
 

Ａ（春学期）
　舞踊を演じる者には、自己の身体を手段に上演の（作品の）意図を語ることが義務として課されている。本研究指導では特に
舞踊のジャンルを規定せず、この義務を遂行するために、また演じる場に立つために必要とされる多くの要因を、理論と実践の
両面から解明するものである。
　理論については、演者に関する諸文献を精読し、さらに特定のジャンルを扱う場合には、当該ジャンルの歴史と現代における
位置付けをも見つめ、各要因と、その成立する背景及び過程を考察する。また実践経験を可能な限り積み、これによってもいく
つかの要因を見出すことは可能であろう。なお実践については、この他にも理論的アプローチによって明らかにされた要因の検
証も合わせて行う。
Ｂ（秋学期）
　舞踊を演じる者には、自己の身体を手段に上演の（作品の）意図を語ることが義務として課されている。本研究指導では特に
舞踊のジャンルを規定せず、この義務を遂行するために、また演じる場に立つために必要とされる多くの要因を、理論と実践の
両面から解明するものである。
　理論については、演者に関する諸文献を精読し、さらに特定のジャンルを扱う場合には、当該ジャンルの歴史と現代における
位置付けをも見つめ、各要因と、その成立する背景及び過程を考察する。また実践経験を可能な限り積み、これによってもいく
つかの要因を見出すことは可能であろう。なお実践については、この他にも理論的アプローチによって明らかにされた要因の検
証も合わせて行う。
　特に洋舞を対象とする者に対しては、全国コンクールのシニア部門・創作部門への参加を望む希望があれば、個別リハーサル
も行なう。

 
　「舞踊」の中に踏み込みつつ、「舞踊」を外から見つめる。

体育科教育学研究指導　Ａ（春学期）・Ｂ（秋学期）　 吉永　武史
 

　体育科教育学は、学校の体育授業を中心とする体育実践の改善を目的として行われる研究分野である。優れた体育授業とは、
学習目標が明確に設定され、それが十分に達成されている授業であると言える。このような授業を実現していくためのストラテ
ジーを明らかにしていくために、従前の体育科教育学の研究成果を踏まえてカリキュラム論と学習指導論の両面から体育授業研
究にアプローチする。具体的には、体育授業の目的・目標論、学習内容論、内容編成論、教材づくり論、指導方法論など、それ
ぞれ理論的・実証的方法で研究を進めていく。加えて、ボールゲームの指導モデルとして注目されている戦術学習論や、高度な
実践的力量を備えた体育教師の養成に向けた教師教育論についても研究指導を行う。

 
　本研究指導では、優れた体育授業を実現するためのストラテジーを明らかにするために、体育科教育学に関する専門的知識を
生かしながら体育授業研究を実践していく力量を高めることをねらいとする。

スポーツ教授学研究指導　Ａ（春学期）・Ｂ（秋学期）　 深見　英一郎
 

　スポーツ教授学は、スポーツ教育学の中核をなす学問領域であり、特に青少年を体育･スポーツに動機づけ、その能力を習得
させるための指導のあり方や、運動･スポーツがもたらす効果を合理的に達成するための指導法を究明することを目的として行
われる研究分野である。それは、学校の体育授業のみに限定されるものではなく、教育的に行われる運動部活動や地域でのス
ポーツ活動も対象とされる。具体的には、「カリキュラム研究（いつ、どのような運動･スポーツを取り上げ、何を学ばせるこ
とにより、どのような人間を育成するのか）」と、「学習指導研究（どのようなゲームや練習メニューを与えれば学習者が意欲
的に取り組み、技術を習得できるのか）」という二つが中心的な研究課題となる。それらに関する先行研究の検討及び実際の運
動･スポーツ指導場面の映像分析を通して、自らの研究テーマを設定し、研究を計画･遂行できるように研究指導を行う。

 
　本研究指導では、運動･スポーツの優れた指導法に関する理論モデルの構築を目指すとともに、実際の指導実践を通して実証
的に研究することを目的とする。
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スポーツ経営学研究指導　Ａ（春学期）・Ｂ（秋学期）　 木村　和彦
 

Ａ（春学期）
　スポーツ経営は、スポーツ参加や観戦を支えるスポーツサービスを効果的・効率的に提供しようとする組織的な営みである。
その領域は、メガスポーツイベントやプロスポーツ球団の経営から地域スポーツや学校体育の経営まで広範囲にわたる。本研究
指導では、個別のスポーツ経営領域を対象に、主に経営学的なアプローチを用いてスポーツ経営現象の解明のための方法論を学
び、研究成果を実践的な経営課題の解決につなげる提案力を高めていく。具体的には、経営戦略や事業戦略、マーケティングと
消費者行動、組織と人的資源マネジメントなどに焦点を当て、定量的（質問紙調査など）・定性的（ケーススタディなど）分析
手法を身につける。また新たなテーマとして、スポーツツーリズムについても注目している。
Ｂ（秋学期）
　スポーツ経営は、スポーツ参加や観戦を支えるスポーツサービスを効果的・効率的に提供しようとする組織的な営みである。
その領域は、メガスポーツイベントやプロスポーツ球団の経営から地域スポーツや学校体育の経営まで広範囲にわたる。本研究
指導では、個別のスポーツ経営領域を対象に、主に経営学的なアプローチを用いてスポーツ経営現象の解明のための方法論を学
び、研究成果を実践的な経営課題の解決につなげる提案力を高めていく。具体的には、経営戦略や事業戦略、マーケティングと
消費者行動、組織と人的資源マネジメントなどに焦点を当て、定量的（質問紙調査など）・定性的（ケーススタディなど）分析
手法を身につける。

 
Ａ（春学期）
　スポーツ経営学とスポーツ経営研究に関する基礎的な知識と研究能力を身につける。
Ｂ（秋学期）
　スポーツ経営学とスポーツ経営研究に関する高度な知識と研究能力を身につける。

健康スポーツ論研究指導　Ａ（春学期）・Ｂ（秋学期）　 中村　好男
 

　本研究指導では、“スポーツを通じた健康増進”という社会的ニーズに応えるために、体力科学、運動生理学、栄養学などの
＜身体の理論＞から、行動科学、社会マーケティングといった＜行動の理論＞、さらには、ビジネスマネジメント、マーケティ
ングなどの＜社会組織の理論＞まで、様々な領域における基礎学問分野の知見を踏まえて、「地域住民へのスポーツ振興」なら
びに「身体活動促進を通じた健康増進の達成」という目標を実現するための実践的技法を確立することを目指している。具体的
には、地域自治体、総合型地域スポーツクラブ、老人福祉施設等のさまざまな現場（フィールド）での実践的研究によって、健
康増進や介護予防に資するためのプログラムの開発とその評価モデルの構築に加えて、地域社会における健康増進ならびに介護
予防システムの構築を行う。主な研究課題は、１）健康増進を目標とする身体活動・運動やスポーツの振興と奨励の手法開発と
評価、２）ウォーキングプログラムの開発と指導、３）介護予防のための筋力向上トレーニングプログラムの開発と実践活用、
４）スポーツビジネスの活性化とスポーツ振興、５）総合型地域スポーツクラブの運営と地域スポーツ指導者の育成などがあ
る。
　Keywords：体力、健康、運動、健康増進、介護予防、ウォーキング、行動科学、マネジメント

 
Ａ（春学期）
・初年度春学期（Ａ）：各自が取り組むべき研究課題を見いだして、データ検証に着手する。
・２年次春学期（Ａ）：各自の取り組んだ研究課題に関して、修士論文の研究計画を提出するとともに、学会発表を行う。
Ｂ（秋学期）
・初年度秋学期（Ｂ）：仮説検証作業を経て、学術誌に論文を投稿する。
・２年次秋学期（Ｂ）：修士論文を提出し、公開審査会を経て修論審査に合格する。

スポーツビジネスマネジメント論研究指導　Ａ（春学期）・Ｂ（秋学期）　 原田　宗彦
 

　スポーツにおける権利ビジネスの発展は、スポーツのメディア価値を増大させ、従来のスポーツ産業の構造を大きく進化させ
た。研究指導においては、スポーツビジネスのマクロ的視点として「スポーツと地域イノベーション」に関する研究、ミクロ的
視点では「スポーツ消費者の行動学的分析」に関する研究をメインテーマとする。前者では、スポーツ振興モデルを応用した政
策提言的研究やスポーツイベントの経済効果に関する研究、後者ではプロスポーツにおけるファンのチーム・ロイヤルティに関
する研究や、スポーツ・フィットネス産業における経験価値マーケティングに関する研究の指導を含む。

 
　多くの研究論文を読み、研究テーマを絞り、研究計画を完成させる。

スポーツクラブビジネス論研究指導　Ａ（春学期）・Ｂ（秋学期）　 間野　義之
 

　学校運動部活動と企業スポーツを両輪とした日本型スポーツシステムの限界が見え始めたなか、地域を中心とした新たなス
ポーツクラブシステムが求められている。企業運動部のクラブ化はもとより、Ｊクラブやプロ野球でも地域に根付いたクラブ化
を模索しており、その一方で学校・地域・家庭・企業・行政の連携による「総合型地域スポーツクラブ」の普及・育成が国策と
して進められている。
　プロ・アマを問わず、これらのクラブが自主独立し健全に発展するためには、多くの複雑な問題が存在する。それら諸問題の
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現実的な解決策（ソリューション）について研究指導する。具体的には、異なる環境に応じた複数のビジネスプランの設計、そ
のモデルを実現できる人材（マネジャー）の育成方策、指定管理者制度やPFI（Private Finance Initiative）などを用いた活動
拠点の確保策、クラブ創設・継続に必要なファイナンスのあり方、継続事業体としての法人化策、地方自治体や中央政府との連
携方策、効果的なマーケティング戦略などについて、個別あるいは総合的に研究指導する。
　Keywords：スポーツクラブ、ビジネスプランNPM（New Public Management）

 
　スポーツクラブビジネスに関連した修士論文が作成できること。

トップスポーツビジネス論研究指導　Ａ（春学期）・Ｂ（秋学期）　 平田　竹男
 

Ａ（春学期）
　本研究指導では、近年急速に進展を遂げるトップスポーツの世界をとりまくスポーツビジネスおよびエンターテイメントビジ
ネス（以下トップスポーツビジネス等という。）に関して、IT産業の発展およびマネジメント手法の進化を踏まえ、それぞれの
競技団体やスポーツクラブの経営課題に対する解決方法を究明するための調査・研究能力を開発する。そのため、トップスポー
ツビジネス等に関する基礎知識を既に有することを前提に、具体的先進事例の学習、定量的分析手法の習得を重ね、経営学、経
済学、行政・政治学、法学、スポーツ産業学の諸理論について深く学び、総合的な視点をもって研究を行う。
　各自が取り組むべき研究課題を見いだして、データ検証に着手し、それぞれの競技団体やスポーツクラブの経営課題に対する
解決方法を究明するための調査・研究を行う。
Ｂ（秋学期）
　本研究指導では、近年急速に進展を遂げるトップスポーツの世界をとりまくスポーツビジネスおよびエンターテイメントビジ
ネス（以下トップスポーツビジネス等という。）に関して、IT産業の発展およびマネジメント手法の進化を踏まえ、それぞれの
競技団体やスポーツクラブの経営課題に対する解決方法を究明するための調査・研究能力を開発する。そのため、トップスポー
ツビジネス等に関する基礎知識を既に有することを前提に、具体的先進事例の学習、定量的分析手法の習得を重ね、経営学、経
済学、行政・政治学、法学、スポーツ産業学の諸理論について深く学び、総合的な視点をもって研究を行う。

 
Ａ（春学期）
・初年度春学期（A）：各自が取り組むべき研究課題を見いだして、データ検証に着手する。
・２年次春学期（A）：各自の取り組んだ研究課題に関して、修士論文の研究計画を提出するとともに、学会発表を行う。
Ｂ（秋学期）
・初年度秋学期（B）：仮説検証作業を経て、学術誌に論文を投稿する。
・２年次秋学期（B）：修士論文を提出し、公開審査会を経て修論審査に合格する。

スポーツ組織論研究指導　Ａ（春学期）・Ｂ（秋学期）　 作野　誠一
 

　人とスポーツの関わりは、「する」「みる」にとどまらず、「読む」「支える」など多岐にわたる。そして、いずれの関わり方も
何らかの組織を介していることが多い。本研究指導においては、多様なスポーツ現象を把捉・説明する枠組みとしての組織論に
ついて理解を深め、これを基盤とする組織マネジメントの方法について考究する。さらに、各自の関心に基づき研究を進めるた
めの基本的な知識ならびに調査分析技法等の習得をめざす。具体的な研究テーマとしては、各種スポーツ組織における組織構
造、組織文化、リーダーシップ、モチベーション、組織化（支援）、人材マネジメント、スポーツボランティアのマネジメント、
学校スポーツと地域スポーツの連携などが考えられる。

 
　本研究指導では、多様なスポーツ現象を把捉・説明する枠組みとしての組織論についてより専門的な理解を深めるとともに、
これを基盤とする実践的な組織マネジメントの方法について考究する。かかるプロセスにおいて、各自の関心に基づき研究を進
めるための基本的知識ならびに調査分析技法等の習得を通じて、修士論文の作成に必要とされる能力の涵養をめざす。

スポーツビジネス・アドミニストレーション研究指導　Ａ（春学期）・Ｂ（秋学期）　　武藤　泰明
 

　スポーツビジネスの世界は、一般的なビジネスやマネジメントでは取り扱わ（え）ない新しい研究テーマの「宝庫」です。本
研究指導では、ビジネス、マネジメントとスポーツビジネス、スポーツマネジメントを比較分析の観点から取り上げ、専門的な
知識を修得していきます。またこれにより、実業に進むことを志向する学生については、スポーツに関連するビジネスでマネジ
メントを担務する能力の形成を目指します。研究者を志望する学生については、新たな研究領域やテーマの開拓を主な目的とし
ます。

 
１）マネジメントとスポーツマネジメントを比較研究の観点から検討できるようになること。
２）スポーツマネジメントに固有であると思われる理論、認識枠組などを発見するとともに、これをマネジメントに適用してみ
ること。

３）スポーツ組織の経営上の成果を評価する枠組を修得すること。
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スポーツビジネスマーケティング研究指導　Ａ（春学期）・Ｂ（秋学期）　 松岡　宏高
 

　「見るスポーツ」を売るプロスポーツクラブ・球団や「するスポーツ」を売るクラブ・団体など、スポーツ組織のビジネスに
おいてマーケティングは不可欠である。スポーツマーケティングには、スポーツを効率よくプロデュースして提供する「スポー
ツのマーケティング」と、企業がスポーツを利用してプロモーション活動を行う「スポーツによるマーケティング」があるが、
両者においてスポーツ消費者（する人や見る人）を理解することが最優先の課題となる。スポーツビジネス現場での効果的な
マーケティングのために必要なスポーツ消費者の心理や行動の理解に焦点を当てた研究テーマを取り扱い、その内容および研究
手法について学ぶ。具体的な研究テーマとしては、スポーツ観戦者の動機、ファンのチームに対するコミットメント、スポーツ
参加者・観戦者のサービス評価と満足、プロスポーツクラブのプロモーションの効果、そしてスポーツスポンサーシップの効果
などが考えられる。

 
　本研究指導では、スポーツビジネス現場での事象を取り扱ったスポーツマーケティング研究、特にスポーツ消費者（する人や
見る人）の心理や行動の理解に焦点を当てた研究を遂行するために必要な、概念的な知識、論理的思考、そして研究手法を身に
つけることを目的とする。

運動免疫学研究指導　Ａ（春学期）・Ｂ（秋学期）　 赤間　高雄
 

　運動による免疫機能の変化、すなわち、適度な運動による免疫機能の向上と過剰な運動による免疫機能の抑制について、その
メカニズムを検討し、スポーツ現場への応用を研究する。各自が設定したテーマ（競技スポーツ選手のコンディショニングにお
ける免疫学的測定指標の応用、高齢者の免疫機能を高めるための運動処方、運動による免疫機能の変化のメカニズム、アンチ・
ドーピングなど）について研究計画、実施、論文作成を指導する。

 
　各自が設定したテーマについて、自ら研究を計画して実施し、研究成果をまとめて、学会や論文として発表できるようにな
る。

健康運動疫学研究指導　Ａ（春学期）・Ｂ（秋学期）　 荒尾　孝
 

Ａ（春学期）
　質の高い健康づくり研究を実施するためには疫学的研究手法に基づく研究の企画、データの収集・解析といった一連の研究手
続きを適切に行うことが重要となる。すなわち、多様なバイアスや交絡要因の影響を排除し正しい結論を導きだすためには、質
の高い研究をデザインし、信頼性と妥当性の高いデータを収集し、最適な統計解析法を用いることが必要となる。そこで本研究
指導では、学生の修士論文の研究について、Evidence Based Health Promotionの手法による研究デザインの方法と疫学統計
に基づくデータ解析法について指導する。
Ｂ（秋学期）
　質の高い研究デザインに基づき、信頼性と妥当性の高いデータを収集し、最適な統計解析法により得られた研究結果を効率よ
く質の高い研究論文としてまとめることができるように、標準的な論文作成ガイドラインに基づく指導を行う。

 
Ａ（春学期）
　健康づくりに関する観察研究と介入研究の論文作成における重要ポイントについて理解し、質の高い論文を効率的に作成でき
るようになることを目標とする。
Ｂ（秋学期）
　標準的な論文作成ガイドラインに基づき、研究結果を効率よく質の高い研究論文としてまとめることができるようになること
を目標とする。

スポーツ神経精神医科学研究指導　Ａ（春学期）・Ｂ（秋学期）　 内田　直
 

Ａ（春学期）
　スポーツと中枢神経系の関わりを研究対象として、研究指導を行う。具体的な内容としては、睡眠・生体リズムとスポーツパ
フォーマンス、身体運動が脳や心の働きに与える影響（運動によるうつ状態の改善、前頭葉機能の改善等）、スポーツパフォー
マンスに関連した脳機能などである。方法としては、ポリグラフ検査、脳波検査、MRI検査、行動学的手法、疫学的手法など
を用いる。これらについて、研究計画のたて方、実験や調査研究の実施法、データの解析法、データの解釈などについて、総合
的に指導する。
Ｂ（秋学期）
　スポーツ科学の当該分野における、研究課題をどのように抽出してくるのか。これに基づいて、どのような研究計画をたてい
くのか。
　倫理的な配慮にも基づいた、研究計画書をどのように作成するか。
　被験者の選定、測定法の習得。
　実験の遂行。
　結果のまとめ。
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　以上の考え方や技術について、総合的に学習する。
 

・専門的知識の習得
・実験計画の立案能力の習得
・実験遂行能力の習得
・研究結果を取りまとめる能力の習得
・日本語・英語での研究発表能力の習得

スポーツ健康管理学研究指導　Ａ（春学期）・Ｂ（秋学期）　 坂本　静男
 

　スポーツには生活習慣病に対する効果などがある反面、突然死や熱中症といった急性内科的障害、貧血やオーバートレーニン
グ症候群といった慢性内科的障害のあることを、これまでに報告されている論文や最新の研究報告等を抄読することにより、理
解してもらう。それとともに、スポーツの効果を判定するための検査法や、内科的異常を診断する検査法などに関して、医師で
もある大学院教員の指導下に体得してもらう。つまり運動負荷試験、心エコー図検査、ホルター心電図検査などを駆使したメ
ディカルチェックの重要性を多方面から理解してもらう様な、体験学習的な講義を行うことになる。

 
　これまでに報告されている研究論文を多数読み、自身の研究に応用できることを目標とする。

運動器スポーツ医学研究指導　Ａ（春学期）・Ｂ（秋学期）　 鳥居　俊
 

　少子・高齢社会の到来によりスポーツや身体活動に関わる医学研究は競技選手のみならず、全ての国民に対して貢献すること
が期待される。
　本研究指導では、発育期の運動器の形態発育・機能発達に関する研究、競技スポーツ選手に発生する運動器スポーツ障害の発
生メカニズム・早期発見法・予防策の立案に関する研究、高齢期の運動器退行性疾患である変形性関節症、骨粗鬆症などの予
防・治療の運動療法の開発・効果判定法に関する研究、などを中心に指導を行う。
　運動器の機能の計測に加え、最近注目されるQOL評価についても研究指導する。

 
　スポーツが身体に及ぼす効果や損傷に対する研究の流れを知り、今後探求すべき課題を明らかにし、研究テーマを設定するこ
と。

スポーツ外科学研究指導　Ａ（春学期）・Ｂ（秋学期）　 福林　徹
 

　スポーツ科学者やコーチ、トレーナーなどに要求される外科領域でのスポーツ医学の諸問題についての研究指導を行う。具体
的には、人体の部位別機能解剖とそれに基づいた評価法、スポーツによって生じる代表的な外傷・障害の診断と現場での処置、
最新の治療法、およびスポーツ復帰までのリハビリテーション法について研究指導する。スポーツの種目別特性を加味しなが
ら、最新の治療器や治療法、近年のこの分野での研究の動向について指導し、修士課程での研究のベースになるようにする。

 
　学会発表およびスポーツ医学研究論文の指導

健康行動科学研究指導　Ａ（春学期）・Ｂ（秋学期）　 岡　浩一朗
 

　身体活動・運動を中心とした健康づくりに関する心理学、行動科学的側面の研究について指導を行う。主な研究のテーマは、
１）中年者の健康増進（行動変容理論に基づく身体活動推進プログラムの開発と評価、がん予防のための身体活動の普及手法
の提案、運動によるメンタルヘルス改善効果の検証など）、２）高齢者の介護予防（介護予防運動プログラムの開発と評価、介
護予防事業の医療経済的評価、介護予防の効果的な普及手法の提案など）、３）患者のリハビリテーション（心疾患患者のQOL
改善のための運動療法の開発、膝痛・腰痛患者における効果的な痛みの自己管理法の探索など）である。また、４）子どもの運
動・スポーツ支援環境の整備や心の発育発達に及ぼす運動・スポーツの影響の解明、５）競技スポーツ選手の効果的な心理的支
援法の開発や健康関連問題への心理的援助などについても取り上げる。

 
　地域保健や介護福祉、医療・看護・リハビリテーション、学校保健、スポーツ指導等の現場で役に立つ心理・行動科学的アプ
ローチの視点や具体的手法の獲得を目指す。

スポーツ整形外科学研究指導　Ａ（春学期）・Ｂ（秋学期）　 金岡　恒治
 

　脊椎疾患・外傷に関する研究を始めるに当たって、これまで報告されている研究の手法・結果について熟知し、独自の新しい
仮説を見いだす。

 
　整形外科的疾患の病態を理解し、新しく、独自の研究仮説を立案し、その立証方法を検討し、実践する。
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予防医学研究指導　Ａ（春学期）・Ｂ（秋学期）　 鈴木　克彦
 

　激しい運動や過酷なトレーニングなどの身体的ストレスによる内科的障害の評価、病態機序の解析、および栄養、サプリメン
ト、水分補給、休養、各種補完代替医療等による予防策の科学的根拠について研究する。具体的には、運動を中心とした生体の
ストレス応答と適応のメカニズムについて、特に生体防御（白血球機能、ホルモン・サイトカインの動態、活性酸素の代謝、筋
損傷と修復）の面から研究している。また、適度な運動による生活習慣病の予防・治療と作用機序に関する検討、ストレス応答
や免疫機能の解析・評価法の開発、臨床病院との連携による免疫低下、炎症、老化の制御に関する基礎的・応用的検討を進めて
いる。
　Keywords：運動、ストレス、白血球、活性酸素、ホルモン、サイトカイン、炎症、老化、生活習慣病

 
　研究内容については初学者で構わないが、生物化学系実験の経験と統計処理、英文読解能力は研究遂行上必須である。複数の
研究プロジェクトに関わりながら、自らのテーマを設定し、研究を計画・実行し、学会発表、論文作成を進められるように指導
する。予防医学は守備範囲が広いため、演習以外にも関連科目として「スポーツ統計学特論」、「スポーツ内科学特論」、「生命科
学特論」、「健康行動科学特論」、「運動生化学特論」、「スポーツ生理学特論」等も履修することによって、総合的な理解をはかる
ことが望ましい。

アスレティックトレーニング研究指導　Ａ（春学期）・Ｂ（秋学期）　 広瀬　統一
 

　本講義では、アスレティックトレーニング関連分野の研究計画、結果分析、論文作成までのスキルを習得することを目的とす
る。

 
<1>専門分野の研究計画立案、実験運営、論文作成ができる。

スポーツ神経科学研究指導　Ａ（春学期）・Ｂ（秋学期）　 彼末　一之
 

　運動や各種動作は骨格筋の収縮によって発現するが、それを目的に合致したものとするためには、中枢神経から目的に応じた
運動指令を発するとともに、運動の結果が中枢神経系にフィードバックされることが必要である。また、ある動作を繰り返し行
うことで、その動作の学習と上達がもたらされる。このような運動・スポーツにおける神経調節機構についてヒトでいろいろな
実験を行って解析する方法を学び、設定したテーマについて研究する。

 
　運動制御の脳機構についての理解をもとに、各自の研究テーマについての実験を行い、データをまとめ、論文を執筆する。

生体ダイナミクス研究指導　Ａ（春学期）・Ｂ（秋学期）　 川上　泰雄
 

　人間を対象とした生体計測に関する研究を指導する。特に、骨格筋・腱の形態的特性と機能的特性に関しての研究を中心に行
います。人体筋の非侵襲的な可視化および収縮の定量化に関して、超音波やMRI等の画像解析の手法などを用います。研究テー
マの主軸は〈１〉人体筋のメカニクス、〈２〉筋特性の個人差と適応性、の２点です。〈１〉については、人体筋腱複合体を筋組
織（筋線維）と腱組織に分け、それぞれの特性（筋特性、腱特性）を人間生体について定量化し、筋線維と腱組織との間の相互
作用や身体運動における両者の協調について調べます。〈２〉については、筋特性の個人差と適応性に関して、体肢の筋群の筋
量および筋形状の横断的・縦断的計測を行います。

 
　生体ダイナミクス・バイオメカニクスについて各自でオリジナリティの高い研究を行う。

運動生化学研究指導　Ａ（春学期）・Ｂ（秋学期）　 樋口　満
 

　ヒトを対象とした研究データを基に、一過性運動、及びトレーニングによる生体内の糖・脂質を中心とするエネルギー代謝的
適応に関する応用運動生化学的研究に関して発表し議論する。
　動物実験データを基に、トレーニングや栄養摂取による骨格筋におけるミトコンドリアの適応的変化、及び糖・脂質代謝機能
の適応的変化など、基礎運動生化学的研究に関して発表し議論する。

 
　運動生化学の基礎知識を踏まえて、ヒトを対象とした研究データによる応用運動生化学的研究や動物実験データによる運動に
よる基礎運動生化学的研究に関する最新の研究動向を理解し、自分自身の研究に生かせるようにすることを到達目標とする。

スポーツ生理学研究指導　Ａ（春学期）・Ｂ（秋学期）　 村岡　功
 

　スポーツ生理学は各種スポーツ活動に対する生理的な応答と適応を探求する学問であるが、本格的に研究がなされるように
なったのはたかだか60年前からである。しかし、近年に至って、運動不足に対する危機感から規則的なスポーツおよび身体運
動が推奨されるとともに、一流競技者を育成するための科学的なバックアップが求められるようになったことなどを背景とし
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て、この分野は広く社会から注目を浴びるようになってきた。そして、これらのことと連動して、研究面でも著しい進歩がみら
れている。ここでは、主にエネルギー代謝に関連する領域を中心テーマとして、スポーツや身体運動による健康づくりおよび各
種スポーツにおける選手育成の観点から、最近の知見に基づいて研究指導を行う。

 
　スポーツや身体運動による健康づくりおよび各種スポーツにおける選手育成の視点から、各自が興味を持つスポーツ生理学に
関連する領域における最新の知見を理解するとともに、修士論文に関わる研究計画の立案、測定・実験および論文の作成が可能
となるようにする。

スポーツ心理学研究指導　Ａ（春学期）・Ｂ（秋学期）　 正木　宏明
 

　スポーツ場面で観察される巧みな動作はどのようにして実現されるのだろうか。その背景メカニズムを脳内情報処理の観点か
ら解明していく。認知神経科学では脳の認知機能解明に主眼が置かれるが、ここでは人間と環境との相互作用を重視する心理学
的アプローチも重視する。スポーツでは、視覚情報を瞬時に認知し、適切な行動を選択し、それを正確に実現する必要性に迫ら
れる。実際の動作が目標動作から逸脱すれば、脳はその逸脱（エラー）を検出し、評価し、修正することで、より洗練された動
作をつくりだしていく。こうした脳内情報処理について、高時間分解能の脳波と高空間分解能のfMRIとを組み合わせて検討す
る。
　Keywords：脳波、事象関連電位、fMRI、運動学習、パフォーマンスモニタリング

 
　認知神経科学的手法によって解明すべきスポーツ行動の現象を見出し、実験的に解明する。

スポーツ情報処理研究指導　Ａ（春学期）・Ｂ（秋学期）　 誉田　雅彰
 

　スポーツメディア情報およびスポーツ身体動作に関する高度な情報処理技術を学習するとともに、スポーツメディア情報解
析、スポーツ身体動作のコンピュータシミュレーション、感覚運動制御系のコンピュータモデルなどを中心として、文献研究、
および個々の研究課題に取り組む。

 
　研究テーマ毎に、英文論文から知識を習得するスキル、研究課題に対する問題設定、および問題解決を行えるスキルを身につ
ける。

統合運動神経生理学研究指導　Ａ（春学期）・Ｂ（秋学期）　 宝田　雄大
 

　（Ⅰ）我々は、何らかの意味をもった運動や行動の結果を、感覚受容器と神経を介した脳への表象により知覚する。筋収縮力
に対する大きさの知覚（force perception）や努力感（sense of effort）などに関する神経科学的な研究を指導する。（Ⅱ）優
れた可塑性を有するヒト骨格筋は、たとえ与えられる力学的刺激が小さくとも、血流制限を伴うこと（虚血）により、筋肥大を
ともなった筋力増大を引き起こす。虚血下の筋運動に関する運動生理学的な研究を指導する。

 
　修士論文が作成できるようになること。

スポーツ認知神経科学研究指導　Ａ（春学期）・Ｂ（秋学期）　 正木　宏明
 

　スポーツ場面で観察される巧みな動作はどのようにして実現されるのだろうか。その背景メカニズムを脳内情報処理の観点か
ら解明していく。認知神経科学では脳の認知機能解明に主眼が置かれるが、ここでは人間と環境との相互作用を重視する心理学
的アプローチも重視する。スポーツでは、視覚情報を瞬時に認知し、適切な行動を選択し、それを正確に実現する必要性に迫ら
れる。実際の動作が目標動作から逸脱すれば、脳はその逸脱（エラー）を検出し、評価し、修正することで、より洗練された動
作をつくりだしていく。こうした脳内情報処理について、高時間分解能の脳波と高空間分解能のfMRIとを組み合わせて検討す
る。
　Keywords：脳波、事象関連電位、fMRI、運動学習、パフォーマンスモニタリング

 
　認知神経科学的手法によって解明すべきスポーツ行動の現象を見出し、実験的に解明する。

バイオメカニクス研究指導　Ａ（春学期）・Ｂ（秋学期）　 矢内　利政
 

　高速度カメラ、電磁ゴニオメータ、床反力計測システム等を用いた身体運動解析と、超音波診断装置やMRIを用いて可視化
した人体内部情報分析を融合することによって、スポーツにおける競技力向上のメカニズムや傷害発症のメカニズムを明らかに
するとともに、トレーニングやリハビリテーションなどの補強運動とスポーツパフォーマンスとの関係を実験的に明らかにする
ことを研究の目的とする。

 
Ａ（春学期）
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　修士論文のテーマに応じた研究方法論を選択し、その方法論を用いたデータ収集法を実施できるようになる。また、その方法
論の特性や限界を理解し、再現性と妥当性を検証することができるようになる。
Ｂ（秋学期）
　適切な方法論を用いて、修士論文の研究計画を立てることができるようになる。また、その研究計画における仮定と限界を理
解したうえで、研究の意義を説明できるようになる。

スポーツ栄養学研究指導　Ａ（春学期）・Ｂ（秋学期）　 田口　素子
 

　スポーツ栄養学とは、スポーツや運動により身体活動の多い人に対して必要な栄養学的理論・知識・スキルを体系化した学問
領域である。したがって、本研究指導では人間を対象とし、エネルギー代謝とエネルギーバランス、身体組成、血液性状、栄養
摂取状況などについて横断的あるいは縦断的手法を用いて検討することにより、日本人の食事摂取基準では対象外となっている
身体活動の多い人に対する栄養摂取のエビデンスを蓄積し、現場へ応用することを目指した研究指導を行う。

 
Ａ（春学期）
　スポーツ栄養学に関する最新の研究動向を理解し、質の高い研究手法と論文作成技法について習得する。
Ｂ（秋学期）
　スポーツ栄養学に関する最新の研究動向を理解し、質の高い研究と論文作成が行えるようになること。

走運動・コーチング科学研究指導　Ａ（春学期）・Ｂ（秋学期）　 礒　繁雄
 

　陸上競技は、個人競技であるゆえスポーツバイオメカニクス・スポーツ生理学・スポーツ社会学等での研究として扱いやすい
対象種目である。本研究指導では、陸上競技にかかわる様々な基礎研究を学習することで、トップアスリート育成のためのコー
チングシステムの理論的知見を学び、個別に設定したテーマについて方法論を構築し、研究をまとめる。

 
Ａ（春学期）
　Ａ．研究テーマの決定とそれにかかわる文献収集により、具体的実験を行なえる能力を学習する。
Ｂ（秋学期）
　Ｂ．実験データをまとめ、学会等に発表できる能力を高める。

トップスポーツコーチング科学研究指導　Ａ（春学期）・Ｂ（秋学期）　 奥野　景介
 

　現代社会に機能する「コーチング」をスポーツ・教育の分野より科学的に、また技能的に捉え、競技に対するコーチングの現
象について専門的に理解を深める。また、トップアスリートに関連する実践的研究の理解を深めることで高度なスポーツ実践専
門家養成を目指す。

 
　トップアスリートに関連する実践的研究の理解と高度なスポーツ実践専門家に必要な科学的な知見を養う。

スポーツコーチング学研究指導　Ａ（春学期）・Ｂ（秋学期）　 土屋　純
 

　スポーツパフォーマンスは技術面、戦術面、体力面、心理面などに細分化されて評価され、それぞれについて向上策が検討さ
れることが一般的である。本演習ではこのうち技術面、とりわけスポーツ技術の把握とその指導方法について、スポーツバイオ
メカニクスとスポーツ運動の観点から解明する研究を進める。

 
　スポーツコーチング学分野の研究論文を執筆できるようになる。

コーチング心理学研究指導　Ａ（春学期）・Ｂ（秋学期）　 堀野　博幸
 

　「トップアスリートのトップパフォーマンス構築」と「育成年代の選手育成」に関するコーチングプロセスには、共通する要
素が多い。本研究指導では、両者のコーチング現場で起こる種々の事象を、スポーツ心理学およびコーチング科学の観点から解
明し、コーチングの体系化と知見の実践的応用を目指す。加えて、スポーツフィールドとアカデミックフィールドの融合を図る
ため、両フィールドでの活動を積極的に行う。
　主な研究課題は、１）コーチングとスポーツ心理学、２）戦略・戦術分析、３）チームビルディングとチームマネジメント。
　Keywords：コーチング、スポーツ心理学、メンタルサポート、戦略・戦術分析、チームマネジメント、選手および指導者育

成システム
 

コーチング科学領域の研究推進と課題改善。
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ボールゲーム戦術戦略論研究指導　Ａ（春学期）・Ｂ（秋学期）　 倉石　平
 

　コーチングにとって情報は、不可欠な存在である。コーチングをうまく遂行するにも、立案するにも必ずや情報が必要であ
る。
　コーチングには、あらゆる方向からの情報収集、その情報を意味のあるデータに変える分析、解析が必要であり、その意味の
あるデータを如何にしてゲーム勝利のために（または、良い成果を出すために）反映させることが出来るか。そのためには、ど
のような練習をするべきか、また戦術戦略を如何にして立てるか、などがとても重要になってくる。
　ここでは、先人たちの戦術戦略を学び、現代スポーツに如何に反映できるか。また、如何にして情報を収集できるか。その情
報をどのようにして分析、解析が出来るか、ゲーム分析ソフトなどを使った分析なども体験しながら実践でのデータ分析をす
る。又そのデータを使っての戦術戦略の立案なども実践を絡めながら実習をする。すぐに実践できるアナリストを養成すること
をテーマに研究を進める。

 
　スポーツ情報におけるデータ収集・分析・反映の把握。プレゼンテーションをする（反映として良い成果を導く）。論文作成
に導き、修論を作成する。

トレーニング科学研究指導　Ａ（春学期）・Ｂ（秋学期）　 岡田　純一
 

　トレーニング科学研究の多くは基礎的研究を積み上げ実践的アイディアへと結びつける、あるいは経験に基づいた事例に科学
的実証を与えるという過程を辿る。そこには能力や機能を向上させる様々な身体活動を実践し、それを分析・評価し、記述する
ことが求められている。関連する諸分野の基礎研究を実践に応用する、あるいは新たなアイディアを創出することも必要であ
る。このような視座を養い、研究を推進する。

 
　実践のアイディアと研究手法における試行を重ね、関連する測定・分析技術を習得する。
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武道論演習（１） A（春学期）
志々田　文明

　近代日本の武道教育に直接的また間接的に大きな影響を与えたのは江戸・近世の武芸思想であり、剣道、弓道、柔術・柔道に代表さ
れる現代の武道を考えるためには近世武芸伝書の学習は欠かせない。また、空手、合気道や中国武術など日本武道以外の格闘技を研究する場合など、
近代に急速に普及した武道研究についても、これらを武道として位置づけて研究しようとする以上、同様である。
　よってこの演習では、近世以降の武士や知識人の技法・心法論、武芸観や武士道論についての興味深い思想を検討する。
　なお、初心者でも楽しめる内容を扱い、専門外の人の受講しやすいように懇切な解説を加えて実施される。
　テキストはこれまでの学習史、受講者の専門・関心を鑑みて決定される。また、英文の武術・武道関係論文講読は適宜行う。

１．近代武術伝書を読めるようになったか。
２．近世武術伝書を読めるようになったか。

第１回：近世・近代武術伝書講読（１）
第２回：近世・近代武術伝書講読（２）
第３回：近世・近代武術伝書講読（３）
第４回：近世・近代武術伝書講読（４）
第５回：近世・近代武術伝書講読（５）武術・武道関係論文講読
第６回：近世・近代武術伝書講読（６）
第７回：近世・近代武術伝書講読（７）
第８回：近世・近代武術伝書講読（８）
第９回：近世・近代武術伝書講読（９）
第10回：近世・近代武術伝書講読（10）
第11回：近世・近代武術伝書講読（11）
第12回：近世・近代武術伝書講読（12）
第13回：近世・近代武術伝書講読（13）
第14回：近世・近代武術伝書講読（14）
第15回：近世・近代武術伝書講読（15）

　適宜配布します。

そ の 他 100％ 授業への出席、態度、小テスト、教場試験などを総合して評価する。

　関連URL：志々田研究室ホームページ：
　http://sites.google.com/site/fshishidalab/
　http://www.f.waseda.jp/fuzanaoi/index.html

武道論演習（１） B（秋学期）
志々田　文明

　この演習では主に研究方法論を身につけるため、以下の点を扱う。
１）「武道学研究」や「Archives of Budo」等の国内外の学会誌に収載された武道史論に関する研究論文や著書の分析・評価
２）歴史学、人類学、社会学に関する文献の分析・評価
３）英文武術論文の翻訳、分析・評価
　学問は積み重ねであり、こつこつと読み続けることで初めて当初難解であった文献がどうにか読めるようになる。この演習を通して、“The Devil 
is in the details”の精神、小さな疑問をおろそかにしない研究態度を養っていく。養成された実力を背景に、学習内容を論文化し、国内及び海外の
学会で発表する能力を育成する。

１．研究論文や著書の分析・評価能力が向上したか。
２．歴史学、人類学、社会学に関する文献の分析・評価能力が向上したか。
３．英文武術論文の翻訳、分析・評価能力が向上したか。

第１回：武道史に関する研究論文や著書の分析・評価（１）
第２回：武道史に関する研究論文や著書の分析・評価（２）
第３回：武道史に関する研究論文や著書の分析・評価（３）
第４回：武道史に関する研究論文や著書の分析・評価（４）
第５回：武道史に関する研究論文や著書の分析・評価（５）
第６回：武道史に関する研究論文や著書の分析・評価（６）
第７回：武道史に関する研究論文や著書の分析・評価（７）
第８回：武道史に関する研究論文や著書の分析・評価（８）
第９回：武道史に関する研究論文や著書の分析・評価（９）
第10回：武道史に関する研究論文や著書の分析・評価（10）
第11回：武道史に関する研究論文や著書の分析・評価（11）
第12回：武道史に関する研究論文や著書の分析・評価（12）
第13回：武道史に関する研究論文や著書の分析・評価（13）
第14回：武道史に関する研究論文や著書の分析・評価（14）
第15回：武道史に関する研究論文や著書の分析・評価（15）

　適宜指定。

　適宜指定。

そ の 他 100％ 授業への出席、態度、小テスト、教場試験などを総合して評価する。

　関連URL：志々田研究室ホームページ：
　http://sites.google.com/site/fshishidalab/
　http://www.f.waseda.jp/fuzanaoi/index.html



演
習
科
目
（
修
士
）

ス

ポ

ー

ツ

文

化

武道論演習（２） A（春学期）
志々田　文明

　近代日本の武道教育に直接的また間接的に大きな影響を与えたのは江戸・近世の武芸思想であり、剣道、弓道、柔術・柔道に代表さ
れる現代の武道を考えるためには近世武芸伝書の学習は欠かせない。また、空手、合気道や中国武術など日本武道以外の格闘技を研究する場合など、
近代に急速に普及した武道研究についても、これらを武道として位置づけて研究しようとする以上、同様である。
　よってこの演習では、近世以降の武士や知識人の技法・心法論、武芸観や武士道論についての興味深い思想を検討する。
　なお、初心者でも楽しめる内容を扱い、専門外の人の受講しやすいように懇切な解説を加えて実施される。
　テキストはこれまでの学習史、受講者の専門・関心を鑑みて決定される。また、英文の武術・武道関係論文講読は適宜行う。

１．近代武術伝書を読めるようになったか。
２．近世武術伝書を読めるようになったか。

第１回：近世・近代武術伝書講読（16）
第２回：近世・近代武術伝書講読（17）
第３回：近世・近代武術伝書講読（18）
第４回：近世・近代武術伝書講読（19）
第５回：近世・近代武術伝書講読（20）
第６回：近世・近代武術伝書講読（21）
第７回：近世・近代武術伝書講読（22）
第８回：近世・近代武術伝書講読（23）
第９回：近世・近代武術伝書講読（24）
第10回：近世・近代武術伝書講読（25）
第11回：近世・近代武術伝書講読（26）
第12回：近世・近代武術伝書講読（27）
第13回：近世・近代武術伝書講読（28）
第14回：近世・近代武術伝書講読（29）
第15回：近世・近代武術伝書講読（30）

　適宜指定。

　適宜指定。

そ の 他 100％ 授業への出席、態度、小テスト、教場試験などを総合して評価する。

　関連URL：志々田研究室ホームページ：
　http://sites.google.com/site/fshishidalab/
　http://www.f.waseda.jp/fuzanaoi/index.html

武道論演習（２） B（秋学期）
志々田　文明

　この演習では主に研究方法論を彫琢するために、以下の点を扱う。
１）「武道学研究」「Archives of Budo」等の学会誌に収載された武道史論に関する研究論文や著書の分析・評価
２）歴史学、人類学、社会学に関する文献の分析・評価
３）英文武術論文の翻訳、分析・評価
　学問は積み重ねであり、こつこつと読み続けることで初めて当初難解であった文献がどうにか読めるようになる。この演習を通して、“The Devil 
is in the details”の精神、小さな疑問をおろそかにしない研究態度を養っていく。養成された実力を背景に、学習内容を論文化し、国内及び海外の
学会で発表する能力を育成する。

１．研究論文や著書の分析・評価能力が向上したか。
２．歴史学、人類学、社会学に関する文献の分析・評価能力が向上したか。
３．英文武術論文の翻訳、分析・評価能力が向上したか。

第１回：研究方法論：社会学関係文献の分析・評価（16）
第２回：研究方法論：社会学関係文献の分析・評価（17）
第３回：研究方法論：社会学関係文献の分析・評価（18）
第４回：研究方法論：社会学関係文献の分析・評価（19）
第５回：研究方法論：社会学関係文献の分析・評価（20）
第６回：研究方法論：社会学関係文献の分析・評価（21）
第７回：研究方法論：社会学関係文献の分析・評価（22）
第８回：研究方法論：社会学関係文献の分析・評価（23）
第９回：研究方法論：社会学関係文献の分析・評価（24）
第10回：研究方法論：社会学関係文献の分析・評価（25）
第11回：研究方法論：社会学関係文献の分析・評価（26）
第12回：研究方法論：社会学関係文献の分析・評価（27）
第13回：研究方法論：社会学関係文献の分析・評価（28）
第14回：研究方法論：社会学関係文献の分析・評価（29）
第15回：研究方法論：社会学関係文献の分析・評価（30）

　適宜指定。

　適宜指定。

そ の 他 100％ 授業への出席、態度、小テスト、教場試験などを総合して評価する。

　関連URL：志々田研究室ホームページ：
　http://sites.google.com/site/fshishidalab/
　http://www.f.waseda.jp/fuzanaoi/index.html
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スポーツ人類学演習（１） A（春学期）
木内　明

　スポーツ人類学は、スポーツ（競技や遊び、舞踊、武道、動物スポーツなどを含む最広義のスポーツ）とスポーツする身体を、文化
の視点から研究する分野である。演習は、スポーツと身体に関する文化人類学的研究論文の講読・討論とフィールドワークとによって進められる。

　スポーツ人類学と文化人類学の理論モデルの理解。

第１回：本科目のガイダンス
第２回：スポーツ人類学研究論文の輪読（１）
第３回：スポーツ人類学研究論文の輪読（２）
第４回：スポーツ人類学研究論文の輪読（３）
第５回：スポーツ人類学研究論文の輪読（４）
第６回：スポーツ人類学研究論文の輪読（５）
第７回：スポーツ人類学研究論文の輪読（６）
第８回：スポーツ人類学研究論文の輪読（７）
第９回：スポーツ人類学研究論文の輪読（８）
第10回：民族スポーツに関するフィールドワーク（１）
第11回：民族スポーツに関するフィールドワーク（２）
第12回：民族スポーツに関するフィールドワーク（３）
第13回：民族スポーツに関するフィールドワーク（４）
第14回：民族スポーツに関するフィールドワーク（５）
第15回：講評

平常点評価 100％ 理論モデルの理解度

スポーツ人類学演習（１） B（秋学期）
寒川　恒夫

　スポーツ人類学は、スポーツ（競技や遊び、舞踊、武道、動物スポーツなどを含む最広義のスポーツ）とスポーツする身体を、文化
の視点から研究する分野である。演習は、スポーツと身体に関する文化人類学的研究論文の講読・討論とフィールドワークとによって進められる。

　スポーツ人類学と文化人類学の理論モデルの理解。

第１回：本科目のガイダンス
第２回：スポーツ人類学研究論文の輪読（１）
第３回：スポーツ人類学研究論文の輪読（２）
第４回：スポーツ人類学研究論文の輪読（３）
第５回：スポーツ人類学研究論文の輪読（４）
第６回：スポーツ人類学研究論文の輪読（５）
第７回：スポーツ人類学研究論文の輪読（６）
第８回：スポーツ人類学研究論文の輪読（７）
第９回：スポーツ人類学研究論文の輪読（８）
第10回：スポーツ人類学研究論文の輪読（９）
第11回：スポーツ人類学研究論文の輪読（10）
第12回：スポーツ人類学研究論文の輪読（11）
第13回：スポーツ人類学研究論文の輪読（12）
第14回：スポーツ人類学研究論文の輪読（13）
第15回：講評

平常点評価 100％ 理論モデルの理解度
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スポーツ人類学演習（２） A（春学期）
木内　明

　演習（１）の基礎に立って各受講者は地域と時代あるいは民族を特定し、そこに展開するスポーツあるいは身体の文化研究テーマを
設定する。演習は、設定したテーマに沿って各受講者が研究発表をおこない、これについて討論する形で進められる。フィールドワークは演習（１）
同様、続けられる。

　オリジナルな研究テーマの設定。

第１回：本科目のガイダンス
第２回：テーマ設定のための討論（１）
第３回：テーマ設定のための討論（２）
第４回：テーマ設定のための討論（３）
第５回：テーマ設定のための討論（４）
第６回：テーマ設定のための討論（５）
第７回：テーマ設定のための討論（６）
第８回：研究発表（１）
第９回：研究発表（２）
第10回：民族スポーツに関するフィールドワーク（１）
第11回：民族スポーツに関するフィールドワーク（２）
第12回：民族スポーツに関するフィールドワーク（３）
第13回：民族スポーツに関するフィールドワーク（４）
第14回：民族スポーツに関するフィールドワーク（５）
第15回：講評

平常点評価 100％ 理論モデルの理解度と独創性

スポーツ人類学演習（２） B（秋学期）
寒川　恒夫

　演習（１）の基礎に立って各受講者は地域と時代あるいは民族を特定し、そこに展開するスポーツあるいは身体の文化研究テーマを
設定する。演習は、設定したテーマに沿って各受講者が研究発表をおこない、これについて討論する形で進められる。フィールドワークは演習（１）
同様、続けられる。

　オリジナルな研究テーマの設定。

第１回：本科目のガイダンス
第２回：テーマ設定のための討論（１）
第３回：テーマ設定のための討論（２）
第４回：テーマ設定のための討論（３）
第５回：テーマ設定のための討論（４）
第６回：テーマ設定のための討論（５）
第７回：テーマ設定のための討論（６）
第８回：研究発表（１）
第９回：研究発表（２）
第10回：民族スポーツに関するフィールドワーク（１）
第11回：民族スポーツに関するフィールドワーク（２）
第12回：民族スポーツに関するフィールドワーク（３）
第13回：民族スポーツに関するフィールドワーク（４）
第14回：民族スポーツに関するフィールドワーク（５）
第15回：講評

平常点評価 100％ 理論モデルの理解度と独創性



演
習
科
目
（
修
士
）

ス

ポ

ー

ツ

文

化

スポーツ倫理学・教育学演習（１） A（春学期）
友添　秀則

　スポーツ教育学・倫理学の文献について講読する。加えて、修士論文執筆のために方法論についても講ずる。

　スポーツ教育学・倫理学の研究方法についての理解を深める。

第１回：オリエンテーション
第２回：文献収集の方法（１）
第３回：文献収集の方法（２）
第４回：レジメ作成の方法
第５回：スポーツ教育学・倫理学の先行文献の分析方法（１）
第６回：スポーツ教育学・倫理学の先行文献の分析方法（２）
第７回：スポーツ教育学・倫理学文献の輪読・討議（１）
第８回：スポーツ教育学・倫理学文献の輪読・討議（２）
第９回：スポーツ教育学・倫理学文献の輪読・討議（３）
第10回：スポーツ教育学・倫理学文献の輪読・討議（４）
第11回：スポーツ教育学・倫理学文献の輪読・討議（５）
第12回：スポーツ教育学・倫理学文献の輪読・討議（６）
第13回：スポーツ教育学・倫理学文献の輪読・討議（７）
第14回：スポーツ教育学・倫理学文献の輪読・討議（８）
第15回：スポーツ教育学・倫理学文献の輪読・討議の総括

　体育の人間形成論（大修館書店）

平常点評価 100％ 各個人に割りあてられたテーマに関する発表内容について評価する。

スポーツ倫理学・教育学演習（１） B（秋学期）
友添　秀則

　スポーツ教育学・倫理学の文献について講読する。加えて、修士論文執筆のために方法論についても講ずる。

　スポーツ教育学・倫理学の研究方法についての理解を深める。

第１回：スポーツ教育学に関する先行研究の分析・発表（１）
第２回：スポーツ教育学に関する先行研究の分析・発表（２）
第３回：スポーツ教育学に関する先行研究の分析・発表（３）
第４回：スポーツ教育学に関する先行研究の分析・発表（４）
第５回：スポーツ教育学に関する先行研究の分析・発表（５）
第６回：体育・スポーツにおける倫理学的研究の分析・発表（１）
第７回：体育・スポーツにおける倫理学的研究の分析・発表（２）
第８回：体育・スポーツにおける倫理学的研究の分析・発表（３）
第９回：体育・スポーツにおける倫理学的研究の分析・発表（４）
第10回：体育・スポーツにおける倫理学的研究の分析・発表（５）
第11回：文献研究に必要とされるスキル（１）
第12回：文献研究に必要とされるスキル（２）
第13回：文献研究に必要とされるスキル（３）
第14回：論文構想の設定
第15回：総括と今後の課題

　体育の人間形成論（大修館書店）

平常点評価 100％ 各個人に割りあてられたテーマに関する発表内容について評価する。
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スポーツ倫理学・教育学演習（２） A（春学期）
友添　秀則

　演習（１）に引き続いて、スポーツ教育学・倫理学に関する修士論文の作成方略について講じる。各自の問題意識に応じて論文執筆
に必要なスキルや研究方法について、発表・討議を通して深め、修士論文を完成させることを目的とする。２年次の履修を原則とする。

　スポーツ教育学・倫理学を研究対象とする論文作成の方法論を習得することを目標とする。

第１回：オリエンテーション
第２回：修士論文執筆と文献収集の方法（１）
第３回：修士論文執筆と文献収集の方法（２）
第４回：発表レジメ作成の方法
第５回：スポーツ教育学・倫理学の先行文献の分析方法（１）
第６回：スポーツ教育学・倫理学の先行文献の分析方法（２）
第７回：スポーツ教育学・倫理学研究に関する発表（１）
第８回：スポーツ教育学・倫理学研究に関する発表（２）
第９回：スポーツ教育学・倫理学研究に関する発表（３）
第10回：スポーツ教育学・倫理学研究に関する発表（４）
第11回：スポーツ教育学・倫理学研究に関する発表（５）
第12回：スポーツ教育学・倫理学研究に関する発表（６）
第13回：スポーツ教育学・倫理学研究に関する発表（７）
第14回：スポーツ教育学・倫理学研究に関する発表（８）
第15回：スポーツ教育学・倫理学に関する研究発表の総括

平常点評価 100％ 各個人に割りあてられたテーマに関する発表内容について評価する。

スポーツ倫理学・教育学演習（２） B（秋学期）
友添　秀則

　演習（１）に引き続いて、スポーツ教育学・倫理学に関する修士論文の作成方略について講じる。各自の問題意識に応じて論文執筆
に必要なスキルや研究方法について、発表・討議を通して深め、修士論文を完成させることを目的とする。２年次の履修を原則とする。

　スポーツ教育学・倫理学を研究対象とする論文作成の方法論を習得することを目標とする。

第１回：修士論文の構想・発表・討議（１）
第２回：修士論文の構想・発表・討議（２）
第３回：修士論文の構想・発表・討議（３）
第４回：修士論文の構想・発表・討議（４）
第５回：修士論文の構想・発表・討議（５）
第６回：修士論文の構築に必要な研究方略（１）
第７回：修士論文の構築に必要な研究方略（２）
第８回：修士論文の構築に必要な研究方略（３）
第９回：修士論文の構築に必要な研究方略（４）
第10回：修士論文の構築に必要な研究方略（５）
第11回：修士論文の構築に必要な研究方略（６）
第12回：修士論文の構築に必要な研究方略（７）
第13回：演習のまとめ（１）
第14回：演習のまとめ（２）
第15回：総括と今後の課題

平常点評価 100％ 各個人に割りあてられたテーマに関する発表内容について評価する。
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スポーツメディア論演習（１） A（春学期）
トンプソン　リー　Ａ.

　スポーツとメディアを取り上げる文献を読むことによって、その関係の理解を深める。研究の課題、主流理論、研究方法などを学ぶ
ことによって、自らの研究の参考にする。全員で共通な文献を読み、ディスカッションする。
　（１）ではカナダの大学生向きに編制されたスポーツ社会学のテキストを取り上げる。

　スポーツと社会の関係を捉える様々な視点を理解すること。スポーツメディア研究の概要を把握すること。

第１回：ガイダンス
第２回：文献講読とディスカッション
第３回：文献講読とディスカッション
第４回：文献講読とディスカッション
第５回：文献講読とディスカッション
第６回：文献講読とディスカッション
第７回：文献講読とディスカッション
第８回：文献講読とディスカッション
第９回：文献講読とディスカッション
第10回：文献講読とディスカッション
第11回：文献講読とディスカッション
第12回：文献講読とディスカッション
第13回：文献講読とディスカッション
第14回：文献講読とディスカッション
第15回：文献講読とディスカッション

　J.コークリー／P.ドネリー著、前田和司、大沼義彦、松村和則共編訳『現代スポーツの社会学：課題と共生への道のり』南窓社、2011年。

平常点評価 100％ 授業への準備と貢献を評価する。

スポーツメディア論演習（１） B（秋学期）
トンプソン　リー　Ａ.

　スポーツとメディアを取り上げる文献を読むことによって、その関係の理解を深める。研究の課題、主流理論、研究方法などを学ぶ
ことによって、自らの研究の参考にする。全員で共通な文献を読み、ディスカッションする。
　（１）カナダの大学生向きに編制されたスポーツ社会学のテキストを取り上げる。

　スポーツと社会の関係を捉える様々な視点を理解すること。スポーツメディア研究の概要を把握すること。英文の読解力を身
につけること。

第１回：文献講読とディスカッション
第２回：文献講読とディスカッション
第３回：文献講読とディスカッション
第４回：文献講読とディスカッション
第５回：文献講読とディスカッション
第６回：文献講読とディスカッション
第７回：文献講読とディスカッション
第８回：文献講読とディスカッション
第９回：文献講読とディスカッション
第10回：文献講読とディスカッション
第11回：文献講読とディスカッション
第12回：文献講読とディスカッション
第13回：文献講読とディスカッション
第14回：文献講読とディスカッション
第15回：文献講読とディスカッション

　J.コークリー／P.ドネリー著、前田和司／大沼義彦／松村和則共編訳『現代スポーツの社会学：課題と共生への道のり』南窓社、2011年

平常点評価 100％ 授業への準備と貢献を評価する。
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スポーツメディア論演習（２） A（春学期）
トンプソン　リー　Ａ.

　履修登録しているか関係なく、ゼミの全ての院生が参加することになっている。研究の課題、主流理論、研究方法などを学ぶことによっ
て、自らの研究の参考にする。順番で各自が自らの研究を報告し、全員でそれについて議論する。

　スポーツと社会の関係を捉える様々な視点を理解すること。スポーツメディア研究の概要を把握すること。自らの研究テーマ
の文献を収集し、精読すること。

第１回：ガイダンス
第２回：発表とディスカッション
第３回：発表とディスカッション
第４回：発表とディスカッション
第５回：発表とディスカッション
第６回：発表とディスカッション
第７回：発表とディスカッション
第８回：発表とディスカッション
第９回：発表とディスカッション
第10回：発表とディスカッション
第11回：発表とディスカッション
第12回：発表とディスカッション
第13回：発表とディスカッション
第14回：発表とディスカッション
第15回：発表とディスカッション

　適時に指定する。

平常点評価 100％ 授業への準備と貢献を評価する。

スポーツメディア論演習（２） B（秋学期）
トンプソン　リー　Ａ.

　履修登録しているか関係なく、ゼミの全ての院生が参加することになっている。研究の課題、主流理論、研究方法などを学ぶことによっ
て、自らの研究の参考にする。順番で各自が自らの研究を報告し、全員でそれについて議論する。

　スポーツと社会の関係を捉える様々な視点を理解すること。スポーツメディア研究の概要を把握すること。自らの研究テーマ
の文献を収集し、精読すること。

第１回：発表とディスカッション
第２回：発表とディスカッション
第３回：発表とディスカッション
第４回：発表とディスカッション
第５回：発表とディスカッション
第６回：発表とディスカッション
第７回：発表とディスカッション
第８回：発表とディスカッション
第９回：発表とディスカッション
第10回：発表とディスカッション
第11回：発表とディスカッション
第12回：発表とディスカッション
第13回：発表とディスカッション
第14回：発表とディスカッション
第15回：発表とディスカッション

　適時に指定する。

平常点評価 100％ 授業への準備と貢献を評価する。
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スポーツ社会学演習（１） A（春学期）
宮内　孝知

　スポーツ社会学は広い研究領域を有することから、本演習では、スポーツ社会学の研究誌、著作から幅広く原著、総説、論文等を選び、
分担講読を通して、スポーツ社会学の理解を深めるとともに、スポーツ社会の研究領域を把握するようにする。

　広い研究領域のなかで自身の研究領域を特定することを目標とする。

第１回：受講者の希望を聴取しながら、主テーマ・副テーマを決定する。
第２回：受講者の希望を聴取しながら、主テーマ・副テーマを決定する。
第３回：受講者の希望を聴取しながら、主テーマ・副テーマを決定する。
第４回：受講者の希望を聴取しながら、主テーマ・副テーマを決定する。
第５回：受講者の希望を聴取しながら、主テーマ・副テーマを決定する。
第６回：受講者の希望を聴取しながら、主テーマ・副テーマを決定する。
第７回：受講者の希望を聴取しながら、主テーマ・副テーマを決定する。
第８回：受講者の希望を聴取しながら、主テーマ・副テーマを決定する。
第９回：受講者の希望を聴取しながら、主テーマ・副テーマを決定する。
第10回：受講者の希望を聴取しながら、主テーマ・副テーマを決定する。
第11回：受講者の希望を聴取しながら、主テーマ・副テーマを決定する。
第12回：受講者の希望を聴取しながら、主テーマ・副テーマを決定する。
第13回：受講者の希望を聴取しながら、主テーマ・副テーマを決定する。
第14回：受講者の希望を聴取しながら、主テーマ・副テーマを決定する。
第15回：受講者の希望を聴取しながら、主テーマ・副テーマを決定する。

レポート 30％ レジュメ
平常点評価 30％ ディスカッション
そ の 他 40％ 出席等

スポーツ社会学演習（１） B（秋学期）
宮内　孝知

　スポーツ社会学は広い研究領域を有することから、本演習では、スポーツ社会学の研究誌、著作から幅広く原著、総説、論文等を選び、
分担講読を通して、スポーツ社会学の理解を深めるとともに、スポーツ社会の研究領域を把握するようにする。

　広い研究領域のなかで自身の研究領域を特定することを目標とする。

第１回：受講者の希望を聴取しながら、主テーマ・副テーマを決定する。
第２回：受講者の希望を聴取しながら、主テーマ・副テーマを決定する。
第３回：受講者の希望を聴取しながら、主テーマ・副テーマを決定する。
第４回：受講者の希望を聴取しながら、主テーマ・副テーマを決定する。
第５回：受講者の希望を聴取しながら、主テーマ・副テーマを決定する。
第６回：受講者の希望を聴取しながら、主テーマ・副テーマを決定する。
第７回：受講者の希望を聴取しながら、主テーマ・副テーマを決定する。
第８回：受講者の希望を聴取しながら、主テーマ・副テーマを決定する。
第９回：受講者の希望を聴取しながら、主テーマ・副テーマを決定する。
第10回：受講者の希望を聴取しながら、主テーマ・副テーマを決定する。
第11回：受講者の希望を聴取しながら、主テーマ・副テーマを決定する。
第12回：受講者の希望を聴取しながら、主テーマ・副テーマを決定する。
第13回：受講者の希望を聴取しながら、主テーマ・副テーマを決定する。
第14回：受講者の希望を聴取しながら、主テーマ・副テーマを決定する。
第15回：受講者の希望を聴取しながら、主テーマ・副テーマを決定する。

レポート 30％ レジュメ
平常点評価 30％ ディスカッション
そ の 他 40％ 出席等
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スポーツ社会学演習（２） A（春学期）
宮内　孝知

　演習（１）における研究領域の把握を基に、各自がテーマ設定をし、関連文献を講読しながら、修士論文研究課題を求めていく。必
要に応じては、社会調査の方法をとることも必要となろう。

　スポーツ社会学を志向する資質を育てるとともに、修士論文の作成をする。

第１回：受講者の修士論文テーマに即したレジュメを明らかにし、その研究方法について具体的な検討をする。
第２回：受講者の修士論文テーマに即したレジュメを明らかにし、その研究方法について具体的な検討をする。
第３回：受講者の修士論文テーマに即したレジュメを明らかにし、その研究方法について具体的な検討をする。
第４回：受講者の修士論文テーマに即したレジュメを明らかにし、その研究方法について具体的な検討をする。
第５回：受講者の修士論文テーマに即したレジュメを明らかにし、その研究方法について具体的な検討をする。
第６回：受講者の修士論文テーマに即したレジュメを明らかにし、その研究方法について具体的な検討をする。
第７回：受講者の修士論文テーマに即したレジュメを明らかにし、その研究方法について具体的な検討をする。
第８回：受講者の修士論文テーマに即したレジュメを明らかにし、その研究方法について具体的な検討をする。
第９回：受講者の修士論文テーマに即したレジュメを明らかにし、その研究方法について具体的な検討をする。
第10回：受講者の修士論文テーマに即したレジュメを明らかにし、その研究方法について具体的な検討をする。
第11回：受講者の修士論文テーマに即したレジュメを明らかにし、その研究方法について具体的な検討をする。
第12回：受講者の修士論文テーマに即したレジュメを明らかにし、その研究方法について具体的な検討をする。
第13回：受講者の修士論文テーマに即したレジュメを明らかにし、その研究方法について具体的な検討をする。
第14回：受講者の修士論文テーマに即したレジュメを明らかにし、その研究方法について具体的な検討をする。
第15回：受講者の修士論文テーマに即したレジュメを明らかにし、その研究方法について具体的な検討をする。

レポート 30％ レジュメ
平常点評価 30％ ディスカッション
そ の 他 40％ 出席等

スポーツ社会学演習（２） B（秋学期）
宮内　孝知

　演習（１）における研究領域の把握を基に、各自がテーマ設定をし、関連文献を講読しながら、修士論文研究課題を求めていく。必
要に応じては、社会調査の方法をとることも必要となろう。

　スポーツ社会学を志向する資質を育てるとともに、修士論文の作成をする。

第１回：受講者の修士論文テーマに即したレジュメを明らかにし、その研究方法について具体的な検討をする。
第２回：受講者の修士論文テーマに即したレジュメを明らかにし、その研究方法について具体的な検討をする。
第３回：受講者の修士論文テーマに即したレジュメを明らかにし、その研究方法について具体的な検討をする。
第４回：受講者の修士論文テーマに即したレジュメを明らかにし、その研究方法について具体的な検討をする。
第５回：受講者の修士論文テーマに即したレジュメを明らかにし、その研究方法について具体的な検討をする。
第６回：受講者の修士論文テーマに即したレジュメを明らかにし、その研究方法について具体的な検討をする。
第７回：受講者の修士論文テーマに即したレジュメを明らかにし、その研究方法について具体的な検討をする。
第８回：受講者の修士論文テーマに即したレジュメを明らかにし、その研究方法について具体的な検討をする。
第９回：受講者の修士論文テーマに即したレジュメを明らかにし、その研究方法について具体的な検討をする。
第10回：受講者の修士論文テーマに即したレジュメを明らかにし、その研究方法について具体的な検討をする。
第11回：受講者の修士論文テーマに即したレジュメを明らかにし、その研究方法について具体的な検討をする。
第12回：受講者の修士論文テーマに即したレジュメを明らかにし、その研究方法について具体的な検討をする。
第13回：受講者の修士論文テーマに即したレジュメを明らかにし、その研究方法について具体的な検討をする。
第14回：受講者の修士論文テーマに即したレジュメを明らかにし、その研究方法について具体的な検討をする。
第15回：受講者の修士論文テーマに即したレジュメを明らかにし、その研究方法について具体的な検討をする。

レポート 30％ レジュメ
平常点評価 30％ ディスカッション
そ の 他 40％ 出席等



演
習
科
目
（
修
士
）

ス

ポ

ー

ツ

文

化

スポーツ史演習（１） A（春学期）
石井　昌幸

　各自個別研究を行い、その成果を発表し、ディスカッションと教員の指導によって深めていくことと、学術的英文の精読演習とを並
行して行う。後者では、テキストを読解しながら、学術書の精読に慣れるとともに、教員の解説を通じて、アメリカ・スポーツ史とその特質につい
ての専門的知識を得る。

　スポーツ文化の形成と変遷について、歴史学の方法を用いて研究するための専門的知識と技法を習得する。また、学術的な英
文を精読するための技術もあわせて習得する。

第１回：ガイダンス、テキストの紹介、個人研究テーマ決定に関する指導と議論
第２回：テキストの精読・解説・議論 <１> 工業化社会における文化（１）
第３回：テキストの精読・解説・議論 <２> 工業化社会における文化（２）
第４回：テキストの精読・解説・議論 <３> アメリカにおけるスポーツ空間の形成（１）
第５回：テキストの精読・解説・議論 <４> アメリカにおけるスポーツ空間の形成（２）
第６回：個人研究の発表とディスカッション・指導 <１>
第７回：テキストの精読・解説・議論 <５> アメリカ例外主義とはなにか（１）
第８回：テキストの精読・解説・議論 <６> アメリカ例外主義とはなにか（２）
第９回：テキストの精読・解説・議論 <７> 20世紀後半アメリカにおけるスポーツ空間の再編（１）
第10回：テキストの精読・解説・議論 <８> 20世紀後半アメリカにおけるスポーツ空間の再編（２）
第11回：個人研究の発表とディスカッション・指導 <２>
第12回：テキストの精読・解説・議論 <９> 北米サッカー・リーグからメジャーリーグ・サッカーへ（１）
第13回：テキストの精読・解説・議論 <10> 北米サッカー・リーグからメジャーリーグ・サッカーへ（２）
第14回：テキストの精読・解説・議論 <11> ワールドカップとアメリカ人（１）
第15回：テキストの精読・解説・議論 <12> ワールドカップとアメリカ人（２）

　Andrei S. Markovits and Steven L. Hellerman, Offside: Soccer and American Exeptionalism, Princeton University Press: 
Princeton, 2001.

　授業時に参考資料となるプリントを配布。

試　　験 実施しません。
レポート 30％ 学期末に課すレポートにより採点します。
平常点評価 70％ テキスト輪読時に英語の読解力・論旨の理解力等を基準として判断します。また、個人研究発表の質（史料収集力、分析の精緻さ、

論理的な議論を組み立てる力などの観点から判断）と、ディスカッションの力・積極性もあわせて判断基準とします。

スポーツ史演習（１） B（秋学期）
石井　昌幸

　各自個別研究を行い、その成果を発表し、ディスカッションと教員の指導によって深めていくことと、学術的英文の精読演習とを並
行して行う。後者では、テキストを読解しながら、学術書の精読に慣れるとともに、教員の解説を通じて、イギリス現代スポーツ史とその特質につ
いての専門的知識を得る。

　スポーツ文化の形成と変遷について、歴史学の方法を用いて研究するための専門的技法を習得する。また、学術的な英文を精
読するための技術もあわせて習得する。

第１回：ガイダンス、テキストの紹介、個人研究テーマ決定に関する指導と議論
第２回：テキストの精読・解説・議論 <１> スポーツへの参加と観戦（１）
第３回：テキストの精読・解説・議論 <２> スポーツへの参加と観戦（２）
第４回：テキストの精読・解説・議論 <３> 戦後イギリス・スポーツの再編過程（１）
第５回：テキストの精読・解説・議論 <４> 戦後イギリス・スポーツの再編過程（２）
第６回：個人研究の発表とディスカッション・指導 <１>
第７回：テキストの精読・解説・議論 <５> 現代におけるアマチュアリズム（１）
第８回：テキストの精読・解説・議論 <６> 現代におけるアマチュアリズム（２）
第９回：テキストの精読・解説・議論 <７> イギリスにおけるプロ・スポーツの伝統（１）
第10回：テキストの精読・解説・議論 <８> イギリスにおけるプロ・スポーツの伝統（２）
第11回：個人研究の発表とディスカッション・指導 <２>
第12回：テキストの精読・解説・議論 <９> 現代イギリス・スポーツとメディア
第13回：テキストの精読・解説・議論 <10> イギリス・スポーツとエスニシティ
第14回：テキストの精読・解説・議論 <11> イギリス・スポーツと政府
第15回：総括と次年度へ向けての課題の議論

　Richard Holt and Tony Mason, Sport in Britain 1945-2000, Blackwell: Oxford, 2000.

試　　験 実施しません。
レポート 30％ 学期末に課すレポートにより採点します。
平常点評価 70％ テキスト輪読時に英語の読解力・論旨の理解力等を基準として判断します。また、個人研究発表の質（史料収集力、分析の精緻さ、

論理的な議論を組み立てる力などの観点から判断）と、ディスカッションの力・積極性もあわせて判断基準とします。
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スポーツ史演習（２） A（春学期）
石井　昌幸

　各自個別研究を行い、その成果を発表し、ディスカッションと教員による指導によって深めていくことと、学術的英文の精読演習と
を並行して行う。後者では、テキストを読解しながら、学術書の精読に慣れるとともに、教員の解説やディスカッションを通じて、スポーツのグロー
バル化についての専門的知識を深める。

　スポーツ文化の形成と変遷についての研究を歴史学の方法を用いて実践する。また、学術的な英文を精読し、知識を深めると
ともに、それについてディスカッションする力を身につける。

第１回：ガイダンス、テキストの紹介、個人研究テーマ決定に関する指導と議論
第２回：テキストの精読・解説・議論 <１> スポーツとグローバル化
第３回：テキストの精読・解説・議論 <２> 現代スポーツと大衆消費文化（１）
第４回：テキストの精読・解説・議論 <３> 現代スポーツと大衆消費文化（２）
第５回：テキストの精読・解説・議論 <４> グローバル化のなかのローカル・スポーツ
第６回：個人研究の発表とディスカッション・指導 <１>
第７回：テキストの精読・解説・議論 <５> スポーツ移民（１）
第８回：テキストの精読・解説・議論 <６> スポーツ移民（２）
第９回：テキストの精読・解説・議論 <７> 野球はグローバル・スポーツか？（１）
第10回：テキストの精読・解説・議論 <８> 野球はグローバル・スポーツか？（２）
第11回：個人研究の発表とディスカッション・指導 <２>
第12回：テキストの精読・解説・議論 <９> スポーツとグローバル企業（１）
第13回：テキストの精読・解説・議論 <10> スポーツとグローバル企業（２）
第14回：テキストの精読・解説・議論 <11> 紛争地域におけるスポーツ
第15回：テキストの精読・解説・議論 <12> まとめとディスカッション

　R. Giulianotti and R. Robertson（eds.）, Globalization and Sport, Blackwell: Oxford, 2007.

　授業時に参考資料となるプリントを配布。

試　　験 実施しません。
レポート 30％ 学期末に課すレポートにより採点します。
平常点評価 70％ テキスト輪読時に英語の読解力・論旨の理解力等を基準として判断します。また、個人研究発表の質（史料収集力、分析の精緻さ、

論理的な議論を組み立てる力などの観点から判断）と、ディスカッションの力・積極性もあわせて判断基準とします。

スポーツ史演習（２） B（秋学期）
石井　昌幸

　各自個別研究を行い、その成果を発表し、ディスカッションと教員による指導によって深めていくことと、学術的英文の精読演習と
を並行して行う。後者では、テキストを読解しながら、学術書の精読に慣れるとともに、教員の解説やディスカッションを通じて、20世紀における
国際社会の諸問題とスポーツの関係についての専門的知識を深める。

　スポーツ文化の形成と変遷についての研究を歴史学の方法を用いて実践する。また、学術的な英文を精読し、知識を深めると
ともに、それについてディスカッションする力を身につける。

第１回：ガイダンス、テキストの紹介、個人研究テーマ決定に関する指導と議論
第２回：テキストの精読・解説・議論 <１> オリンピックと国際政治
第３回：テキストの精読・解説・議論 <２> 国際サッカー連盟（FIFA）の歴史と諸問題
第４回：テキストの精読・解説・議論 <３> ファシズム下のスポーツと世界
第５回：テキストの精読・解説・議論 <４> 共産主義諸国とスポーツ
第６回：個人研究の発表とディスカッション・指導 <１>
第７回：テキストの精読・解説・議論 <５>国際労働者スポーツ運動
第８回：テキストの精読・解説・議論 <６> 現代の宗教とスポーツ
第９回：テキストの精読・解説・議論 <７> スポーツのなかの女性
第10回：テキストの精読・解説・議論 <８> スポーツと人種差別
第11回：個人研究の発表とディスカッション・指導 <２>
第12回：テキストの精読・解説・議論 <９> 障害者スポーツの現在
第13回：テキストの精読・解説・議論 <10> FIFAワールドカップとグローバル・ビジネス
第14回：テキストの精読・解説・議論 <11> 衛星放送メディアとスポーツ
第15回：テキストの精読・解説・議論 <12> まとめとディスカッション

　Jim Riordan and Arnd Kruger, The International Politics of Sport in the 20th Century, E ＆ FN Spon: London, 1999.

試　　験 実施しません。
レポート 30％ 学期末に課すレポートにより採点します。
平常点評価 70％ テキスト輪読時に英語の読解力・論旨の理解力等を基準として判断します。また、個人研究発表の質（史料収集力、分析の精緻さ、

論理的な議論を組み立てる力などの観点から判断）と、ディスカッションの力・積極性もあわせて判断基準とします。
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舞踊論演習（１） A（春学期）
杉山　千鶴

　本演習は舞踊文化に対する視野と理解を広めることを目的とする。主に夏季に国内で実施される民俗・伝統芸能を対象とし、授業期
間中はこれに関する選考研究や文献・資料を講読して理解を深め、夏季休業中にフィールドワークを行う。

　充実したフィールドワーク

第１回：本演習と夏季フィールドワークのガイダンス
第２回：当該地域に関する文献・資料の講読（１）
第３回：当該地域に関する文献・資料の講読（２）
第４回：当該地域に関する文献・資料の講読（３）
第５回：当該地域に関する文献・資料の講読（４）
第６回：当該地域に関する文献・資料の講読（５）
第７回：当該民俗・伝統芸能に関する文献・資料・先行研究の講読（１）
第８回：当該民俗・伝統芸能に関する文献・資料・先行研究の講読（２）
第９回：当該民俗・伝統芸能に関する文献・資料・先行研究の講読（３）
第10回：当該民俗・伝統芸能に関する文献・資料・先行研究の講読（４）
第11回：当該民俗・伝統芸能に関する文献・資料・先行研究の講読（５）
第12回：当該民俗・伝統芸能に関する文献・資料・先行研究の講読（６）
第13回：当該民俗・伝統芸能に関する文献・資料・先行研究の講読（７）
第14回：フィールドワークの計画（１）
第15回：フィールドワークの計画（２）

　随時紹介する。

　随時紹介する。

そ の 他 100％ 出席状況（フィールドワークへの参加を含む）・授業への積極的姿勢・作業への主体的関わりを総合して評価する。

　夏季休業中に実施するフィールドワークへの参加を求める。

舞踊論演習（１） B（秋学期）
杉山　千鶴

　演習（１）Aで行ったフィールドワークの総括を行う。問題を設定し、これについてフィールドワークで得た見聞や資料を元に報告
書を作成する。報告書作成の過程で、この問題点について検討するとともに、補充として先行研究や資料の講読を行う。

　①現象に対する問題意識を養う。②明瞭かつ論理的な文章作成力。

第１回：ガイダンス 
第２回：フィールドワークの振り返りと検討
第３回：フィールドワークの検討と問題の設定
第４回：報告書の作成①、問題の検討、先行研究・資料の講読①
第５回：報告書の作成②、問題の検討、先行研究・資料の講読②
第６回：報告書の作成③、問題の検討、先行研究・資料の講読③
第７回：報告書の作成④、問題の検討、先行研究・資料の講読④
第８回：報告書の作成⑤、問題の検討、先行研究・資料の講読⑤
第９回：報告書の作成⑥、問題の検討、先行研究・資料の講読⑥
第10回：報告書の作成⑦、写真資料の選択と活用①
第11回：報告書の作成⑧、写真資料の選択と活用②
第12回：報告書の作成⑨
第13回：抄録の作成①
第14回：抄録の作成②
第15回：総括

　随時教場で紹介する。

　随時教場で紹介する。

レポート 50％ 報告書の内容
そ の 他 50％ 授業への意欲的姿勢
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舞踊論演習（２） A（春学期）
杉山　千鶴

　『DANCE IN THE FIELD』を講読する。前年度に演習（１）Aを履修した者にはフィールドワークの経験を踏まえて強い意識を持っ
て理解し、同科目を今年度履修している者には今後実施するフィールドワークを念頭に置く。また、自身が携わっている舞踊の諸ジャンルやスポー
ツ種目等々を研究対象とする場合、本書の講読を通して、それらを研究対象に据えるための客体化を図り、客観的に語ることを目指す。

　研究対象の客体化。

第１回：ガイダンス、文献の紹介
第２回：文献の輪読（１）
第３回：文献の輪読（２）
第４回：文献の輪読（３）
第５回：文献の輪読（４）
第６回：文献の輪読（５）
第７回：文献の輪読（６）
第８回：文献の輪読（７）
第９回：文献の輪読（８）
第10回：文献の輪読（９）
第11回：文献の輪読（10）
第12回：文献の輪読（11）
第13回：文献の輪読（12）
第14回：文献の輪読（13）
第15回：総括

　Theresa j. Buckland：DANCE IN THE FIELD

　随時教場で紹介、指示する。

平常点評価 100％ 発表内容及び授業への積極的かつ意欲的な姿勢を評価する。

舞踊論演習（２） B（秋学期）
杉山　千鶴

　修士論文を念頭に置いた各自の研究テーマに応じた発表と、これを受けてのディスカッションを行う。
　なお11月～12月に開催される舞踊学関連の学会にて、その一部を発表する。

　自己の研究テーマに対する問題意識と愛情を抱く。

第１回：ガイダンス
第２回：修士論文に関する発表・討論（１）
第３回：修士論文に関する発表・討論（２）
第４回：修士論文に関する発表・討論（３）
第５回：修士論文に関する発表・討論（４）
第６回：修士論文に関する発表・討論（５）
第７回：修士論文に関する発表・討論（６）
第８回：修士論文に関する発表・討論（７）
第９回：学会発表予行（１）
第10回：学会発表予行（２）
第11回：修士論文に関する発表・討論（８）
第12回：修士論文に関する発表・討論（９）
第13回：修士論文に関する発表・討論（10）
第14回：プレゼンテーション（１）
第15回：プレゼンテーション（２）・総括

　教場にてプリントを配布する。

　随時教場で紹介、指示する。

そ の 他 100％ 発表内容並びに研究テーマに対する積極的かつ熱い姿勢を評価する。
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体育科教育学演習（１） A（春学期）
吉永　武史

　体育科教育学の研究領域は、授業の前提条件に関わる基礎的研究、授業計画のための理論的研究、授業実践を対象に事実の記述分析
や仮説検証を行う実践的研究によって構成される。本演習では主に、体育科教育の実践のための理論的研究に焦点を当て、体育科教育に関する文献
の講読などを通して、体育科の目的・目標論、教科内容論、教材づくり論、学習指導論、学習評価論について検討していく。加えて、実際の体育授
業の映像分析を通して、体育授業で生起する問題を解決するための授業研究にアプローチしていく。

　本演習では、体育科の目的・目標論、教科内容論、教材づくり論、学習指導論、学習評価論に関する基礎的知識を習得し、体
育科教育の内容論ならびに方法論についての理解を深めていくことを目標とする。

第１回：演習の概要と進め方
第２回：体育科の目的・目標論
第３回：運動領域論：我が国における運動特性の考え方
第４回：体育科の教科内容論（１）教科内容の構造
第５回：体育科の教科内容論（２）運動学習
第６回：体育科の教科内容論（３）認識学習
第７回：体育科の教科内容論（４）社会的学習
第８回：体育科の教科内容論（５）情意的学習
第９回：体育科の教科内容論（６）球技の学習内容
第10回：体育科の教科内容論（７）陸上運動の学習内容
第11回：体育科の教科内容論（８）学習内容としての身体的認識
第12回：体育科の教材づくり論
第13回：体育科の学習指導論（１）学習指導の構造
第14回：体育科の学習指導論（２）授業のイニシアティブ
第15回：小括ならびに中間レポート課題

　竹田清彦ほか編「体育科教育学の探究：体育授業づくりの基礎理論」大修館書店、1997年

シーデントップ著、高橋健夫他訳「体育の教授技術」大修館書店、1998年
高橋健夫ほか編「新版体育科教育学入門」大修館書店、2010年

レポート 50％ 第15回目ならびに第30回目に課題を提示する。与えられた課題について演習での論議内容と関連づけながら深く考察しているか
どうかを評価する。

平常点評価 50％ 与えられたテーマについてレポートをまとめ、適切に報告できているかどうかを評価する。また、出席状況やディスカッションを
含めた授業への積極性を評価する。

体育科教育学演習（１） B（秋学期）
吉永　武史

　体育科教育学の研究領域は、授業の前提条件に関わる基礎的研究、授業計画のための理論的研究、授業実践を対象に事実の記述分析
や仮説検証を行う実践的研究によって構成される。本演習では主に、体育科教育の実践のための理論的研究に焦点を当て、体育科教育に関する文献
の講読などを通して、体育科の目的・目標論、教科内容論、教材づくり論、学習指導論、学習評価論について検討していく。加えて、実際の体育授
業の映像分析を通して、体育授業で生起する問題を解決するための授業研究にアプローチしていく。

　本演習では、体育科の目的・目標論、教科内容論、教材づくり論、学習指導論、学習評価論に関する基礎的知識を習得し、体
育科教育の内容論ならびに方法論についての理解を深めていくことを目標とする。

第１回：体育科の学習指導論（３）学習集団をめぐる論議過程
第２回：体育科の学習指導論（４）教授技術
第３回：体育科の学習評価論（１）学習評価の意義と目的
第４回：体育科の学習評価論（２）学習評価の観点
第５回：体育科の学習評価論（３）学習評価の方法
第６回：体育科の授業研究（１）体育の授業研究のアプローチ
第７回：体育科の授業研究（２）経験的方法による研究
第８回：体育科の授業研究（３）解釈学的方法による研究
第９回：体育科の授業研究（４）授業場面の期間記録法による授業分析
第10回：体育科の授業研究（５）学習従事観察法による授業分析
第11回：体育科の授業研究（６）Group Time Sampling法による授業分析
第12回：体育科の授業研究（７）教師の相互作用行動観察法による授業分析
第13回：体育科の授業研究（８）ナラティブ分析法による授業分析
第14回：体育科の授業研究（９）Game Performance Assessment Instrumentによるゲーム分析
第15回：総括ならびに期末レポート課題

　竹田清彦ほか編「体育科教育学の探究：体育授業づくりの基礎理論」大修館書店、1997年

シーデントップ著、高橋健夫他訳「体育の教授技術」大修館書店、1998年
高橋健夫ほか編「新版体育科教育学入門」大修館書店、2010年

レポート 50％ 第15回目ならびに第30回目に課題を提示する。与えられた課題について演習での論議内容と関連づけながら深く考察しているか
どうかを評価する。

平常点評価 50％ 与えられたテーマについてレポートをまとめ、適切に報告できているかどうかを評価する。また、出席状況やディスカッションを
含めた授業への積極性を評価する。
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体育科教育学演習（２） A（春学期）
吉永　武史

　本演習では、演習（１）における成果をベースに、体育科教育学に関する研究テーマを設定し、研究計画をデザインする。設定した
研究テーマに沿って各自が取り組んだ研究成果を発表し、全体討論によって内容を深めていく。

　本演習では、研究テーマの設定や研究計画の立案、研究成果の発表などに取り組むことで体育科教育学の研究の手続きについ
ての理解を深め、修士論文の作成へとつなげていくことをねらいとする。

第１回：演習の概要と進め方
第２回：研究のテーマ設定ならびに計画デザイン<１>
第３回：研究のテーマ設定ならびに計画デザイン<２>
第４回：研究のテーマ設定ならびに計画デザイン<３>
第５回：研究のテーマ設定ならびに計画デザイン<４>
第６回：研究のテーマ設定ならびに計画デザイン<５>
第７回：研究のテーマ設定ならびに計画デザイン<６>
第８回：研究のテーマ設定ならびに計画デザイン<７>
第９回：資料・データの分析とディスカッション<１>
第10回：資料・データの分析とディスカッション<２>
第11回：資料・データの分析とディスカッション<３>
第12回：資料・データの分析とディスカッション<４>
第13回：資料・データの分析とディスカッション<５>
第14回：資料・データの分析とディスカッション<６>
第15回：資料・データの分析とディスカッション<７>

　必要に応じて適宜紹介する。

　必要に応じて適宜紹介する。

レポート 50％ 与えられた課題について演習での論議内容と関連づけながら深く考察しているかどうかを評価する。
平常点評価 50％ 与えられたテーマについてレポートをまとめ、適切に報告できているかどうかを評価する。また、出席状況やディスカッションを

含めた授業への積極性を評価する。

　本演習の履修は２年次を原則とする。

体育科教育学演習（２） B（秋学期）
吉永　武史

　本演習では、演習（１）における成果をベースに、体育科教育学に関する研究テーマを設定し、研究計画をデザインする。設定した
研究テーマに沿って各自が取り組んだ研究成果を発表し、全体討論によって内容を深めていく。

　本演習では、研究テーマの設定や研究計画の立案、研究成果の発表などに取り組むことで体育科教育学の研究の手続きについ
ての理解を深め、修士論文の作成へとつなげていくことをねらいとする。

第１回：研究の中間報告とディスカッション<１>
第２回：研究の中間報告とディスカッション<２>
第３回：研究の中間報告とディスカッション<３>
第４回：研究の中間報告とディスカッション<４>
第５回：研究の中間報告とディスカッション<５>
第６回：研究の中間報告とディスカッション<６>
第７回：研究の中間報告とディスカッション<７>
第８回：研究成果の発表とディスカッション<１>
第９回：研究成果の発表とディスカッション<２>
第10回：研究成果の発表とディスカッション<３>
第11回：研究成果の発表とディスカッション<４>
第12回：研究成果の発表とディスカッション<５>
第13回：研究成果の発表とディスカッション<６>
第14回：研究成果の発表とディスカッション<７>
第15回：総括

　必要に応じて適宜紹介する。

　必要に応じて適宜紹介する。

レポート 50％ 与えられた課題について演習での論議内容と関連づけながら深く考察しているかどうかを評価する。
平常点評価 50％ 与えられたテーマについてレポートをまとめ、適切に報告できているかどうかを評価する。また、出席状況やディスカッションを

含めた授業への積極性を評価する。

　本演習の履修は２年次を原則とする。
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スポーツ教授学演習（１） A（春学期）
深見　英一郎

　学校の体育授業及び教育的に行われる運動部活動や地域でのスポーツ活動を対象としたカリキュラム研究と学習指導研究について検
討する。また、先行研究の検討及び実際のスポーツ指導場面の映像分析を通して、自らの研究テーマを設定し、研究を計画･遂行できるように研究
指導を行う。

　本演習では、中心課題であるカリキュラム研究と学習指導研究に対する理解を深め、各自の問題意識に応じて論文執筆に必要
なスキルや研究方法についての専門的知識･技術を習得することを目的とする。

第１回：オリエンテーション
第２回：卒論発表と今後の研究課題の検討①
第３回：卒論発表と今後の研究課題の検討②
第４回：卒論発表と今後の研究課題の検討③
第５回：スポーツの教育的可能性
第６回：スポーツ教授学研究の学問体系
第７回：スポーツ授業の目標論
第８回：スポーツ授業の内容論①技術・戦術学習
第９回：スポーツ授業の内容論②認知的・社会的行動学習
第10回：スポーツ授業の内容編成論
第11回：スポーツ授業の教材づくり論
第12回：教授技術①－モニタリングと相互作用－
第13回：教授技術②－マネジメントとインストラクション－
第14回：スポーツ授業の評価論
第15回：まとめ

　高橋健夫ほか著「新版体育科教育学入門」大修館書店、2010年

　必要に応じて適宜紹介する。

レポート 50％ 第15回目及び第30回目に課題を提示する。演習での論議内容の理解度、内容構成、表現力を評価する。
平常点評価 50％ 出席状況ならびに討論を含めた研究課題への取り組みを評価する。

スポーツ教授学演習（１） B（秋学期）
深見　英一郎

　学校の体育授業及び教育的に行われる運動部活動や地域でのスポーツ活動を対象としたカリキュラム研究と学習指導研究について検
討する。また、先行研究の検討及び実際のスポーツ指導場面の映像分析を通して、自らの研究テーマを設定し、研究を計画･遂行できるように研究
指導を行う。

　本演習では、中心課題であるカリキュラム研究と学習指導研究に対する理解を深め、各自の問題意識に応じて論文執筆に必要
なスキルや研究方法についての専門的知識･技術を習得することを目的とする。

第１回：オリエンテーション
第２回：文献（目標論）の輪読・討議①
第３回：文献（目標論）の輪読・討議②
第４回：個人研究の発表・討議①
第５回：文献（内容論）の輪読・討議①
第６回：文献（内容論）の輪読・討議②
第７回：文献（内容編成論）の輪読・討議①
第８回：文献（内容編成論）の輪読・討議②
第９回：個人研究の発表・討議②
第10回：文献（教材づくり）の輪読・討議①
第11回：文献（教材づくり）の輪読・討議②
第12回：文献（教授技術）の輪読・討議①
第13回：文献（教授技術）の輪読・討議②
第14回：個人研究の発表・討議③
第15回：総括

　高橋健夫ほか著「新版体育科教育学入門」大修館書店、2010年

　必要に応じて適宜紹介する。

レポート 50％ 第15回目及び第30回目に課題を提示する。演習での論議内容の理解度、内容構成、表現力を評価する。
平常点評価 50％ 出席状況ならびに討論を含めた研究課題への取り組みを評価する。
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スポーツ教授学演習（２） A（春学期）
深見　英一郎

　演習（１）における成果をベースに、スポーツ教授学に関する研究テーマを設定し、研究計画をデザインする。設定した研究テーマに沿っ
て各自が取り組んだ研究成果を発表し、全体討論によって内容を深める。

　本演習では、各種学会での発表予行、研究の進捗状況に関する定期的な発表・討論を行うとともに、修士論文を完成させるこ
とを目的とする。

第１回：オリエンテーション
第２回：研究テーマの選び方・絞り方①
第３回：研究テーマの選び方・絞り方②
第４回：研究テーマの選び方・絞り方③
第５回：仮説の立て方と実験方法①
第６回：仮説の立て方と実験方法②
第７回：仮説の立て方と実験方法③
第８回：要旨、結論の書き方①
第９回：要旨、結論の書き方②
第10回：学術雑誌・書籍の検索
第11回：文献リストの作り方、引用の仕方と著作権
第12回：論文構成の考え方①
第13回：論文構成の考え方②
第14回：論文構成の考え方③
第15回：まとめ

　必要に応じて適宜紹介する。

　必要に応じて適宜紹介する。

平常点評価 100％ 研究課題に取り組む姿勢とその成果により評価する。

スポーツ教授学演習（２） B（秋学期）
深見　英一郎

　演習（１）における成果をベースに、スポーツ教授学に関する研究テーマを設定し、研究計画をデザインする。設定した研究テーマに沿っ
て各自が取り組んだ研究成果を発表し、全体討論によって内容を深める。

　本演習では、各種学会での発表予行、研究の進捗状況に関する定期的な発表・討論を行うとともに、修士論文を完成させるこ
とを目的とする。

第１回：研究の方向性の確認
第２回：修士論文・中間発表①
第３回：修士論文・中間発表②
第４回：効果的な図表の作成方法
第５回：プレゼンテーションの仕方
第６回：実証的データの集め方
第７回：学術誌への論文投稿の仕方
第８回：レフリー（査読者）レポートの書き方
第９回：資料・データの分析と討議①
第10回：資料・データの分析と討議②
第11回：資料・データの分析と討議③
第12回：研究成果の発表①
第13回：研究成果の発表②
第14回：研究成果の発表③
第15回：総括

　必要に応じて適宜紹介する。

　必要に応じて適宜紹介する。

平常点評価 100％ 研究課題に取り組む姿勢とその成果により評価する。
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スポーツ経営学演習（１） A（春学期）
木村　和彦

　個別のスポーツ経営領域または経営体（事業所）を対象に対して、主に経営学的なアプローチを用いてスポーツ経営現象の解明のた
めの方法論を学び、研究成果を実践的な経営課題の解決につなげる提案力を高めていくために、具体的には経営戦略や事業戦略、マーケティングと
消費者行動、組織と人的資源マネジメントなどに焦点を当てケーススタディを行い、経営の改善に向けた提案を行う。

　個別のスポーツ経営領域または経営体（事業所）を対象に対して、主に経営学的なアプローチを用いてスポーツ経営現象の解
明のための方法論を学び、研究成果を実践的な経営課題の解決につなげる提案力を養う。

第１回：オリエンテーション：本授業の進め方
第２回：ケーススタディの方法論（１）
第３回：ケーススタディの方法論（２）
第４回：ケーススタディの方法論（３）
第５回：ケーススタディの方法論（４）
第６回：方法論に関する小テスト
第７回：ケースの選定
第８回：SWOT分析
第９回：SWOT分析
第10回：経営戦略と事業戦略
第11回：経営戦略と事業戦略
第12回：マーケティングと消費者行動
第13回：マーケティングと消費者行動
第14回：組織と人的資源マネジメント
第15回：小テストと解説

試　　験 40％ ２回の小テスト。
平常点評価 60％ 出席と発表。

スポーツ経営学演習（１） B（秋学期）
木村　和彦

　個別のスポーツ経営領域または経営体（事業所）を対象に対して、主に経営学的なアプローチを用いてスポーツ経営現象の解明のた
めの方法論を学び、研究成果を実践的な経営課題の解決につなげる提案力を高めていくために、具体的には経営戦略や事業戦略、マーケティングと
消費者行動、組織と人的資源マネジメントなどに焦点を当てケーススタディを行い、経営の改善に向けた提案を行う。

　個別のスポーツ経営領域または経営体（事業所）を対象に対して、主に経営学的なアプローチを用いてスポーツ経営現象の解
明のための方法論を学び、研究成果を実践的な経営課題の解決につなげる提案力を養う。

第１回：オリエンテーション
第２回：中間発表１
第３回：中間発表２
第４回：中間発表３
第５回：プレゼンテーションの方法１
第６回：プレゼンテーションの方法２
第７回：企画提案の方法１
第８回：企画提案の方法２
第９回：最終発表と討議１
第10回：最終発表と討議２
第11回：最終発表と討議３
第12回：最終発表と討議４
第13回：最終発表と討議５
第14回：プレゼンと企画提案に関する小テストと解説
第15回：総括

試　　験 20％ １回の小テスト。
平常点評価 80％ ２回の発表。
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スポーツ経営学演習（２） A（春学期）
木村　和彦

　個別のスポーツ経営領域または経営体（事業所）を対象に対して、主に経営学的なアプローチを用いてスポーツ経営現象の解明のた
めの方法論を学び、研究成果を実践的な経営課題の解決につなげる提案力を高めていくために、具体的には質問紙調査等、スポーツ消費者を対象と
した定量的な調査・分析を行い、それらの結果に基づいて事業戦略やプロダクト開発を中心として経営の改善に向けた提案を行う。

　個別のスポーツ経営領域または経営体（事業所）を対象に対して、主に経営学的なアプローチを用いてスポーツ経営現象の解
明のための方法論を学び、研究成果を実践的な経営課題の解決につなげる提案力を身につける。

第１回：定量的調査・分析の方法（１）調査技法
第２回：定量的調査・分析の方法（２）調査技法
第３回：定量的調査・分析の方法（３）調査票の作成
第４回：定量的調査・分析の方法（４）調査票の作成
第５回：定量的調査・分析の方法（５）SPSS基礎
第６回：定量的調査・分析の方法（６）SPSS演習
第７回：小テストと解説
第８回：研究対象の選定
第９回：調査実習（１）調査目的
第10回：調査実習（２）調査計画１
第11回：調査実習（３）調査実施２
第12回：調査実習（４）調査実施３
第13回：調査実習（５）調査実施４
第14回：調査実習（６）調査実施５
第15回：まとめ

試　　験 20％ 小テスト１回。
平常点評価 80％ 出席と調査実習。

スポーツ経営学演習（２） B（秋学期）
木村　和彦

　個別のスポーツ経営領域または経営体（事業所）を対象に対して、主に経営学的なアプローチを用いてスポーツ経営現象の解明のた
めの方法論を学び、研究成果を実践的な経営課題の解決につなげる提案力を高めていくために、具体的には質問紙調査等、スポーツ消費者を対象と
した定量的な調査・分析を行い、それらの結果に基づいて事業戦略やプロダクト開発を中心として経営の改善に向けた提案を行う。

　個別のスポーツ経営領域または経営体（事業所）を対象に対して、主に経営学的なアプローチを用いてスポーツ経営現象の解
明のための方法論を学び、研究成果を実践的な経営課題の解決につなげる提案力を身につける。

第１回：調査実習（７）集計・分析
第２回：調査実習（８）集計・分析
第３回：調査実習（９）まとめ
第４回：論文・レポートの書き方１
第５回：論文・レポートの書き方２
第６回：小テストと解説
第７回：発表資料の作成（１）
第８回：発表資料の作成（２）
第９回：発表資料の作成（３）
第10回：発表資料の作成（４）
第11回：最終発表と討議（１）
第12回：最終発表と討議（２）
第13回：最終発表と討議（３）
第14回：最終発表と討議（４）
第15回：修士論文の作成に向けて

試　　験 20％ 小テスト１回。
平常点評価 80％ 出席と調査実習。



演
習
科
目
（
修
士
）

ス
ポ
ー
ツ
ビ
ジ
ネ
ス

健康スポーツ論演習（１） A（春学期）
中村　好男／塩田　琴美

　本授業では、“スポーツを通じた健康増進”という社会的ニーズに応えるために、体力科学、運動生理学、栄養学などの＜身体の理論＞から、
行動科学、社会マーケティングといった＜行動の理論＞、さらには、ビジネスマネジメント、マーケティングなどの＜社会組織の理論＞にわたるまで、
様々な領域における基礎学問分野の知見を学習する。

・健康スポーツのマーケティングとマネジメントに関する基礎理論を理解すること。
・各自に与えられる課題に取り組んで調査結果をまとめること。

第１回：健康スポーツのマーケティングとマネジメント
第２回：健康スポーツマーケティングの具体事例（１）フィットネス業界
第３回：健康スポーツマーケティングの具体事例（２）地域スポーツクラブ
第４回：健康スポーツマーケティングの具体事例（３）特定保健指導
第５回：健康スポーツマーケティングの具体事例（４）ウォーキング
第６回：健康スポーツマーケティングの具体事例（５）栄養指導
第７回：健康スポーツマネジメントの調査研究技法
第８回：健康スポーツに関する予備調査（１）
第９回：健康スポーツに関する予備調査（２）
第10回：健康スポーツに関する予備調査（３）
第11回：健康スポーツに関する予備調査（４）
第12回：健康スポーツに関する予備調査（５）
第13回：予備調査結果発表（１）
第14回：予備調査結果発表（２）
第15回：夏期休業中の個別研究推進に向けた課題提示と解説

　特になし。個別に指示。

　特になし。個別に指示。

平常点評価 100％ 授業中の発表内容を評価

健康スポーツ論演習（１） B（秋学期）
中村　好男／塩田　琴美

　本授業では、“スポーツを通じた健康増進”という社会的ニーズに応えるために、体力科学、運動生理学、栄養学などの＜身体の理論＞から、
行動科学、社会マーケティングといった＜行動の理論＞、さらには、ビジネスマネジメント、マーケティングなどの＜社会組織の理論＞にわたるまで、
様々な領域における基礎学問分野の知見を学習するとともに、具体的課題について調査検証し、その成果を発表できるように取りまとめる。

・各自の取り組んだ課題を掘り下げて「論文」を執筆し、学術誌に投稿すること。
・上記の研究課題について学会で口頭発表できるように準備すること。

第１回：夏期研究成果中間報告（１）
第２回：夏期研究成果中間報告（２）
第３回：夏期研究成果講評と課題解説
第４回：論文作成技法（１．構成）
第５回：論文作成技法（２．表記ならびに引用法）
第６回：論文作成技法（３．問題設定・仮説提示から研究目的まで）
第７回：論文作成技法（４．問題解決のための方法・結果の一貫性）
第８回：論文作成技法（５．データ分析）
第９回：論文作成技法（６．統計分析と検定）
第10回：論文作成技法（７．研究目的と考察の一貫性と結論）
第11回：プレゼンテーション技法（１）
第12回：プレゼンテーション技法（２）
第13回：プレゼンテーション技法（３）
第14回：プレゼンテーション技法（４）
第15回：本研究に向けた取り組みと課題解説

平常点評価 100％ 授業中の発表内容を評価
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健康スポーツ論演習（２） A（春学期）
中村　好男／塩田　琴美／原田　和弘

　本授業では、健康スポーツ論演習（１）での学習を踏まえて、「地域住民へのスポーツ振興」ならびに「健康増進の達成」という目標
を実現するための実践的技法を確立することを目指す。具体的には、地域自治体、総合型地域スポーツクラブ、老人福祉施設等のさまざまな現場（フィー
ルド）での実践的研究を行い、医療費削減や介護予防に資するためのプログラムの開発とその評価モデルの構築に加えて、地域社会における健康増
進ならびに介護予防システムの構築を行う。また、研究成果を学界等に発表する技能を養う。

・各自の研究課題に関連した先行研究に精通すること。
・各自の取り組んだ課題について、修士論文計画書を策定すること。
・また、その調査検証の成果を学界に発表（口頭発表ならびに論文発表）すること。

第１回：調査研究指導：春期休業中の研究進捗状況報告
第２回：先行文献講読指導（１）
第３回：先行文献講読指導（２）
第４回：先行文献講読指導（３）
第５回：先行文献講読指導（４）
第６回：研究計画書の作成技法（１）
第７回：研究計画書の作成技法（２）
第８回：健康スポーツに関する調査（１）
第９回：健康スポーツに関する調査（２）
第10回：健康スポーツに関する調査（３）
第11回：健康スポーツに関する調査（４）
第12回：健康スポーツに関する調査（５）
第13回：健康スポーツに関する調査（６）
第14回：調査中間報告
第15回：プレゼンテーション技法（１）

　特になし。個別に指示。

　特になし。個別に指示。

平常点評価 100％ 授業中の発表内容を評価

健康スポーツ論演習（２） B（秋学期）
中村　好男／塩田　琴美／原田　和弘

　本授業では、健康スポーツ論演習（２）で取り組んだ各自の研究課題に関して、学界での発表成果を踏まえて修士論文として取りま
とめるための技法を学ぶと共に、卒業後のキャリアに必要となる各種技法を習得する。

　・各自の取り組んだ課題について、修士論文を完成させ、口頭試問に合格すること。

第１回：健康スポーツに関する調査（７）
第２回：健康スポーツに関する調査（８）
第３回：健康スポーツに関する調査（９）
第４回：健康スポーツに関する調査（10）
第５回：健康スポーツに関する調査（11）
第６回：健康スポーツに関する調査（12）
第７回：プレゼンテーション技法（２）
第８回：健康スポーツに関する調査（13）
第９回：健康スポーツに関する調査（14）
第10回：健康スポーツに関する調査（15）
第11回：研究成果発表（１）
第12回：研究成果発表（２）
第13回：プレゼンテーション技法（３）
第14回：プレゼンテーション技法（４）
第15回：まとめ：口頭試問演習

平常点評価 100％ 授業中の発表内容を評価
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スポーツビジネスマネジメント論演習（１） A（春学期）
原田　宗彦

　スポーツビジネスを取り巻く社会経済環境の把握と分析に取り組むとともに、クラブ事業やリーグ経営における価値創造と集客のた
めのマーケティングを、先行研究や先進的事例の中から学ぶとともに理論化を試みる。演習（１）は、原則として１年生の授業とする。

　研究者としての基本的素養を身につけるとともに、修士論文に結びつく研究テーマを選ぶ。

第１回：授業ガイダンス
第２回：スポーツビジネス概論１
第３回：スポーツビジネス概論２
第４回：グループワーク１
第５回：グループワーク２
第６回：グループワーク３
第７回：研究論文の読み方１
第８回：研究論文の読み方２
第９回：英語論文アブストラクト発表１
第10回：英語論文アブストラクト発表２
第11回：英語論文アブストラクト発表３
第12回：英語論文アブストラクト発表４
第13回：英語論文アブストラクト発表５
第14回：英語論文アブストラクト発表６
第15回：スポーツビジネス概論３

平常点評価 50％ ディスカッションへの貢献度を評価します。
そ の 他 50％ プレゼンテーションのクオリティを評価します。

スポーツビジネスマネジメント論演習（１） B（秋学期）
原田　宗彦

　スポーツビジネスを取り巻く社会経済環境の把握と分析に取り組むとともに、クラブ事業やリーグ経営における価値創造と集客のた
めのマーケティングを、先行研究や先進的事例の中から学ぶとともに理論化を試みる。演習（１）は、原則として１年生の授業とする。

　研究者としての基本的素養を身につけるとともに、修士論文に結びつく研究テーマを選ぶ。

第１回：スポーツビジネス概論４
第２回：日本語論文アブストラクト発表１
第３回：日本語論文アブストラクト発表２
第４回：日本語論文アブストラクト発表３
第５回：日本語論文アブストラクト発表４
第６回：日本語論文アブストラクト発表５
第７回：日本語論文アブストラクト発表６
第８回：リサーチプロジェクト発表１
第９回：リサーチプロジェクト発表２
第10回：リサーチプロジェクト発表３
第11回：リサーチプロジェクト発表４
第12回：リサーチプロジェクト発表５
第13回：リサーチプロジェクト発表６
第14回：スポーツビジネス概論５
第15回：演習のまとめとレポート課題

平常点評価 50％ ディスカッションへの貢献度を評価します。
そ の 他 50％ プレゼンテーションのクオリティを評価します。
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スポーツビジネスマネジメント論演習（２） A（春学期）
原田　宗彦

　スポーツクラブやプロリーグの経営的課題に取り組むとともに、スポーツベンチャーの起業に必要となる種々のビジネスモデルの構
築と可能性について検証する。演習（２）は、原則として２年生の授業とする。

　研究テーマに基づく修士論文を完成させる。

第１回：授業ガイダンス
第２回：研究論文の書き方１
第３回：研究論文の書き方２
第４回：英語論文アブストラクト発表１
第５回：英語論文アブストラクト発表２
第６回：英語論文アブストラクト発表３
第７回：英語論文アブストラクト発表４
第８回：英語論文アブストラクト発表５
第９回：英語論文アブストラクト発表６
第10回：社会調査技法１（質的データと量的データについて）
第11回：社会調査技法２（データ処理法と統計）
第12回：修論テーマ発表１
第13回：修論テーマ発表２
第14回：修論テーマ発表３
第15回：日本語論文アブストラクト発表１

平常点評価 50％ ディスカッションへの貢献度を評価します。
そ の 他 50％ プレゼンテーションのクオリティを評価します。

スポーツビジネスマネジメント論演習（２） B（秋学期）
原田　宗彦

　スポーツクラブやプロリーグの経営的課題に取り組むとともに、スポーツベンチャーの起業に必要となる種々のビジネスモデルの構
築と可能性について検証する。演習（２）は、原則として２年生の授業とする。

　研究テーマに基づく修士論文を完成させる。

第１回：日本語論文アブストラクト発表２
第２回：日本語論文アブストラクト発表３
第３回：日本語論文アブストラクト発表４
第４回：日本語論文アブストラクト発表５
第５回：日本語論文アブストラクト発表６
第６回：修論中間発表１
第７回：修論中間発表２
第８回：修論中間発表３
第９回：研究論文の書き方４
第10回：SPSS演習１
第11回：SPSS演習２
第12回：SPSS演習３
第13回：プレゼンテーション１
第14回：プレゼンテーション２
第15回：プレゼンテーション３

平常点評価 50％ ディスカッションへの貢献度を評価します。
そ の 他 50％ プレゼンテーションのクオリティを評価します。
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スポーツクラブビジネス論演習（１） A（春学期）
間野　義之

　二年制修士の１年目の演習として、スポーツクラブビジネス関連研究の基礎を身につけることを目的とする。
　具体的な先行研究の精読、調査研究の方法論の獲得をめざす。
　学生参加型の演習とし、交代での発表と、全員での討論を行う。

　スポーツクラブビジネスに関連した学術論文作成の基礎を身につけること。

第１回：ガイダンス
第２回：研究内容のクオリティ
第３回：掲載論文の特徴
第４回：投稿原稿の構成
第５回：表現・提示の質的チェック
第６回：文章スタイル
第７回：文法
第８回：言葉の偏見をなくすための指針
第９回：句読法、綴り等
第10回：引用
第11回：数・メートル法による表示
第12回：統計や数式を含む原稿
第13回：表
第14回：図
第15回：脚注と注

　「APA論文作成マニュアル」 APAアメリカ心理学会著　江藤裕之、前田樹海、田中建彦訳

レポート 50％ 担当パートのレポートで評価する。
平常点評価 50％ 演習での発言で評価する。

スポーツクラブビジネス論演習（１） B（秋学期）
間野　義之

　二年制修士の１年目の演習として、スポーツクラブビジネス関連研究の基礎を身につけることを目的とする。
　具体的な先行研究の精読、調査研究の方法論の獲得をめざす。
　学生参加型の演習とし、交代での発表と、全員での討論を行う。

　スポーツクラブビジネスに関連した学術論文作成の基礎を身につけること。

第１回：本文中の文献引用
第２回：引用文献リスト
第３回：論文原稿を準備するための一般的な規定
第４回：原稿の各部分をタイプする際の指示
第５回：修士論文・博士論文・レポート
第６回：博士論文等を学術誌に掲載する場合
第７回：口頭発表のための原稿
第８回：採用された原稿の編集作業
第９回：校訂済み原稿の再検討
第10回：校正
第11回：論文出版後
第12回：原稿提出前のチェックリスト
第13回：学術情報の報告と出版に関する倫理基準
第14回：法的資料を参考文献とする場合
第15回：まとめ

レポート 50％ 担当パートのレポートで評価する。
平常点評価 50％ 演習での発言で評価する。
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スポーツクラブビジネス論演習（２） A（春学期）
間野　義之

　二年制修士課程の２年目の演習として、スポーツクラブビジネス関連研究の専門性を高めることを目的とする。
　各自の修士論文の研究計画や先行研究を発表し、批判的あるいは建設的な討議を行う。

　スポーツクラブビジネス関連研究の学術論文を作成できること。

第１回：ガイダンス
第２回：研究計画（１）
第３回：研究計画（２）
第４回：研究計画（３）
第５回：研究計画（４）
第６回：研究方法（１）
第７回：研究方法（２）
第８回：研究方法（３）
第９回：研究方法（４）
第10回：プレ調査結果（１）
第11回：プレ調査結果（２）
第12回：プレ調査結果（３）
第13回：プレ調査結果（４）
第14回：発表練習
第15回：中間まとめ

レポート 50％ 担当パートのレポートで評価する。
平常点評価 50％ 演習での発言で評価する。

スポーツクラブビジネス論演習（２） B（秋学期）
間野　義之

　二年制修士課程の２年目の演習として、スポーツクラブビジネス関連研究の専門性を高めることを目的とする。
　各自の修士論文の研究計画や先行研究を発表し、批判的あるいは建設的な討議を行う。

　スポーツクラブビジネス関連研究の学術論文を作成できること。

第１回：本調査結果（１）
第２回：本調査結果（２）
第３回：本調査結果（３）
第４回：本調査結果（４）
第５回：考察（１）
第６回：考察（２）
第７回：考察（３）
第８回：考察（４）
第９回：結論（１）
第10回：結論（２）
第11回：結論（３）
第12回：結論（４）
第13回：引用参考文献（１）
第14回：引用参考文献（２）
第15回：まとめ

レポート 50％ 担当パートのレポートで評価する。
平常点評価 50％ 演習での発言で評価する。
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トップスポーツビジネス論演習（１） A（春学期）
平田　竹男

　本授業では、トップスポーツビジネスに関する実践力と理論的研究能力の育成を図りつつ、トップスポーツビジネスに関わる様々な
領域における基礎学問分野の知見を学習する。

・トップスポーツビジネスに関する基礎理論を理解すること。
・各自に与えられる課題に取り組んで調査結果をまとめること。

第１回：トップスポーツビジネスとは
第２回：トップスポーツビジネスのトリプルミッションとは
第３回：勝利ミッションとは
第４回：普及ミッションとは
第５回：市場ミッションとは
第６回：理念とは
第７回：トップスポーツビジネスの具体事例（１）サッカー
第８回：トップスポーツビジネスの具体事例（２）野球
第９回：トップスポーツビジネスの具体事例（３）陸上
第10回：トップスポーツビジネスの具体事例（４）メディア
第11回：トップスポーツビジネスの具体事例（５）スポーツ用品
第12回：トップスポーツビジネスの具体事例（６）マッチメイク
第13回：トップスポーツリーグの具体事例（１）欧州サッカー
第14回：トップスポーツリーグの具体事例（２）北米野球
第15回：夏期休業中の個別研究推進に向けた課題提示と解説

・スポーツビジネス　最強の教科書　平田竹男　（東洋経済新報社）
・なでしこジャパンはなぜ世界一になれたのか？　平田竹男　（ポプラ社）　
・サッカーという名の戦争　平田竹男著　（新潮社）
・トップスポーツビジネスの最前線2009＜ドリーム・ジョブへの道＞（新潮社）

・野球を学問する　平田竹男　（桑田真澄との共著　新潮社）
・トップスポーツビジネスの最前線2008＜夢を実現させる仕事＞（新潮社）
・トップスポーツビジネスの最前線2007＜モーニング娘。のフットサル普及ミッションから中田英寿引退プロジェクトまで＞（新潮社）
・トップスポーツビジネスの最前線＜スポーツライティングから放映権ビジネスまで＞（新潮社）
・トップスポーツビジネスの最前線＜勝利と収益を生む戦略＞（新潮社）
・トップスポーツビジネスの最前線＜「勝利」「マーケット」「普及」のトリプルミッション＞（新潮社）

平常点評価 100％ 授業中の発表内容を評価

トップスポーツビジネス論演習（１） B（秋学期）
平田　竹男

　本授業では、トップスポーツビジネスに関する実践力と理論的研究能力の育成を図りつつ、トップスポーツビジネスに関わる様々な
領域における基礎学問分野の知見を学習するとともに、具体的課題について調査検証し、その成果を発表できるように取りまとめる。

・各自の取り組んだ課題を掘り下げて「論文」を執筆し、学術誌に投稿すること。
・上記の研究課題について学会で口頭発表できるように準備すること。

第１回：夏期研究成果中間報告（１）
第２回：夏期研究成果中間報告（２）
第３回：夏期研究成果講評と課題解説
第４回：論文作成技法（１．構成）
第５回：論文作成技法（２．表記ならびに引用法）
第６回：論文作成技法（３．問題設定・仮説提示から研究目的まで）
第７回：論文作成技法（４．問題解決のための方法・結果の一貫性）
第８回：論文作成技法（５．データ分析）
第９回：論文作成技法（６．統計分析と検定）
第10回：論文作成技法（７．研究目的と考察の一貫性と結論）
第11回：プレゼンテーション技法（１）
第12回：プレゼンテーション技法（２）
第13回：プレゼンテーション技法（３）
第14回：プレゼンテーション技法（４）
第15回：本研究に向けた取り組みと課題解説

　特になし。個別に指示。

・スポーツビジネス　最強の教科書　平田竹男　（東洋経済）
・なでしこジャパンはなぜ世界一になれたのか？　平田竹男　（ポプラ社）
・サッカーという名の戦争　平田竹男　（新潮社）

平常点評価 100％ 授業中の発表内容を評価
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トップスポーツビジネス論演習（２） A（春学期）
平田　竹男

　本授業では、トップスポーツビジネス論演習（１）での学習を踏まえて、各受講者の研究テーマを中心に、研究目的、研究計画、結
果の解決について発表し、考察を深める。

・各自の研究課題に関連した先行研究に精通すること。
・各自の取り組んだ課題について、修士論文計画書を策定すること。
・また、その調査検証の成果を学界に発表（口頭発表ならびに論文発表）すること。

第１回：調査研究指導：春期休業中の研究進捗状況報告
第２回：先行文献講読指導（１）
第３回：先行文献講読指導（２）
第４回：先行文献講読指導（３）
第５回：先行文献講読指導（４）
第６回：研究計画書の作成技法（１）
第７回：研究計画書の作成技法（２）
第８回：トップスポーツビジネスに関する調査（１）
第９回：トップスポーツビジネスに関する調査（２）
第10回：トップスポーツビジネスに関する調査（３）
第11回：トップスポーツビジネスに関する調査（４）
第12回：トップスポーツビジネスに関する調査（５）
第13回：トップスポーツビジネスに関する調査（６）
第14回：調査中間報告
第15回：プレゼンテーション技法（１）

・スポーツビジネス　最強の教科書　平田竹男　（東洋経済）
・なでしこジャパンはなぜ世界一になれたのか？　平田竹男　（ポプラ社）
・サッカーという名の戦争　平田竹男　（新潮社）
・トップスポーツビジネスの最前線2009＜ドリーム・ジョブへの道＞（新潮社）

・トップスポーツビジネスの最前線2008＜夢を実現させる仕事＞（新潮社）
・トップスポーツビジネスの最前線2007＜モーニング娘。のフットサル普及ミッションから中田英寿引退プロジェクトまで＞（新潮社）
・トップスポーツビジネスの最前線＜スポーツライティングから放映権ビジネスまで＞（新潮社）
・トップスポーツビジネスの最前線＜勝利と収益を生む戦略＞（新潮社）
・トップスポーツビジネスの最前線＜「勝利」「マーケット」「普及」のトリプルミッション＞（新潮社）

平常点評価 100％ 授業中の発表内容を評価

トップスポーツビジネス論演習（２） B（秋学期）
平田　竹男

　本授業では、トップスポーツビジネス論演習（２）で取り組んだ各自の研究課題に関して、学界での発表成果を踏まえて修士論文と
して取りまとめるための技法を学ぶと共に、卒業後のキャリアに必要となる各種技法を習得する。

　・各自の取り組んだ課題について、修士論文を完成させ、口頭試問に合格すること。

第１回：トップスポーツビジネスに関する調査（７）
第２回：トップスポーツビジネスに関する調査（８）
第３回：トップスポーツビジネスに関する調査（９）
第４回：トップスポーツビジネスに関する調査（10）
第５回：トップスポーツビジネスに関する調査（11）
第６回：トップスポーツビジネスに関する調査（12）
第７回：プレゼンテーション技法（２）
第８回：トップスポーツビジネスに関する調査（13）
第９回：トップスポーツビジネスに関する調査（14）
第10回：トップスポーツビジネスに関する調査（15）
第11回：研究成果発表（１）
第12回：研究成果発表（２）
第13回：プレゼンテーション技法（３）
第14回：プレゼンテーション技法（４）
第15回：まとめ：口頭試問演習

　特になし。個別に指示。

　特になし。個別に指示。

平常点評価 100％ 授業中の発表内容を評価
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スポーツ組織論演習（１） A（春学期）
作野　誠一

　本演習は、スポーツ組織をめぐるさまざまな問題のなかから、各自がそれぞれの関心に応じて選択したテーマを取り上げ、関連研究
の報告等を中心に議論を重ねるなかで、研究のテーマや方法にも関わる基本枠組の構築に向けた指導をおこなう。

　本演習では、各自の関心に応じたテーマについて議論を尽くすなかで、現状認識、適切なテーマ設定、研究の意義、研究方法
といった研究の基本枠組を自ら構築できるようになることをめざす。

第１回：授業ガイダンス　前半ガイダンス
第２回：先行研究・参考文献の収集
第３回：先行研究の検討<１>
第４回：先行研究の検討<２>
第５回：研究テーマの基本的方向性
第６回：先行研究の検討<３>
第７回：先行研究の検討<４>
第８回：先行研究のまとめ方
第９回：先行研究の検討<５>
第10回：先行研究の検討<６>
第11回：研究方法の設計<１>　分析枠組
第12回：先行研究の検討<７>
第13回：先行研究の検討<８>
第14回：研究方法の設計<２>　概念と操作化
第15回：前半のまとめ

平常点評価 100％ 出席、発表・報告、議論への参加などを総合的に評価する。

　本演習は１年次の履修が望ましい。

スポーツ組織論演習（１） B（秋学期）
作野　誠一

　本演習は、スポーツ組織をめぐるさまざまな問題のなかから、各自がそれぞれの関心に応じて選択したテーマを取り上げ、関連研究
の報告等を中心に議論を重ねるなかで、研究のテーマや方法にも関わる基本枠組の構築に向けた指導をおこなう。

　本演習では、各自の関心に応じたテーマについて議論を尽くすなかで、現状認識、適切なテーマ設定、研究の意義、研究方法
といった研究の基本枠組を自ら構築できるようになることをめざす。

第１回：後半ガイダンス
第２回：先行研究の検討
第３回：先行研究の検討
第４回：データ分析<１>　量的データ
第５回：先行研究の検討
第６回：先行研究の検討
第７回：データ分析<２>　量的データ
第８回：先行研究の検討
第９回：先行研究の検討
第10回：データ分析<３>　SPSSの利用
第11回：先行研究の検討
第12回：先行研究の検討
第13回：先行研究の検討
第14回：後半のまとめ
第15回：まとめ

平常点評価 100％ 出席、発表・報告、議論への参加などを総合的に評価する。

　本演習は１年次の履修が望ましい。
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スポーツ組織論演習（２） A（春学期）
作野　誠一

　本演習は、スポーツ組織に関する研究に対する課題報告と進捗状況の確認を軸としながら、その過程において、研究方法、調査方法、
分析方法等について指導する。

　本演習では、研究論文を作成するための研究方法について習熟するとともに、分析結果から有益な実践的示唆を導くことがで
きるような鋭い分析力と深い洞察力の育成をめざす。

第１回：授業ガイダンス　前半ガイダンス
第２回：先行研究・参考文献の収集
第３回：先行研究の検討<１>
第４回：先行研究の検討<２>
第５回：研究テーマの確認
第６回：先行研究の検討<３>
第７回：先行研究の検討<４>
第８回：先行研究のまとめ方
第９回：先行研究の検討<５>
第10回：先行研究の検討<６>
第11回：調査デザイン<１>　先行研究から質問紙へ
第12回：先行研究の検討<７>
第13回：先行研究の検討<８>
第14回：調査デザイン<２>　調査の実際
第15回：前半のまとめ

平常点評価 100％ 出席、発表・報告、議論への参加などを総合的に評価する。

　本演習は２年次の履修が望ましい。

スポーツ組織論演習（２） B（秋学期）
作野　誠一

　本演習は、スポーツ組織に関する研究に対する課題報告と進捗状況の確認を軸としながら、その過程において、研究方法、調査方法、
分析方法等について指導する。

　本演習では、研究論文を作成するための研究方法について習熟するとともに、分析結果から有益な実践的示唆を導くことがで
きるような鋭い分析力と深い洞察力の育成をめざす。

第１回：後半ガイダンス
第２回：先行研究の検討<９>
第３回：先行研究の検討<10>
第４回：データ分析<１>　記述統計
第５回：研究の進捗報告と討議<１>
第６回：研究の進捗報告と討議<２>
第７回：データ分析<２>　多変量解析
第８回：研究の進捗報告と討議<３>
第９回：研究の進捗報告と討議<４>
第10回：データ分析<３>　質的データの処理
第11回：研究の進捗報告と討議<５>
第12回：研究の進捗報告と討議<６>
第13回：研究の進捗報告と討議<７>
第14回：後半のまとめ
第15回：全体のまとめ

平常点評価 100％ 出席、発表・報告、議論への参加などを総合的に評価する。

　本演習は２年次の履修が望ましい。
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スポーツビジネス・アドミニストレーション演習（１） A（春学期）
武藤　泰明

　受講者は教科書を分担して講読・発表します。2013年度は非営利組織のマネジメントについて学習していきます。

１）非営利組織のマネジメントについて包括的に理解すること
２）一般企業、日本のスポーツ組織との比較分析を行うこと

第１回：ドラッカー　非営利組織の経営　１
第２回：ドラッカー　非営利組織の経営　２
第３回：ドラッカー　非営利組織の経営　３
第４回：ドラッカー　非営利組織の成果重視マネジメント　１
第５回：ドラッカー　非営利組織の成果重視マネジメント　２
第６回：ドラッカー　非営利組織の成果重視マネジメント　３
第７回：ドラッカー　非営利組織の自己評価手法　１
第８回：ドラッカー　非営利組織の自己評価手法　２
第９回：ジェイムズ＆ローズエイカーマン　非営利団体の経済分析　１
第10回：ジェイムズ＆ローズエイカーマン　非営利団体の経済分析　２
第11回：ラブロック＆ウェインバーグ　公共・非営利のマーケティング　１
第12回：ラブロック＆ウェインバーグ　公共・非営利のマーケティング　２
第13回：コトラー＆アンドリーセン　非営利組織のマーケティング戦略　第６版　１
第14回：コトラー＆アンドリーセン　非営利組織のマーケティング戦略　第６版　２
第15回：総括

　授業計画（上記）記載のとおり。なお、教科書については実験実習費で購入したものを使用します。絶版等により冊数が不足する場
合はコピーを貸与します。

平常点評価 100％ 出席と発表による。

スポーツビジネス・アドミニストレーション演習（１） B（秋学期）
武藤　泰明

　受講者は教科書・参考図書を分担して講読・発表します。この演習ではM.ミッチェルの「ガイドツアー複雑系の世界」を購読し、理
論をスポーツに適用することを試みていきます。

　複雑系に関する研究成果をスポーツに適用し、研究テーマを見出すことを目的とします。複雑系の中でも、社会科学によく適
用されるネットワーク科学を中心にとりあげて理解を進めていきます。

第１回：オリエンテーション：複雑系について
第２回：M.ミッチェルの「ガイドツアー複雑系の世界」第１章　複雑性とは何か
第３回：第２章　力学、カオス、そして予測
第４回：第３章　情報
　　　　第４章　計算
第５回：第５章　進化
第６回：第６章　初歩の遺伝学
第７回：第７章　複雑性の定義と測定基準
第８回：第８章　自己複製するコンピュータプログラム
第９回：第９章　遺伝子アルゴリズム
第10回：第10章　セル・オートマトン、生命、そして万能計算
第11回：第11章　粒子による計算
　　　　第12章　生物系における情報処理
第12回：第13章　コンピュータ上で類推を実現する
　　　　第14章　コンピューターモデリングの展望
第13回：第15章　ネットワークの科学
　　　　第16章　現実世界へのネットワークサイエンスの適用
第14回：第17章　スケーリングの謎
　　　　第18章　複雑化する進化の理論
第15回：第19章　複雑性の科学の過去と未来

　M.ミッチェル「ガイドツアー複雑系の世界」紀伊國屋書店、2011

平常点評価 100％ 出席と発表による。
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スポーツビジネス・アドミニストレーション演習（２） A（春学期）
武藤　泰明

　受講する学生は日本と海外の先行研究の動向をテーマ分野ごとに調査・発表します。対象とするテーマ分野の設定に際しては、学生
の関心をある程度尊重します。またスポーツビジネス・アドミニストレーションは応用科学なので、上位（基礎、原論）の領域の研究についても必
要に応じ参照していきます。

１）スポーツマネジメントのホット・イシューを発見・理解する
２）基礎理論、原論についての知見を深める
３）文献検索方法に習熟する
４）自身の研究テーマを発見、あるいはレベルアップしていく

第１回：ガイダンス
第２回：テーマの類型化と分野の設定
第３回：先行研究の概要（１）スタジアム・ビジネス（国内）
第４回：先行研究の概要（１）スタジアム・ビジネス（米国）
第５回：先行研究の概要（１）スタジアム・ビジネス（欧州）
第６回：先行研究の概要（２）欧州サッカーリーグ
第７回：先行研究の概要（２）欧州サッカーリーグ…その２
第８回：先行研究の概要（２）欧州サッカーリーグ…その３
第９回：先行研究の概要（２）欧州サッカーリーグ…その４
第10回：先行研究の概要（３）スポーツと地域
第11回：先行研究の概要（３）スポーツと地域…その２
第12回：先行研究の概要（４）ソーシャル・キャピタル
第13回：先行研究の概要（４）ソーシャル・キャピタル…その２
第14回：先行研究の概要（４）ソーシャル・キャピタル…その３
第15回：春学期総括と秋学期課題・方針の提示

　適宜紹介する

平常点評価 100％ 出席と発表による。

　とりあげるテーマについては春学期第２回で設定した分野、あるいは途中段階での議論によって変わることがあります。換言
すれば、学生は自分が関心を持つ領域の文献を演習に持ち込み議論することができます。

スポーツビジネス・アドミニストレーション演習（２） B（秋学期）
武藤　泰明

　受講する学生は日本と海外の先行研究の動向をテーマ分野ごとに調査・発表します。対象とするテーマ分野の設定に際しては、学生
の関心をある程度尊重します。またスポーツビジネス・アドミニストレーションは応用科学なので、上位（基礎、原論）の領域の研究についても必
要に応じ参照していきます。

１）スポーツマネジメントのホット・イシューを発見・理解する
２）基礎理論、原論についての知見を深める
３）文献検索方法に習熟する
４）自身の研究テーマを発見、あるいはレベルアップしていく

第１回：ホット・イシューの類型化とマッピング
第２回：先行研究の概要（５）経営資源とケイパビリティ
第３回：先行研究の概要（５）経営資源とケイパビリティ…その２
第４回：先行研究の概要（５）経営資源とケイパビリティ…その３
第５回：先行研究の概要（６）大相撲
第６回：先行研究の概要（７）NPB及び球団
第７回：先行研究の概要（８）企業スポーツ
第８回：先行研究の概要（８）企業スポーツ…その２
第９回：先行研究の概要（８）企業スポーツ…その３
第10回：先行研究の概要（９）Jリーグ及びJクラブ
第11回：先行研究の概要（９）Jリーグ及びJクラブ…その２
第12回：先行研究の概要（９）Jリーグ及びJクラブ…その３
第13回：先行研究の概要（10）国内の他の競技（マイナースポーツ等）
第14回：先行研究の概要（10）国内の他の競技（マイナースポーツ等）…その２
第15回：ホット・イシューの類型化とマッピング…その２

　適宜紹介する

平常点評価 100％ 出席と発表による。

　とりあげるテーマについては春学期第２回で設定した分野、あるいは途中段階での議論によって変わることがあります。換言
すれば、学生は自分が関心を持つ領域の文献を演習に持ち込み議論することができます。
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スポーツビジネスマーケティング演習（１） A（春学期）
松岡　宏高

　本演習では、スポーツマーケティングをテーマとした研究論文を精読し、検討し、各受講生がその内容について発表する。そのプロ
セスを通して、当該領域の研究デザインや研究方法、およびこれまでに報告された知見について理解する。また最後には、受講生が各自のスポーツマー
ケティング領域の研究テーマの設定を行う。

　スポーツマーケティングをテーマとした研究のデザインや研究方法、およびこれまでに報告された知見について理解を深め、
さらに当該領域において重要な研究テーマを設定することができること。

第１回：ガイダンス
第２回：スポーツマーケティング研究領域の確認
第３回：先行研究・参考資料の収集１
第４回：先行研究・参考資料の収集２
第５回：研究論文の読み方１
第６回：研究論文の読み方２
第７回：先行研究の検討
第８回：先行研究の検討
第９回：先行研究の検討
第10回：先行研究の検討
第11回：先行研究の検討
第12回：先行研究の検討
第13回：先行研究の検討
第14回：先行研究の検討
第15回：先行研究の検討

　原田宗彦、藤本淳也、松岡宏高 「スポーツマーケティング」大修館書店、2008年

　スポーツマネジメント研究、Sport Marketing Quarterly, Journal of Sport Management

平常点評価 100％ 出席・参加、プレゼンテーション、ディスカッション、小レポートによる評価。

スポーツビジネスマーケティング演習（１） B（秋学期）
松岡　宏高

　本演習では、スポーツマーケティングをテーマとした研究論文を精読し、検討し、各受講生がその内容について発表する。そのプロ
セスを通して、当該領域の研究デザインや研究方法、およびこれまでに報告された知見について理解する。また最後には、受講生が各自のスポーツマー
ケティング領域の研究テーマの設定を行う。

　スポーツマーケティングをテーマとした研究のデザインや研究方法、およびこれまでに報告された知見について理解を深め、
さらに当該領域において重要な研究テーマを設定することができること。

第１回：先行研究のまとめ方
第２回：先行研究のまとめ方
第３回：先行研究の検討
第４回：先行研究の検討
第５回：先行研究の検討
第６回：先行研究の検討
第７回：先行研究の検討
第８回：先行研究の検討
第９回：先行研究の検討
第10回：先行研究の検討
第11回：研究テーマの検討
第12回：研究テーマの検討
第13回：研究テーマの発表
第14回：研究テーマの発表
第15回：まとめ

　原田宗彦、藤本淳也、松岡宏高 「スポーツマーケティング」大修館書店、2008年

　スポーツマネジメント研究、Sport Marketing Quarterly, Journal of Sport Management

平常点評価 100％ 出席・参加、プレゼンテーション、ディスカッション、小レポートによる評価。
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スポーツビジネスマーケティング演習（２） A（春学期）
松岡　宏高

　本演習では、スポーツマーケティングをテーマとした研究の遂行に必要な適切な研究手法を学ぶ。その内容としては、研究の基礎知識、
データ収集方法、データ分析方法、データ処理方法、そして統計ソフトの活用を含む。最後には、受講者自身がそれぞれの研究を計画し、実施する
ことによって、その能力を高めることをめざす。

　スポーツマーケティングをテーマとした研究の遂行に必要な研究手法を理解すること。さらに、各自のスポーツマーケティン
グ関連の研究を計画し、実施することができること。

第１回：ガイダンス
第２回：スポーツマーケティング研究領域の確認
第３回：研究に必要な基礎的知識
第４回：研究に必要な基礎的知識
第５回：研究に必要な基礎的知識
第６回：データ収集法
第７回：データ収集法
第８回：データ分析法
第９回：データ分析法
第10回：データ分析法
第11回：データ分析法
第12回：研究計画の作成
第13回：研究計画の作成
第14回：研究計画の発表
第15回：研究計画の発表

原田宗彦、藤本淳也、松岡宏高「スポーツマーケティング」大修館書店、2008年
酒井隆「図解アンケート調査と統計解析がわかる本」日本能率協会マネジメントセンター、2003年

　スポーツマネジメント研究、Sport Marketing Quarterly, Journal of Sport Management

平常点評価 100％ 出席・参加、プレゼンテーション、ディスカッション、小レポートによる評価。

スポーツビジネスマーケティング演習（２） B（秋学期）
松岡　宏高

　本演習では、スポーツマーケティングをテーマとした研究の遂行に必要な適切な研究手法を学ぶ。その内容としては、研究の基礎知識、
データ収集方法、データ分析方法、データ処理方法、そして統計ソフトの活用を含む。最後には、受講者自身がそれぞれの研究を計画し、実施する
ことによって、その能力を高めることをめざす。

　スポーツマーケティングをテーマとした研究の遂行に必要な研究手法を理解すること。さらに、各自のスポーツマーケティン
グ関連の研究を計画し、実施することができること。

第１回：データの収集
第２回：研究の進捗状況報告
第３回：研究の進捗状況報告
第４回：データ処理
第５回：データ処理
第６回：統計ソフトの活用
第７回：統計ソフトの活用
第８回：統計ソフトの活用
第９回：統計ソフトの活用
第10回：統計ソフトの活用
第11回：研究論文のまとめ方
第12回：研究論文のまとめ方
第13回：研究成果の発表
第14回：研究成果の発表
第15回：まとめ

原田宗彦、藤本淳也、松岡宏高「スポーツマーケティング」大修館書店、2008年
酒井隆「図解アンケート調査と統計解析がわかる本」日本能率協会マネジメントセンター、2003年

　スポーツマネジメント研究、Sport Marketing Quarterly, Journal of Sport Management

平常点評価 100％ 出席・参加、プレゼンテーション、ディスカッション、小レポートによる評価。
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運動免疫学演習（１） A（春学期）
赤間　高雄

　運動による免疫機能の変化は、アスリートのコンディショニングや高齢者の健康保持への応用が考えられる。運動による免疫機能の
変化のメカニズムを検討するために、免疫学の最新の知見を整理して理解する。また、アスリートのコンディショニングにおいて重要なアンチ・ドー
ピングについても最新の情報を整理する。免疫学およびアンチ・ドーピングに関する書籍や論文を分担講読して、相互に討論する。原則として１年
生を対象とします。

　各自の研究テーマ（アスリートのコンディショニングにおける免疫学的測定指標の応用、高齢者の免疫機能を高めるための運
動処方、運動による免疫機能の変化のメカニズム、アンチ・ドーピングなど）について、重要な先行研究や文献の内容を理解して、各自の研究を推
進する。

第１回：ガイダンス、分担の決定
第２回：担当者の発表と全体討論
第３回：担当者の発表と全体討論
第４回：担当者の発表と全体討論
第５回：担当者の発表と全体討論
第６回：担当者の発表と全体討論
第７回：担当者の発表と全体討論
第８回：担当者の発表と全体討論
第９回：担当者の発表と全体討論
第10回：担当者の発表と全体討論
第11回：担当者の発表と全体討論
第12回：担当者の発表と全体討論
第13回：担当者の発表と全体討論
第14回：担当者の発表と全体討論
第15回：担当者の発表と全体討論

試　　験 試験は実施しない。
レポート レポートは実施しない。
平常点評価 100％ 出席状況、各個人に割り当てられたテーマに関する発表内容、および討論における発言の積極性と内容について、評価します。

運動免疫学演習（１） B（秋学期）
赤間　高雄

　運動による免疫機能の変化は、アスリートのコンディショニングや高齢者の健康保持への応用が考えられる。運動による免疫機能の
変化のメカニズムを検討するために、免疫学の最新の知見を整理して理解する。また、アスリートのコンディショニングにおいて重要なアンチ・ドー
ピングについても最新の情報を整理する。免疫学およびアンチ・ドーピングに関する書籍や論文を分担講読して、相互に討論する。原則として１年
生を対象とします。

　各自の研究テーマ（アスリートのコンディショニングにおける免疫学的測定指標の応用、高齢者の免疫機能を高めるための運
動処方、運動による免疫機能の変化のメカニズム、アンチ・ドーピングなど）について、重要な先行研究や文献の内容を理解して、各自の研究を推
進する。

第１回：担当者の発表と全体討論
第２回：担当者の発表と全体討論
第３回：担当者の発表と全体討論
第４回：担当者の発表と全体討論
第５回：担当者の発表と全体討論
第６回：担当者の発表と全体討論
第７回：担当者の発表と全体討論
第８回：担当者の発表と全体討論
第９回：担当者の発表と全体討論
第10回：担当者の発表と全体討論
第11回：担当者の発表と全体討論
第12回：担当者の発表と全体討論
第13回：担当者の発表と全体討論
第14回：担当者の発表と全体討論
第15回：まとめの発表と講評

試　　験 試験は実施しない。
レポート レポートは実施しない。
平常点評価 100％ 出席状況、各個人に割り当てられたテーマに関する発表内容、および討論における発言の積極性と内容について、評価します。
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運動免疫学演習（２） A（春学期）
赤間　高雄

　各自の研究テーマ（アスリートのコンディショニングにおける免疫学的測定指標の応用、高齢者の免疫機能を高めるための運動処方、
運動による免疫機能の変化のメカニズム、アンチ・ドーピングなど）に関して、研究目的、研究方法、結果と考察、関連した先行研究について発表し、
相互に討論する。これによって、より質の高い研究をめざす。原則として２年生を対象とします。

　各自の研究テーマ（アスリートのコンディショニングにおける免疫学的測定指標の応用、高齢者の免疫機能を高めるための運
動処方、運動による免疫機能の変化のメカニズム、アンチ・ドーピングなど）について、関連した先行研究、各自の研究計画、および研究結果につ
いて発表し、討論できるようになる。また、他の発表者の発表内容について、適切な討論ができるようになる。

第１回：ガイダンス、分担の決定
第２回：担当者の発表と全体討論
第３回：担当者の発表と全体討論
第４回：担当者の発表と全体討論
第５回：担当者の発表と全体討論
第６回：担当者の発表と全体討論
第７回：担当者の発表と全体討論
第８回：担当者の発表と全体討論
第９回：担当者の発表と全体討論
第10回：担当者の発表と全体討論
第11回：担当者の発表と全体討論
第12回：担当者の発表と全体討論
第13回：担当者の発表と全体討論
第14回：担当者の発表と全体討論
第15回：担当者の発表と全体討論

試　　験 試験は実施しない。
レポート レポートは実施しない。
平常点評価 100％ 出席状況、各個人に割り当てられたテーマに関する発表内容、および討論における発言の積極性と内容について、評価します。

運動免疫学演習（２） B（秋学期）
赤間　高雄

　各自の研究テーマ（アスリートのコンディショニングにおける免疫学的測定指標の応用、高齢者の免疫機能を高めるための運動処方、
運動による免疫機能の変化のメカニズム、アンチ・ドーピングなど）に関して、研究目的、研究方法、結果と考察、関連した先行研究について発表し、
相互に討論する。これによって、より質の高い研究をめざす。原則として２年生を対象とします。

　各自の研究テーマ（アスリートのコンディショニングにおける免疫学的測定指標の応用、高齢者の免疫機能を高めるための運
動処方、運動による免疫機能の変化のメカニズム、アンチ・ドーピングなど）について、関連した先行研究、各自の研究計画、および研究結果につ
いて発表し、討論できるようになる。また、他の発表者の発表内容について、適切な討論ができるようになる。

第１回：担当者の発表と全体討論
第２回：担当者の発表と全体討論
第３回：担当者の発表と全体討論
第４回：担当者の発表と全体討論
第５回：担当者の発表と全体討論
第６回：担当者の発表と全体討論
第７回：担当者の発表と全体討論
第８回：担当者の発表と全体討論
第９回：担当者の発表と全体討論
第10回：担当者の発表と全体討論
第11回：担当者の発表と全体討論
第12回：担当者の発表と全体討論
第13回：担当者の発表と全体討論
第14回：担当者の発表と全体討論
第15回：まとめの発表と講評

試　　験 試験は実施しない。
レポート レポートは実施しない。
平常点評価 100％ 出席状況、各個人に割り当てられたテーマに関する発表内容、および討論における発言の積極性と内容について、評価します。
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健康運動疫学演習（１） A（春学期）
荒尾　孝

　本演習では、身体活動・運動による健康づくり研究の基本となる運動疫学研究手法、質の高い健康づくりの方法、質の高い研究デザ
インの方法について学ぶ。具体的には、疫学的研究手法については運動疫学セミナーテキストを用いた輪読・発表・討論を行う。質の高い成果を得
る健康づくり方法としてはEvidence Based Health Promotionの方法に関する演習をおこなう。また、研究デザインについては研究プロトコール
の作成法について医学的研究のデザインを用いて輪読・発表・討論を行う。

１）身体活動・運動による健康づくりに関するフィールド研究に必要な疫学的研究手法を習得する。
２）科学的な健康づくりとしてのEvidence Based Health Promotionの方法を理解する。
３）科学的根拠となる成果を得るための質の高い研究プロトコールの作成ができる。

第１回：演習の概要と進め方
第２回：健康運動疫学論－輪読（１）、輪読（２）（運動疫学セミナーテキスト）
第３回：健康運動疫学論－輪読（３）、輪読（４）（運動疫学セミナーテキスト）
第４回：健康運動疫学論－輪読（５）、輪読（６）（運動疫学セミナーテキスト）
第５回：EBM演習－手順１（問題の定式化）
第６回：EBM演習－手順２（情報の収集）
第７回：EBM演習－手順３（批判的吟味）
第８回：EBM演習－手順４（実践）
第９回：EBM演習－手順５（評価）
第10回：研究デザイン論－輪読（１）、輪読（２）（医学的研究のデザイン）
第11回：研究デザイン論－輪読（３）、輪読（４）（医学的研究のデザイン）
第12回：研究デザイン論－輪読（５）、輪読（６）（医学的研究のデザイン）
第13回：研究デザイン論－輪読（７）、輪読（８）（医学的研究のデザイン）
第14回：研究デザイン論－輪読（９）、輪読（10）（医学的研究のデザイン）
第15回：教場試験と講評

・運動疫学セミナーテキスト
・医学研究のデザイン

・EBM入門
・健康と運動の疫学入門（医学出版）

そ の 他 100％ １）各回の輪読や演習で作成した資料や発表の内容を評価します。
２）各回の討論における積極性（発言回数、内容）を評価します。
３）レポート内容について評価します。
４）授業への出席状況で評価します。

健康運動疫学演習（１） B（秋学期）
荒尾　孝

　本演習では、修士論文の研究プロトコールを作成するために必要な健康づくりに関する質の高い研究成果に関する情報（文献）収集、
レビューの方法、解決すべき研究課題の抽出法について学ぶ。具体的には、文献収集のためのデータベースを用いた情報検索の方法（systematic 
collection）と得られた文献の読み方（critical reviewing）、課題抽出のための先行研究の成果分析法（meta-analysis）等について演習を行う。

　情報（文献）をsystematicに収集し、得られた文献の質的評価を行い、適切な研究課題を抽出する、といった質の高い研究
デザインを行うために必要な情報リテラシー（Information Literacy）の能力を高めることを目標とする。

第１回：演習の概要と進め方
第２回：情報リテラシー演習（１）－科学的研究と情報リテラシー
第３回：情報リテラシー演習（２）－文献データベースの種類と活用法
第４回：情報リテラシー演習（３）－文献データの整理法（１）データバンク活用法
第５回：情報リテラシー演習（４）－文献データの整理法（２）構造化抄録の作成法
第６回：情報リテラシー演習（５）－文献のsystematic collection
第７回：文献の質的評価演習（１）－研究デザインと質的評価
第８回：文献の質的評価演習（２）－観察研究の質的評価
第９回：文献の質的評価演習（３）－介入研究の質的評価
第10回：文献の質的評価演習（４）－批判的（critical）レビュー
第11回：文献の質的評価演習（５）－systematic レビュー（１）
第12回：文献の質的評価演習（６）－systematic レビュー（２）
第13回：研究成果の統合演習（１）－メタ分析（meta-analysis）法（１）
第14回：研究成果の統合演習（２）－メタ分析（meta-analysis）法（２）
第15回：授業総括と課題発表

・Research Methods in Health, Ann Bowling, Open University Press, Berkshire,England
・Statistical Methods for meta-analysis, Larry V, hedges, Academic Press, San Diego, USA

そ の 他 100％ １）各回の輪読や演習で作成した資料や発表の内容を評価します。
２）各回の討論における積極性（発言回数、内容）を評価します。
３）レポート内容について評価します。
４）授業への出席状況で評価します。
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健康運動疫学演習（２） A（春学期）
荒尾　孝

　生活者としての人間集団を対象とした健康運動疫学研究においては、多様な要因が単独あるいは相互に影響しあっている可能性が強
く、そのことに対する配慮が不可欠となる。本演習では、健康づくり研究の解析に必要な統計学の基礎と応用について学ぶ。具体的には、講義と輪
読により基礎統計の復習と多変量解析法について学ぶ。また、仮想データを用いたデータファイルの作成法、データの一次解析としての基本統計量
の算出と図表化、単変量有意差検定法、および多変量解析法といった一連の統計処理の方法について演習を行う。

　質の高い健康づくり研究を実施するために必要な多種多様な研究データに対し、研究の目的や方法、データの種類や特性に応
じた最適な統計処理（統計的手続き、検定法、解析結果の解釈）ができるようになることを目標とする。

第１回：演習の概要と進め方
第２回：講義（１）健康運動疫学研究のための統計学
第３回：講義（２）健康運動疫学研究のための統計学
第４回：輪読（１）、輪読（２）（医学的研究のための多変量解析）
第５回：輪読（３）、輪読（４）（医学的研究のための多変量解析）
第６回：輪読（５）、輪読（６）（医学的研究のための多変量解析）
第７回：輪読（７）、輪読（８）（医学的研究のための多変量解析）
第８回：輪読（９）、輪読（10）（医学的研究のための多変量解析）
第９回：データ解析演習（１）データファイルの作成、データ入力とチェック法
第10回：データ解析演習（２）データの要約、基本統計量の算出と図表化
第11回：データ解析演習（３）単変量解析、有差検定
第12回：データ解析演習（４）経時的データの解析
第13回：データ解析演習（５）多変量解析（１）
第14回：データ解析演習（６）多変量解析（２）
第15回：授業の総括と課題発表

　多変量解析法 改訂版、奥野 忠一（著）、日科技連出版社

　・Basic ＆ clinical biostatistics、Beth Dawson and Robert GG. Trapp, Lange Medical Books

そ の 他 100％ １）各回の輪読や演習で作成した資料や発表の内容を評価します。
２）各回の討論における積極性（発言回数、内容）を評価します。
３）レポート内容について評価します。
４）授業への出席状況で評価します。

健康運動疫学演習（２） B（秋学期）
荒尾　孝

　研究を効率的かつ質の高い論文として完成するために研究デザインに対応した論文作成法について学ぶ。具体的には、観察研究の標
準的な書き方として“STROBE statement”に基づく論文の書き方を学ぶ。また、介入研究については、論文作成のガイドラインである“CONSORT 
statement”に基づく論文の書き方について学ぶ。

　健康づくりに関する観察研究と介入研究の論文作成における重要ポイントについて理解し、質の高い論文を効率的に作成でき
るようになることを目標とする。

第１回：演習の概要と進め方
第２回：論文作成法の演習－各種論文作成のためのガイドライン
第３回：観察研究の論文作成法（１）STROBE－緒言
第４回：観察研究の論文作成法（２）STROBE－方法（１）
第５回：観察研究の論文作成法（３）STROBE－方法（２）
第６回：観察研究の論文作成法（４）STROBE－結果
第７回：観察研究の論文作成法（５）STROBE－考察
第８回：観察研究の論文作成法（６）STROBE－図表、参考文献、利益相反
第９回：介入研究の論文作成法（１）CONSORT－緒言
第10回：介入研究の論文作成法（２）CONSORT－方法（１）
第11回：介入研究の論文作成法（３）CONSORT－方法（２）
第12回：介入研究の論文作成法（４）CONSORT－結果
第13回：介入研究の論文作成法（５）CONSORT－考察
第14回：介入研究の論文作成法（６）CONSORT－図表、参考文献、利益相反
第15回：人を対象とする研究における倫理

・STrengthening the Reporting of OBservational studies in Epidemiology.
・Revised Recommendations for Improving the Quality of Reports of Parallel-Group Randomized Trials.
・生物医学雑誌への投稿のための統一規定（第５版）.

そ の 他 100％ １）各回の輪読や演習で作成した資料や発表の内容を評価します。
２）各回の討論における積極性（発言回数、内容）を評価します。
３）レポート内容について評価します。
４）授業への出席状況で評価します。



演
習
科
目
（
修
士
）

ス

ポ

ー

ツ

医

科

学

スポーツ神経精神医科学演習（１） A（春学期）
内田　直

　睡眠・生体リズムとスポーツパフォーマンス、身体運動が脳や心の働きに与える影響（運動によるうつ状態の改善、前頭葉機能の改
善等）、スポーツパフォーマンスに関連した脳機能などについて、招聘講師の講義、文献抄読および実験計画の検討などを行う。

・この分野に関わる知識を専門的なレベルのディスカッションが可能になることを目標に習得する。
・自分自身の研究の方向性を定める。
・研究に関わる文献を検索し、読解し、研究の現状について把握する。
・自分の研究計画を立案し、研究計画のもつ発見性について理解する。

第１回：受講ガイダンス
第２回：講義：睡眠の生理学基礎
第３回：講義：運動が睡眠に与える影響レヴュー
第４回：講義：運動の気分改善効果レヴュー
第５回：講義：運動が脳機能に与える影響レヴュー
第６回：研究計画検討１
第７回：研究計画検討２
第８回：研究計画検討３
第９回：招聘講師講義　記憶と睡眠
第10回：研究に必要な過去文献レヴュー１
第11回：研究に必要な過去文献レヴュー２
第12回：研究に必要な過去文献レヴュー３
第13回：研究に必要な過去文献レヴュー４
第14回：研究に必要な過去文献レヴュー５
第15回：春学期の総括と夏季休暇中の研究活動の総合討論

　講義のたびに紹介する

試　　験 100％ 年間最終日に口頭試問を行い、成績を評価する。

スポーツ神経精神医科学演習（１） B（秋学期）
内田　直

　スポーツと睡眠・生体リズム、スポーツパフォーマンス、身体運動が脳や心の働きに与える影響（運動によるうつ状態の改善、前頭
葉機能の改善等）、スポーツパフォーマンスに関連した脳機能などについて、招聘講師の講義、文献抄読および実験計画の検討などを行う。

・この分野に関わる知識を専門的なレベルのディスカッションが可能になることを目標に習得する。
・自分自身の研究の方向性を定める。
・研究に関わる文献を検索し、読解し、研究の現状について把握する。
・自分の研究計画を立案し、研究計画のもつ発見性について理解する。

第１回：夏季休暇中の研究活動の総合討論と今後の方向
第２回：研究進捗と討論１
第３回：研究進捗と討論２
第４回：研究進捗と討論３
第５回：招聘講師講義　スポーツ科学における機能的MRI研究
第６回：研究に必要な過去文献レヴュー６
第７回：研究に必要な過去文献レヴュー７
第８回：研究に必要な過去文献レヴュー８
第９回：研究に必要な過去文献レヴュー９
第10回：研究に必要な過去文献レヴュー10
第11回：スポーツ精神医学専門講義
第12回：睡眠医学専門講義
第13回：スポーツ脳科学専門講義
第14回：運動生理学と神経系専門講義
第15回：総合総括

　講義のたびに紹介する

試　　験 100％ 年間最終日に口頭試問を行い、成績を評価する。
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スポーツ神経精神医科学演習（２） A（春学期）
内田　直

　スポーツと睡眠・生体リズム、スポーツパフォーマンス、身体運動が脳や心の働きに与える影響（運動によるうつ状態の改善、前頭
葉機能の改善等）、スポーツパフォーマンスに関連した脳機能などについて、招聘講師の講義、文献抄読および実験計画の検討などを行う。

・この分野に関わる最新知識を発展的に習得する。
・自分自身の研究の方向性を深める。
・研究に関わる文献を検索し、読解し、研究の現状について評価する。
・自分の研究計画を遂行し、得られた結果から新しい発見を得る。

第１回：受講ガイダンス
第２回：講義：睡眠の生理学基礎２
第３回：講義：運動が睡眠に与える影響レヴュー２
第４回：講義：運動の気分改善効果レヴュー２
第５回：講義：運動が脳機能に与える影響レヴュー２
第６回：研究計画検討１
第７回：研究計画検討２
第８回：研究計画検討３
第９回：招聘講師講義　記憶と睡眠
第10回：研究に必要な過去文献レヴュー１
第11回：研究に必要な過去文献レヴュー２
第12回：研究に必要な過去文献レヴュー３
第13回：研究に必要な過去文献レヴュー４
第14回：研究に必要な過去文献レヴュー５
第15回：春学期の総括と夏季休暇中の研究活動の総合討論

　講義のたびに紹介する

試　　験 100％ 年間最終日に口頭試問を行い、成績を評価する。

スポーツ神経精神医科学演習（２） B（秋学期）
内田　直

　スポーツと睡眠・生体リズム、スポーツパフォーマンス、身体運動が脳や心の働きに与える影響（運動によるうつ状態の改善、前頭
葉機能の改善等）、スポーツパフォーマンスに関連した脳機能などについて、招聘講師の講義、文献抄読および実験計画の検討などを行う。

・この分野に関わる最新知識を発展的に習得する。
・自分自身の研究の方向性を深める。
・研究に関わる文献を検索し、読解し、研究の現状について評価する。
・自分の研究計画を遂行し、得られた結果から新しい発見を得る。

第１回：夏季休暇中の研究活動の総合討論と今後の方向
第２回：研究進捗と討論１
第３回：研究進捗と討論２
第４回：研究進捗と討論３
第５回：招聘講師講義　スポーツ科学における機能的MRI研究
第６回：研究に必要な過去文献レヴュー６
第７回：研究に必要な過去文献レヴュー７
第８回：研究に必要な過去文献レヴュー８
第９回：研究に必要な過去文献レヴュー９
第10回：研究に必要な過去文献レヴュー10
第11回：スポーツ精神医学専門講義２
第12回：睡眠医学専門講義２
第13回：スポーツ脳科学専門講義２
第14回：運動生理学と神経系専門講義２
第15回：総合総括

　講義のたびに紹介する

試　　験 100％ 年間最終日に口頭試問を行い、成績を評価する。
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スポーツ健康管理学演習（１） A（春学期）
坂本　静男

　スポーツあるいは運動が一般人の健康管理に有用であることはよく知られた事実であり、また逆にスポーツ選手のコンディショニン
グを考えていく上では運動量や運動強度を考慮していくことが重要であることもよく知られたことである。実際的に呼気ガス分析を含めた運動負荷
試験やスポーツ（運動）中のホルター心電図検査などを行ってその結果を検討したり、また多数の文献的検討を行い、安全になおかつ効果的にスポー
ツを実践していく上での注意点を知ることが、この演習の中心的課題である。

　メタボリックシンドローム、内科的スポーツ障害を理解し、心電図（運動負荷試験、長時間心電図記録）を自身で行えるよう
になること、そして論文抄読のプレゼンテーションが優秀になることを目標とする。

第１回：オリエンテーション
第２回：一般人の健康管理総論
第３回：一般人の健康管理各論－メタボリックシンドローム（１）
第４回：一般人の健康管理各論－メタボリックシンドローム（２）
第５回：一般人の健康管理各論－メタボリックシンドローム（３）
第６回：一般人の健康管理各論－メタボリックシンドローム（４）
第７回：一般人の健康管理各論－メタボリックシンドローム（５）
第８回：スポーツ選手の健康管理総論
第９回：スポーツ選手の健康管理各論－内科的急性スポーツ障害（１）
第10回：スポーツ選手の健康管理各論－内科的急性スポーツ障害（２）
第11回：スポーツ選手の健康管理各論－内科的急性スポーツ障害（３）
第12回：スポーツ選手の健康管理各論－内科的慢性スポーツ障害（１）
第13回：スポーツ選手の健康管理各論－内科的慢性スポーツ障害（２）
第14回：スポーツ選手の健康管理各論－内科的慢性スポーツ障害（３）
第15回：スポーツ選手の健康管理各論－内科的慢性スポーツ障害（４）

平常点評価 50％ 研究計画および実施状況をみていく。
そ の 他 50％ 論文抄読のプレゼンテーションを考慮する。

スポーツ健康管理学演習（１） B（秋学期）
坂本　静男

　スポーツあるいは運動が一般人の健康管理に有用であることはよく知られた事実であり、また逆にスポーツ選手のコンディショニン
グを考えていく上では運動量や運動強度を考慮していくことが重要であることもよく知られたことである。実際的に呼気ガス分析を含めた運動負荷
試験やスポーツ（運動）中のホルター心電図検査などを行ってその結果を検討したり、また多数の文献的検討を行い、安全になおかつ効果的にスポー
ツを実践していく上での注意点を知ることが、この演習の中心的課題である。

　メタボリックシンドローム、内科的スポーツ障害を理解し、心電図（運動負荷試験、長時間心電図記録）を自身で行えるよう
になること、そして論文抄読のプレゼンテーションが優秀になることを目標とする。

第１回：安静時心電図記録の実際
第２回：潜水反射試験の実際
第３回：運動負荷試験の実際（１）
第４回：運動負荷試験の実際（２）
第５回：運動負荷試験の実際（３）
第６回：運動負荷試験の実際（４）
第７回：長時間心電図記録の実際（１）
第８回：長時間心電図記録の実際（２）
第９回：長時間心電図記録の実際（３）
第10回：スポーツ医学関連の文献抄読（１）
第11回：スポーツ医学関連の文献抄読（２）
第12回：スポーツ医学関連の文献抄読（３）
第13回：スポーツ医学関連の文献抄読（４）
第14回：スポーツ医学関連の文献抄読（５）
第15回：スポーツ医学関連の文献抄読（６）

平常点評価 50％ 研究計画および実施状況をみていく。
そ の 他 50％ 論文抄読のプレゼンテーションを考慮する。
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スポーツ健康管理学演習（２） A（春学期）
坂本　静男

　スポーツを安全に、なおかつ効果的に行っていく上で、いかにスポーツのためのメディカルチェックが重要であるかを、文献的に、
実際的に検討していく。その中でも特に重要な検査である運動負荷試験について、実際に運動負荷試験も経験し、自身のデータも含めて心電図学的、
脂質代謝学的、呼吸生理学的観点から、学んでいくことになる。その他の検査に関しても、可能な限り実体験してその重要性に関して検討していく
ことになる。

　演習（１）と同様であるが、修士論文を作成することが最終目標である。

第１回：オリエンテーション
第２回：スポーツのためのメディカルチェック総論
第３回：スポーツのためのメディカルチェック各論－問診から安静時心電図まで
第４回：スポーツのためのメディカルチェック各論－運動負荷試験の実際（１）
第５回：スポーツのためのメディカルチェック各論－運動負荷試験の実際（２）
第６回：スポーツのためのメディカルチェック各論－運動負荷試験の実際（３）
第７回：スポーツのためのメディカルチェック各論－運動負荷試験の実際（４）
第８回：スポーツのためのメディカルチェック各論－心エコー図検査（１）
第９回：スポーツのためのメディカルチェック各論－心エコー図検査（２）
第10回：スポーツのためのメディカルチェック各論－心エコー図検査（３）
第11回：スポーツのためのメディカルチェック各論－POMS検査（１）
第12回：スポーツのためのメディカルチェック各論－POMS検査（２）
第13回：スポーツのためのメディカルチェック各論－POMS検査（３）
第14回：スポーツのためのメディカルチェック各論－長時間心電図検査（１）
第15回：スポーツのためのメディカルチェック各論－長期間心電図検査（２）

レポート 90％ 修士論文を評価する。
平常点評価 10％ 抄読会でのプレゼンテーションの状況を考慮する。

スポーツ健康管理学演習（２） B（秋学期）
坂本　静男

　スポーツを安全に、なおかつ効果的に行っていく上で、いかにスポーツのためのメディカルチェックが重要であるかを、文献的に、
実際的に検討していく。その中でも特に重要な検査である運動負荷試験について、実際に運動負荷試験も経験し、自身のデータも含めて心電図学的、
脂質代謝学的、呼吸生理学的観点から、学んでいくことになる。その他の検査に関しても、可能な限り実体験してその重要性に関して検討していく
ことになる。

　演習（１）と同様であるが、修士論文を作成することが最終目標である。

第１回：修士論文研究結果の検討（１）
第２回：修士論文研究結果の検討（２）
第３回：修士論文研究結果の検討（３）
第４回：修士論文研究結果の検討（４）
第５回：修士論文研究結果の検討（５）
第６回：スポーツ医学関連の文献抄読（１）
第７回：スポーツ医学関連の文献抄読（２）
第８回：スポーツ医学関連の文献抄読（３）
第９回：スポーツ医学関連の文献抄読（４）
第10回：修士論文研究結果の検討（６）
第11回：修士論文研究結果の検討（７）
第12回：修士論文研究結果の検討（８）
第13回：スポーツ医学関連の文献抄読（５）
第14回：スポーツ医学関連の文献抄読（６）
第15回：スポーツ医学関連の文献抄読（７）

レポート 90％ 修士論文を評価する。
平常点評価 10％ 抄読会でのプレゼンテーションの状況を考慮する。
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運動器スポーツ医学演習（１） A（春学期）
鳥居　俊

　運動器スポーツ医学の最新の領域に関する文献抄読とこれに基づく討論を行う。
　特に、運動器の発育発達に関する知見、若年期のスポーツ障害の発生メカニズムに関する知見を中心とした文献を扱う。

　運動器の発育発達や若年者のスポーツ障害に関する海外の代表的な論文を読んで理解すること。論文の論点を明らかにし、独
創性や問題点について整理できること。

第１回：イントロダクション
第２回：抄読１、討論１
第３回：抄読２、討論２
第４回：抄読３、討論３
第５回：抄読４、討論４
第６回：抄読５、討論５
第７回：抄読６、討論６
第８回：抄読７、討論７
第９回：抄読８、討論８
第10回：抄読９、討論９
第11回：抄読10、討論10
第12回：抄読11、討論11
第13回：抄読12、討論12
第14回：抄読13、討論13
第15回：春学期まとめ、総合討論

そ の 他 100％ レポート・発表50％、出席・平常点50％とする

運動器スポーツ医学演習（１） B（秋学期）
鳥居　俊

　運動器スポーツ医学の最新の領域に関する文献抄読とこれに基づく討論を行う。
　特に、運動器の発育発達に関する知見、若年期のスポーツ障害の発生メカニズムに関する知見を中心とした文献を扱う。

　運動器の発育発達や若年者のスポーツ障害に関する海外の代表的な論文を読んで理解すること。論文の論点を明らかにし、独
創性や問題点について整理できること。

第１回：抄読14、討論14
第２回：抄読15、討論15
第３回：抄読16、討論16
第４回：抄読17、討論17
第５回：抄読18、討論18
第６回：抄読19、討論19
第７回：抄読20、討論20
第８回：抄読21、討論21
第９回：抄読22、討論22
第10回：抄読23、討論23
第11回：抄読24、討論24
第12回：抄読25、討論25
第13回：抄読26、討論26
第14回：抄読27、討論27
第15回：秋学期まとめ、総合討論

そ の 他 100％ レポート・発表50％、出席・平常点50％とする
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運動器スポーツ医学演習（２） A（春学期）
鳥居　俊

　運動器は損傷や加齢によって変性し、機能の低下を招く。運動器損傷の治療やリハビリテーション、加齢による運動器変性疾患の運
動療法に関する最新の論文を抄読、討論を行う。

　運動器の加齢や加齢に基づく運動器疾患に関する海外の代表的な論文を読んで理解すること。論文の論点を明らかにし、独創
性や問題点について整理できること。

第１回：イントロダクション
第２回：抄読１、討論１
第３回：抄読２、討論２
第４回：抄読３、討論３
第５回：抄読４、討論４
第６回：抄読５、討論５
第７回：抄読６、討論６
第８回：抄読７、討論７
第９回：抄読８、討論８
第10回：抄読９、討論９
第11回：抄読10、討論10
第12回：抄読11、討論11
第13回：抄読12、討論12
第14回：抄読13、討論13
第15回：春学期まとめ、総合討論

レポート 50％ レポートによる評価
平常点評価 50％ 平常点による評価

運動器スポーツ医学演習（２） B（秋学期）
鳥居　俊

　運動器は損傷や加齢によって変性し、機能の低下を招く。運動器損傷の治療やリハビリテーション、加齢による運動器変性疾患の運
動療法に関する最新の論文を抄読、討論を行う。

　運動器の加齢や加齢に基づく運動器疾患に関する海外の代表的な論文を読んで理解すること。論文の論点を明らかにし、独創
性や問題点について整理できること。

第１回：抄読14、討論14
第２回：抄読15、討論15
第３回：抄読16、討論16
第４回：抄読17、討論17
第５回：抄読18、討論18
第６回：抄読19、討論19
第７回：抄読20、討論20
第８回：抄読21、討論21
第９回：抄読22、討論22
第10回：抄読23、討論23
第11回：抄読24、討論24
第12回：抄読25、討論25
第13回：抄読26、討論26
第14回：抄読27、討論27
第15回：秋学期まとめ、総合討論

レポート 50％ レポートによる評価
平常点評価 50％ 平常点による評価
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スポーツ外科学演習（１） A（春学期）
福林　徹

　スポーツ選手を医科学的に把握するためには生体内の諸器官の部位と働きを正確に把握しなければならない。特に骨・関節などの運
動器の働きとその作用部位を正確に把握し、その異常を早期に発見することはスポーツ選手のコンディショニング維持や、リハビリテーションを進
めるには欠くことのできない要素である。本演習では院生の研究発表や学会予行、最新の外国文献の輪読等を行い、スポーツ外科学の最新の情報が
得られるようにする。院生はそれらの情報をもとに修士論文の作成を準備する。

　各種学会での発表予行、研究進捗状況への助言。

第１回：福林研の研究の方向性
第２回：M２の研究発表と質疑
第３回：D３、D２の研究発表と質疑
第４回：最新の知見　膝靭帯損傷とその予防
第５回：学会予行（ACSM）
第６回：最新の知見　足関節のバイオメカニクス
第７回：学会予行（運動療法学会、リハビリ学会）
第８回：最新の知見　筋電図
第９回：学会報告と今後の研究
第10回：学会予行（JOSKAS）
第11回：D１研究の方向性
第12回：M１研究の方向性　その１
第13回：M２研究の方向性　その２
第14回：最新の知見　肉離れ
第15回：夏休みの研究計画

　特になし

　最新のスポーツ医学のジャーナル

レポート 50％ レポートによる評価
平常点評価 50％ 平常点による評価

スポーツ外科学演習（１） B（秋学期）
福林　徹

　スポーツ選手を医科学的に把握するためには生体内の諸器官の部位と働きを正確に把握しなければならない。特に骨・関節などの運
動器の働きとその作用部位を正確に把握し、その異常を早期に発見することはスポーツ選手のコンディショニング維持や、リハビリテーションを進
めるには欠くことのできない要素である。本演習では院生の研究発表や学会予行、最新の外国文献の輪読等を行い、スポーツ外科学の最新の情報が
得られるようにする。院生はそれらの情報をもとに修士論文の作成を準備する。

　各種学会での発表予行、研究進捗状況への助言。

第１回：学会報告
第２回：最近の知見　肩関節の動作解析と障害
第３回：最近の知見　サッカーゲーム中の３次元解析
第４回：D３博士論文とその概要（１）
第５回：D３博士論文とその概要（２）
第６回：最新の知見　tissue engineeringの方向性
第７回：学会予行
第８回：学会予行
第９回：M２修士論文とその概要
第10回：M２修士論文とその概要
第11回：最新の知見　injury prevention
第12回：D１、D２の研究の方向性
第13回：M１研究の方向性
第14回：M１研究の方向性
第15回：福林研総括

レポート 50％ レポートによる評価
平常点評価 50％ 平常点による評価
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スポーツ外科学演習（２） A（春学期）
福林　徹

　演習（１）に引き続き行う。院生の研究発表や学会予行、最新の外国文献の輪読等の情報を参考にして、教官サイドから世界の最新
情報や学会での討論内容をさらに提供し幅広い討論を行う。また時として外部より専門教員を招きその分野の専門的知見が得られるようにする。

　各種学会での発表予行、研究進捗状況への助言。

第１回：福林研の研究の方向性
第２回：M２の研究発表と質疑
第３回：D３、D２の研究発表と質疑
第４回：最新の知見　膝靭帯損傷とその予防
第５回：学会予行（ACSM）
第６回：最新の知見　足関節のバイオメカニクス
第７回：学会予行（運動療法学会、リハビリ学会）
第８回：最新の知見　筋電図
第９回：学会報告と今後の研究
第10回：学会予行（JOSKAS）
第11回：D１研究の方向性
第12回：M１研究の方向性　その１
第13回：M２研究の方向性　その２
第14回：最新の知見　肉離れ
第15回：夏休みの研究計画

レポート 50％ レポートによる評価
平常点評価 50％ 平常点による評価

スポーツ外科学演習（２） B（秋学期）
福林　徹

　演習（１）に引き続き行う。院生の研究発表や学会予行、最新の外国文献の輪読等の情報を参考にして、教官サイドから世界の最新
情報や学会での討論内容をさらに提供し幅広い討論を行う。また時として外部より専門教員を招きその分野の専門的知見が得られるようにする。

　各種学会での発表予行、研究進捗状況への助言。

第１回：学会報告
第２回：最近の知見　肩関節の動作解析と障害
第３回：最近の知見　サッカーゲーム中の３次元解析
第４回：D３博士論文とその概要（１）
第５回：D３博士論文とその概要（２）
第６回：最新の知見　tissue engineeringの方向性
第７回：学会予行
第８回：学会予行
第９回：M２修士論文とその概要
第10回：M２修士論文とその概要
第11回：最新の知見　injury prevention
第12回：D１、D２の研究の方向性
第13回：M１研究の方向性
第14回：M１研究の方向性
第15回：福林研総括

レポート 50％ レポートによる評価
平常点評価 50％ 平常点による評価
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健康行動科学演習（１） A（春学期）
岡　浩一朗／石井　香織／塩田　琴美

　本演習では、特に情報検索、論文読解、統計解析、プレゼンテーションスキルに関するトレーニングを行う。

　健康づくり（特に、身体活動・運動の推進）のための効果的な支援方策の最新情報や基礎知識に関するリテラシーを高め、修
士論文をまとめるための研究能力および問題解決能力を高めることを主な目標にする。

第１回：演習の概要と進め方
第２回：情報検索トレーニング（１）
第３回：情報検索トレーニング（２）
第４回：情報検索トレーニング（３）
第５回：論文読解トレーニング（１）
第６回：論文読解トレーニング（２）
第７回：論文読解トレーニング（３）
第８回：論文読解トレーニング（４）
第９回：論文読解トレーニング（５）
第10回：統計解析トレーニング（１）
第11回：統計解析トレーニング（２）
第12回：統計解析トレーニング（３）
第13回：統計解析トレーニング（４）
第14回：統計解析トレーニング（５）
第15回：講評とレポート課題

　特になし。資料は講義中に適宜配布する。

レポート 20％ レポート内容20％
平常点評価 80％ 出席状況50％、発表内容15％、授業中の積極性や勤勉性といった取組姿勢15％

健康行動科学演習（１） B（秋学期）
岡　浩一朗／石井　香織／塩田　琴美

　本演習では、特に情報検索、論文読解、統計解析、プレゼンテーションスキルに関するトレーニングを行う。

　健康づくり（特に、身体活動・運動の推進）のための効果的な支援方策の最新情報や基礎知識に関するリテラシーを高め、修
士論文をまとめるための研究能力および問題解決能力を高めることを主な目標にする。

第１回：演習の進め方、プレゼンテーションスキルトレーニング（１）
第２回：プレゼンテーションスキルトレーニング（２）
第３回：プレゼンテーションスキルトレーニング（３）
第４回：プレゼンテーションスキルトレーニング（４）
第５回：プレゼンテーションスキルトレーニング（５）
第６回：クリティカルリーディングトレーニング（１）
第７回：クリティカルリーディングトレーニング（２）
第８回：クリティカルリーディングトレーニング（３）
第９回：クリティカルリーディングトレーニング（４）
第10回：クリティカルリーディングトレーニング（５）
第11回：クリティカルリーディングトレーニング（６）
第12回：クリティカルリーディングトレーニング（７）
第13回：クリティカルリーディングトレーニング（８）
第14回：クリティカルリーディングトレーニング（９）
第15回：講評とレポート課題

　特になし。資料は講義中に適宜配布する。

レポート 20％ レポート内容20％
平常点評価 80％ 出席状況50％、発表内容15％、授業中の積極性や勤勉性といった取組姿勢15％
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健康行動科学演習（２） A（春学期）
岡　浩一朗／石井　香織／塩田　琴美

　本演習では、ダイレクトリーディング（特定の領域を決めて、一定数の論文を読み、その要旨を説明する）を中心に演習を進め、最
終的には総説論文を作成する。

　健康づくり（特に、身体活動・運動の推進）のための効果的な支援方策の最新情報に関するリテラシーを高め、修士論文をま
とめるための研究能力および問題解決能力を高めることを主な目標にする。

第１回：演習の概要と進め方
第２回：ダイレクトリーディングトレーニング（１）
第３回：ダイレクトリーディングトレーニング（２）
第４回：ダイレクトリーディングトレーニング（３）
第５回：ダイレクトリーディングトレーニング（４）
第６回：ダイレクトリーディングトレーニング（５）
第７回：ダイレクトリーディングトレーニング（６）
第８回：ダイレクトリーディングトレーニング（７）
第９回：ダイレクトリーディングトレーニング（８）
第10回：ダイレクトリーディングトレーニング（９）
第11回：ダイレクトリーディングトレーニング（10）
第12回：ダイレクトリーディングトレーニング（11）
第13回：ダイレクトリーディングトレーニング（12）
第14回：ダイレクトリーディングトレーニング（13）
第15回：ダイレクトリーディングトレーニング（14）、講評

　特になし。資料は講義中に適宜配布する。

レポート 20％ レポート内容20％
平常点評価 80％ 出席状況50％、発表内容15％、授業中の積極性や勤勉性といった取組姿勢15％

健康行動科学演習（２） B（秋学期）
岡　浩一朗／石井　香織／塩田　琴美

　本演習では、ダイレクトリーディング（特定の領域を決めて、一定数の論文を読み、その要旨を説明する）を中心に演習を進め、最
終的には総説論文を作成する。

　健康づくり（特に、身体活動・運動の推進）のための効果的な支援方策の最新情報に関するリテラシーを高め、修士論文をま
とめるための研究能力および問題解決能力を高めることを主な目標にする。

第１回：演習の進め方、ダイレクトリーディングトレーニング（15）
第２回：ダイレクトリーディングトレーニング（16）
第３回：ダイレクトリーディングトレーニング（17）
第４回：ダイレクトリーディングトレーニング（18）
第５回：ダイレクトリーディングトレーニング（19）
第６回：ダイレクトリーディングトレーニング（20）
第７回：ダイレクトリーディングトレーニング（21）
第８回：ダイレクトリーディングトレーニング（22）
第９回：ダイレクトリーディングトレーニング（23）
第10回：総説論文の作成（１）
第11回：総説論文の作成（２）
第12回：総説論文の作成（３）
第13回：総説論文の作成（４）
第14回：総説論文の作成（５）
第15回：レポート課題と解説

レポート 20％ レポート内容20％
平常点評価 80％ 出席状況50％、発表内容15％、授業中の積極性や勤勉性といった取組姿勢15％
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スポーツ整形外科学演習（１） A（春学期）
金岡　恒治

　これまでに報告されてきた脊椎疾患・外傷に関する学術的論文の紹介とその評価。
　脊椎疾患・外傷に関する研究を始めるに当たって、これまで報告されている研究の手法・結果について熟知し、独自の新しい仮説を見いだす。

　整形外科的疾患の病態を理解し、新しく、独自の研究仮説を立案し、その立証方法を検討し、実践する。

第１回：オリエンテーション
第２回：関心領域の文献考察、研究仮説の立案、研究手法の模索
第３回：関心領域の文献考察、研究仮説の立案、研究手法の模索
第４回：関心領域の文献考察、研究仮説の立案、研究手法の模索
第５回：関心領域の文献考察、研究仮説の立案、研究手法の模索
第６回：関心領域の文献考察、研究仮説の立案、研究手法の模索
第７回：関心領域の文献考察、研究仮説の立案、研究手法の模索
第８回：関心領域の文献考察、研究仮説の立案、研究手法の模索
第９回：関心領域の文献考察、研究仮説の立案、研究手法の模索
第10回：関心領域の文献考察、研究仮説の立案、研究手法の模索
第11回：関心領域の文献考察、研究仮説の立案、研究手法の模索
第12回：関心領域の文献考察、研究仮説の立案、研究手法の模索
第13回：関心領域の文献考察、研究仮説の立案、研究手法の模索
第14回：関心領域の文献考察、研究仮説の立案、研究手法の模索
第15回：関心領域の文献考察、研究仮説の立案、研究手法の模索

平常点評価 100％ 学会発表内容・投稿論文により評価する。

スポーツ整形外科学演習（１） B（秋学期）
金岡　恒治

　これまでに報告されてきた脊椎疾患・外傷に関する学術的論文の紹介とその評価。
　脊椎疾患・外傷に関する研究を始めるに当たって、これまで報告されている研究の手法・結果について熟知し、独自の新しい仮説を見いだす。

　整形外科的疾患の病態を理解し、新しく、独自の研究仮説を立案し、その立証方法を検討し、実践する。

第１回：関心領域の文献考察、研究仮説の立案、研究手法の模索
第２回：関心領域の文献考察、研究仮説の立案、研究手法の模索
第３回：関心領域の文献考察、研究仮説の立案、研究手法の模索
第４回：関心領域の文献考察、研究仮説の立案、研究手法の模索
第５回：関心領域の文献考察、研究仮説の立案、研究手法の模索
第６回：関心領域の文献考察、研究仮説の立案、研究手法の模索
第７回：関心領域の文献考察、研究仮説の立案、研究手法の模索
第８回：関心領域の文献考察、研究仮説の立案、研究手法の模索
第９回：関心領域の文献考察、研究仮説の立案、研究手法の模索
第10回：関心領域の文献考察、研究仮説の立案、研究手法の模索
第11回：関心領域の文献考察、研究仮説の立案、研究手法の模索
第12回：関心領域の文献考察、研究仮説の立案、研究手法の模索
第13回：関心領域の文献考察、研究仮説の立案、研究手法の模索
第14回：関心領域の文献考察、研究仮説の立案、研究手法の模索
第15回：関心領域の文献考察、研究仮説の立案、研究手法の模索

平常点評価 100％ 学会発表内容・投稿論文により評価する。
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スポーツ整形外科学演習（２） A（春学期）
金岡　恒治

　脊椎疾患・外傷に関する研究を行うのに必要な、脊椎の動作解析、筋電解析、画像評価、統計解析などの研究手法を紹介する。
　演習（１）で得た独自の仮説を検証するための手法を明確にし、研究を実施する。

　整形外科的疾患の病態を理解し、新しく、独自の研究仮説を立案し、その立証方法を検討し、実践する。

第１回：オリエンテーション
第２回：研究手法の確立、実施
第３回：研究手法の確立、実施
第４回：研究手法の確立、実施
第５回：研究手法の確立、実施
第６回：研究手法の確立、実施
第７回：研究手法の確立、実施
第８回：研究手法の確立、実施
第９回：研究手法の確立、実施
第10回：研究手法の確立、実施
第11回：研究手法の確立、実施
第12回：研究手法の確立、実施
第13回：研究手法の確立、実施
第14回：研究手法の確立、実施
第15回：研究手法の確立、実施

平常点評価 100％ 学会発表内容・投稿論文により評価する。

スポーツ整形外科学演習（２） B（秋学期）
金岡　恒治

　脊椎疾患・外傷に関する研究を行うのに必要な、脊椎の動作解析、筋電解析、画像評価、統計解析などの研究手法を紹介する。
　演習（１）で得た独自の仮説を検証するための手法を明確にし、研究を実施する。

　整形外科的疾患の病態を理解し、新しく、独自の研究仮説を立案し、その立証方法を検討し、実践する。

第１回：研究手法の確立、実施
第２回：研究手法の確立、実施
第３回：研究手法の確立、実施
第４回：研究手法の確立、実施
第５回：研究手法の確立、実施
第６回：研究手法の確立、実施
第７回：研究手法の確立、実施
第８回：研究手法の確立、実施
第９回：研究手法の確立、実施
第10回：研究手法の確立、実施
第11回：研究手法の確立、実施
第12回：研究手法の確立、実施
第13回：研究手法の確立、実施
第14回：研究手法の確立、実施
第15回：研究手法の確立、実施

平常点評価 100％ 学会発表内容・投稿論文により評価する。
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予防医学演習（１） A（春学期）
鈴木　克彦

　医科学研究の進歩に伴い、さまざまな疾患が遺伝要因と環境要因の相互作用により発症するという概念が具体化され、また多くの疾
患の発症にストレスや免疫異常、炎症などが密接に関与することも明らかにされつつある。予防医学において、免疫学は「疫を免れる学」としてそ
の基礎と応用の理解がきわめて重要である。生活習慣病の予防・治療については、運動・栄養の意義・役割に重点をおき、体力医学・介護予防との
関連を理解できるように予防医学を学習する。

　前半は、まず免疫学の知識を体系的に習得しながら、それらがいかにライフスタイルと関連し、病気（おもに免疫関連疾患と
感染症）の診断・治療・予防に応用されているかを理解する。後半は、今日の疾病構造は生活習慣病が主体であるため、分子細胞生物学や免疫学等
の生命科学が、いかに疾病の診断や予防・治療に応用されているかを学ぶ。

第１回：受講ガイダンス、免疫の基本概念、構成細胞
第２回：抗原と抗体、受容体
第３回：接着分子、サイトカイン、補体 
第４回：感染免疫
第５回：運動・ストレスと免疫
第６回：運動によるサイトカイン応答に関する研究 
第７回：免疫関連疾患
第８回：移植免疫
第９回：腫瘍免疫
第10回：白血病とその治療
第11回：免疫機能測定法
第12回：老化と生体防御
第13回：栄養と生体防御 
第14回：運動と生体防御
第15回：白血球機能解析の新たな展開

　森口覚、酒井徹、山本茂編『管理栄養士講座　感染と生体防御』建帛（ケンパク）社。

　逐次紹介する。

レポート 50％ レポートによる評価
平常点評価 50％ 平常点による評価

　ある程度医学的知識を習得済みであることが望ましい。
　関連URL：http://www.f.waseda.jp/katsu.suzu/syllabus.htm

予防医学演習（１） B（秋学期）
宮﨑　裕美

　医科学研究の進歩に伴い、さまざまな疾患が遺伝要因と環境要因の相互作用により発症するという概念が具体化され、また多くの疾
患の発症にストレスや免疫異常、炎症などが密接に関与することも明らかにされつつある。予防医学において、免疫学は「疫を免れる学」としてそ
の基礎と応用の理解がきわめて重要である。生活習慣病の予防・治療については、運動・栄養の意義・役割に重点をおき、体力医学・介護予防との
関連を理解できるように予防医学を学習する。

　前半は、まず免疫学の知識を体系的に習得しながら、それらがいかにライフスタイルと関連し、病気（おもに免疫関連疾患と
感染症）の診断・治療・予防に応用されているかを理解する。後半は、今日の疾病構造は生活習慣病が主体であるため、分子細胞生物学や免疫学等
の生命科学が、いかに疾病の診断や予防・治療に応用されているかを学ぶ。

第１回：人体の構造と機能
第２回：健康増進と栄養学
第３回：健康診断・臨床検査 
第４回：メタボリックシンドローム
第５回：運動習慣と疾病予防
第６回：疫学・老化研究
第７回：健康寿命と老人保健
第８回：高齢者医療・介護予防
第９回：運動と免疫
第10回：激運動と生体防御 
第11回：健康づくり政策
第12回：介護予防と地域福祉活動
第13回：運動とサイトカインの実験的研究
第14回：運動による生体のストレス応答と制御
第15回：まとめと課題

　森口覚、酒井徹、山本茂編『管理栄養士講座　感染と生体防御』建帛（ケンパク）社。

　逐次紹介する。

レポート 50％ レポートによる評価
平常点評価 50％ 平常点による評価

　ある程度医学的知識を習得済みであることが望ましい。
　関連URL：http://www.f.waseda.jp/katsu.suzu/syllabus.htm
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予防医学演習（２） A（春学期）
鈴木　克彦

　予防医学的問題の実態把握や原因究明には、分子・細胞レベル（生化学、免疫学等）、個体レベル（生理学、診断学等）や集団レベル（疫
学等）などのさまざまなアプローチが必要となる。そこで予防演習（２）では、問題解決型の研究能力の養成に取り組む。

　主に英文論文を用いて分析・評価法に関する資料や論文を発表し討論することによって健康事象の分析・評価のあり方を学ぶ。
また、各自の研究テーマに関する文献や進捗状況を報告することによって、修士論文の作成を支援する。

第１回：受講ガイダンス
第２回：英文論文の発表と討論
第３回：英文論文の発表と討論
第４回：英文論文の発表と討論
第５回：英文論文の発表と討論
第６回：英文論文の発表と討論
第７回：英文論文の発表と討論
第８回：英文論文の発表と討論
第９回：英文論文の発表と討論
第10回：英文論文の発表と討論
第11回：英文論文の発表と討論
第12回：英文論文の発表と討論
第13回：英文論文の発表と討論
第14回：英文論文の発表と討論
第15回：前半まとめ

　逐次紹介する。

レポート 50％ 文書作成能力による評価
平常点評価 50％ 出席状況による評価

　予防医学演習（１）を履修済みであることが望ましい。
　関連URL：http://www.f.waseda.jp/katsu.suzu/syllabus.htm

予防医学演習（２） B（秋学期）
宮﨑　裕美

　予防医学的問題の実態把握や原因究明には、分子・細胞レベル（生化学、免疫学等）、個体レベル（生理学、診断学等）や集団レベル（疫
学等）などのさまざまなアプローチが必要となる。そこで予防演習（２）では、問題解決型の研究能力の養成に取り組む。

　主に英文論文を用いて分析・評価法に関する資料や論文を発表し討論することによって健康事象の分析・評価のあり方を学ぶ。
また、各自の研究テーマに関する文献や進捗状況を報告することによって、修士論文の作成を支援する。

第１回：英文論文の発表と討論
第２回：英文論文の発表と討論
第３回：英文論文の発表と討論
第４回：英文論文の発表と討論
第５回：英文論文の発表と討論
第６回：英文論文の発表と討論
第７回：英文論文の発表と討論
第８回：英文論文の発表と討論
第９回：英文論文の発表と討論
第10回：英文論文の発表と討論
第11回：英文論文の発表と討論
第12回：英文論文の発表と討論
第13回：英文論文の発表と討論
第14回：英文論文の発表と討論
第15回：後半まとめ

　逐次紹介する。

レポート 50％ レポートによる評価
平常点評価 50％ 平常点による評価

　予防医学演習（１）を履修済みであることが望ましい。
　関連URL：http://www.f.waseda.jp/katsu.suzu/syllabus.htm
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アスレティックトレーニング演習（１） A（春学期）
広瀬　統一

　本講義では、論文抄読を通じて先行研究結果をまとめ、各自の研究テーマの学術的・臨床的位置づけを把握する。

<１>専門分野の英語論文を読み、内容を理解できる。
<２>自分の研究テーマの学術的・臨床的位置づけを説明できる。

第１回：ガイダンス１－１
第２回：論文抄読・ディスカッション１－１
第３回：論文抄読・ディスカッション１－２
第４回：論文抄読・ディスカッション１－３
第５回：論文抄読・ディスカッション１－４
第６回：論文抄読・ディスカッション１－５
第７回：研究テーマに関する総説作成・ディスカッション１－１
第８回：研究テーマに関する総説作成・ディスカッション１－２
第９回：研究テーマに関する総説作成・ディスカッション１－３
第10回：研究テーマに関する総説作成・ディスカッション１－４
第11回：研究テーマに関する総説作成・ディスカッション１－５
第12回：中間発表１－１
第13回：中間発表１－２
第14回：中間発表１－３
第15回：まとめ

平常点評価 100％ 毎回のプレゼン内容とディスカッションへの参加姿勢で評価する

アスレティックトレーニング演習（１） B（秋学期）
広瀬　統一

　本講義では、論文抄読を通じて先行研究結果をまとめ、各自の研究テーマの学術的・臨床的位置づけを把握する。

<１>専門分野の英語論文を読み、内容を理解できる。
<２>自分の研究テーマの学術的・臨床的位置づけを説明できる。

第１回：ガイダンス２
第２回：論文抄読・ディスカッション２－１
第３回：論文抄読・ディスカッション２－２
第４回：論文抄読・ディスカッション２－３
第５回：論文抄読・ディスカッション２－４
第６回：論文抄読・ディスカッション２－５
第７回：研究テーマに関する総説作成・ディスカッション２－１
第８回：研究テーマに関する総説作成・ディスカッション２－２
第９回：研究テーマに関する総説作成・ディスカッション２－３
第10回：研究テーマに関する総説作成・ディスカッション２－４
第11回：研究テーマに関する総説作成・ディスカッション２－５
第12回：中間発表２－１
第13回：中間発表２－２
第14回：中間発表２－３
第15回：まとめ

平常点評価 100％ 毎回のプレゼン内容とディスカッションへの参加姿勢で評価する
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アスレティックトレーニング演習（２） A（春学期）
広瀬　統一

　本講義では、アスレティックトレーニングに関する英語論文抄読を通じて、各自の研究活動や臨床活動を発展させる。

<１>当該分野の英語論文・著書を読み、内容を理解できる。
<２>自分の研究テーマの学術的・臨床的位置づけを説明できる。

第１回：ガイダンス
第２回：論文・著書抄読、ディスカッション１－１
第３回：論文・著書抄読、ディスカッション１－２
第４回：論文・著書抄読、ディスカッション１－３
第５回：論文・著書抄読、ディスカッション１－４
第６回：論文・著書抄読、ディスカッション１－５
第７回：論文・著書抄読、ディスカッション１－６
第８回：論文・著書抄読、ディスカッション１－７
第９回：論文・著書抄読、ディスカッション１－８
第10回：中間発表１（論文・著書抄読内容の理解）
第11回：中間発表２（論文・著書抄読内容の分析）
第12回：中間発表３（論文・著書抄読内容の発展）
第13回：論文・著書抄読内容の発展１
第14回：論文・著書抄読内容の発展２
第15回：まとめ

平常点評価 100％ 毎回のプレゼン内容とディスカッションへの参加姿勢で評価する

アスレティックトレーニング演習（２） B（秋学期）
広瀬　統一

　本講義では、アスレティックトレーニングに関する英語論文抄読を通じて、各自の研究活動や臨床活動を発展させる。

<１>当該分野の英語論文・著書を読み、内容を理解できる。
<２>自分の研究テーマの学術的・臨床的位置づけを説明できる。

第１回：ガイダンス
第２回：論文・著書抄読、ディスカッション２－１
第３回：論文・著書抄読、ディスカッション２－２
第４回：論文・著書抄読、ディスカッション２－３
第５回：論文・著書抄読、ディスカッション２－４
第６回：論文・著書抄読、ディスカッション２－５
第７回：論文・著書抄読、ディスカッション２－６
第８回：論文・著書抄読、ディスカッション２－７
第９回：論文・著書抄読、ディスカッション２－８
第10回：中間発表２－１（論文・著書抄読内容の理解）
第11回：中間発表２－２（論文・著書抄読内容の分析）
第12回：中間発表２－３（論文・著書抄読内容の発展）
第13回：論文・著書抄読内容の発展２－１
第14回：論文・著書抄読内容の発展２－２
第15回：まとめ

平常点評価 100％ 毎回のプレゼン内容とディスカッションへの参加姿勢で評価する
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スポーツ神経科学演習（１） A（春学期）
彼末　一之

　運動を司る神経機構について生理学的な観点から講義する内容に関して、特に興味を持った項目について文献を調査しその内容につ
いて毎週発表する。そしてそれをレポートとしてまとめる。

　運動制御の神経機構について修士論文の研究と関連して理解する。

第１回：受講ガイダンス
第２回：文献検索１
第３回：文献輪読１－１
第４回：文献輪読１－２
第５回：文献輪読１－３
第６回：レポート作成１
第７回：文献検索２
第８回：文献輪読２－１
第９回：文献輪読２－２
第10回：文献輪読２－３
第11回：レポート作成２
第12回：プレゼンテーション準備１
第13回：プレゼンテーション準備２
第14回：プレゼンテーション１
第15回：プレゼンテーション２

平常点評価 100％ グループワーク内での貢献度と各個人に割り当てられた発表内容で評価

スポーツ神経科学演習（１） B（秋学期）
彼末　一之

　運動を司る神経機構について生理学的な観点から講義する内容に関して、特に興味を持った項目について文献を調査しその内容につ
いて毎週発表する。そしてそれをレポートとしてまとめる。

　運動制御の神経機構について修士論文の研究と関連して理解する。

第１回：受講ガイダンス
第２回：文献検索４
第３回：文献輪読４－１
第４回：文献輪読４－２
第５回：文献輪読４－３
第６回：レポート作成４
第７回：文献検索５
第８回：文献輪読５－１
第９回：文献輪読５－２
第10回：文献輪読５－３
第11回：レポート作成５
第12回：プレゼンテーション準備１
第13回：プレゼンテーション準備２
第14回：プレゼンテーション３
第15回：プレゼンテーション４

平常点評価 100％ グループワーク内での貢献度と各個人に割り当てられた発表内容で評価
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スポーツ神経科学演習（２） A（春学期）
彼末　一之

　演習（１）でまとめた内容を基に、運動制御系についてのモデルを構築し、それから予想される仮説を基に実験を行い、レポートに
まとめる。

　実験を各自が計画して、マネジメントし、遂行できるようにする。

第１回：受講ガイダンス
第２回：実験計画１
第３回：実験計画２
第４回：実験計画３
第５回：実験計画４
第６回：実験計画５
第７回：実験実施１
第８回：実験実施１
第９回：実験実施２
第10回：実験実施３
第11回：実験実施４
第12回：実験実施５
第13回：実験実施６
第14回：実験実施７
第15回：実験実施８

平常点評価 100％ 各自の研究に取り組む姿勢とその成果で評価

スポーツ神経科学演習（２） B（秋学期）
彼末　一之

　演習（１）でまとめた内容を基に、運動制御系についてのモデルを構築し、それから予想される仮説を基に実験を行い、レポートに
まとめる。

　実験を各自が計画して、マネジメントし、遂行できるようにする。

第１回：実験実施９
第２回：実験実施10
第３回：実験実施11
第４回：実験実施12
第５回：実験実施13
第６回：実験実施14
第７回：実験実施15
第８回：レポート作成１
第９回：レポート作成２
第10回：レポート作成３
第11回：レポート作成４
第12回：レポート作成５
第13回：プレゼンテーション１
第14回：プレゼンテーション２
第15回：プレゼンテーション３

平常点評価 100％ 各自の研究に取り組む姿勢とその成果で評価
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生体ダイナミクス演習（１） A（春学期）
川上　泰雄

　運動生理学・バイオメカニクスの分野における、人間を対象とした研究についての学習・討論を通じて演習指導を行う。実験手法の
理論的背景や先行研究の知見に関して討論する。対象となる研究はスポーツ・身体運動の科学の分野において頻繁に行われる動作分析や力計測、筋
形状や筋活動の定量化などが中心となる。

　生体ダイナミクス・バイオメカニクスについての基礎知識を習得し、応用する。

第１回：授業ガイダンス
第２回：運動生理学・バイオメカニクス研究手法
第３回：先行研究の調査・報告（１）
第４回：先行研究の調査・報告（２）
第５回：先行研究の調査・報告（３）
第６回：先行研究の調査・報告（４）
第７回：先行研究の調査・報告（５）
第８回：先行研究の調査・報告（６）
第９回：先行研究の調査・報告（７）
第10回：先行研究の調査・報告（８）
第11回：実験データの討議（１）
第12回：実験データの討議（２）
第13回：実験データの討議（３）
第14回：実験データの討議（４）
第15回：実験データの討議（５）

レポート 50％ 授業中心適宜レポートを課します
平常点評価 50％ 発表・討議などにおける積極性を評価します

　関連URL：http://www.f.waseda.jp/ykawa/indexj.htm

生体ダイナミクス演習（１） B（秋学期）
川上　泰雄

　運動生理学・バイオメカニクスの分野における、人間を対象とした研究についての学習・討論を通じて演習指導を行う。実験手法の
理論的背景や先行研究の知見に関して討論する。対象となる研究はスポーツ・身体運動の科学の分野において頻繁に行われる動作分析や力計測、筋
形状や筋活動の定量化などが中心となる。

　生体ダイナミクス・バイオメカニクスについての基礎知識を習得し、応用する。

第１回：先行研究の調査・報告（９）
第２回：先行研究の調査・報告（10）
第３回：先行研究の調査・報告（11）
第４回：先行研究の調査・報告（12）
第５回：先行研究の調査・報告（13）
第６回：先行研究の調査・報告（14）
第７回：先行研究の調査・報告（15）
第８回：先行研究の調査・報告（16）
第９回：実験データの討議（６）
第10回：実験データの討議（７）
第11回：実験データの討議（８）
第12回：実験データの討議（９）
第13回：実験データの討議（10）
第14回：総合討議（１）
第15回：総合討議（２）

レポート 50％ 授業中心適宜レポートを課します
平常点評価 50％ 発表・討議などにおける積極性を評価します

　関連URL：http://www.f.waseda.jp/ykawa/indexj.htm
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生体ダイナミクス演習（２） A（春学期）
川上　泰雄

　人間を対象とした生体計測手法を学ぶ生体ダイナミクス演習（１）の応用として、骨格筋の形態的・機能的特徴について演習指導を
行います。参加者自身が行った実験データや先行研究の調査・報告などを通じて、骨格筋の解剖学的形状とその機能的意義、神経系による骨格筋の
コントロール、そしてそれらの可塑性（トレーニング効果）などについて討論を行います。

　生体ダイナミクス・バイオメカニクスについての基礎知識を習得し、応用する。

第１回：授業ガイダンス
第２回：先行研究の調査・報告（１）
第３回：先行研究の調査・報告（２）
第４回：先行研究の調査・報告（３）
第５回：先行研究の調査・報告（４）
第６回：先行研究の調査・報告（５）
第７回：先行研究の調査・報告（６）
第８回：先行研究の調査・報告（７）
第９回：先行研究の調査・報告（８）
第10回：実験データの討議（１）
第11回：実験データの討議（２）
第12回：実験データの討議（３）
第13回：実験データの討議（４）
第14回：実験データの討議（５）
第15回：実験データの討議（６）

レポート 50％ 授業中心適宜レポートを課します
平常点評価 50％ 発表・討議などにおける積極性を評価します

　関連URL：http://www.f.waseda.jp/ykawa/indexj.htm

生体ダイナミクス演習（２） B（秋学期）
川上　泰雄

　人間を対象とした生体計測手法を学ぶ生体ダイナミクス演習（１）の応用として、骨格筋の形態的・機能的特徴について演習指導を
行います。参加者自身が行った実験データや先行研究の調査・報告などを通じて、骨格筋の解剖学的形状とその機能的意義、神経系による骨格筋の
コントロール、そしてそれらの可塑性（トレーニング効果）などについて討論を行います。

　生体ダイナミクス・バイオメカニクスについての基礎知識を習得し、応用する。

第１回：先行研究の調査・報告（９）
第２回：先行研究の調査・報告（10）
第３回：先行研究の調査・報告（11）
第４回：先行研究の調査・報告（12）
第５回：先行研究の調査・報告（13）
第６回：先行研究の調査・報告（14）
第７回：先行研究の調査・報告（15）
第８回：先行研究の調査・報告（16）
第９回：実験データの討議（６）
第10回：実験データの討議（７）
第11回：実験データの討議（８）
第12回：実験データの討議（９）
第13回：実験データの討議（10）
第14回：総合討議（１）
第15回：総合討議（２）

レポート 50％ 授業中心適宜レポートを課します
平常点評価 50％ 発表・討議などにおける積極性を評価します

　関連URL：http://www.f.waseda.jp/ykawa/indexj.htm



演
習
科
目
（
修
士
）

身

体

運

動

科

学

運動生化学演習（１） A（春学期）
樋口　満

　一過性の身体運動によって引き起こさせる体内の代謝的変動、及び運動トレーニングによる適応的変化について、理解を深めるために、
運動生化学的視点からまとめられた英文総説や、関連する最新の運動生化学に関する海外の原著論文をとりあげて議論する。

　英文総説や原著論文の内容をよく理解し、評価あるいは批判できる能力とともに、自分自身の研究に役立てる能力を身につけ
る。

第１回：運動生化学に関する総説論文や原著論文の紹介と議論
第２回：運動生化学に関する総説論文や原著論文の紹介と議論
第３回：運動生化学に関する総説論文や原著論文の紹介と議論
第４回：運動生化学に関する総説論文や原著論文の紹介と議論
第５回：運動生化学に関する総説論文や原著論文の紹介と議論
第６回：運動生化学に関する総説論文や原著論文の紹介と議論
第７回：運動生化学に関する総説論文や原著論文の紹介と議論
第８回：運動生化学に関する総説論文や原著論文の紹介と議論
第９回：運動生化学に関する総説論文や原著論文の紹介と議論
第10回：運動生化学に関する総説論文や原著論文の紹介と議論
第11回：運動生化学に関する総説論文や原著論文の紹介と議論
第12回：運動生化学に関する総説論文や原著論文の紹介と議論
第13回：運動生化学に関する総説論文や原著論文の紹介と議論
第14回：運動生化学に関する総説論文や原著論文の紹介と議論
第15回：運動生化学に関する総説論文や原著論文の紹介と議論

レポート 20％ レジメと発表内容で評価する
平常点評価 80％ 出席状況

運動生化学演習（１） B（秋学期）
樋口　満

　一過性の身体運動によって引き起こさせる体内の代謝的変動、及び運動トレーニングによる適応的変化について、理解を深めるために、
運動生化学的視点からまとめられた英文総説や、関連する最新の運動生化学に関する海外の原著論文をとりあげて議論する。

　英文総説や原著論文の内容をよく理解し、評価あるいは批判できる能力とともに、自分自身の研究に役立てる能力を身につけ
る。

第１回：運動生化学に関する総説論文や原著論文の紹介と議論
第２回：運動生化学に関する総説論文や原著論文の紹介と議論
第３回：運動生化学に関する総説論文や原著論文の紹介と議論
第４回：運動生化学に関する総説論文や原著論文の紹介と議論
第５回：運動生化学に関する総説論文や原著論文の紹介と議論
第６回：運動生化学に関する総説論文や原著論文の紹介と議論
第７回：運動生化学に関する総説論文や原著論文の紹介と議論
第８回：運動生化学に関する総説論文や原著論文の紹介と議論
第９回：運動生化学に関する総説論文や原著論文の紹介と議論
第10回：運動生化学に関する総説論文や原著論文の紹介と議論
第11回：運動生化学に関する総説論文や原著論文の紹介と議論
第12回：運動生化学に関する総説論文や原著論文の紹介と議論
第13回：運動生化学に関する総説論文や原著論文の紹介と議論
第14回：運動生化学に関する総説論文や原著論文の紹介と議論
第15回：運動生化学に関する総説論文や原著論文の紹介と議論

レポート 20％ レジメと発表内容で評価する
平常点評価 80％ 出席状況
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運動生化学演習（２） A（春学期）
樋口　満

　一過性の身体運動によって引き起こさせる体内の代謝的変動、及び運動トレーニングによる適応的変化について、運動生化学的視点
から行われた研究を発表し、議論する。

　自分自身の研究をまとめ、発表する能力とともに、発表された研究について議論する能力を身につける。

第１回：運動生化学に関する研究発表と議論
第２回：運動生化学に関する研究発表と議論
第３回：運動生化学に関する研究発表と議論
第４回：運動生化学に関する研究発表と議論
第５回：運動生化学に関する研究発表と議論
第６回：運動生化学に関する研究発表と議論
第７回：運動生化学に関する研究発表と議論
第８回：運動生化学に関する研究発表と議論
第９回：運動生化学に関する研究発表と議論
第10回：運動生化学に関する研究発表と議論
第11回：運動生化学に関する研究発表と議論
第12回：運動生化学に関する研究発表と議論
第13回：運動生化学に関する研究発表と議論
第14回：運動生化学に関する研究発表と議論
第15回：運動生化学に関する研究発表と議論

レポート 20％ 研究発表のレジメと発表内容で評価する
平常点評価 80％ 出席状況

運動生化学演習（２） B（秋学期）
樋口　満

　一過性の身体運動によって引き起こさせる体内の代謝的変動、及び運動トレーニングによる適応的変化について、運動生化学的視点
から行われた研究を発表し、議論する。

　自分自身の研究をまとめ、発表する能力とともに、発表された研究について議論する能力を身につける。

第１回：運動生化学に関する研究発表と議論
第２回：運動生化学に関する研究発表と議論
第３回：運動生化学に関する研究発表と議論
第４回：運動生化学に関する研究発表と議論
第５回：運動生化学に関する研究発表と議論
第６回：運動生化学に関する研究発表と議論
第７回：運動生化学に関する研究発表と議論
第８回：運動生化学に関する研究発表と議論
第９回：運動生化学に関する研究発表と議論
第10回：運動生化学に関する研究発表と議論
第11回：運動生化学に関する研究発表と議論
第12回：運動生化学に関する研究発表と議論
第13回：運動生化学に関する研究発表と議論
第14回：運動生化学に関する研究発表と議論
第15回：運動生化学に関する研究発表と議論

レポート 20％ 研究発表のレジメと発表内容で評価する
平常点評価 80％ 出席状況
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スポーツ生理学演習（１） A（春学期）
村岡　功

　生理学を親学問として発展してきたスポーツ生理学は、生理学が静的（安静）状態での生命現象を対象としているのに対して、動的（運
動・スポーツ）状態でのそれを対象としている。そして、その目標は、各種スポーツや身体活動に対する生体の応答と適応を明らかにすることにある。
ここでは、関連する英文テキストの輪読や英文文献の紹介、および、運動・スポーツ状態での様々な生理的指標の測定を通じて、運動・スポーツに
対する生体応答と適応を理解することとする。

　スポーツ生理学に関連する英文テキストの輪読および測定などを通じて、運動・スポーツに対する生体応答と生体適応を理解
するとともに、競技力向上や健康づくりで用いられる様々な測定法を習得するようにする。

第１回：オリエンテーション
第２回：原書講読<１>
第３回：原書講読<２>
第４回：原書講読<３>
第５回：原書講読<４>
第６回：原書講読<５>
第７回：原書講読<６>
第８回：原書講読<７>
第９回：原書講読<８>
第10回：原書講読<９>
第11回：原書講読<10>
第12回：原書講読<11>
第13回：原書講読<12>
第14回：原書講読<13>
第15回：原書講読<14>

　スポーツ生理学に関する英文テキストを指示する。

　授業の中で、適宜紹介する。

平常点評価 50％ 平常点による評価
そ の 他 50％ 原著の発表による評価

スポーツ生理学演習（１） B（秋学期）
村岡　功

　生理学を親学問として発展してきたスポーツ生理学は、生理学が静的（安静）状態での生命現象を対象としているのに対して、動的（運
動・スポーツ）状態でのそれを対象としている。そして、その目標は、各種スポーツや身体活動に対する生体の応答と適応を明らかにすることにある。
ここでは、関連する英文テキストの輪読や英文文献の紹介、および、運動・スポーツ状態での様々な生理的指標の測定を通じて、運動・スポーツに
対する生体応答と適応を理解することとする。

　スポーツ生理学に関連する英文テキストの輪読などを通じて、運動・スポーツに対する生体応答と生体適応を理解するととも
に、競技力向上や健康づくりで用いられる様々な測定法を習得するようにする。

第１回：生理学的指標の測定法<１>
第２回：生理学的指標の測定法<２>
第３回：生理学的指標の測定法<３>
第４回：生理学的指標の測定法<４>
第５回：生理学的指標の測定法<５>
第６回：生理学的指標の測定法<６>
第７回：生理学的指標の測定法<７>
第８回：生理学的指標の測定法<８>
第９回：生理学的指標の測定法<９>
第10回：生理学的指標の測定法<10>
第11回：生理学的指標の測定法<11>
第12回：生理学的指標の測定法<12>
第13回：生理学的指標の測定法<13>
第14回：生理学的指標の測定法<14>
第15回：まとめ

　スポーツ生理学に関する英文テキストを指示する。

　授業の中で、適宜紹介する。

レポート 50％ レポートによる評価
平常点評価 50％ 平常点による評価
そ の 他 特になし
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スポーツ生理学演習（２） A（春学期）
村岡　功

　スポーツ生理学演習（１）で習得したことを基礎として、ここではより具体的に、スポーツ種目による生体応答や適応の相違を探り、
それぞれ健康づくりや競技力向上の視点に立って検討することとする。そのために、各自がスポーツ種目別あるいは研究テーマ別に国内外の文献紹
介等を行い、種目による生体応答と適応の相違を明らかにするとともに、同時に当該分野における最新の研究動向や先端的知見を理解する。

　本演習では、スポーツ種目ごとの生体応答と生体適応を理解するとともに、スポーツ生理学に関する最新の英文雑誌に掲載さ
れた論文を読み解くことで、この分野における最新の研究動向や先端的知見を理解するようにする。

第１回：オリエンテーション
第２回：各種スポーツ種目の生理学<１>
第３回：各種スポーツ種目の生理学<２>
第４回：各種スポーツ種目の生理学<３>
第５回：各種スポーツ種目の生理学<４>
第６回：各種スポーツ種目の生理学<５>
第７回：各種スポーツ種目の生理学<６>
第８回：各種スポーツ種目の生理学<７>
第９回：各種スポーツ種目の生理学<８>
第10回：各種スポーツ種目の生理学<９>
第11回：各種スポーツ種目の生理学<10>
第12回：各種スポーツ種目の生理学<11>
第13回：各種スポーツ種目の生理学<12>
第14回：各種スポーツ種目の生理学<13>
第15回：各種スポーツ種目の生理学<14>

　スポーツ生理学に関わる専門雑誌を適宜使用する。

　授業の中で、適宜紹介する。

平常点評価 50％ 平常点による評価
そ の 他 50％ 論文の発表による

スポーツ生理学演習（２） B（秋学期）
村岡　功

　スポーツ生理学演習（１）で習得したことを基礎として、ここではより具体的に、スポーツ種目による生体応答や適応の相違を探り、
それぞれ健康づくりや競技力向上の視点に立って検討することとする。そのために、各自がスポーツ種目別あるいは研究テーマ別に国内外の文献紹
介等を行い、種目による生体応答と適応の相違を明らかにするとともに、同時に当該分野における最新の研究動向や先端的知見を理解する。

　本演習では、スポーツ種目ごとの生体応答と生体適応を理解するとともに、スポーツ生理学に関する最新の英文雑誌に掲載さ
れた論文を読み解くことで、この分野における最新の研究動向や先端的知見を理解するようにする。

第１回：文献抄読<１>
第２回：文献抄読<２>
第３回：文献抄読<３>
第４回：文献抄読<４>
第５回：文献抄読<５>
第６回：文献抄読<６>
第７回：文献抄読<７>
第８回：文献抄読<８>
第９回：文献抄読<９>
第10回：文献抄読<10>
第11回：文献抄読<11>
第12回：文献抄読<12>
第13回：文献抄読<13>
第14回：文献抄読<14>
第15回：まとめ

　スポーツ生理学に関わる専門雑誌を適宜使用する。

　授業の中で、適宜紹介する。

平常点評価 50％ 平常点による評価
そ の 他 50％ 論文の発表による
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スポーツ心理学演習（１） A（春学期）
正木　宏明

　スポーツ心理学で扱われてきた研究テーマに認知神経科学的手法を適用することで何がわかるのかについて学習する。スポーツ心理
学・認知神経科学に関する基礎知識を習得しながら、修士論文の研究テーマを決定する。
　認知神経科学研究の発展は目覚ましく、その手法はスポーツ心理学研究領域に新しい研究アプローチを与えるものである。本演習では、認知神経
科学研究およびスポーツ心理学研究に関する最新の研究知見を文献紹介によって理解する。

　スポーツ場面で生み出される巧みな動作の背景メカニズムについて、認知神経科学的手法によって解明するための基礎知識を
習得する。

第１回：ガイダンス
第２回：文献輪読１
第３回：文献輪読２
第４回：文献輪読３
第５回：文献輪読４
第６回：文献輪読５
第７回：文献輪読６
第８回：文献輪読７
第９回：文献輪読８
第10回：文献輪読９
第11回：文献輪読10
第12回：研究発表１
第13回：研究発表２
第14回：研究発表３
第15回：研究発表４

　特になし。必要に応じてプリントを配布する。

平常点評価 100％ 平常点による評価

　出席および研究方法論の習得に対する真摯な態度が重視される。

スポーツ心理学演習（１） B（秋学期）
正木　宏明

　スポーツ心理学で扱われてきた研究テーマに認知神経科学的手法を適用することで何がわかるのかについて学習する。スポーツ心理
学・認知神経科学に関する基礎知識を習得しながら、修士論文の研究テーマを決定する。
　認知神経科学研究の発展は目覚ましく、その手法はスポーツ心理学研究領域に新しい研究アプローチを与えるものである。本演習では、認知神経
科学研究およびスポーツ心理学研究に関する最新の研究知見を文献紹介によって理解する。

　スポーツ場面で生み出される巧みな動作の背景メカニズムについて、認知神経科学的手法によって解明するための基礎知識を
習得する。

第１回：研究の方向性確認
第２回：研究発表５
第３回：研究発表６
第４回：研究発表７
第５回：研究発表８
第６回：研究発表９
第７回：研究発表10
第８回：研究発表11
第９回：研究発表12
第10回：研究発表13
第11回：研究発表14
第12回：研究発表15
第13回：研究発表16
第14回：研究発表17
第15回：総括

　特になし。必要に応じてプリントを配布する。

平常点評価 100％ 平常点による評価

　出席および研究方法論の習得に対する真摯な態度が重視される。
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スポーツ心理学演習（２） A（春学期）
正木　宏明

　演習（１）で決定した修士論文のテーマについて実験計画を立て、その妥当性について議論する。詳細な検討を重ねたうえでデータ
を取得し、修士論文を作成する。
　修士論文の作成に必要な研究指導を行う。文献紹介を通して最新の研究知見を把握するだけでなく、実験計画、実験実施、解析、結果の解釈など、
研究方法全般について理解する。

　認知神経科学的手法によって解明すべきスポーツ行動の現象を見出し、修士論文のテーマとする。剰余変数を排除した実験計
画を立案・実施することで修士論文を作成する。

第１回：ガイダンス
第２回：修士論文研究中間報告１
第３回：修士論文研究中間報告２
第４回：修士論文研究中間報告３
第５回：研究計画１
第６回：研究計画２
第７回：研究計画３
第８回：研究計画４
第９回：研究計画５
第10回：研究計画６
第11回：研究発表１
第12回：研究発表２
第13回：研究発表３
第14回：研究発表４
第15回：まとめ

　特になし。必要に応じてプリントを配布する。

平常点評価 100％ 平常点による評価

　出席および研究方法論の習得に対する真摯な態度が重視される。

スポーツ心理学演習（２） B（秋学期）
正木　宏明

　演習（１）で決定した修士論文のテーマについて実験計画を立て、その妥当性について議論する。詳細な検討を重ねたうえでデータ
を取得し、修士論文を作成する。
　修士論文の作成に必要な研究指導を行う。文献紹介を通して最新の研究知見を把握するだけでなく、実験計画、実験実施、解析、結果の解釈など、
研究方法全般について理解する。

　認知神経科学的手法によって解明すべきスポーツ行動の現象を見出し、修士論文のテーマとする。剰余変数を排除した実験計
画を立案・実施することで修士論文を作成する。

第１回：研究発表５
第２回：研究発表６
第３回：研究発表７
第４回：研究発表８
第５回：研究発表９
第６回：研究発表10
第７回：研究発表11
第８回：研究発表12
第９回：修士論文研究報告１
第10回：修士論文研究報告２
第11回：修士論文研究報告３
第12回：修士論文研究報告４
第13回：修士論文研究報告５
第14回：修士論文研究報告６
第15回：総括

　特になし。必要に応じてプリントを配布する。

平常点評価 100％ 平常点による評価

　出席および研究方法論の習得に対する真摯な態度が重視される。



演
習
科
目
（
修
士
）

身

体

運

動

科

学

スポーツ情報処理演習（１） A（春学期）
誉田　雅彰

　スポーツメディア情報を対象としてコンピュータにより画像・信号処理技術の基礎を学習するとともに、コンピュータを用いたメディ
ア処理演習を通して、プログラミング技術、スポーツ動作に関する情報処理技術を習得する。

　スポーツ映像処理およびコンピュータを用いた映像処理の仕組みを理解し、プログラミング技術の習得およびその活用を通し
てスポーツ映像処理技術を身につける。

第１回：受講ガイダンス
第２回：四則演算から配列データ処理
第３回：繰り返し処理と条件判定処理
第４回：データの入出力
第５回：グラフ作成
第６回：プログラミング課題（１）
第７回：プログラミング課題（２）
第８回：映像データの入出力
第９回：映像データの表示映像
第10回：映像の２値化処理
第11回：色特徴を用いた映像データ処理
第12回：スポーツ映像における選手位置検出処理
第13回：スポーツ映像における選手位置検出プログラムの作成（１）
第14回：スポーツ映像における選手位置検出プログラムの作成（２）
第15回：スポーツ映像における選手位置検出プログラムの作成（３）

レポート 40％ 採点
平常点評価 60％ 出席回数

スポーツ情報処理演習（１） B（秋学期）
誉田　雅彰

　スポーツメディア情報を対象としてコンピュータにより画像・信号処理技術の基礎を学習するとともに、コンピュータを用いたメディ
ア処理演習を通して、プログラミング技術、スポーツ動作に関する情報処理技術を習得する。

　スポーツ映像処理およびコンピュータを用いた映像処理の仕組みを理解し、プログラミング技術の習得およびその活用を通し
てスポーツ映像処理技術を身につける。

第１回：パタン認識処理の基礎
第２回：統計的パタン認識の仕組み
第３回：動作映像の撮影
第４回：動作データの解析
第５回：動作の特徴抽出
第６回：動作の識別処理（１）
第７回：動作の識別処理（２）
第８回：フィールドにおけるスポーツ動作映像の撮影
第９回：スポーツ動作データの解析
第10回：スポーツ動作の特徴抽出
第11回：スポーツ動作の識別処理（１）
第12回：スポーツ動作の識別処理（２）
第13回：スポーツ動作の識別処理の考察（１）
第14回：スポーツ動作の識別処理の考察（２）
第15回：まとめと課題

レポート 40％ 採点
平常点評価 60％ 出席回数
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スポーツ情報処理演習（２） A（春学期）
誉田　雅彰

　演習（１）で習得した技術をさらに発展させ、スポーツメディア情報およびスポーツ身体動作に関する高度な情報処理技術を学習す
るとともに、スポーツメディア情報解析やスポーツ身体動作のコンピュータシミュレーションを中心として個々の研究課題に取り組む。

　スポーツ映像処理および身体動作処理に関するより高度の仕組みを理解し、プログラミング技術の習得およびその活用を通し
てスポーツ情報処理技術を身につける。

第１回：演習の概要と進め方
第２回：映像データベースの仕組み（１）
第３回：映像データベースの仕組み（２）
第４回：映像データベースの作成（１）
第５回：映像データベースの作成（２）
第６回：スポーツ映像検索処理（１）
第７回：スポーツ映像検索処理（２）
第８回：スポーツ映像検索処理プログラムの作成（１）
第９回：スポーツ映像検索処理プログラムの作成（２）
第10回：スポーツ映像検索処理プログラムの作成（３）
第11回：スポーツ映像検索実験（１）
第12回：スポーツ映像検索実験（２）
第13回：スポーツ映像検索性能の評価（１）
第14回：スポーツ映像検索性能の評価（２）
第15回：スポーツ映像検索のまとめと課題

レポート 40％ 採点
平常点評価 60％ 出席日数

スポーツ情報処理演習（２） B（秋学期）
誉田　雅彰

　演習（１）で習得した技術をさらに発展させ、スポーツメディア情報およびスポーツ身体動作に関する高度な情報処理技術を学習す
るとともに、スポーツメディア情報解析やスポーツ身体動作のコンピュータシミュレーションを中心として個々の研究課題に取り組む。

　スポーツ映像処理および身体動作処理に関するより高度の仕組みを理解し、プログラミング技術の習得およびその活用を通し
てスポーツ情報処理技術を身につける。

第１回：スポーツ映像の自動生成の仕組み（１）
第２回：スポーツ映像の自動生成の仕組み（２）
第３回：固定カメラ映像を用いたスポーツ映像の自動生成（１）
第４回：固定カメラ映像を用いたスポーツ映像の自動生成（２）
第５回：移動カメラの制御方法
第６回：移動カメラを用いた映像撮影
第７回：移動カメラ映像処理（１）
第８回：移動カメラ映像処理（２）
第９回：移動カメラを用いたスポーツ映像の自動生成（１）
第10回：移動カメラ映像を用いたスポーツ映像の自動生成（２）
第11回：多点ビデオ映像による視点制御の仕組み（１）
第12回：多点ビデオ映像による視点制御の仕組み（２）
第13回：多点ビデオ映像による視点移動映像の生成（１）
第14回：多点ビデオ映像による視点移動映像の生成（２）
第15回：まとめと課題

レポート 40％ 採点
平常点評価 60％ 出席日数
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統合運動神経生理学演習（１） A（春学期）
宝田　雄大

　研究指導内容に関連した研究論文などを輪読する。受講者が内容を紹介し、その後、全員で討論を行う。輪読に際しては、各担当者は、
事前に割り当てられた分担箇所を調べ、レジュメ（A4用紙１～２枚程度の要約）を作成・配布し、その内容について発表する。

　（運動の）生理学あるいは神経科学に関連した先行研究や知見の解釈研究を通じて、それらの研究の現状を知り、その内容を
理解できるようになること。

第１回：受講ガイダンス
第２回：研究指導内容に関連した論文紹介と議論（１）
第３回：研究指導内容に関連した論文紹介と議論（２）
第４回：研究指導内容に関連した論文紹介と議論（３）
第５回：研究指導内容に関連した論文紹介と議論（４）
第６回：研究指導内容に関連した論文紹介と議論（５）
第７回：研究指導内容に関連した論文紹介と議論（６）
第８回：研究指導内容に関連した論文紹介と議論（７）
第９回：研究指導内容に関連した論文紹介と議論（８）
第10回：研究指導内容に関連した論文紹介と議論（９）
第11回：研究指導内容に関連した論文紹介と議論（10）
第12回：研究指導内容に関連した論文紹介と議論（11）
第13回：研究指導内容に関連した論文紹介と議論（12）
第14回：研究指導内容に関連した論文紹介と議論（13）
第15回：レポート課題と解説

標準生理学（医学書院）、カールソン神経科学テキスト　脳と行動（丸善）、脳と行動（共立出版）、タッチ（医学書院）、意識の探求　－神経科学か
らのアプローチ（岩波書店）
Principles of neural science （McGraw-Hill Medical）
Skeletal muscle structure, function ＆ plasticity （Lippincott Williams ＆ Wilkins）

レポート 30％ 発表時のレジュメをレポートと位置付け、各個人に割りあたえられたテーマの理解度などをその内容から評価する。
平常点評価 70％ 各個人に割りあたえられたテーマに関する発表内容について評価する。

　この演習では、特に、各自の自主性や独創性が重視されるので、積極的な姿勢を示す気持ちがない学生、目的意識をもってい
ない学生などには履修は勧められない。
　出欠は、平常点評価における講義への積極性に反映される。
　関連URL：http://www9.plala.or.jp/yudai618/

統合運動神経生理学演習（１） B（秋学期）
宝田　雄大

　研究指導内容に関連した研究論文などを輪読する。受講者が内容を紹介し、その後、全員で討論を行う。輪読に際しては、各担当者は、
事前に割り当てられた分担箇所を調べ、レジュメ（A4用紙１～２枚程度の要約）を作成・配布し、その内容について発表する。

　（運動の）生理学あるいは神経科学に関連した先行研究や知見の解釈研究を通じて、それらの研究の現状を知り、その内容を
理解できるようになること。

第１回：各自の興味ある論文紹介と議論（１）
第２回：各自の興味ある論文紹介と議論（２）
第３回：各自の興味ある論文紹介と議論（３）
第４回：各自の興味ある論文紹介と議論（４）
第５回：各自の興味ある論文紹介と議論（５）
第６回：各自の興味ある論文紹介と議論（６）
第７回：各自の興味ある論文紹介と議論（７）
第８回：各自の興味ある論文紹介と議論（８）
第９回：研究指導内容に関連した論文紹介と議論（14）
第10回：研究指導内容に関連した論文紹介と議論（15）
第11回：研究指導内容に関連した論文紹介と議論（16）
第12回：研究指導内容に関連した論文紹介と議論（17）
第13回：研究指導内容に関連した論文紹介と議論（18）
第14回：研究指導内容に関連した論文紹介と議論（19）
第15回：研究指導内容に関連した論文紹介と議論（20）

標準生理学（医学書院）、カールソン神経科学テキスト　脳と行動（丸善）、脳と行動（共立出版）、タッチ（医学書院）、意識の探求　－神経科学か
らのアプローチ（岩波書店）
Principles of neural science （McGraw-Hill Medical）
Skeletal muscle structure, function ＆ plasticity （Lippincott Williams ＆ Wilkins）

レポート 30％ 発表時のレジュメをレポートと位置付け、各個人に割りあたえられたテーマの理解度などをその内容から評価する。
平常点評価 70％ 各個人に割りあたえられたテーマに関する発表内容について評価する。

　この演習では、特に、各自の自主性や独創性が重視されるので、積極的な姿勢を示す気持ちがない学生、目的意識をもってい
ない学生などには履修は勧められない。
　出欠は、平常点評価における講義への積極性に反映される。
　関連URL：http://www9.plala.or.jp/yudai618/
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統合運動神経生理学演習（２） A（春学期）
宝田　雄大

　受講者は、各自の研究計画書の発表と、予備実験のデータなどを提示し説明する。また必要に応じて、その研究内容に関連した先行
研究などを輪読する。発表や輪読時には、レジュメ（A4用紙１～２枚程度の要約）を作成・配布し、わかりやすい説明に留意する。

　研究指導内容に関連した研究テーマを見つけ、それを実証すべく、実験をデザインし、得られたグラフの考察ができること。

第１回：受講ガイダンス
第２回：受講者の研究計画の発表（１）
第３回：受講者の研究計画の発表（２）
第４回：受講者の研究計画の発表（３）
第５回：受講者の研究計画の発表（４）
第６回：受講者の研究計画の発表（５）
第７回：受講者の研究計画の発表（６）
第８回：受講者の研究計画の発表（７）
第９回：受講者の研究計画の発表（８）
第10回：研究指導内容に関連した実験（１）
第11回：研究指導内容に関連した実験（２）
第12回：研究指導内容に関連した実験（３）
第13回：研究指導内容に関連した実験（４）
第14回：研究指導内容に関連した実験（５）
第15回：レポート課題と解説

標準生理学（医学書院）、カールソン神経科学テキスト　脳と行動（丸善）、脳と行動（共立出版）、タッチ（医学書院）、意識の探求　－神経科学か
らのアプローチ（岩波書店）
Principles of neural science （McGraw-Hill Medical）
Skeletal muscle structure, function ＆ plasticity （Lippincott Williams ＆ Wilkins）

レポート 30％ 実験実習課題の内容の理解度を評価する。
平常点評価 70％ すべての発表内容と、その内容の指摘箇所やコメントに対する取り組み姿勢や改善内容などについて評価する。

　この演習では、特に、各自の自主性や独創性が重視されるので、積極的な姿勢を示す気持ちがない学生、目的意識をもってい
ない学生などには履修は勧められない。
　出欠は、平常点評価における講義への積極性に反映される。
　関連URL：http://www9.plala.or.jp/yudai618/

統合運動神経生理学演習（２） B（秋学期）
宝田　雄大

　受講者は、各自の研究計画書の発表と、予備実験のデータなどを提示し説明する。また必要に応じて、その研究内容に関連した先行
研究などを輪読する。発表や輪読時には、レジュメ（A4用紙１～２枚程度の要約）を作成・配布し、わかりやすい説明に留意する。

　研究指導内容に関連した研究テーマを見つけ、それを実証すべく、実験をデザインし、得られたグラフの考察ができること。

第１回：研究指導内容に関連した論文紹介と議論（１）
第２回：研究指導内容に関連した論文紹介と議論（２）
第３回：研究指導内容に関連した論文紹介と議論（３）
第４回：研究指導内容に関連した論文紹介と議論（４）
第５回：研究指導内容に関連した論文紹介と議論（５）
第６回：研究指導内容に関連した論文紹介と議論（６）
第７回：研究指導内容に関連した論文紹介と議論（７）
第８回：研究指導内容に関連した論文紹介と議論（８）
第９回：研究指導内容に関連した論文紹介と議論（９）
第10回：研究指導内容に関連した論文紹介と議論（10）
第11回：受講者の研究成果発表および議論（１）
第12回：受講者の研究成果発表および議論（２）
第13回：受講者の研究成果発表および議論（３）
第14回：受講者の研究成果発表および議論（４）
第15回：受講者の研究成果発表および議論（５）

標準生理学（医学書院）、カールソン神経科学テキスト　脳と行動（丸善）、脳と行動（共立出版）、タッチ（医学書院）、意識の探求　－神経科学か
らのアプローチ（岩波書店）
Principles of neural science （McGraw-Hill Medical）
Skeletal muscle structure, function ＆ plasticity （Lippincott Williams ＆ Wilkins）

レポート 30％ 実験実習課題の内容の理解度を評価する。
平常点評価 70％ 輪読を含めたすべての発表内容と、その内容の指摘箇所やコメントに対する取り組み姿勢や改善内容などについて評価する。

　この演習では、特に、各自の自主性や独創性が重視されるので、積極的な姿勢を示す気持ちがない学生、目的意識をもってい
ない学生などには履修は勧められない。
　出欠は、平常点評価における講義への積極性に反映される。
　関連URL：http://www9.plala.or.jp/yudai618/
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スポーツ認知神経科学演習（１） A（春学期）
正木　宏明

　スポーツ心理学で扱われてきた研究テーマに認知神経科学的手法を適用することで何がわかるのかについて学習する。スポーツ心理
学・認知神経科学に関する基礎知識を習得しながら、修士論文の研究テーマを決定する。
　認知神経科学研究の発展は目覚ましく、その手法はスポーツ心理学研究領域に新しい研究アプローチを与えるものである。本演習では、認知神経
科学研究およびスポーツ心理学研究に関する最新の研究知見を文献紹介によって理解する。

　スポーツ場面で生み出される巧みな動作の背景メカニズムについて、認知神経科学的手法によって解明するための基礎知識を
習得する。

第１回：ガイダンス
第２回：文献輪読１
第３回：文献輪読２
第４回：文献輪読３
第５回：文献輪読４
第６回：文献輪読５
第７回：文献輪読６
第８回：文献輪読７
第９回：文献輪読８
第10回：文献輪読９
第11回：文献輪読10
第12回：研究発表１
第13回：研究発表２
第14回：研究発表３
第15回：研究発表４

　特になし。必要に応じてプリントを配布する。

平常点評価 100％ 平常点による評価

　出席および研究方法論の習得に対する真摯な態度が重視される。

スポーツ認知神経科学演習（１） B（秋学期）
正木　宏明

　スポーツ心理学で扱われてきた研究テーマに認知神経科学的手法を適用することで何がわかるのかについて学習する。スポーツ心理
学・認知神経科学に関する基礎知識を習得しながら、修士論文の研究テーマを決定する。
　認知神経科学研究の発展は目覚ましく、その手法はスポーツ心理学研究領域に新しい研究アプローチを与えるものである。本演習では、認知神経
科学研究およびスポーツ心理学研究に関する最新の研究知見を文献紹介によって理解する。

　スポーツ場面で生み出される巧みな動作の背景メカニズムについて、認知神経科学的手法によって解明するための基礎知識を
習得する。

第１回：研究の方向性確認
第２回：研究発表５
第３回：研究発表６
第４回：研究発表７
第５回：研究発表８
第６回：研究発表９
第７回：研究発表10
第８回：研究発表11
第９回：研究発表12
第10回：研究発表13
第11回：研究発表14
第12回：研究発表15
第13回：研究発表16
第14回：研究発表17
第15回：総括

　特になし。必要に応じてプリントを配布する。

平常点評価 100％ 平常点による評価

　出席および研究方法論の習得に対する真摯な態度が重視される。
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スポーツ認知神経科学演習（２） A（春学期）
正木　宏明

　演習（１）で決定した修士論文のテーマについて実験計画を立て、その妥当性について議論する。詳細な検討を重ねたうえでデータ
を取得し、修士論文を作成する。
　修士論文の作成に必要な研究指導を行う。文献紹介を通して最新の研究知見を把握するだけでなく、実験計画、実験実施、解析、結果の解釈など、
研究方法全般について理解する。

　認知神経科学的手法によって解明すべきスポーツ行動の現象を見出し、修士論文のテーマとする。剰余変数を排除した実験計
画を立案・実施することで修士論文を作成する。

第１回：ガイダンス
第２回：修士論文研究中間報告１
第３回：修士論文研究中間報告２
第４回：修士論文研究中間報告３
第５回：研究計画１
第６回：研究計画２
第７回：研究計画３
第８回：研究計画４
第９回：研究計画５
第10回：研究計画６
第11回：研究発表１
第12回：研究発表２
第13回：研究発表３
第14回：研究発表４
第15回：まとめ

　特になし。必要に応じてプリントを配布する。

平常点評価 100％ 平常点による評価

　出席および研究方法論の習得に対する真摯な態度が重視される。

スポーツ認知神経科学演習（２） B（秋学期）
正木　宏明

　演習（１）で決定した修士論文のテーマについて実験計画を立て、その妥当性について議論する。詳細な検討を重ねたうえでデータ
を取得し、修士論文を作成する。
　修士論文の作成に必要な研究指導を行う。文献紹介を通して最新の研究知見を把握するだけでなく、実験計画、実験実施、解析、結果の解釈など、
研究方法全般について理解する。

　認知神経科学的手法によって解明すべきスポーツ行動の現象を見出し、修士論文のテーマとする。剰余変数を排除した実験計
画を立案・実施することで修士論文を作成する。

第１回：研究発表５
第２回：研究発表６
第３回：研究発表７
第４回：研究発表８
第５回：研究発表９
第６回：研究発表10
第７回：研究発表11
第８回：研究発表12
第９回：修士論文研究報告１
第10回：修士論文研究報告２
第11回：修士論文研究報告３
第12回：修士論文研究報告４
第13回：修士論文研究報告５
第14回：修士論文研究報告６
第15回：総括

　特になし。必要に応じてプリントを配布する。

平常点評価 100％ 平常点による評価

　出席および研究方法論の習得に対する真摯な態度が重視される。
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バイオメカニクス演習（１） A（春学期）
矢内　利政

　バイオメカニクスに関連する分野における研究デザインや方法論について理解し、さらに応用発展させるための基礎的事項を、国内
外で報告された論文を精読し討論することを通じて学習する。また、院生が進めている研究課題について討議し、研究目的に合致した方法論を用い
た研究デザインを構築できるよう意見を交換する。

　バイオメカニクスは、機械工学の基礎概念や方法論を応用・発展させることにより、生物の身体活動に見られる様々な運動メ
カニズムや身体各階層レベルの構造・力学的性質を明らかにする応用科学領域である。本演習では、バイオメカニクス研究のデザインや方法論につ
いて理解し、さらに応用発展させるための基礎的事項を説明できるようになる。

第１回：オリエンテーション
第２回：研究方法論１（研究の概念と意義）
第３回：研究方法論２（研究を構成する要素）
第４回：抄読会１（研究方法論に着目したCritical review）
第５回：抄読会２（研究方法論に着目したCritical review）
第６回：研究（データ）発表会１
第７回：研究（データ）発表会２
第８回：研究デザイン１（対象者の定義とサンプリング、サンプルサイズ）
第９回：研究デザイン２（観察研究と実験研究）
第10回：抄読会３（研究デザインに着目したCritical review）
第11回：抄読会４（研究デザインに着目したCritical review）
第12回：研究（データ）発表会３
第13回：研究（データ）発表会４
第14回：研究（データ）発表会５
第15回：総括研究

　教科書はとくに定めないでテーマに沿った論文や配布資料を参考に行う。

レポート 40％ 抄読会・データ発表会での発表と概要レポート作成
そ の 他 60％ 会への参加　２％×15、討議への参加　30％

バイオメカニクス演習（１） B（秋学期）
矢内　利政

　バイオメカニクスに関連する分野における研究デザインや方法論について理解し、さらに応用発展させるための基礎的事項を、国内
外で報告された論文を精読し討論することを通じて学習する。また、院生が進めている研究課題について討議し、研究目的に合致した方法論を用い
た研究デザインを構築できるよう意見を交換する。

　バイオメカニクスは、機械工学の基礎概念や方法論を応用・発展させることにより、生物の身体活動に見られる様々な運動メ
カニズムや身体各階層レベルの構造・力学的性質を明らかにする応用科学領域である。本演習では、バイオメカニクス研究のデザインや方法論につ
いて理解し、さらに応用発展させるための基礎的事項を説明できるようになる。

第１回：オリエンテーション
第２回：身体運動を物理変数として表すための計測（Kinematics）
第３回：身体運動を物理変数として表すための計測（Kinetics）
第４回：抄読会１（身体運動分析法に着目したCritical review）
第５回：抄読会２（身体運動分析法に着目したCritical review）
第６回：研究（データ）発表会１
第７回：研究（データ）発表会２
第８回：力学原理に基づいたデータ分析１
第９回：力学原理に基づいたデータ分析２
第10回：抄読会３（力学原理の応用に着目したCritical review）
第11回：抄読会４（力学原理の応用に着目したCritical review）
第12回：研究（データ）発表会３
第13回：研究（データ）発表会４
第14回：研究（データ）発表会５
第15回：総括研究

　教科書はとくに定めないでテーマに沿った論文や配布資料を参考に行う。

レポート 40％ 抄読会・データ発表会での発表と概要レポート作成
そ の 他 60％ 会への参加　２％×15、討議への参加　30％
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バイオメカニクス演習（２） A（春学期）
矢内　利政

　バイオメカニクスに関連する分野における研究デザインや方法論について理解し、さらに応用発展させるための基礎的事項を、国内
外で報告された論文を精読し討論することを通じて学習する。また、院生が進めている研究課題について討議し、研究目的に合致した方法論を用い
た研究デザインを構築できるよう意見を交換する。

　バイオメカニクス演習（１）で理解した研究のデザインや方法論をさらに応用発展させ、これまでに明らかにされていない研
究テーマに取り組むための測定方法や算出方法について議論できるようになる。

第１回：オリエンテーション
第２回：Kinematic分析のための動作解析法１
第３回：Kinematic分析のための動作解析法２
第４回：抄読会１（Kinematic分析に着目したCritical review）
第５回：抄読会２（Kinematic分析に着目したCritical review）
第６回：研究（データ）発表会１
第７回：研究（データ）発表会２
第８回：Kinetic分析のためのデータ解析法１
第９回：Kinetic分析のためのデータ解析法２
第10回：抄読会３（Kinetic分析に着目したCritical review）
第11回：抄読会４（Kinetic分析に着目したCritical review）
第12回：抄読会５（Kinetic分析に着目したCritical review）
第13回：研究（データ）発表会３
第14回：研究（データ）発表会４
第15回：総括

　教科書はとくに定めないでテーマに沿った論文や配布資料を参考に行う。

レポート 40％ 抄読会・データ発表会での発表と概要レポート作成
そ の 他 60％ 会への参加　２％×15、討議への参加　30％

バイオメカニクス演習（２） B（秋学期）
矢内　利政

　バイオメカニクスに関連する分野における研究デザインや方法論について理解し、さらに応用発展させるための基礎的事項を、国内
外で報告された論文を精読し討論することを通じて学習する。また、院生が進めている研究課題について討議し、研究目的に合致した方法論を用い
た研究デザインを構築できるよう意見を交換する。

　バイオメカニクス演習（１）で理解した研究のデザインや方法論をさらに応用発展させ、これまでに明らかにされていない研
究テーマに取り組むための測定方法や算出方法について議論できるようになる。

第１回：オリエンテーション
第２回：研究デザインに応じた統計分析方法の選択１
第３回：研究デザインに応じた統計分析方法の選択２
第４回：統計分析結果の解釈１
第５回：抄読会１（統計分析方法に着目したCritical review）
第６回：抄読会２（統計分析方法に着目したCritical review）
第７回：研究（データ）発表会１
第８回：研究（データ）発表会２
第９回：論文の執筆方法（科学論文の構成）
第10回：論文の執筆方法（英語論文の構成）
第11回：抄読会３（Scientific writingをテーマとした論文を精読し議論する）
第12回：抄読会４（Scientific writingをテーマとした論文を精読し議論する）
第13回：研究（データ）発表会３
第14回：研究（データ）発表会４
第15回：総括

　教科書はとくに定めないでテーマに沿った論文や配布資料を参考に行う。

レポート 40％ 抄読会・データ発表会での発表と概要レポート作成
そ の 他 60％ 会への参加　２％×15、討議への参加　30％
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スポーツ栄養学演習（１） A（春学期）
田口　素子

　学術論文を書くための手順について指導するとともに、スポーツ栄養に関連した最新の総説や研究論文を読む。また、受講生が関心
のあるテーマについての基礎的知識を整理し、研究の方向性について議論する。

　スポーツ栄養学や健康・スポーツ科学と関連する文献の講読を通して最新の研究動向を理解し、専門的知識を習得する。また、
受講生が関心のあるテーマについての基礎的知識を整理し、研究の方向性について議論する。

第１回：ガイダンス
第２回：スポーツ栄養学に関する論文の紹介と議論①
第３回：スポーツ栄養学に関する論文の紹介と議論②
第４回：スポーツ栄養学に関する論文の紹介と議論③
第５回：スポーツ栄養学に関する論文の紹介と議論④
第６回：スポーツ栄養学に関する論文の紹介と議論⑤
第７回：スポーツ栄養学に関する論文の紹介と議論⑥
第８回：スポーツ栄養学に関する論文の紹介と議論⑦
第９回：スポーツ栄養学に関する論文の紹介と議論⑧
第10回：スポーツ栄養学に関する論文の紹介と議論⑨
第11回：スポーツ栄養学に関する論文の紹介と議論⑩
第12回：スポーツ栄養学に関する論文の紹介と議論⑪
第13回：スポーツ栄養学に関する論文の紹介と議論⑫
第14回：スポーツ栄養学に関する論文の紹介と議論⑬
第15回：まとめ

平常点評価 50％ 出席状況
そ の 他 50％ 論文の発表内容の評価

スポーツ栄養学演習（１） B（秋学期）
田口　素子

　スポーツ栄養学に関連した最新の総説や研究論文を購読し、研究の方向性や食事介入を含む具体的な研究方法について議論する。

　研究論文の講読と議論を通じて、スポーツ栄養学の最新の研究動向への理解を深め、研究計画を立案する。

第１回：スポーツ栄養学に関する論文の紹介と議論①
第２回：スポーツ栄養学に関する論文の紹介と議論②
第３回：スポーツ栄養学に関する論文の紹介と議論③
第４回：スポーツ栄養学に関する論文の紹介と議論④
第５回：スポーツ栄養学に関する論文の紹介と議論⑤
第６回：スポーツ栄養学に関する論文の紹介と議論⑥
第７回：スポーツ栄養学に関する論文の紹介と議論⑦
第８回：スポーツ栄養学に関する論文の紹介と議論⑧
第９回：スポーツ栄養学に関する論文の紹介と議論⑨
第10回：スポーツ栄養学に関する論文の紹介と議論⑩
第11回：スポーツ栄養学に関する論文の紹介と議論⑪
第12回：スポーツ栄養学に関する論文の紹介と議論⑫
第13回：スポーツ栄養学に関する論文の紹介と議論⑬
第14回：研究計画の立案
第15回：研究計画の立案

平常点評価 50％ 出席状況
そ の 他 50％ 論文の発表内容の評価
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スポーツ栄養学演習（２） A（春学期）
田口　素子

　演習（１）A・Bで得られた知識や技術にそって、各自の研究指導内容と関連した論文を講読し、ディスカッションを通して研究方法
や結果の解釈に関する知識を深める。

　演習（１）A・Bで得られた知識や技術を応用発展させ、スポーツ栄養学の最新の研究知見について理解できるようになる。

第１回：ガイダンス
第２回：研究指導内容と関連した論文講読と議論①
第３回：研究指導内容と関連した論文講読と議論②
第４回：研究指導内容と関連した論文講読と議論③
第５回：研究指導内容と関連した論文講読と議論④
第６回：研究指導内容と関連した論文講読と議論⑤
第７回：研究指導内容と関連した論文講読と議論⑥
第８回：研究指導内容と関連した論文講読と議論⑦
第９回：研究指導内容と関連した論文講読と議論⑧
第10回：研究指導内容と関連した論文講読と議論⑨
第11回：研究指導内容と関連した論文講読と議論⑩
第12回：研究指導内容と関連した論文講読と議論⑪
第13回：研究指導内容と関連した論文講読と議論⑫
第14回：修士論文研究中間発表①
第15回：修士論文研究中間発表②

平常点評価 50％ 出席状況
そ の 他 50％ 発表内容の評価

スポーツ栄養学演習（２） B（秋学期）
田口　素子

　スポーツ栄養に関連した科学論文の書き方について学び、個別に実施した研究について論文を作成する。さらに、研究成果を口頭お
よび論文として公表するための具体的な手続きと留意事項について学ぶ。

　各自で進めているスポーツ栄養学的手法を用いた研究課題について議論し、応用できるようになる。

第１回：研究指導内容と関連した論文講読と議論①
第２回：研究指導内容と関連した論文講読と議論②
第３回：研究指導内容と関連した論文講読と議論③
第４回：研究指導内容と関連した論文講読と議論④
第５回：研究指導内容と関連した論文講読と議論⑤
第６回：研究指導内容と関連した論文講読と議論⑥
第７回：研究指導内容と関連した論文講読と議論⑦
第８回：研究指導内容と関連した論文講読と議論⑧
第９回：研究指導内容と関連した論文講読と議論⑨
第10回：研究指導内容と関連した論文講読と議論⑩
第11回：研究指導内容と関連した論文講読と議論⑪
第12回：受講者の研究成果発表と討議①
第13回：受講者の研究成果発表と討議②
第14回：受講者の研究成果発表と討議③
第15回：まとめ

平常点評価 50％ 出席状況
そ の 他 50％ 発表内容による評価
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走運動・コーチング科学演習（１） A（春学期）
礒　繁雄

　スポーツ種目の中の個人種目（陸上競技）を対象に、実験手法や発表等の演習指導を行う。また、グループで研究課題を計画し、実
施計画の作成、結果の算出及び考察の研究の方法と論述的視点を発表により討論する。

　A．コーチング研究に関する理解を深め課題を持つ力をつける

第１回：演習概要の説明と進め方
第２回：卒業研究の発表と今後の研究課題の方向性発表する（１）
第３回：卒業研究の発表と今後の研究課題の方向性発表する（２）
第４回：卒業研究の発表と今後の研究課題の方向性発表する（３）
第５回：コーチング研究に関する専門書の輪読（１）
第６回：コーチング研究に関する専門書の輪読（２）
第７回：コーチング研究に関する専門書の輪読（３）
第８回：コーチング研究に関する専門書の輪読（４）
第９回：動作解析のための撮影方法の基礎知識確認と解析方法の説明
第10回：「走り」の動作撮影・２次元固定とパーニング
第11回：「走り」の動作撮影・３次元固定
第12回：動作解析の入力とデータ処理の説明及び実践
第13回：動作解析の入力とデータ処理の説明及び実践
第14回：動作解析の入力とデータ処理の説明及び実践
第15回：データ処理後の発表

平常点評価 40％ 出席等
そ の 他 60％ 教場試験とレポートで60％

走運動・コーチング科学演習（１） B（秋学期）
礒　繁雄

　スポーツ種目の中の個人種目（陸上競技）を対象に、実験手法や発表等の演習指導を行う。また、グループで研究課題を計画し、実
施計画の作成、結果の算出及び考察の研究の方法と論述的視点を発表により討論する。

　B．走りの理論的理解と共に実践研究を学習することで、その成果を発表・ディスカッション出来る能力を高める

第１回：JISSにての現地機能説明
第２回：JISSとの共同研究内容の討論会
第３回：グループ別の課題設定とそのプロトコール確認
第４回：グループ別の実験・調査（１）
第５回：グループ別の実験・調査（２）
第６回：グループ別の実験・調査（３）
第７回：グループ別の実験・調査（４）
第８回：グループ別発表と討論会（１）
第９回：グループ別発表と討論会（２）
第10回：競技種目間を共有するコーチングの視点講義
第11回：コーチングにおけるメンタルトレーニングの説明
第12回：競技別コーチングの現地調査（１）
第13回：競技別コーチングの現地調査（２）
第14回：調査結果の全体討議
第15回：レポート課題のまとめ方説明

平常点評価 40％ 出席等
そ の 他 60％ 教場試験とレポートで60％
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走運動・コーチング科学演習（２） A（春学期）
礒　繁雄

　演習ⅠＡ・Ｂで得られた学習内容を個々のテーマにそって必要な方法論や統計処理等のデータ解析の能力を高める。さらに、コーチン
グの現状と役割に関して深く学習する。

　・個々の研究テーマを様々な視点から検討して、作成に至るプロセスを明らかにする。

第１回：演習概要の説明と進め方
第２回：個人の研究テーマに関して討論する
第３回：研究テーマの討論結果より課題を明らかにし、発表する
第４回：研究テーマに関する先行研究の発表
第５回：研究テーマに関する方法論
第６回：研究テーマに必要な統計手法の理解
第７回：海外コーチング事情
第８回：日本が持つべきコーチング環境
第９回：ドーピングの説明
第10回：ジュニア期のコーチング
第11回：球技種目に用いる「走り」のコーチング
第12回：トップコーチングの意義
第13回：コーチングとメンタルトレーニング
第14回：教育とコーチング
第15回：レポート課題の説明

　随時指示する

　随時指示する

レポート 20％ レポートによる評価
平常点評価 50％ 平常点による評価
そ の 他 30％ 授業内試験

走運動・コーチング科学演習（２） B（秋学期）
礒　繁雄

　研究テーマの分析とそれに関わるフィールドワークにより課題の検索と実践への応用視点を学ぶ。

　・実践を通して研究課題の分析点の精度を高める。

第１回：演習概要の説明と進め方
第２回：JISSとNTCの組織構造と役割
第３回：JISSにて現地説明（１）建物の構造と役割
第４回：JISSにて現地説明（２）測定現場に参加
第５回：JISSにて現地説明（３）データ分析の視点
第６回：JISSにて現地説明（４）研究者との討論
第７回：コーチングの実践（１）競技種目とその練習場の決定
第８回：コーチングの実践（２）対象団体との連携と計画参加
第９回：コーチングの実践（３）指導の実践
第10回：コーチングの実践（４）コントロールテストの測定
第11回：コーチングの実践（５）テスト結果のまとめと伝達
第12回：実践により得られた内容を個人の研究テーマに生かした視点を発表する
第13回：研究テーマの分析視点と結果・考察を報告する（１）現状内容
第14回：研究テーマの分析視点と結果・考察を報告する（２）実践での効果
第15回：全体のまとめ

レポート 20％ レポートによる評価
平常点評価 50％ 平常点による評価
そ の 他 30％ 授業内試験
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トップスポーツコーチング科学演習（１） A（春学期）
奥野　景介

　現代社会に機能する「コーチング」をスポーツ・教育の分野より科学的に、また技能的に捉え、競技に対するコーチングの現象につ
いて専門的に理解を深める。

　コーチングの専門的な理解とともに、特に、一流選手をはじめとする競技者のパフォーマンス獲得のプロセスや根拠の解明に
関する諸知識を深めることをテーマとする。

第１回：ガイダンス
第２回：ガイダンス
第３回：文献抄読１
第４回：文献抄読２
第５回：文献抄読３
第６回：文献抄読４
第７回：文献抄読５
第８回：文献抄読６
第９回：文献抄読７
第10回：文献抄読８
第11回：文献抄読９
第12回：文献抄読10
第13回：文献抄読11
第14回：文献抄読12
第15回：研究計画立案

レポート 50％ 課題の出来によって評価する。
平常点評価 50％ 出席状況および授業時に実施する発表内容の出来によって評価する。

トップスポーツコーチング科学演習（１） B（秋学期）
奥野　景介

　現代社会に機能する「コーチング」をスポーツ・教育の分野より科学的に、また技能的に捉え、競技に対するコーチングの現象につ
いて専門的に理解を深める。

　コーチングの専門的な理解とともに、特に、一流選手をはじめとする競技者のパフォーマンス獲得のプロセスや根拠の解明に
関する諸知識を深めることをテーマとする。

第１回：研究計画立案
第２回：データミーティング１
第３回：データミーティング２
第４回：データミーティング３
第５回：データミーティング４
第６回：データミーティング５
第７回：データミーティング６
第８回：データミーティング７
第９回：データミーティング８
第10回：データミーティング９
第11回：データミーティング10
第12回：データミーティング11
第13回：データミーティング12
第14回：まとめ
第15回：まとめ

レポート 50％ 課題の出来によって評価する。
平常点評価 50％ 出席状況および授業時に実施する発表内容の出来によって評価する。
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トップスポーツコーチング科学演習（２） A（春学期）
奥野　景介

　本講座は、トップアスリートに関連する実践的研究の理解を深め、高度なスポーツ実践専門家養成を目指す上で必要な諸知識を深める。

　高度なスポーツ実践専門家養成を目指す上で必要な諸知識を深めるとともに、最新のスポーツトレーニング方法およびコーチ
ング方法の開発（オリンピック等チャンピオンスポーツを対象として）について論議する。

第１回：ガイダンス
第２回：ガイダンス
第３回：データミーティング１
第４回：データミーティング２
第５回：データミーティング３
第６回：データミーティング４
第７回：データミーティング５
第８回：データミーティング６
第９回：データミーティング７
第10回：データミーティング８
第11回：データミーティング９
第12回：データミーティング10
第13回：研究計画立案
第14回：研究計画立案
第15回：実験１

レポート 50％ 課題の出来によって評価する。
平常点評価 50％ 出席状況および授業時に実施する発表内容の出来によって評価する。

トップスポーツコーチング科学演習（２） B（秋学期）
奥野　景介

　本講座は、トップアスリートに関連する実践的研究の理解を深め、高度なスポーツ実践専門家養成を目指す上で必要な諸知識を深める。

　高度なスポーツ実践専門家養成を目指す上で必要な諸知識を深めるとともに、最新のスポーツトレーニング方法およびコーチ
ング方法の開発（オリンピック等チャンピオンスポーツを対象として）について論議する。

第１回：実験２
第２回：ディスカッション１
第３回：ディスカッション２
第４回：実験３
第５回：実験４
第６回：ディスカッション３
第７回：ディスカッション４
第８回：実験５
第９回：実験６
第10回：ディスカッション５
第11回：ディスカッション６
第12回：実験７
第13回：実験８
第14回：ディスカッション７
第15回：ディスカッション８

レポート 50％ 課題の出来によって評価する。
平常点評価 50％ 出席状況および授業時に実施する発表内容の出来によって評価する。
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スポーツコーチング学演習（１） A（春学期）
土屋　純

　さまざまなスポーツ種目のスポーツ技術の明確化とスポーツ技能の向上策を、スポーツバイオメカニクスとスポーツ運動の観点から
解明する研究を進めると同時に、関連する研究論文を分担講読する。ディスカッションを通じて科学的なスポーツコーチングの態度を養い、同時に
研究方法と結果の解釈に関する知識を深める。

　スポーツのコーチングを科学的な視点でとらえ、実践し、研究論文として発表することができる。

第１回：受講ガイダンス
第２回：スポーツ技術の解明とスポーツ技能の向上策に関する研究計画１の策定（１）
第３回：スポーツ技術の解明とスポーツ技能の向上策に関する研究計画１の策定（２）
第４回：関連文献の講読（１）
第５回：関連文献の講読（２）
第６回：関連文献の講読（３）
第７回：関連文献の講読（４）
第８回：スポーツ技術の解明とスポーツ技能の向上策に関する研究１実践（１）
第９回：スポーツ技術の解明とスポーツ技能の向上策に関する研究１実践（２）
第10回：スポーツ技術の解明とスポーツ技能の向上策に関する研究１実践（３）
第11回：スポーツ技術の解明とスポーツ技能の向上策に関する研究１実践（４）
第12回：スポーツ技術の解明とスポーツ技能の向上策に関する研究１実践（５）
第13回：研究結果発表と課題の明確化（１）
第14回：研究結果発表と課題の明確化（２）
第15回：研究結果発表と課題の明確化（３）

平常点評価 100％ 各個人に割り当てられた発表の内容とディスカッションへの貢献度について評価する。

スポーツコーチング学演習（１） B（秋学期）
土屋　純

　さまざまなスポーツ種目のスポーツ技術の明確化とスポーツ技能の向上策を、スポーツバイオメカニクスとスポーツ運動の観点から
解明する研究を進めると同時に、関連する研究論文を分担講読する。ディスカッションを通じて科学的なスポーツコーチングの態度を養い、同時に
研究方法と結果の解釈に関する知識を深める。

　スポーツのコーチングを科学的な視点でとらえ、実践し、研究論文として発表することができる。

第１回：スポーツ技術の解明とスポーツ技能の向上策に関する研究計画２の策定（１）
第２回：スポーツ技術の解明とスポーツ技能の向上策に関する研究計画２の策定（２）
第３回：関連文献の講読（１）
第４回：関連文献の講読（２）
第５回：関連文献の講読（３）
第６回：関連文献の講読（４）
第７回：スポーツ技術の解明とスポーツ技能の向上策に関する研究２実践（１）
第８回：スポーツ技術の解明とスポーツ技能の向上策に関する研究２実践（２）
第９回：スポーツ技術の解明とスポーツ技能の向上策に関する研究２実践（３）
第10回：スポーツ技術の解明とスポーツ技能の向上策に関する研究２実践（４）
第11回：スポーツ技術の解明とスポーツ技能の向上策に関する研究２実践（５）
第12回：研究結果発表と課題の明確化（１）
第13回：研究結果発表と課題の明確化（２）
第14回：研究結果発表と課題の明確化（３）
第15回：研究結果発表と課題の明確化（４）

平常点評価 100％ 各個人に割り当てられた発表の内容とディスカッションへの貢献度について評価する。
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スポーツコーチング学演習（２） A（春学期）
土屋　純

　さまざまなスポーツ種目のスポーツ技術の明確化とスポーツ技能の向上策を、スポーツバイオメカニクスとスポーツ運動の観点から
解明する研究を進めると同時に、関連する研究論文を分担講読する。ディスカッションを通じて科学的なスポーツコーチングの態度を養い、同時に
研究方法と結果の解釈に関する知識を深める。

　スポーツのコーチングを科学的な視点でとらえ、実践し、研究論文として発表することができる。

第１回：受講ガイダンス
第２回：スポーツ技術の解明とスポーツ技能の向上策に関する研究計画１の策定（１）
第３回：スポーツ技術の解明とスポーツ技能の向上策に関する研究計画１の策定（２）
第４回：関連文献の講読（１）
第５回：関連文献の講読（２）
第６回：関連文献の講読（３）
第７回：関連文献の講読（４）
第８回：スポーツ技術の解明とスポーツ技能の向上策に関する研究１実践（１）
第９回：スポーツ技術の解明とスポーツ技能の向上策に関する研究１実践（２）
第10回：スポーツ技術の解明とスポーツ技能の向上策に関する研究１実践（３）
第11回：スポーツ技術の解明とスポーツ技能の向上策に関する研究１実践（４）
第12回：スポーツ技術の解明とスポーツ技能の向上策に関する研究１実践（５）
第13回：研究結果発表と課題の明確化（１）
第14回：研究結果発表と課題の明確化（２）
第15回：研究結果発表と課題の明確化（３）

平常点評価 100％ 各個人に割り当てられた発表の内容とディスカッションへの貢献度について評価する。

スポーツコーチング学演習（２） B（秋学期）
土屋　純

　さまざまなスポーツ種目のスポーツ技術の明確化とスポーツ技能の向上策を、スポーツバイオメカニクスとスポーツ運動の観点から
解明する研究を進めると同時に、関連する研究論文を分担講読する。ディスカッションを通じて科学的なスポーツコーチングの態度を養い、同時に
研究方法と結果の解釈に関する知識を深める。

　スポーツのコーチングを科学的な視点でとらえ、実践し、研究論文として発表することができる。

第１回：スポーツ技術の解明とスポーツ技能の向上策に関する研究計画２の策定（１）
第２回：スポーツ技術の解明とスポーツ技能の向上策に関する研究計画２の策定（２）
第３回：関連文献の講読（１）
第４回：関連文献の講読（２）
第５回：関連文献の講読（３）
第６回：関連文献の講読（４）
第７回：スポーツ技術の解明とスポーツ技能の向上策に関する研究２実践（１）
第８回：スポーツ技術の解明とスポーツ技能の向上策に関する研究２実践（２）
第９回：スポーツ技術の解明とスポーツ技能の向上策に関する研究２実践（３）
第10回：スポーツ技術の解明とスポーツ技能の向上策に関する研究２実践（４）
第11回：スポーツ技術の解明とスポーツ技能の向上策に関する研究２実践（５）
第12回：研究結果発表と課題の明確化（１）
第13回：研究結果発表と課題の明確化（２）
第14回：研究結果発表と課題の明確化（３）
第15回：研究結果発表と課題の明確化（４）

平常点評価 100％ 各個人に割り当てられた発表の内容とディスカッションへの貢献度について評価する。
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コーチング心理学演習（１） A（春学期）
堀野　博幸

　「トップパフォーマンス構築」と「育成年代の選手育成」では、コーチング対象は異なるものの、共通する要素が多い。本演習では、
多様な種目のコーチングとの交流を通して、コーチングプロセスで起こる事象を解明し、コーチングの体系化と実践的応用を目指す。
　演習（１）では、コーチング領域の研究指導と連携を持ち、先行研究を渉猟するなかで、コーチングの様々な要素の整理やコーチングプロセスの
課題抽出を行う。そして、先行研究から得られた知見から、自身の研究計画に関する課題を検討する。

　コーチングに関わる諸課題の理解と改善アプローチへの理論的接近。コーチング科学領域の研究手法の理解と研究の実践能力
の開発。

第１回：ガイダンス
第２回：プレゼン＆ディスカッション
第３回：プレゼン＆ディスカッション
第４回：プレゼン＆ディスカッション
第５回：プレゼン＆ディスカッション
第６回：プレゼン＆ディスカッション
第７回：プレゼン＆ディスカッション
第８回：プレゼン＆ディスカッション
第９回：プレゼン＆ディスカッション
第10回：プレゼン＆ディスカッション
第11回：プレゼン＆ディスカッション
第12回：プレゼン＆ディスカッション
第13回：プレゼン＆ディスカッション
第14回：プレゼン＆ディスカッション
第15回：まとめ

レポート 50％ 課題レポートを評価する
平常点評価 50％ プレゼンテーションと授業への取り組みを評価する

コーチング心理学演習（１） B（秋学期）
堀野　博幸

　「トップパフォーマンス構築」と「育成年代の選手育成」では、コーチング対象は異なるものの、共通する要素が多い。本演習では、
多様な種目のコーチングとの交流を通して、コーチングプロセスで起こる事象を解明し、コーチングの体系化と実践的応用を目指す。
　演習（１）では、コーチング領域の研究指導と連携を持ち、先行研究を渉猟するなかで、コーチングの様々な要素の整理やコーチングプロセスの
課題抽出を行う。そして、先行研究から得られた知見から、自身の研究計画に関する課題を検討する。

　コーチングに関わる諸課題の理解と改善アプローチへの理論的接近。コーチング科学領域の研究手法の理解と研究の実践能力
の開発。

第１回：ガイダンス
第２回：プレゼン＆ディスカッション
第３回：プレゼン＆ディスカッション
第４回：プレゼン＆ディスカッション
第５回：プレゼン＆ディスカッション
第６回：プレゼン＆ディスカッション
第７回：プレゼン＆ディスカッション
第８回：プレゼン＆ディスカッション
第９回：プレゼン＆ディスカッション
第10回：プレゼン＆ディスカッション
第11回：プレゼン＆ディスカッション
第12回：プレゼン＆ディスカッション
第13回：プレゼン＆ディスカッション
第14回：プレゼン＆ディスカッション
第15回：まとめ

レポート 50％ 課題レポートを評価する
平常点評価 50％ プレゼンテーションと授業への取り組みを評価する
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コーチング心理学演習（２） A（春学期）
堀野　博幸

　コーチングプロセスでは、選手とコーチの間で様々な課題が生じる。この課題を解決するために、コーチは現状を的確に分析し、課
題改善の具体的方策を示さねばならない。本演習では、「コーチング科学」と「スポーツ心理学」の観点から、コーチに必要な能力と効果的なコーチ
ング法について、スポーツフィールドを常に視野に入れながら検討する。
　授業では、具体的な研究計画の作成と実行を念頭に、先行研究と自身のアイデアをもとに、プレゼンテーションとディスカッションを継続していく。
この授業は、修士２年次で履修することとする。

　コーチング科学領域に関連する研究計画の作成と研究の推進。

第１回：ガイダンス
第２回：プレゼン＆ディスカッション
第３回：プレゼン＆ディスカッション
第４回：プレゼン＆ディスカッション
第５回：プレゼン＆ディスカッション
第６回：プレゼン＆ディスカッション
第７回：プレゼン＆ディスカッション
第８回：プレゼン＆ディスカッション
第９回：プレゼン＆ディスカッション
第10回：プレゼン＆ディスカッション
第11回：プレゼン＆ディスカッション
第12回：プレゼン＆ディスカッション
第13回：プレゼン＆ディスカッション
第14回：プレゼン＆ディスカッション
第15回：まとめ

レポート 50％ 課題レポートを評価する
平常点評価 50％ プレゼンテーションと授業への取り組みを評価する

コーチング心理学演習（２） B（秋学期）
堀野　博幸

　コーチングプロセスでは、選手とコーチの間で様々な課題が生じる。この課題を解決するために、コーチは現状を的確に分析し、課
題改善の具体的方策を示さねばならない。本演習では、「コーチング科学」と「スポーツ心理学」の観点から、コーチに必要な能力と効果的なコーチ
ング法について、スポーツフィールドを常に視野に入れながら検討する。
　授業では、具体的な研究計画の作成と実行を念頭に、先行研究と自身のアイデアをもとに、プレゼンテーションとディスカッションを継続していく。
この授業は、修士２年次で履修することとする。

　コーチング科学領域に関連する研究計画の作成と研究の推進。

第１回：ガイダンス
第２回：プレゼン＆ディスカッション
第３回：プレゼン＆ディスカッション
第４回：プレゼン＆ディスカッション
第５回：プレゼン＆ディスカッション
第６回：プレゼン＆ディスカッション
第７回：プレゼン＆ディスカッション
第８回：プレゼン＆ディスカッション
第９回：プレゼン＆ディスカッション
第10回：プレゼン＆ディスカッション
第11回：プレゼン＆ディスカッション
第12回：プレゼン＆ディスカッション
第13回：プレゼン＆ディスカッション
第14回：プレゼン＆ディスカッション
第15回：まとめ

レポート 50％ 課題レポートを評価する
平常点評価 50％ プレゼンテーションと授業への取り組みを評価する
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ボールゲーム戦術戦略論演習（１） A（春学期）
倉石　平

　日本におけるスポーツ競技（特にチームスポーツ）のコーチングの現状を把握する。（コーチングシステム（組織）、アナリストと育成）
　コーチングにおける日本、諸外国の現状を把握する。その現状を鑑みた上で、日本における最適なコーチングのシステムを考える。また、その中
で特にアナリストの役割（情報の収集、分析、反映）を考え、今後にスポーツの現場で役立たせるための実践、実習を行う。

　コーチングに不可欠なスポーツアナリストの役割を熟知する。簡単なゲーム分析（PCソフトウェアを駆使した）を行ない、
プレゼンにより反映をできるようにする。論文の作成、分析等を要約する。

第１回：ガイダンス
第２回：ボールゲームにおけるコーチングについて
第３回：コーチングフィロソフィについて（コーチングの方向性、考え方）
第４回：チームとしての目的、目標、方向性を決定するために
第５回：チームプレーヤーの役割、スタッフと組織について
第６回：アメリカにみる、チーム構成（NCAA）
第７回：アメリカにみる、チーム構成（NBA）
第８回：アメリカにおけるアナリストの存在と役割について
第９回：日本におけるアナリストの現状と今後について
第10回：ゲーム分析、データの反映、ゲーム立案について
第11回：関連文献の講読１
第12回：関連文献の講読２
第13回：関連文献の講読３
第14回：関連文献の講読４
第15回：関連文献の講読５

レポート 50％ レポートによる評価
平常点評価 50％ 平常点による評価

ボールゲーム戦術戦略論演習（１） B（秋学期）
倉石　平

　日本におけるスポーツ競技（特にチームスポーツ）のコーチングの現状を把握する。（コーチングシステム（組織）、アナリストと育成）
　コーチングにおける日本、諸外国の現状を把握する。その現状を鑑みた上で、日本における最適なコーチングのシステムを考える。また、その中
で特にアナリストの役割（情報の収集、分析、反映）を考え、今後にスポーツの現場で役立たせるための実践、実習を行う。

　コーチングに不可欠なスポーツアナリストの役割を熟知する。簡単なゲーム分析（PCソフトウェアを駆使した）を行ない、
プレゼンテーションにより反映をできるようにする。論文の作成、分析等をプレゼンテーション・要約する。

第１回：スキル向上に関する研究計画１　策定（１）
第２回：スキル向上に関する研究計画１　策定（２）
第３回：スキル向上に関する研究計画１　実践（１）
第４回：スキル向上に関する研究計画１　実践（２）
第５回：プレゼンテーション、課題の明確化（１）
第６回：プレゼンテーション、課題の明確化（２）
第７回：プレゼンテーション、課題の明確化（３）
第８回：関連文献の講読６
第９回：関連文献の講読７
第10回：関連文献の講読８
第11回：関連文献の講読９
第12回：関連文献の講読10
第13回：スキルの向上をさせるために（チーム戦術）１
第14回：スキルの向上をさせるために（チーム戦術）２
第15回：スキルの向上をさせるために（チーム戦術）３

レポート 50％ レポートによる評価
平常点評価 50％ 平常点による評価
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ボールゲーム戦術戦略論演習（２） A（春学期）
倉石　平

　日本における最適なコーチングシステム（特にチームスポーツ）の検討。アナリストの役割と実践。
　以下の項目について学習する。
<１>日本における、特にチームスポーツのコーチング及びコーチングシステムについて検討する。
<２>コーチングシステムの中での組織と役割の検討。
<３>アナリストの仕事の把握と実践。（反映の仕方（データ分析と表現、映像編集）とプレゼンテーション）
<４>ゲームプランの立案（反映データからの立案）、練習メニューの作成。

<１>コーチングにおける、アナリスト等からのデータの反映及びチェックの方法（実践での活用）。
<２>日々の練習等からの反省と、練習・ゲームへの反映。
<３>チームをつくる。

第１回：コーチングフィロソフィについて
第２回：コーチングにおけるVision、Mission、Commitment
第３回：コーチングにおける戦術戦略
第４回：コーチングにおける情報とは
第５回：情報収集／収集の方法（種類）
第６回：ゲーム分析について
第７回：データの反映／反映の仕方、方法
第８回：ゲームプランの作り方、立案
第９回：ゲーム分析ソフトについて（種類・使い方等）
第10回：ゲーム分析ソフトを使っての分析（実習）
第11回：映像編集と良いイメージづくり
第12回：チェックリスト／チェックリストのつくり方
第13回：ピーキングについて、年間計画と意義について
第14回：期分け、意義と目的／月または週単位
第15回：日々の練習メニューについて／チェックリストについて

レポート 40％ レポートによる評価
平常点評価 60％ プレゼンテーション含む。

ボールゲーム戦術戦略論演習（２） B（秋学期）
倉石　平

　日本における最適なコーチングシステム（特にチームスポーツ）の検討。アナリストの役割と実践。
　以下の項目について学習する。
<１>日本における、特にチームスポーツのコーチング及びコーチングシステムについて検討する。
<２>コーチングシステムの中での組織と役割の検討。
<３>アナリストの仕事の把握と実践。（反映の仕方（データ分析と表現、映像編集）とプレゼンテーション）
<４>ゲームプランの立案（反映データからの立案）、練習メニューの作成。

<１>コーチングにおける、アナリスト等からのデータの反映及びチェックの方法（実践での活用）。
<２>日々の練習等からの反省と、練習・ゲームへの反映。
<３>チームをつくる。

第１回：リスクマネージメント
第２回：ゲームにおけるリスクマネージメント
第３回：練習におけるリスクマネージメント
第４回：ケガなどのリスクマネージメント／コンディショニングについて
第５回：チームビルディング／モチベーションマネージメントについて
第６回：チームビルディング／組織と役割について
第７回：ボールゲームにおけるスキルについて／ファンダメンタルについて
第８回：ボールゲームにおけるチームスキルについて／チームルールについて
第９回：指導の方法／指導目的、方向性、チェックリストなど
第10回：トレーニングの原則について
第11回：JOC、JBAにおける一貫指導とは／公認コーチ制度について
第12回：一貫指導、育成、強化とは／文部科学省、日本体育協会、JOC
第13回：国際競争力をもつには／世界の動向について
第14回：国際競争力をもつには／条件として
第15回：まとめ

レポート 40％ レポートによる評価
平常点評価 60％ プレゼンテーション含む。
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トレーニング科学演習（１） A（春学期）
岡田　純一

　目的に適した身体能力を備えること、身体能力を競技力へと結びつけること、そのために必要なあらゆる体力要素を向上させること、
目的とする時期にその状態を整えることなど、コンディショニングが含有する意図は多様である。

　アスリートばかりでなく、一般成人、子供あるいは高齢者など様々な対象に指導するという観点から、コンディショニングに
関わるレジスタンストレーニングのプログラムデザイン、アスリートの体力や生理学的特性を考慮したトレーニング計画を科学的知見に基づいて構
築することを学ぶ。加えて競技、選手、指導者と連携し科学的知見を活用する術を演習する。

第１回：コーチングと科学（個人と集団）
第２回：コーチングと科学（記録と採点）
第３回：コーチングと科学（人とモノ）
第４回：研究の倫理
第５回：社会のニーズと研究
第６回：研究計画法１
第７回：研究計画法２
第８回：研究計画法３
第９回：研究計画法４
第10回：研究計画法５
第11回：文献抄読１
第12回：文献抄読２
第13回：文献抄読３
第14回：文献抄読４
第15回：文献抄読５

平常点評価 50％ 平常点による評価
そ の 他 50％ 出席

トレーニング科学演習（１） B（秋学期）
岡田　純一

　目的に適した身体能力を備えること、身体能力を競技力へと結びつけること、そのために必要なあらゆる体力要素を向上させること、
目的とする時期にその状態を整えることなど、コンディショニングが含有する意図は多様である。

　アスリートばかりでなく、一般成人、子供あるいは高齢者など様々な対象に指導するという観点から、コンディショニングに
関わるレジスタンストレーニングのプログラムデザイン、アスリートの体力や生理学的特性を考慮したトレーニング計画を科学的知見に基づいて構
築することを学ぶ。加えて競技、選手、指導者と連携し科学的知見を活用する術を演習する。

第１回：実習発表１
第２回：実習発表２
第３回：実習発表３
第４回：実習発表４
第５回：実習発表５
第６回：研究計画発表１
第７回：研究計画発表２
第８回：研究計画発表３
第９回：研究計画発表４
第10回：研究計画発表５
第11回：文献抄読６
第12回：文献抄読７
第13回：文献抄読８
第14回：文献抄読９
第15回：文献抄読10

平常点評価 50％ 平常点による評価
そ の 他 50％ 出席
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トレーニング科学演習（２） A（春学期）
岡田　純一

　目的に適した身体能力を備えること、身体能力を競技力へと結びつけること、そのために必要なあらゆる体力要素を向上させること、
目的とする時期にその状態を整えることなど、コンディショニングが含有する意図は多様である。

　コンディショニングに関わるレジスタンストレーニングのプログラムデザイン、体力や対象者の生理学的、バイオメカニクス
的特性に関する研究法を学ぶ。

第１回：統計１
第２回：統計２
第３回：統計３
第４回：身体形態１（人体の線計測法）
第５回：身体形態２（人体の線計測法）
第６回：身体形態３（体脂肪）
第７回：新体力テスト１
第８回：新体力テスト２
第９回：新体力テスト３
第10回：心拍数１（安静心電図と負荷心電図）
第11回：心拍数２（最大酸素摂取量と心拍数）
第12回：心拍数３（運動中の心拍数と主観的運動強度）
第13回：血中乳酸の分析と運動強度１
第14回：血中乳酸の分析と運動強度２
第15回：血中乳酸の分析と運動強度３

平常点評価 50％ 平常点による評価
そ の 他 50％ 研究発表

トレーニング科学演習（２） B（秋学期）
岡田　純一

　目的に適した身体能力を備えること、身体能力を競技力へと結びつけること、そのために必要なあらゆる体力要素を向上させること、
目的とする時期にその状態を整えることなど、コンディショニングが含有する意図は多様である。

　コンディショニングに関わるレジスタンストレーニングのプログラムデザイン、体力や対象者の生理学的、バイオメカニクス
的特性に関する研究法を学ぶ。

第１回：筋電図１（分析法）
第２回：筋電図２（動作と筋放電）
第３回：筋電図３（強度と筋放電量）
第４回：動作分析１（分析法）
第５回：動作分析２（デジタイズ）
第６回：動作分析３（課題測定）
第７回：無酸素パワー測定１（自転車エルゴメータ）
第８回：無酸素パワー測定２（走動作）
第９回：無酸素パワー測定３（跳躍動作）
第10回：動作パワー測定１
第11回：動作パワー測定２
第12回：動作パワー測定３
第13回：MRIの活用１
第14回：MRIの活用２
第15回：MRIの活用３

平常点評価 50％ 平常点による評価
そ の 他 50％ 研究発表
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スポーツ科学演習　01～07
池本　淳一、奥津　光晴、有竹　清夏、紙上　敬太、石井　香織、武田　剛
　人文・社会科学から自然科学まで幅広い分野の複合領域としてのスポーツ科学研究の基礎を身につけ、スポーツ科学研究領域内の研

究者とのコミュニケーションを円滑に行う技術を習得する。この演習は、教員によるプレゼンテーション技術に関する講義と、各履修者による研究
紹介およびその研究の基盤となる基礎概念の説明・解説からなる発表会によって構成される。各履修者は、自分の研究を他分野のメンバーにも解り
やすく説明・解説する能力を習得することに加え、スポーツ科学領域全般にわたる基礎知識を身につけ、各分野の最先端研究に関する知見を深める
ことになる。

１．研究発表のためのプレゼンテーション技術を習得し、実践できるようになる。
２．スポーツ科学を構成する幅広い分野にわたる基礎知識を身につけ、スポーツ科学領域全般の研究概念が理解できるようになる。
３．専門的な基礎概念や研究内容を、他分野の研究者にも解りやすく説明できるようになる。
４．他分野の研究発表に対して建設的な意見やコメントを発言できるようになる。

第１回：イントロダクション（スポーツ科学研究とは）
第２回：研究成果の発表方法
第３回：発表準備１（問題提起と結論）
第４回：発表準備２（発表内容の構成）
第５回：質疑応答の方法
第６回：プレゼンテーション技術１（主張と論理、提示順序）
第７回：プレゼンテーション技術２（用語の定義、図表の活用）
第８回：プレゼンテーション実習１（基礎概念の解説と問題提起）
第９回：プレゼンテーション実習２（基礎概念の解説と問題提起）
第10回：プレゼンテーション実習３（基礎概念の解説と問題提起）
第11回：プレゼンテーション実習４（基礎概念の解説と問題提起）
第12回：プレゼンテーション技術３
第13回：プレゼンテーション実習５（研究計画発表会）
第14回：プレゼンテーション実習６（研究計画発表会）
第15回：プレゼンテーション実習７（研究計画発表会）

　酒井聡樹（著）『これから学会発表する若者のために』共立出版

平常点評価 100％ 30％（出席点：２％×15）、60％（研究発表：30％×２）、10％（研究発表に対する意見やコメント等の発言）

武道思想史特論
志々田　文明

　近代史における日本武道は、学校教育と警察への導入によってその発展の地盤を形成してきた。それはまた急速な文化の西洋化の動向に対する反動でもある日本
のナショナリズム勃興の一環であったともいえる。武道は基本や形の反復によって、日本的人間関係の中で修行されるため、伝統の維持装置として良くも悪くも有効な機能をもつ。
その様式に魅了されて熱心に修行する海外の学習者も多い。
　一方で武道は、オリンピック種目としての柔道に代表されるように、日本発祥の競技スポーツとして世界に大きな愛好者をもつ。つまり、武道は国際社会におけるコミュニケー
ションのツールとして有効な文化なのである。
　本講義では、富木謙治著『武道論』をテキストに使用し、武道史・武道論の基礎を学習しながら、武道の理念としての無心・無構え、日本人や異民族に対する武道の「教育力」、
武道の異文化変容などについて学習する。

１．武道の独自性を理解したたか。
２．武道の現代化を理解したか。
３．宮本武蔵と柳生宗矩の思想を理解したか。
４．講道館柔道の意義と今後の反転の方向を理解したか。

第１回：ガイダンス：武道と思想
第２回：日本武道の独自性
第３回：日本武道の独自性（２）
第４回：日本武道の本質
第５回：武道の現代化と「近代化の理論」
第６回：武道の現代化：論文「伝統の体育と現代の体育」「武道と体育思想」を読む
第７回：武道の現代化：論文「形の研究」「武道の技術の変遷」を読む（課題：論文「武道の現代化」を読んだ所見）
第８回：中間まとめ
第９回：剣道論：宮本武蔵『五輪書』の思想を考える
第10回：剣道論：柳生宗矩『兵法家伝書』の思想を考える
第11回：柔道とは何か：嘉納治五郎の明治22年の論説を読む
第12回：柔道とは何か：富木謙治論文「古流柔術のわざの分類と練習法」を読む
第13回：柔道とは何か：富木謙治論文「武道の現代化に貢献した講道館柔道とその技術的発展」を読む
第14回：弓道の思想と教育
第15回：まとめ

　富木謙治著『武道論』

渡辺一郎校訂『五輪書』岩波文庫
渡辺一郎校訂『兵法家伝書』岩波文庫
オイゲン・ヘリゲル『日本の弓術』岩波文庫
稲垣源四郎『弓の心』
志々田文明「武道に於ける『失われてはならない独自性』」中村敏雄編『日本文化の独自性』創文企画

そ の 他 100％ 授業への出席、態度（遅刻など）、小テスト、教場試験などを総合して評価する。

　関連URL：志々田研究室ホームページ：
　http://sites.google.com/site/fshishidalab/
　http://www.f.waseda.jp/fuzanaoi/index.html
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スポーツ教育学特論
友添　秀則

　本講義では、生涯スポーツ時代を視野に入れスポーツ教育のあり方を考察する。
　具体的には、スポーツ教育を取り巻く社会的な状況の考察から、スポーツ教育の存在意義や価値論、具体的な授業方法論にまで言及する。
　特に、教育の存在論にまで遡って考察していく。

　本講義では、スポーツ教育の存在意義やスポーツ教育を取り巻く社会的状況を理解できるようになることをめざしている。

第１回：オリエンテーション
第２回：スポーツとは何か
第３回：スポーツの楽しさの意味と教育
第４回：スポーツ教育をめぐる諸相
第５回：スポーツの過去・現在・未来と教育
第６回：スポーツにおけるフェアとアンフェア
第７回：アスリートと教育的課題
第８回：スポーツ・身体・教育
第９回：ドーピングの倫理的問題性
第10回：スポーツ教育とスポーツ科学
第11回：アスリートのミッションと教育的意義
第12回：スポーツ教育のプロフェッション
第13回：スポーツ教育を支える論理
第14回：スポーツ教育と指導者の在り方
第15回：レポート課題と解説

　スポーツのいまを考える（創文企画）

平常点評価 80％ 各自に割りあてられたテーマに関する発表内容について評価する。
そ の 他 20％ 授業での発言やとりくみを評価する。

　授業での積極的なとりくみや発言を期待している。

スポーツ表象特論
トンプソン　リー　Ａ.

　スポーツは多様な形で表現されている。スポーツの表象を検討することによって、そのスポーツのことを知ることができるだけでは
なく、それを生み出した社会や歴史的背景について知ることもできる。本講義ではまずスチュアートホールの講演をDVDでみて、カルチュラルスタ
ディーズのメディア観を学ぶ。そのあと、様々な角度からスポーツの表象をみる。最後に受講生は授業で学んだことに基づいて各自でスポーツ表象
を調査し発表する。

　表象の理論を学び、いくつかの事象にそれを応用すること。自ら調査を行うこと。

第１回：受講ガイダンス
第２回：メディアと表象（Ⅰ）：スチュアート・ホールの講演（DVD）
第３回：メディアと表象（Ⅱ）：スチュアート・ホールの講演（DVD）
第４回：メディアとスポーツ
第５回：バリ島の闘鶏：メタ社会的解説としてのスポーツ
第６回：相撲の表象
第７回：スポーツにおけるジェンダーの表象
第８回：スポーツにおける国民性の表象（ヨーロッパ）
第９回：スポーツにおける国民性の表象（日本）
第10回：プロレスのフレーム分析
第11回：グローバリゼーションと表象
第12回：受講生の発表
第13回：受講生の発表
第14回：受講生の発表
第15回：受講生の発表

　使用しない。必要に応じて資料を配付する。

　Stuart Hall, ed., Representation： Cultural Representations and Signifying Practices, Sage, 1997.

レポート 70％ レポートによる評価
平常点評価 30％ 平常点による評価



講
義
科
目
（
修
士
）

ス

ポ

ー

ツ

文

化

スポーツ社会学特論
宮内　孝知

　スポーツ社会学の研究領域は極めて多岐にわたる。また、受講生の興味関心も多様である。それ故、ここでは、スポーツ社会学に関
連する基本的なテーマを設定しつつ、各自が興味・関心をもつ文献を講読・発表しながら、スポーツと社会との関連を考えていくようにする。その
中で、特に共通の問題意識が生じたテーマについては、ディスカッションをとおして、それをより深めていくことにする。

　社会のおけるスポーツの意義･意味や社会における他のシステムとスポーツの関連等を理解し、理解可能な形で説明できるよ
うになる。
　作成された発表レジュメ、ディスカッション、出席等で総合的に評価する。

第１回：オリエンテーション（毎時のテーマと分担の決定）
第２回：スポーツ社会学論（スポーツ社会学の必要性）
第３回：スポーツ社会学論（社会現象としてのスポーツの捉え方）
第４回：スポーツ社会学論（社会システムとしてのスポーツ）
第５回：プレイ論（スポーツ論の理論的基礎）
第６回：プレイ論（プレイ論からスポーツ論へ）
第７回：現代スポーツ論（大衆化と高度化）
第８回：現代スポーツ論（生涯スポーツ論）
第９回：現代スポーツ論（地域社会とスポーツ振興）
第10回：スポーツと文化
第11回：スポーツジェンダー
第12回：スポーツと政治
第13回：スポーツと経済
第14回：スポーツと法律
第15回：スポーツと教育

レポート 30％ レジュメ
平常点評価 30％ ディスカッション
そ の 他 40％ 出席等（作成された発表レジュメ、ディスカッション、出席等で総合的に評価する。）

　多岐にわたるスポーツ社会学の研究領域から幾つかのものを受講者と選択し、レジュメの作成を分担し、それを基に討論する
ことになるが、以下のようなテーマが例となる。

スポーツ史特論
石井　昌幸

　スポーツ文化の形成と展開の過程を、主としてヨーロッパを中心に論じる。古代ギリシア、中世キリスト教社会についても触れるが、
特に近代ヨーロッパ（主にイギリス）社会におけるスポーツ文化の形成過程を中心に論じる。

　スポーツ文化の形成過程についての専門的知識を習得する。私たちが日常的に接しているスポーツは、どのようにして形成さ
れたのかを、それぞれの時代社会とのつながりのなかで考察する力を身につける。

第１回：ガイダンス：歴史学とはなにか。スポーツに「歴史」はあるか
第２回：現代スポーツと古代ギリシア：規範的イメージの形成 <１>
第３回：現代スポーツと古代ローマ　：規範的イメージの形成 <２>
第４回：中世ヨーロッパの社会と娯楽：宮廷文化
第５回：中世ヨーロッパの社会と娯楽：民衆文化
第６回：暦のなかの娯楽：農村社会と民俗的娯楽
第７回：工業化と改良主義：民衆娯楽の衰退と「レクリエーション」の誕生
第８回：パブリック・スクールにおける「アスレティシズム」の成立
第９回：国民国家と体操ムーヴメント
第10回：プロ・スポーツの誕生
第11回：近代日本におけるスポーツと体育
第12回：国策としてのスポーツ：ベルリンからモスクワまで
第13回：戦後日本のスポーツ
第14回：スポーツのグローバル化
第15回：教場試験と講評

　使用しない。授業時に毎回資料を配布。

　Richard Holt, Sport and the British, Oxford University Press, 1988.

試　　験 50％ 第15回目の授業時間中に試験を実施し、理解度の確認を行います。
レポート 20％ 第７回目の授業後、前半の授業内容の理解度を確認するレポート課題を出します。
平常点評価 30％ 出席を取る際に配布するコメントペーパーをもちいて、小テストを行います。
そ の 他 特になし



講
義
科
目
（
修
士
）

ス

ポ

ー

ツ

文

化

舞踊表現特論
杉山　千鶴

　舞踊あるいはその媒体となる身体について、各自の関心のある文献・論文に基づいて発表し、舞踊・身体をめぐる様々な諸相につい
て検討する。
　多様な視点からのアプローチのなされることが期待される。

　各人が自らの舞踊観、身体観を新たに築く。

第１回：ガイダンス、文献・論文の選定
第２回：発表<１>、随時選定
第３回：発表<２>、随時選定
第４回：発表<３>、随時選定
第５回：発表<４>、随時選定
第６回：発表<５>、随時選定
第７回：発表<６>、随時選定
第８回：発表<７>、随時選定
第９回：発表<８>、随時選定
第10回：発表<９>、随時選定
第11回：発表<10>、随時選定
第12回：舞踊・身体をめぐる諸相の総括<１>
第13回：舞踊・身体をめぐる諸相の総括<２>
第14回：舞踊・身体をめぐる諸相の総括<３>
第15回：総括

　随時教場で紹介する。

試　　験 実施しない
レポート 特に課さない
平常点評価 50％ 発表における理解の深さと考察の精度、ディスカッションへの参加姿勢
そ の 他 50％ 出席点

体育科教育特論
吉永　武史

　体育科教育学は、体育授業を中心とする体育実践の改善を目的として行われる研究分野である。本講義では、カリキュラム論ならび
に学習指導論の両面から体育授業の構造について解説し、良い体育授業を構築するための基礎的・内容的条件について考察する。加えて、実際の体
育授業映像を用いた授業分析法を行ったり、マイクロティーチングを通してマネジメントや相互作用行動などを実践的に学んだりする。

　本講義では、カリキュラム論ならびに学習指導論の両面から体育授業の構造について解説し、良い体育授業を構築するための
条件についての理解を深める。加えて、授業分析やマイクロティーチング（仮想模擬授業）を導入して、体育授業の実践的指導力を高めることをね
らいとする。

第１回：演習の概要と進め方
第２回：体育目標の変遷と体育概念の変化－身体の教育、スポーツによる教育、スポーツの中の教育－
第３回：体育の運動領域論－脱種目主義による運動の分類論－
第４回：体育の教育課程論－新学習指導要領にみるカリキュラム改革の動向－
第５回：体育の学習内容論－「学習内容」の概念と構造－
第６回：体育の教材づくり論－教材づくりの基本的視点－
第７回：体育の学習指導論－指導ストラテジーと学習形態－
第８回：体育の学習過程論－学習過程モデルの選択－
第９回：体育の指導技術論－授業のマネジメントと相互作用行動－
第10回：体育の評価論－学習評価と授業評価－
第11回：体育の授業分析法（１）授業場面期間記録法による授業の勢いの分析
第12回：マイクロティーチング（１）教師の授業運営能力（マネジメント）を対象に
第13回：体育の授業分析法（２）相互作用行動観察法による授業中の教師行動の分析
第14回：マイクロティーチング（２）教師の相互作用行動（フィードバック）を対象に
第15回：総括ならびにレポート課題

　必要に応じて適宜紹介する。

　必要に応じて適宜紹介する。

レポート 40％ 第15回目に課題を提示する。与えられた課題について講義内容と関連づけながら深く考察しているかどうかを評価する。
平常点評価 60％ 授業の理解度を確認するために毎時間リアクションペーパーを作成し、評価する。また、出席状況を含めた授業への積極性を評価

する。

　受講者は、体育科教育学の基本的知識を持っていることが望ましい。
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中国武術史特論
林　伯原

　中国武術は、中国独自の自然的、社会的、文化的歴史風土の中で生まれ、次第に発展してきた伝統文化である。その豊富かつ多彩な
内容は、世界各国に伝えられ、国際的にも高い関心が寄せられている。本講義では、主として中国武術の諸相を論じつつ、東北アジア諸国の武術を
比較しながら解説を加える。講義の内容は、主として次の三つである。１．中国武術文化の成立とその歴史的変遷（軍隊と民間武術、武科挙、武術
流派、武術の人物や著書、武術の近代化・現代化など）。２．中国武術に関連する文化事象（哲学・宗教・医学・民族風俗の影響、武術と気功など）。
３．比較的観点から、日・中・朝の各武術文化の接触、受容及び変容などを論ずる。この講義を通して、中国の武術文化の多様性や複雑さ及び周辺
国との交流についての理解を深め、さらに中国武術史研究の現状について理解と課題を明らかにする。

<１>中国武術文化の成立とその歴史的変遷に関して説明できるようになること。
<２>中国武術史の特色に関して説明できるようになること。
<３>中国武術の独特な身体技法について理解すること。
<４>日・中・朝間の武術文化の接触、受容及び変容に関して説明できるようになること。

第１回：授業の概要と進め方
第２回：古代中国における武術の起源
第３回：夏・商・西周時代における武術の実態
第４回：春秋戦国における軍隊武術の変化と民間武術の興起
第５回：秦漢時代における諸民族の武術の相互影響・吸収と発展
第６回：魏晋南北朝における民族戦争及び民族融合による武術の変化
第７回：隋唐五代における武術の変遷及び武科挙の成立
第８回：宋代における軍事武術の変化及び多種多様な民間武術
第９回：元代における独特の武術体系
第10回：明代における武術の発展（１）
第11回：明代における武術の発展（２）
第12回：清代前期における武術の実態
第13回：近代中国における武術の変化（１）
第14回：近代中国における武術の変化（２）
第15回：現代中国における武術の発展

　特に指定しない。必要に応じて印刷物を配布する。

松田隆智：『図説中国武術史』、新人物往来社、1976年。
笠尾恭二：『中国武術史大観』、東京福昌堂、1994年。
林伯原：『近代中国における武術の発展』、不昧堂、1999年。

レポート 50％ 与えられた課題を講義内容の視点と絡めて深く考察しているかどうかを評価する。
平常点評価 50％ 出席状況と、授業での質問に対する回答のレベルによって評価する。

　レポートは最後の授業で提出しなければなりません。その以後は、一切受理しません。

スポーツ教授学特論
深見　英一郎

　本講義では、学校の制度的条件の下で行われる学校スポーツ、特に授業という形態で行われる学校スポーツの教授学について概説す
る。具体的には、これまでのスポーツ教授学研究の成果を参照しながら、技術･戦術学習や認知的学習、社会的行動の学習について詳述するとともに、
VTRにより実際のスポーツ授業を紹介し、優れた運動・スポーツ指導を行うために必要な観察眼と批判力の育成を図る。

①国内外におけるこれまでのスポーツ教授学研究の成果及び課題を理解する。
②スポーツ教育学における技術･戦術学習や認知的学習、社会的行動の学習について理解する。
③これまでのスポーツ教授学研究の成果及び課題をふまえ、優れたスポーツ指導のあり方を創造できるようになる。

第１回：オリエンテーション
第２回：スポーツのもつ教育的可能性－スポーツの魅力・価値・意味－
第３回：スポーツ教育の学問体系
第４回：スポーツ授業の目標論
第５回：スポーツ授業の内容論（１）技術学習、戦術学習
第６回：スポーツ授業の内容論（２）認知的学習、社会的行動学習
第７回：スポーツ授業の内容編成論
第８回：スポーツ授業の教材づくり論－教材づくりの原理と方法－
第９回：スポーツ授業の教授技術（１）－モニタリングと相互作用－
第10回：スポーツ授業の教授技術（２）－マネジメントとインストラクション－
第11回：スポーツ授業の評価論－診断的・総括的授業評価、形成的授業評価、ゲーム分析法－
第12回：模擬授業ならびに授業分析の方法（１）授業のマネジメントと期間記録
第13回：模擬授業ならびに授業分析の方法（２）教師の相互作用行動
第14回：模擬授業ならびに授業分析の方法（３）学習資料とフィードバック
第15回：総括ならびにレポート課題

　必要に応じて資料等を配布する。

高橋健夫編「体育授業を観察評価する」明和出版、2003年
高橋健夫・友添秀則ほか編著「体育科教育学入門」大修館書店、2010年

レポート 50％ 期末レポート。講義内容の理解度、論理構成、表現力を評価する。
平常点評価 30％ 毎時間のリアクションペーパー。講義内容を深く理解し考察しているかどうかを評価する。
そ の 他 20％ 出席状況及び履修態度を評価する。
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アジアの身体文化論
木内　明

　アジア、主として漢字文化圏とその周辺地域において、古くから伝えられてきた身体技法や、その背景にある身体観、健康観、伝統
医療等について学び、その多様性、普遍性について理解する。具体的には、気功、太極拳、東洋医学、ヨガなどを中心テーマとし、道教や仏教、儒
教等の思想的な視座をふまえつつ、展開する予定である。

　単に知識のみの理解にとどめず、アジアの身体文化の一端を自らの身体をもって実際に体感し、その非科学的でありながら、
高度に洗練された人類文化を理解することも、もう一つの目標としたい。

第１回：ガイダンス
第２回：現代社会における身体技法・身体文化
第３回：日本における身体技法
第４回：東洋における身体の理解
第５回：東洋における身体の理解
第６回：各地域・文化における身体文化
第７回：各地域・文化における身体文化
第８回：各地域・文化における身体文化
第９回：各地域・文化における身体文化
第10回：身体文化の多様性
第11回：身体文化の多様性
第12回：身体文化の普遍性
第13回：身体文化の普遍性
第14回：まとめ
第15回：まとめ

試　　験 50％ 定期試験を実施します。
レポート 30％ 学期中に課す２度のレポートの合計点によって評価します。
平常点評価 20％ 各個人に割り当てられたテーマに関する発表内容について評価します。

体育科教育学特論
菊　幸一

　歴史社会的背景から体育科教育の教科存在論を展開し、現在から近未来における社会的課題について理解を深める。その上で、体育科教育の目的・
目標論、教科内容論、各運動領域論をカリキュラム及び単元の次元と絡めて概説するとともに、授業展開における実践的な課題と結びつけて講義する。また、と
くに生涯スポーツの観点から体育科教育のとらえ方やあり方について議論する。
　具体的には、教科書を用いながら、（１）体育とは何か、（２）現代社会と体育、（３）「楽しい体育」の展開、（４）現代体育の課題と展望、の４つのテーマに即
して、体育の社会的存立構造と歴史的推移を追いながら、体育の社会学的、教育学的視点を問う。また、今日の学力問題のとらえ方と体育との関係を新学習指導
要領の内容から具体化するとともに、21世紀的なグローバル課題とこれからの体育との関係に基づいて、21世紀の体育的課題とは何かについても講ずる。

（１）「体育とは何か」を歴史社会学的観点から理解できる。
（２）現代社会及び近未来の体育的需要とは何かについて、スポーツ的需要との関係から説明することができる。
（３）「楽しい体育」の考え方を理解し、その論理と授業展開を社会変化の観点から説明するとともに、その批判と反批判から自らの体育観の特徴を自覚すること

ができる。
（４）21世紀の体育の課題や方向性について、根拠を示しながら議論することができる。

第１回：受講ガイダンス及び「体育科教育学」の全体像と課題
第２回：体育とは何か（１）：身体と運動
第３回：体育とは何か（２）：体育の学習指導と社会
第４回：体育とは何か（３）：戦後体育の特徴
第５回：体育とは何か（４）：体育と生活との関係
第６回：現代社会と体育（１）：現代社会の要求と学校体育
第７回：現代社会と体育（２）：生涯スポーツと学校体育
第８回：現代社会と体育（３）：「体育」と「スポーツ」の関係
第９回：「楽しい体育」の展開（１）：「楽しい体育」論とは何か
第10回：「楽しい体育」の展開（２）：「楽しい体育」の授業展開
第11回：「楽しい体育」の展開（３）：脱構築の授業研究の視点
第12回：「楽しい体育」の展開（４）：批判と反批判、その可能性
第13回：現代体育の課題と展望（１）：新しい体育科教育がめざす子どもと理念
第14回：現代体育の課題と展望（２）：現代の教育課題と体育の役割
第15回：現代体育の課題と展望（３）：いわゆる「体育」を超えて

　佐伯年詩雄（2006）、これからの体育を学ぶ人のために、世界思想社、1,995円（授業時に希望者を募り、20％引きで提供します）。

・杉本厚夫編（2001）、体育教育を学ぶ人のために、世界思想社、2,300円＋税。
・全国体育学習研究会編（2008）、「楽しい体育」の豊かな可能性を拓く、明和出版、1,800円＋税。

レポート 60％ 授業中の課題レポート２回30％については、テキストの内容に即したまとめと議論する課題の適確性について評価する。最終レポート１回
30％については、全体授業を通じた学習目標への理解度と発展的な根拠に基づく新たな課題の設定に関するオリジナリティを評価する。

平常点評価 40％ 課題レポートに基づく議論の深まりの程度や他者のレポート発表に対する積極的な議論の参加、及び講義内容に対する積極的な質疑応答とそ
の内容の深まりを評価する。

　いかなる理由があろうと１／３以上を欠席した場合には、評価を与えない。
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体育科カリキュラム特論
松田　恵示

　体育科カリキュラムを考察しようとした場合、学校教育全体の中に体育という教科をどのように位置づけるかという側面と、体育と
いう教科をどのように計画し実践するのかという側面に分かれる。さらには、スポーツや健康科学といった文化内容を、学校教育全体の中でどのよ
うに計画し制度化するのかという側面や、顕在的なカリキュラムに対して潜在的なカリキュラムを検討する側面もある。こうした多様な視点からカ
リキュラムの理解と開発について考えてみたい。

　体育科のカリキュラム開発に関しての基礎的な知見を得るとともに、様々な視点を持ち、既存のカリキュラムに対して多面的
な評価が出来るようになること。

第１回：受講ガイダンス
第２回：カリキュラムとは何か
第３回：カリキュラム研究の概説
第４回：体育科カリキュラム研究（１）
第５回：体育科カリキュラム研究（２）
第６回：体育科カリキュラム研究（３）
第７回：カリキュラムの視点　－現代社会とスポーツ（１）
第８回：カリキュラムの視点　－現代社会とスポーツ（２）
第９回：カリキュラムの視点　－現代社会とスポーツ（３）
第10回：カリキュラムの視点　－現代社会と子ども（１）
第11回：カリキュラムの視点　－現代社会と子ども（２）
第12回：カリキュラムの視点　－現代社会と子ども（３）
第13回：カリキュラムの視点　－現代社会と学校（１）
第14回：カリキュラムの視点　－現代社会と学校（２）
第15回：まとめと評価

レポート 40％ 課題に応じたものであること
平常点評価 60％ 講義時の報告やディスカッションへの積極的な参加

体育科教育評価特論
菊　幸一

　教育における評定と評価の違いを明らかにした上で、今日の教育全体における評価の強調に関する歴史社会的背景を理解する。その
上で、今日のいわゆる「学力論」との関係で体育科教育における評価論の特徴を把握し、目標・内容と評価観や評価プロセスとの関係、あるいは評
価基準と評価規準の考え方の違いを規定する教育と社会との関係を議論する。また、具体的な評価規準の策定とそのプロセスや具体的な授業展開へ
の応用において何が課題となるのかについて講ずる。
　具体的には、毎回配布される資料を用いながら、（１）体育評価の構造と機能とは何か、（２）教育システムと評価が及ぼす体育評価への影響、（３）
評価規準の考え方と評価の実際、（４）現代体育の課題と評価のあり方、の４つのテーマに即して21世紀的なグローバル課題とこれからの体育との
関係に基づいて、21世紀の体育科における評価の課題とは何かについて講じ、議論を深める。

（１）体育評価の構造と機能について、教育と社会との関係から理解できる。
（２）評価規準の考え方と具体的な展開の仕方、および授業評価としての活用の仕方を原理的に理解できる。
（３）生涯スポーツの観点から、求められる体育評価のあり方や課題について具体的な根拠に基づき議論できる。

第１回：受講ガイダンス及び「体育科教育評価」の全体像と課題
第２回：体育評価の理想と現実
第３回：体育科教育評価の構造と機能：診断、形成、総括
第４回：体育科の目標構造の変遷と評価：目標は評価を規定する
第５回：履修主義vs.習得主義が及ぼす体育評価への影響
第６回：体育評価をめぐる概念：基準と規準、評価と評定
第７回：体育の学力観と体育評価：社会は学力を規定する
第８回：観点別評価の意義と課題：なぜ観点別なのか
第９回：評価規準の考え方と評価の実際（１）：理論編
第10回：評価規準の考え方と評価の実際（２）：体つくり運動
第11回：評価規準の考え方と評価の実際（３）：個人運動領域
第12回：評価規準の考え方と評価の実際（４）：集団運動領域
第13回：評価規準の考え方と評価の実際（５）：表現運動領域
第14回：体育科における教育評価と学習評価：生涯教育論vs.学習社会論
第15回：現代体育の課題と体育評価のあり方

　立木正・新開谷央・菊幸一・松田恵示編（2009）、小学校体育科授業研究［第三版］、教育出版、2,000円＋税。

レポート 60％ 授業中の課題レポート２回30％については、テキストの内容に即したまとめと議論する課題の適確性について評価する。最終レ
ポート１回30％については、全体授業を通じた学習目標への理解度と発展的な根拠に基づく新たな課題の設定に関するオリジナ
リティを評価する。

平常点評価 40％ 課題レポートに基づく議論の深まりの程度や他者のレポート発表に対する積極的な議論の参加、及び講義内容に対する積極的な質
疑応答とその内容の深まりを評価する。

　いかなる理由があろうと１／３以上を欠席した場合には、評価を与えない。
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体育科教育内容特論
松田　恵示

　体育科における教育内容について、歴史的視点、教授学的視点、社会学的視点といったいくつかのパースペクティブから検討するこ
とで、その特質と構造の理解を深めてみたい。合わせて、具体的な体育科の学習指導との関係から教育内容－教材－方法－評価の適切なあり方につ
いて、授業を分析することを通して考えてみたい。

　体育科の教育内容に関する基礎的な知見を得るとともに、体育科教育内容研究の「面白さ」に気づくこと。

第１回：受講ガイダンス
第２回：カリキュラムと教育内容
第３回：体育の教育内容研究概説（１）
第４回：体育の教育内容研究概説（２）
第５回：体育の教育内容の歴史的検討（１）
第６回：体育の教育内容の歴史的検討（２）
第７回：体育の教育内容の社会的検討（１）
第８回：体育の教育内容の社会的検討（２）
第９回：体育の教育内容の教育的検討（１）
第10回：体育の教育内容の教育的検討（２）
第11回：授業分析（１）
第12回：授業分析（２）
第13回：授業分析（３）
第14回：国際比較の視点から見た体育の教育内容
第15回：まとめと評価

レポート 40％ 課題に応じたものであること
平常点評価 60％ 講義時の報告やディスカッションへの積極的な参加

スポーツ経営学特論
木村　和彦

　本講義では、日本および北米、ヨーロッパを中心としてスポーツ経営学（スポーツマネジメント）の学史的な流れを概観し、経営学
を対照にしながらスポーツ経営学の学問的性格を検討するとともに、スポーツ経営学における研究課題や研究方法について解説する。また学校、地域、
プロスポーツ、スポーツツーリズムなど、スポーツ経営の実践領域を選択し、今日的な研究的および実践的な課題について検討する。

　スポーツ経営学の学問的な系譜、学的性格、研究課題や研究方法について理解するとともに、実践領域の現状と課題に対して
議論できる。

第１回：オリエンテーション
第２回：スポーツ経営学の系譜（１）日本、アジア
第３回：スポーツ経営学の系譜（２）北米、ヨーロッパ、オセアニア
第４回：スポーツ経営学の学的性格
第５回：スポーツ経営学の研究課題と研究方法
第６回：小テスト
第７回：スポーツ経営の実践領域（１）学校体育と地域スポーツ
第８回：スポーツ経営の実践領域（２）大学とプロスポーツ
第９回：スポーツ経営の実践領域（３）スポーツツーリズムとイベント
第10回：スポーツ経営の実践領域（４）スポンサーシップ
第11回：スポーツ経営の実践領域（５）施設マネジメント
第12回：スポーツ経営の実践領域（６）経営倫理問題
第13回：スポーツ経営の実践領域（７）契約とネゴシエーション
第14回：スポーツ経営学の課題
第15回：小テストと解説

　体育・スポーツ経営学講義（大修館書店）

試　　験 40％ 小テスト２回。
平常点評価 60％ 出席と議論への参加の程度。
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健康スポーツマネジメント特論
中村　好男／原田　和弘

　健康スポーツの推進・振興は、現代社会における社会的ニーズの一つである。本講義では、健康スポーツ振興に関わる諸問題につい
ての実践解決技法を習得することを目標として、身体行動科学や社会マーケティングの基礎理論を踏まえたうえで、健康スポーツマーケティングの
各種事例を学習する。さらに、各自が関心を持つ研究課題について発表し、具体的事例についての理解を深める。

・健康スポーツ振興に関わる諸問題についての基礎理論ならびに実線技法を理解する。
・健康スポーツに関わる具体的事例を分析・検証して発表できる。

第１回：健康スポーツの背景～身体活動と生活習慣病～
第２回：健康スポーツにおけるマーケティングの役割
第３回：健康スポーツマーケティングの事例（１）教室型プログラム
第４回：健康スポーツマーケティングの事例（２）組織づくりと運営
第５回：健康スポーツマーケティングの事例（３）チャネルプログラム
第６回：健康スポーツマーケティングの事例（４）社会マーケティング
第７回：健康行動に関わる行動科学の諸理論
第８回：健康スポーツのプロモーション：チャネルとメッセージフレーミング
第９回：課題事例発表（１）
第10回：課題事例発表（２）
第11回：課題事例発表（３）
第12回：課題事例発表（４）
第13回：課題事例発表（５）
第14回：課題事例発表（６）
第15回：まとめ

　特になし。個別に指示。

　特になし。個別に指示。

平常点評価 100％ 授業中の発表内容を評価

スポーツビジネスマネジメント特論
原田　宗彦

　スポーツにおける産業化と複合化によって、スポーツ産業は進化を続けている。その中でもとりわけ権利ビジネスの発展は、スポー
ツのメディア価値を増大させ、従来のスポーツ産業の構造をドラスティックに変化させるとともに、研究領域においても様々なパラダイムシフトを
もたらした。本講義においては、スポーツビジネスのマクロ的視点として「スポーツと地域イノベーション」に関する研究、そしてミクロ的視点と
して「スポーツ消費者の行動学的分析」に関する研究に関心を寄せながら、様々な視覚からスポーツビジネスとマネジメントの問題を取り上げたい。
例えばマクロ的視点では、スポーツ振興モデルを応用した政策提言的研究やスポーツイベントの経済効果に関する研究、ミクロ的視点ではプロスポー
ツにおけるファンのチームロイヤルティに関する研究や、スポーツ・フィットネス産業における経験価値マーケティングに関する研究などの研究が
ある。さらにメゾレベルの研究として、コミュニティビジネスとしてのクラブマネジメントの問題にも言及する。

　スポーツビジネスマネジメントの基礎知識と理論的枠組み、そして現場への応用について学習する。

第１回：授業ガイダンス：ビジネスコンテンツとしてのスポーツの発展
第２回：概念装置としてのスポーツ消費者（参加者、ファン、ボランティア）
第３回：クラブ事業のマネジメント
第４回：地域スポーツ振興論
第５回：公共スポーツ施設のマネジメント
第６回：プロスポーツのマネジメント
第７回：スポーツマーケティング概論
第８回：チームロイヤルティとブランドエクイティ
第９回：スポーツが誘発する地域イノベーション（PP）
第10回：スポーツファンと経験価値マネジメント
第11回：スポーツサービス論
第12回：プレゼンテーションⅠ
第13回：プレゼンテーションⅡ
第14回：プレゼンテーションⅢ
第15回：プレゼンテーションⅣ

　原田宗彦編著「スポーツ産業論第５版」杏林書院（2011年）

　スポーツビジネス叢書（原田宗彦編著）「スポーツマーケティング」（2009年）、「スポーツマネジメント」（2008年）、「スポーツツー
リズム」（2009年）大修館書店

レポート 50％ 第12回から15回目の授業中にチームプレゼンテーションを実施し、クォリティを評価する。
平常点評価 30％ 毎回の授業に関するテーマ感想文の内容を評価する。
そ の 他 20％ 出席率を評価する。
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スポーツクラブビジネス特論
間野　義之

　一年制修士と二年制修士の合併科目として、地域スポーツクラブのマネジメントに関する理論と事例を紹介する。
　スポーツクラブビジネスの要素となる、１）ミッション・ビジョン、２）活動拠点確保、３）法人格等組織体制の整備、４）資金調達、５）人材の確保・
育成について、それぞれビジネスのポイントに触れる。
　特に、非営利である地域スポーツクラブにとって活動拠点の確保・維持が重要であり、そのためには地方自治体とのパートナーシップ（PPP：
Public Private Partnership）が重要となることから、公共スポーツ施設の有効利用や指定管理者としての運営受託あるいはPFIなどを中心に講義
を展開する。

　NPO法人としての地域スポーツクラブの設立・運営のポイントを理解できるようにする。

第１回：地域スポーツクラブのミッション・ビジョン
第２回：【ケーススタディ１】（社）横浜カントリー＆アスレティッククラブ
第３回：地域スポーツクラブの活動拠点（１）
第４回：【ケーススタディ２】NPO法人グランセナ・フットボールクラブ
第５回：地域スポーツクラブの活動拠点（２）
第６回：【ケーススタディ３】NPO法人ソシオ成岩スポーツクラブ
第７回：地域スポーツクラブの人材
第８回：【ケーススタディ４】NPO法人おおねスポーツクラブ
第９回：地域スポーツクラブの財源
第10回：【ケーススタディ５】NPO法人MIPスポーツプロジェクト
第11回：地域スポーツクラブの組織
第12回：【ケーススタディ６】NPO法人府中アスレティッククラブ
第13回：地域スポーツクラブの諸問題
第14回：【ケーススタディ７】REGISTA有限責任事業組合
第15回：まとめ

　アシスタントマネジャーテキスト 、日本体育協会

　クラブマネジャーテキスト、日本体育協会

レポート 100％ 毎回講義後に提出された小レポートにて評価する。Course N@viを通じて期日までに提出すること。

　関連URL：http://www.japan-sports.or.jp/publish/book.html

トップスポーツビジネス特論
平田　竹男／中村　好男

　本講義では、トップスポーツの世界をとりまくスポーツビジネスに関して、
１）勝利（強化）・普及（振興）・市場開発（資金獲得）の関わりを示したマネジメントモデル（トリプルミッションモデル）
２）トリプルミッションの好循環を促す方策
３）トリプルミッションを支える理念
４）多様なきっかけをもとにした幼少期からの高齢者に至るまでの全生涯の中で特定のスポーツへの関心の増大を示した逆台形モデル
５）「勝者の決定構造」としてのスポーツリーグの設計及びマネジメント
６）代表（トップ）選手輩出と資金効率などから見るユース育成システムのマネジメント
７）アウェーでの集客可能なトップクラブマネジメント
８）放映権マネジメント
９）戦略的マッチメイク
10）アジアワイドのトップクラブマネジメント
　等の各々について、その先進事例や業界の動向など学んだ上で、その具体例の分析を通じて、トップスポーツビジネスの最前線の課題についての検証能力を養成する。

・各自が興味を持つスポーツに関して、トリプルミッションに基づいて分析する能力を身につける。
・各自の修士論文の研究計画を遂行する上での着眼点を醸成する。

第１回：（以下は2012年度の例示であり、各回極力タイムリーなテーマを取り上げ、適
切な講師を招く。）トリプルミッションと逆台形モデル：平田竹男

第２回：パラリンピックに出場して：佐藤真海
第３回：オリンピックを伝える：大橋未歩
第４回：テレビとスポーツ：岡本和孝
第５回：コーチというもの：平井伯昌
第６回：スポーツ政策、東京五輪招致：鈴木寛
第７回：学生による発表

第８回：学生による発表
第９回：ゼビオ流経営のあり方：諸橋友良
第10回：なでしこジャパンの成長戦略：平田竹男
第11回：スポーツエージェントの実際：山崎卓也
第12回：地域ビジネスで大切なこと：米田純
第13回：Science、Balance and Respect ：桑田真澄
第14回：スポーツスポンサーシップの現場：木村皓一
第15回：日本サッカーの問題点と今後の発展：平田竹男

・スポーツビジネス　最強の教科書　平田竹男　（東洋経済新報社）
・なでしこジャパンはなぜ世界一になれたのか　平田竹男（ポプラ社）
・サッカーという名の戦争　平田竹男著　（新潮社）

・野球を学問する　桑田真澄・平田竹男　（新潮社）
・トップスポーツビジネスの最前線2009＜ドリーム・ジョブへの道＞　（新潮社）
・トップスポーツビジネスの最前線2008＜夢を実現させる仕事＞　（新潮社）
・トップスポーツビジネスの最前線2007＜モーニング娘。のフットサル普及ミッションから中田英寿引退プロジェクトまで＞　（新潮社）
・トップスポーツビジネスの最前線＜スポーツライティングから放映権ビジネスまで＞　（新潮社）
・トップスポーツビジネスの最前線＜勝利と収益を生む戦略＞　（新潮社）
・トップスポーツビジネスの最前線＜「勝利」「マーケット」「普及」のトリプルミッション＞　（新潮社）

レポート 30％ 中間課題、最終課題
平常点評価 70％ 毎回の授業感想、出席回数

・遅刻は厳禁。
・関連科目：「スポーツプロモーション特論」「スポーツビジネスと国際政治」「トップスポーツマネジメント特論」
・政界財界、著名なアスリートなどのゲスト講師の話を聞くために、十分な予習が望まれる。
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スポーツ組織特論
作野　誠一

　本講では、多様なスポーツ組織のなかでも、とくに地域スポーツ組織を念頭に置きつつ、組織論ならびに従来の人的資源管理を超え
る人材マネジメントの概要について理解する。主としてミクロレベル、メゾレベルの組織論の観点から、現在のスポーツ組織のマネジメントに関わ
る問題を取り上げる。組織論及び人材マネジメント論の理解を通じて、スポーツにおける多様な組織現象を把捉・説明するための理論的枠組やそれ
に関わる知識を身につける。

　本講では、組織論及び人材マネジメント論の理解を通じて、スポーツにおける多様な組織現象に関する知識を身につけるとと
もに、自ら分析・提案することのできる能力の涵養をめざす。

第１回：授業ガイダンス
第２回：組織と人材マネジメントの理論<１>
第３回：人材マネジメントの実際<１>　スポーツボランティアのマネジメント（ゲストスピーカー）
第４回：前回テーマについてのディスカッション
第５回：組織と人材マネジメントの理論<２>　モチベーション
第６回：組織と人材マネジメントの理論<３>　リーダーシップ
第７回：組織と人材マネジメントの理論<４>　組織化のマネジメント
第８回：組織と人材マネジメントの理論<５>　運動のマネジメント
第９回：人材マネジメントの実際<２>　スポーツメディアにおける人材マネジメント（ゲストスピーカー）
第10回：前回テーマについてのディスカッション
第11回：組織と人材マネジメントの理論<６>　総合型地域スポーツクラブ
第12回：組織と人材マネジメントの理論<７>　ボランティアマネジメント
第13回：組織と人材マネジメントの理論<８>　スポーツ組織のマネジメントを考える
第14回：まとめ
第15回：総括、教場レポート

レポート 50％ レポートによる評価
平常点評価 50％ 出席点

スポーツビジネス・アドミニストレーション特論
武藤　泰明

　ビジネス・アドミニストレーションは日本語では「経営管理」です。この講義では、スポーツの「事業」をどのように運営管理して
いくのかではなく、事業全体を統括する職位（経営者、ゼネラルマネジャーなど）の観点から事業を検討します。
　スポーツ組織（競技組織であるクラブやチーム、リーグや協会・連盟などの統括団体）の経営管理は、スポーツという事業に一定の特性（固有性）
があるため、一般的な経営管理と異なる点が多くあります。講義では、この固有性に着目し、スポーツ事業が具体的に直面する場面をとりあげ、経
営者が事業を評価・構想・計画していく方法を解説します。また必要に応じ、一般的な経営管理について解説し、これとスポーツの経営管理との相
違点や共通点を明らかにします。

１）スポーツについて、経営者の観点からものが見られるようになること。
２）スポーツの経営管理について基礎的な知識を修得すること。
３）一般的な経営管理との相違点や共通点を理解すること。

第１回：ガイダンス
第２回：ビジネス・アドミニストレーション（BA）とスポーツBA
第３回：ガバナンス（１）
第４回：ガバナンス（２）
第５回：リーグ（１）
第６回：リーグ（２）
第７回：集客と興行収入（１）
第８回：集客と興行収入（２）
第９回：集客と興行収入（３）
第10回：スポンサー（１）
第11回：スポンサー（２）
第12回：スポンサー（３）
第13回：放送権料（１）
第14回：放送権料（２）
第15回：人的資源

　なし（テキストをcourse n@vi に掲示します）

武藤「プロスポーツクラブのマネジメント（第２版）」東洋経済新報社、2013（予定）
武藤「スポーツファイナンス」大修館書店、2008
　ほか、講義で適宜紹介します。

レポート 100％ review exercisesを５回程度実施します。この提出と内容で評価します。欠席者はcourse n@viで同じものを提出します。
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スポーツビジネスマーケティング特論
松岡　宏高

　スポーツビジネスに関するマーケティングには、スポーツサービス（するスポーツと見るスポーツ）を効率よくプロデュース、提供
する「スポーツのマーケティング（marketing of sport）」と、企業がスポーツを利用してプロモーション活動を行う「スポーツによるマーケティ
ング（marketing through sport）」の２種類がある。前者については、スポーツを実施したり、見たりする、スポーツ消費者のニーズを理解し、そ
のニーズを満たすスポーツサービスを効率よく提供するための戦略が講義内容の中心となる。具体的には、マーケティング戦略、スポーツ消費者行
動のメカニズム、消費者の特性やニーズを把握するためのマーケティングリサーチなどについて学習する。後者については、企業がスポーツチーム・
クラブやスポーツイベントのスポンサーとなり、スポーツを利用したマーケティング活動を行うという「スポーツスポンサーシップ」についての知
識を習得する。

　当科目の履修を通しての受講生の到達目標を次のように定める。
（１）スポーツビジネスにおけるマーケティング志向の重要性、およびマーケティング活動の必要性を理解すること。
（２）スポーツ消費者の特性やニーズを把握する方法を理解し、さらに実施できること。
（３）スポーツ組織を事例としたマーケティング・プランが作成できること。

第１回：オリエンテーション
第２回：スポーツ産業とスポーツ消費
第３回：スポーツマーケティングの定義
第４回：スポーツプロダクト・スポーツサービス
第５回：スポーツ消費者
第６回：スポーツマーケティング・プラン
第７回：スポーツビジネスのプロモーション戦略・価格戦略
第８回：スポーツマーケティング・リサーチ１
第９回：スポーツマーケティング・リサーチ２
第10回：スポーツ・スポンサーシップ
第11回：プレゼンテーション
第12回：プレゼンテーション
第13回：プレゼンテーション
第14回：プレゼンテーション
第15回：教場試験と講評

　原田宗彦、藤本淳也、松岡宏高「スポーツマーケティング」大修館書店、2008年

試　　験 25％ 学期末に実施する総合試験
レポート 35％ ３種類のレポート
平常点評価 15％ 授業への参加
そ の 他 25％ グループプロジェクトによる発表とレポート

スポーツビジネスデータ解析
上窪　政久

　この講義では、スポーツビジネスにおいて想定されるビジネスデータを分析する各種の手法を学習する。対象とする受講者は、デー
タ解析の専門家ではなく、文科系出身者や、これまであまりデータを扱う経験がなかった者を想定している。授業では、実際のビジネスデータや過
去の研究論文やレポートなどの事例を研究しながら、演習を通して、どのような場面で、どのような解析手法を活用するのかということを学習する。

　スポーツビジネスデータ解析で活用されるデータ解析手法の基礎を理解し、解析された結果を理解できるようになるとともに、
基礎的かつ利用頻度の高い統計解析手法については、Excelを用いて、自分自身で解析、レポートできるようになることが、本講義の到達目標となる。

第１回：ガイダンス、ビジネスデータ解析の基礎（１）グラフを利用したデータの予測
第２回：ビジネスデータ解析の基礎（２）Excelによるデータ解析の基礎
第３回：ビジネスデータ解析の基礎（３）推測統計学の基礎
第４回：ビジネスデータ解析の事例紹介（１）事例研究
第５回：ABC分析とパレート図の作成
第６回：演習と事例紹介：ABC分析とパレート図の作成を用いたスポーツビジネスデータ解析
第７回：関数を利用した回帰分析
第８回：演習と事例紹介：回帰分析を用いたスポーツビジネスデータ解析
第９回：２つ以上の独立変数から予測する重回帰分析
第10回：演習と事例紹介：重回帰分析を用いたスポーツビジネスデータ解析
第11回：事例研究：スポーツビジネスデータ解析
第12回：事例研究：スポーツビジネスデータ解析
第13回：損益分岐点のシュミレーションと経営マネジメントデータ分析
第14回：演習：損益分岐点のシュミレーションを用いたスポーツビジネスデータ解析
第15回：スポーツビジネスデータ解析と演習課題のまとめ

　教科書は使用せず、授業スライドおよび参考資料（論文や事例など）を使用。

　「Excelビジネスデータ分析の教科書」早坂清志著　秀和システム

レポート 80％ 演習課題は、講義にて複数回提示する。与えられた演習課題の提出回数と理解度により評価する。
平常点評価 20％ 出席（20％）

　グループワークや個人ワークにおける、データの分析、レポートの作成の演習ではマイクロソフト社のExcelの統計解析機能
を利用します。（Excelのバージョンは2007以上が望ましい）
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スポーツビジネスと国際政治
平田　竹男

　オリンピック開催都市、W杯開催国等の決定、国際競技大会の実施、各競技の国際連盟におけるルール変更等においては、純粋なスポーツの論理だけでなく、
国際政治・外交のダイナミズムが投影し、その影響を受けることが多い。他方、スポーツには国際政治・外交に影響を及ぼす力があり、その活用が重要である。本学資源戦略研
究所の招聘研究員である望月敏夫大使の成果を踏まえつつ、今後の日本が世界のスポーツ界で力を発揮するため何が必要かを学習する。

・スポーツと国際政治に関わる諸問題についての基礎ならびに現状を理解する。
・国際オリンピック委員会（IOC）、各競技の国際連盟等における日本の関わり方を分析・検証して発表し、今後の日本のあり方を提言できる。

第１回：イントロダクション　－講義の目的、問題意識の説明　－範囲、方法論、用語法
第２回：スポーツと国際政治･外交の関わりの実態と類型化－１　－政治からスポーツへの関与
第３回：スポーツと国際政治･外交の関わりの実態と類型化－２　－スポーツから政治への関与　－導き出される結論
第４回：国際政治の特色と近年の趨勢－スポーツへの投影－１　－主権国家システムの力学
第５回：国際政治の特色と近年の趨勢－スポーツへの投影－２　－近年の国際社会：グローバリゼーション、多極化、新興国の台頭　－スポーツへの投影
第６回：スポーツの非政治主義の伝統とそれへのチャレンジ－１　－古代オリンピック精神、政治的中立、アマチュアリズム　－スポーツの社会的機能
第７回：スポーツの非政治主義の伝統とそれへのチャレンジ－２　－様々な「スポーツ外的要因」の影響（政治、商業主義、メディア）
第８回：国際オリンピック委員会（IOC）に見る理想と現実－１　－IOC憲章、倫理規定、行動範囲　－IOC委員の行動
第９回：国際オリンピック委員会（IOC）に見る理想と現実－２　－理想と現実の調整、改革の努力
第10回：「スポーツと政治」のケーススタディー　－１　－2016年東京オリンピック・パラリンピック招致活動
第11回：「スポーツと政治」のケーススタディー　－２　－今後の招致活動への提言
第12回：スポーツと政治の建設的協力－１　－「理想」の追求；理念、良識、抑止力、積極機能　－「現実」への対応；国際競争、権力闘争
第13回：スポーツと政治の建設的協力－２　－公権力側の課題；政府、国際機関　－主要国の状況
第14回：スポーツと政治の建設的協力－３　－日本の課題；対立概念の止揚、自立化、国際化　－JOCの立場
第15回：まとめ

・小和田恆、山影進著　「国際関係論」（全214ページ）。2004年。放送大学教育振興会。2,400円
・平田竹男　著　「サッカーという名の戦争」新潮社

・David Miller著　橋本明訳「オリンピック革命－サマランチの挑戦」1992年。ベースボール・マガジン社。
・JOA編「オリンピック事典」2008年。「2016年オリンピック・パラリンピック招致活動報告書」（http://www.shochi-honbu.metro.tokyo.jp）

レポート 20％ 最終課題
平常点評価 80％ 授業中の発表内容を評価

本学　資源戦略研究所　http://www.kikou.waseda.ac.jp/WSD322_open.php?KikoId＝01＆KenkyujoId＝6F＆kbn＝0
招聘研究員　望月敏夫　（元駐ギリシャ大使、2020年東京五輪招致委員会委員、オリンピック・アカデミー理事、日本パラリンピック委員会評議員）

メディカルコンディショニング特論
赤間　高雄

　健康で疲労感がなく、体調面でよいコンディションにすることをメディカルコンディショニングと呼ぶ。メディカルコンディショニ
ングの基本はアスリートの健康管理であり、コンディションの悪化要因としてのスポーツ外傷・障害および疾病について予防、早期発見、治療をお
こなうことである。この講義では、アスリートの健康管理と内科的スポーツ障害について解説する。また、アスリートのコンディショニングにおい
て重要なアンチ・ドーピングの最新情報を解説する。

　アスリートの健康管理、内科的スポーツ障害、アンチ・ドーピングについて、アスリートのメディカルコンディショニングに
必要な知識を理解する。

第１回：ガイダンス
第２回：コンディショニング、健康管理、メディカルチェック
第３回：横紋筋融解症
第４回：貧血
第５回：オーバートレーニング
第６回：スポーツと感染症（かぜと免疫）
第７回：スポーツと感染症（食中毒、血液媒介病原体）
第８回：熱中症
第９回：喘息、過換気、アレルギー
第10回：海外渡航（時差ボケなど）、特殊環境（高山病など）
第11回：アンチ・ドーピング（１）
第12回：アンチ・ドーピング（２）
第13回：アンチ・ドーピング（３）
第14回：アンチ・ドーピング（４）
第15回：アンチ・ドーピング（５）

試　　験 試験は実施しません。
レポート レポートは、原則として実施しません。
平常点評価 100％ 毎回の授業の後に、Course N@viでレビューシートを回答してもらいます。
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スポーツ統計学特論
荒尾　孝

　人間集団を対象とした健康づくり研究においては、観察研究により健康の関連要因を明らかにし、実験研究によりその要因の因果関係を検証する
ことが重要となる。しかし、生活者としての人間の健康現象は、多様な内的・外的要因の複雑な影響を受けており、一連の健康づくり研究においては、そのよう
な多種多様な要因の影響を研究デザインや統計学的にコントロール（調整）する必要がある。本講義では、そのような健康づくり研究に必要な研究デザイン論と
統計学的手法について講義を行う。具体的には、研究デザイン論については研究の構造としての研究プロトコールの作成方法を、また、統計解析法については検
定と推定、パラメトリック検定法とノンパラメトリック検定法、多重比較検定法、多変量解析法などについて講義する。

１．自分自身の研究プロトコルを適切に作成することができる。
２．解析の目的や条件にあった解析手法を選択することができる。
３．コンピュータと統計ソフトを用いて、自分自身で統計解析をおこなうことができる。

第１回：講義ガイダンス
　　　　本講義の目標と概要、成績評価について
第２回：健康科学研究の基本－その枠組みと体系
第３回：健康科学研究のデザイン論（総論）－研究のプロセス、機能と構造
第４回：研究プロトコールのデザイン各論（１）－研究テーマの設定
第５回：研究プロトコールのデザイン各論（２）－研究方法１
第６回：研究プロトコールのデザイン各論（３）－研究方法２
第７回：研究プロトコールのデザイン各論（４）－対象者の選定
第８回：研究プロトコールのデザイン各論（５）－観察因子の設定
第９回：健康科学研究における統計学（１）－統計解析の基礎
第10回：健康科学研究における統計学（２）－検定法の使い分け、パラメトリック検定とノンパラメトリック検定
第11回：健康科学研究における統計学（３）－多重比較検定法
第12回：健康科学研究における統計学（４）－バイアスとその制御
第13回：健康科学研究における統計学（５）－多変量解析法
第14回：健康科学論文の作成法－生物医学雑誌への統一投稿規定、CONSORT声明、STROBE声明
第15回：研究プロトコールの発表・討論

　特に指定しない。講義はプリントとスライドを用いておこなう。

・「医療統計」わかりません!! 五十嵐中、佐條麻里（著）東京図書株式会社
・数学いらずの医科統計学－コンピュータ・エイジのための統計学指南. 津崎晃一（監訳）メディカル・サイエンス・インターナショナル
・医学的研究のデザイ第２版、木原雅子、木原正博（訳）、メディカル・サイエンス・インターナショナル

試　　験 50％ 第15回目の授業時間中に試験を実施し、理解度の確認をおこなう。
レポート 25％ 研究プロトコルを作成し、その内容を評価する。
平常点評価 15％ 授業への積極性を評価する。
そ の 他 10％ 授業への出席を評価する。

スポーツ神経精神医科学特論
内田　直

　This lecture will be given in English language.  No other language will be used in the classroom.  Students who take this 
course require having a certain level of ability in English listening comprehension and conversation （i.g., TOEIC > 570）.  
　By studying this course, students will obtain basic knowledge of neuroscience, EEG, sleep and biological rhythm related to sport 
science, as well as an ability to sufficiently discuss their research at poster sessions.  Thus, students are required to explain scientific 
researches of their own and others at the class.  
　In the last part of the lecture, occasions for interactive discussion will be provided and students could demonstrate to present the 
ability to express their thoughts in English language related to sport psychiatry and neurosciences.

・To be able to understand basic facts and terminology in this field.
・To be able to present own interest in this field.
・To be able to discuss issues in this field with certain level knowledge.

第１回：Guidance
第２回：Neuroscience １
第３回：Neuroscience ２
第４回：Neuroscience ３
第５回：EEG １
第６回：EEG ２
第７回：EEG ３
第８回：Sleep and Biological Rhythm １
第９回：Sleep and Biological Rhythm ２
第10回：Sleep and Biological Rhythm ３
第11回：Sleep and Biological Rhythm ４
第12回：Biological Psychiatry １
第13回：Biological Psychiatry ２
第14回：Interactive Discussion ２
第15回：Interactive Discussion ３

　Materials will be delivered at the class.

　Recommended readings will be introduced at the class.

試　　験 50％ Examination will be done by oral presentation and interview.
レポート No report
平常点評価 50％ Attendance rate, Activeness in Discussion
そ の 他 No other evaluation
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スポーツ内科学特論
坂本　静男

　スポーツによる生理的変化と病的変化に関して、内科的観点から講義する。生理的変化としては、“体力”に対する効果、生活習慣病
に対する効果などに関して述べる。病的変化としては、急性内科的障害では突然死、熱中症を主に、慢性内科的障害では貧血、オーバートレーニン
グ症候群を主に述べる。心臓リハビリテーションやアンチ・ドーピング活動といった今日的な課題に関しても、その時の世の中の話題の程度に応じて、
論じていくことになる。

　スポーツによる生理的変化および病的変化に関して、修士課程の学生として、一般的教養（常識）として理解してもらうこと
を目標とする。

第１回：オリエンテーション
第２回：メタボリックシンドロームに対する運動の効果総論
第３回：メタボリックシンドロームに対する運動の効果各論（１）－肥満症
第４回：メタボリックシンドロームに対する運動の効果各論（２）－脂質異常症
第５回：メタボリックシンドロームに対する運動の効果各論（３）－高血圧症
第６回：メタボリックシンドロームに対する運動の効果各論（４）－糖尿病
第７回：メタボリックシンドロームに対する運動処方作成
第８回：スポーツ選手のコンディショニング
第９回：スポーツ選手に対するスポーツ医・科学サポート
第10回：内科的スポーツ障害総論
第11回：内科的スポーツ障害各論（１）
第12回：内科的スポーツ障害各論（２）
第13回：内科的スポーツ障害各論（３）
第14回：内科的スポーツ障害各論（４）
第15回：総まとめ

レポート 80％ 毎回課題を与え、概説してもらう。
平常点評価 20％ 出席状況を考慮する。

運動器発育・発達特論
鳥居　俊

　スポーツや身体活動において用いられ損傷を受ける筋・腱、骨・軟骨、靱帯、神経などの運動器について、形態の発育や機能の発達
がどのように生じているか、またどのような刺激により変わりうるか、などに関して論じる。可能な限り、この分野の最新の研究を題材に、論文抄
読も含めて学生参加型で行う。

　運動器の各組織の発育･発達様式に関して知識を会得すること。

第１回：オリエンテーション
第２回：体格の発育：講義
第３回：体格の発育：学生発表
第４回：骨の発育発達：講義
第５回：骨の発育発達：学生発表
第６回：筋の発育発達：講義
第７回：筋の発育発達：学生発表
第８回：腱の発育発達：講義
第９回：腱の発育発達：学生発表
第10回：軟骨の発育発達：講義
第11回：軟骨の発育発達：学生発表
第12回：神経の発育発達：講義
第13回：神経の発育発達：学生発表
第14回：靱帯の発育発達：トピックス講義
第15回：まとめ

レポート 70％ レポートによる評価
平常点評価 30％ 平常点による評価
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スポーツ外科学特論
福林　徹

　体幹四肢の外傷・障害を機能解剖の面から比較検討していく。特に詳細なビデオなどを使用し、部位別の機能解剖を十分に行い、そ
れに沿った道すじで外傷・障害の原因を解説する。最近のスポーツ外傷のトピックを上げ、それに対しての受傷メカニズム、予防法を研究する。

　大学院レベルの運動器の解剖学的知識を身につけ外傷・障害との関連を明確にする。

第１回：授業の紹介、脊柱　その１
第２回：脊柱　その２
第３回：骨盤、股関節
第４回：大腿
第５回：膝関節　その１
第６回：膝関節　その２（微細解剖）
第７回：下腿、足関節
第８回：足、足指
第９回：レポート発表会　１
第10回：肩関節
第11回：肘、手関節
第12回：手・手指
第13回：レポート発表会　２
第14回：脳
第15回：レポート発表会　３

　特になし

　最新のスポーツ医学関連の雑誌

レポート 50％ レポートは２回提出予定
平常点評価 50％ 平常点による評価

健康行動科学特論
岡　浩一朗

　本講義では、健康づくりに活用される行動科学の理論やモデルの基本的考え方について学ぶとともに、それを応用した様々な実践例
について学ぶ。

　行動科学の考え方を応用して、健康行動（特に、身体活動・運動）を推進させるための支援方法に関する基礎的および専門的
知識を獲得できるようにする。

第１回：受講ガイダンス
第２回：健康づくり研究の体系化：行動疫学という考え方
第３回：行動科学の基礎（１）：行動科学の歴史
第４回：行動科学の基礎（２）：学習理論
第５回：健康教育と行動科学（１）：健康信念モデル、計画的行動理論
第６回：健康教育と行動科学（２）：社会的認知理論
第７回：ヘルスプロモーションと行動科学（１）：行動変容ステージモデル
第８回：ヘルスプロモーションと行動科学（２）：生態学モデル
第９回：行動科学に基づいた介入（１）：行動変容のメカニズム
第10回：行動科学に基づいた介入（２）：行動変容技法
第11回：行動科学と健康カウンセリング（１）：ライフスキル・自己管理スキル
第12回：行動科学と健康カウンセリング（２）：行動療法・認知行動療法
第13回：ヘルスリテラシーとヘルスコミュニケーション（１）：コミュニケーションスキル
第14回：ヘルスリテラシーとヘルスコミュニケーション（２）：コミュニティワイドキャンペーン
第15回：講評とレポート課題

　講義中に適宜紹介する。

レポート 20％ レポート内容
平常点評価 80％ 出席状況
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スポーツ整形外科学特論
金岡　恒治

　スポーツ活動に関連して発生する整形外科的傷害・障害について解説し、その疫学的研究、受傷機序解明に向けた研究、治療方法に
関する研究、予防対策に関する研究について紹介する。これらの研究内容については、学生担当者が各自興味のある障害について、これまでの研究
報告についての文献的考察を発表し、今後の研究の進め方についてディスカッションする。

　さまざまな整形外科的疾患の病態に関する理解を深めるとともに、自らの研究方針を確認する。

第１回：オリエンテーション
第２回：代表的整形外科的障害に関する研究手法の解説
第３回：学生担当者の発表・ディスカッション
第４回：学生担当者の発表・ディスカッション
第５回：学生担当者の発表・ディスカッション
第６回：学生担当者の発表・ディスカッション
第７回：学生担当者の発表・ディスカッション
第８回：学生担当者の発表・ディスカッション
第９回：学生担当者の発表・ディスカッション
第10回：学生担当者の発表・ディスカッション
第11回：学生担当者の発表・ディスカッション
第12回：学生担当者の発表・ディスカッション
第13回：学生担当者の発表・ディスカッション
第14回：学生担当者の発表・ディスカッション
第15回：学生担当者の発表・ディスカッション

平常点評価 100％ 受講態度、発言内容、出席状況、課題到達度から総合的に判定する。

生命科学特論
鈴木　克彦

　本講義は生物医科学、健康科学や臨床・教育現場に関係する学生諸君が、これから応用的、専門的な研究活動を進めていく上で、今
一度分子細胞生物学や免疫学、基礎医学等の知識を再確認して、関連する学問領域の理解や論文読解等に役立てるための基礎学力養成を目的とする。
なお、本授業は全回オンディマンド授業として実施するが、積み上げ学習が重要なので毎週受講すること。

　前半は下記の教科書に沿って、基本事項の確認を行いながら、最新の研究成果や時事問題との関連性を理解することを目標と
する。後半は、免疫学の基礎から応用まで解説し、分子細胞生物学や免疫学等の生命科学が、いかに疾病の診断や予防・治療に応用されているかを学ぶ。

第１回：受講ガイダンス、生命とは
第２回：生命の最小基本単位・細胞とは
第３回：多細胞動物、組織、発生、老化
第４回：生命体を構成している物質
第５回：体内における物質代謝
第６回：遺伝子の発現と制御
第７回：ホメオスタシス（恒常性）
第８回：免疫の基本概念、構成細胞
第９回：抗原、抗体、受容体
第10回：接着分子、サイトカイン、補体
第11回：免疫応答、自然免疫と獲得免疫
第12回：感染免疫、免疫不全症
第13回：アレルギー、自己免疫疾患
第14回：生活習慣病とメタボリックシンドローム
第15回：運動と免疫、まとめ

　木下勉、小林秀明、浅賀宏昭．ZEROからの生命科学．南山堂．

　永田和宏、宮坂昌之、宮坂伸之、山本一彦編．分子生物学・免疫学キーワード事典第２版．医学書院．

試　　験 行わない。
レポート 50％ 指示に従って作成すること。
平常点評価 45％ 受講状況を評価する。
そ の 他 5％ BBSでの最新情報の提供やディスカッションも考慮する。

　授業内容は前後したり、別のトピックスを扱う場合もある。
　関連URL：http://www.f.waseda.jp/katsu.suzu/syllabus.htm
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アスレティックトレーニング特論
広瀬　統一

　本講義では、アスレティックトレーニングの中でも主にスポーツ傷害発症に関わる身体要因（内的要因）について、身体運動を観察
しながら分析、検討する。

<１>「身体運動観察学」の観点から、スポーツの基本動作の分析と、誤った身体操作に影響する要因を説明できる。
<２>誤った身体操作と傷害発症の関連を説明できる。
<３>上述した諸問題を改善するための方法を提示することができる。

第１回：ガイダンス
第２回：運動に関する基礎知識（外傷・障害）と運動の観察
第３回：身体の誤使用（Misuse）と傷害発症の関連
第４回：歩行の観察・分析
第５回：ランニングの観察・分析
第６回：スプリントの観察・分析
第７回：方向転換動作の観察・分析
第８回：跳躍動作の観察・分析
第９回：投動作の観察・分析
第10回：あたり動作の観察・分析
第11回：泳動作の観察・分析
第12回：競技種目別パフォーマンスの動作観察・分析Ⅰ
第13回：競技種目別パフォーマンスの動作観察・分析Ⅱ
第14回：競技種目別パフォーマンスの動作観察・分析Ⅲ
第15回：まとめ

平常点評価 100％ 毎回のプレゼン内容やディスカッションへの参加姿勢を受講者全員で相互に評価し、成績に反映させる

スポーツ神経科学特論
彼末　一之／大築　立志

　スポーツのパフォーマンスには筋・腱の性質とともにそれを制御する神経系のはたらきが大きな要因である。この講義では特に人の
運動制御系についての最新の知見を紹介する。また特定なテーマについて受講者が調査発表し、それについての議論からさらに理解を含める。受講
者は神経科学、生理学、解剖学などの基本的な知識を持っていることが望ましい。

　運動制御に関連した脳・神経機構について、基本的な知識を確認するとともに、スポーツのような特に極端な状況での運動制
御の原理について理解する。

第１回：受講ガイダンス
第２回：神経･筋系の生理学についての復習１
第３回：神経･筋系の生理学についての復習２
第４回：神経･筋系の生理学についての復習３
第５回：神経･筋系の生理学についての復習４
第６回：神経･筋系の生理学についての復習５
第７回：視覚情報と運動１
第８回：視覚情報と運動２
第９回：運動イメージについて１
第10回：運動イメージについて２
第11回：運動イメージについて３
第12回：協調運動１
第13回：協調運動２
第14回：スポーツスキルと脳
第15回：教場試験と講評

試　　験 80％ 第15回目の授業時間中に試験を実施し、理解度を確認します。
平常点評価 20％ 毎回の授業で発表をしてもらいます。

　関連URL：http://www.f.waseda.jp/kanosue/
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生体ダイナミクス特論
川上　泰雄

　運動生理学・バイオメカニクスの分野における、人間を対象とした実験手法を学び、実験実習を行います。
　対象となる手法は動作解析、筋力・筋パワー計測、超音波法やMRIなどの組織画像解析などを予定しています。

　実験手法の理解と応用をめざす。

第１回：授業ガイダンス
第２回：実習テーマについての討議
第３回：実験実習
第４回：実験実習
第５回：実験実習
第６回：結果の発表と討議（１）
第７回：結果の発表と討議（２）
第８回：実験実習
第９回：実験実習
第10回：実験実習
第11回：研究発表と討議（３）
第12回：実験実習
第13回：実験実習
第14回：実験実習
第15回：総合討議

レポート 50％ 授業中心、適宜レポートを課します。
平常点評価 50％ 発表・討議などにおける積極性を評価します。

　関連URL：http://www.f.waseda.jp/ykawa/indexj.htm

スポーツ栄養学特論
田口　素子

　日々のトレーニングをより良いコンディションで行うためには、競技特性や目的に合わせた栄養補給が必要である。近年では国際オ
リンピック委員会（IOC）や国際競技団体がスポーツ栄養コンセンサスを発表し、栄養摂取に関する考え方をまとめている。これらはエビデンスに
基づいたものであり、栄養・食事摂取の量や組成、タイミングなどについて具体的に提示されている。そこで本講義では最新のスポーツ栄養コンセ
ンサスを講読し、ディスカッションを通して競技者の栄養摂取の在り方についての理解を深め、専門的・実践的な知識を習得する。

　国際スポーツ栄養コンセンサスに記載されている内容について、その基となった研究の背景と考え方について理解し、実践的
な栄養摂取方法について習得する。さらには、受講者がかかわっている各種目のスポーツ現場において、栄養管理を実践する際の具体的イメージを
固められるようになることを目標とする。

第１回：ガイダンス
第２回：Energy metabolism and Eenergy requirements
第３回：Body composition
第４回：Protein and amino acids requirement
第５回：Fuels used in exercise
第６回：Micronutrient requirement （１） Minerals
第７回：Micronutrient requirement （２） Vitamins
第８回：Hydration
第９回：The training diet
第10回：Pre and post exercise meal
第11回：Supplements and ergogenic aids
第12回：Nutrition education
第13回：Nutrition for the female and junior athletes
第14回：Position statement of Nutrition and athletic performance
第15回：総括

　英文資料を含むプリントを毎回配布する。

　体育・スポーツ系指導者・学生のためのスポーツ栄養学（仮）（市村出版）

レポート 30％ 課題は授業終了時に提示する。
平常点評価 70％ 出席状況と授業への参加度により評価する。

　学部で「スポーツ栄養学」を受講していることを前提として授業を進めるため、未受講者はスポーツ栄養に関する基礎的なこ
とを自習してから参加すること。



講
義
科
目
（
修
士
）

身

体

運

動

科

学

運動生化学特論
樋口　満

　PHYSICAL ACTIVITY and TYPE ２ DIABETES John A. Howley, juleen R. Zierathを用いて講義・発表・討論を行う。

　糖代謝に関する生化学的な基礎知識を身につけ、それを踏まえて、運動・トレーニングが糖代謝機能の改善・糖尿病予防に及
ぼす影響に関し、生化学的理解を深める。また、関連する原著論文を読むことによって、糖代謝に関する最新の研究動向を知ることを到達目標とする。

第１回：The Increasing Burden of Type ２ Diabetes: Magnitude, Causes, and Implications of the Epidemic
第２回：Waging War on Type ２ Diabetes: Primary Prevention Through Exercise Biology
第３回：Fatty Acid Uptake and Insulin Resistance
第４回：Lipid Metabolism and Insulin Signaling
第５回：Metabolic Inflexibility and Insulin Resistance in Skeletal Muscle
第６回：Nutrient Sensing Links Obesity With Diabetes Risk
第７回：Inflammation-Induced Insulin Resistance in Obesity: When Immunity Affects Metabolic Control
第８回：Transcription Factors Regulating Exercise Adaptation
第９回：Exercise and Calorie Restriction Use Different Mechanisms to Improve Insulin Sensitivity
第10回：Mitochondrial Oxidation Capacity and Insulin Resistance
第11回：Effects of Acute Exercise and Exercise Training on Insulin Action in Skeletal Muscle
第12回：Resistance Exercise Training and the Management of Diabetes
第13回：AMPK: The Master Switch for Type ２ Diabetes ？
第14回：Protein Kinase C and Insulin Resistance
第15回：Evidence for Prescribing Exercise as a Therapy for Treating Patients With Type ２ Diabetes

　「スポーツ現場に生かす運動整理・生化学」（市村出版、2011）

レポート 50％ 担当する章の要約と関連する研究論文に関する抄読
平常点評価 50％ 出席回数と討論への参加状況

バイオメカニクス特論
矢内　利政

　身体運動解析にて計測された数値情報から人体の運動メカニズムを明らかにするために必要な力学的解析方法を学ぶことを目的とす
る。とりわけ、人体を剛体のリンクとみなしてモデル化し、各身体部位の運動を３D剛体運動として解析する手法を学ぶ。

　オイラー角やオイラーパラメータを含む回転運動分析を中心とした３D Kinematic analysisを行うための基礎知識を習得し、
ニュートンとオイラーの運動方程式を用いた３D Kinetic analysisを実施できるようになる。

第１回：オリエンテーション
第２回：平面上の物体の位置
第３回：観測点の移動
第４回：空間内の物体の位置
第５回：観測点の位置と向きの移動
第６回：物体の向き
第７回：ある物体の他の物体に対する向き
第８回：回転の中心と回転軸
第９回：復習
第10回：力と運動との関係
第11回：回転運動の分析
第12回：力の回転効果
第13回：回転運動の勢い（角運動量）
第14回：回転運動における慣性（慣性モーメント）
第15回：復習

　とくに定めないでテーマに沿った論文や配布資料を参考に行う。

試　　験 70％ 試験による評価
平常点評価 30％ 出席点：２％×15＋クイズ10％
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スポーツ生理学特論
村岡　功

　運動・スポーツは健康づくりや競技力向上のために広く行われており、生活習慣病を予防するためには、規則的な運動およびスポー
ツ活動が必要であると言われている。そこで、本特論では第一に、疾病（生活習慣病）と運動に関して、<１>生活習慣病と運動療法の適応、<２
>肥満症と運動、<３>糖尿病と運動、高脂血症と運動、<４>高尿酸血症と運動、<５>心臓血管系疾患と運動、<６>高血圧症と運動、につ
いて概説することとする。一方、競技成績（パフォーマンス）を高めるために、スポーツ選手はトレーニング以外に様々な補助的手段（Ergogenic 
aids）を用いていることも知られている。そこで第二に、広く用いられている種々の補助的手段を取り上げて、その効果や倫理的問題についても概
説する。さらに、これらに関連する運動・スポーツ生理学に関する論文を各自が紹介・発表する形で授業を進めることとしたい。

　スポーツ生理学が深く関与する競技力向上と健康づくりに関する講義および発表を通じて、競技力向上のための補助手段と疾
病予防のための運動・スポーツ活動について理解を深めるとともに、運動・スポーツ生理学に関する最新の情報に触れるようにする。

第１回：オリエンテーション
第２回：競技力向上のための補助手段<１>
第３回：競技力向上のための補助手段<２>
第４回：競技力向上のための補助手段<３>
第５回：競技力向上のための補助手段<４>
第６回：運動と生活習慣病<１>
第７回：運動と生活習慣病<２>
第８回：運動と生活習慣病<３>
第９回：運動と生活習慣病<４>
第10回：運動・スポーツ生理学関連文献の紹介<１>
第11回：運動・スポーツ生理学関連文献の紹介<２>
第12回：運動・スポーツ生理学関連文献の紹介<３>
第13回：運動・スポーツ生理学関連文献の紹介<４>
第14回：運動・スポーツ生理学関連文献の紹介<５>
第15回：テストと解説

　毎週、授業ごとにプリント等を配布する。

　授業時間内に、適宜紹介する。

試　　験 50％ 試験による評価
レポート 試験を受験できない場合は、レポートを提出する。
平常点評価 25％ 平常点による評価
そ の 他 25％ 文献発表による

スポーツ情報処理特論
誉田　雅彰

　近年、スポーツを対象とするマルチメディア情報処理技術、コンピュータを用いたスポーツ身体動作の解析及びシミュレーション技
術など、スポーツ分野における情報処理技術の重要性が増してきている。本講義では、画像・音声情報処理を中心とするスポーツマルチメディア情
報処理技術、コンピュータ処理によるスポーツ身体動作の解析技術など、スポーツを対象とする高度な情報処理技術を扱う。

　スポーツ映像処理およびスポーツ動作解析に関する仕組みを理解するとともに、それらを実現するための方法論を習得するこ
と。

第１回：講義ガイダンス
第２回：映像のデータ構造
第３回：画像処理技術
第４回：動作映像のデジタイズ処理の仕組み
第５回：スポーツ映像における選手位置検出処理の仕組み
第６回：スクリーン座標とフィールド座標の関係
第７回：３次元動作映像処理
第８回：動作データの平滑化処理
第９回：２次元動作データのキネマティック処理
第10回：２次元動作データのキネティック処理
第11回：３次元動作データのキネマティック処理
第12回：３次元動作データのキネティック処理
第13回：移動カメラ映像によるスポーツ映像処理
第14回：スポーツ映像検索処理
第15回：まとめと課題

　適宜講義資料を配布する

レポート 50％ 課題レポートにより評価する
平常点評価 50％ 出席回数により評価する
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脳・運動の生理学特論
宝田　雄大

　当該授業は、主に、講義、出席者による論文（書籍）紹介と議論から構成される。紹介される論文選定については、履修者の興味を
尊重した上で、科目名に関連していることが望ましい。担当者はパワーポイント等を用いて論文の詳細を説明する。担当者の論文説明に基づき、出
席者全員で論文の新奇性、重要性、問題点などについて議論するので、出席者にはあらかじめ論文を精読しておくことが求められる。

　科目名に関連した論文（書籍）の精読を通じて、身体運動に関わる脳の機能理解し、身体運動をシステムという観点から、統
合的に捉えることができるようになることを目指す。

第１回：受講ガイダンス
第２回：担当教員による関連論文紹介
第３回：運動指令に関わる脳機能の概要
第４回：感覚・知覚
第５回：感覚－運動情報の統合
第６回：筋収縮のしくみ（構造、滑り説、力学的性質）
第７回：関連論文紹介と議論（１）
第８回：関連論文紹介と議論（２）
第９回：関連論文紹介と議論（３）
第10回：関連論文紹介と議論（４）
第11回：関連論文紹介と議論（５）
第12回：関連論文紹介と議論（６）
第13回：関連論文紹介と議論（７）
第14回：関連論文紹介と議論（８）
第15回：関連論文紹介と議論（９）

　授業中に適宜紹介

標準生理学（医学書院）、カールソン神経科学テキスト　脳と行動（丸善）、脳と運動（共立出版）、タッチ（医学書院）、意識の探求　－神経科学か
らのアプローチ（岩波書店）
Principles of neural science （McGraw-Hill Medical）
Skeletal muscle structure, function ＆ plasticity （Lippincott Williams ＆ Wilkins）

平常点評価 100％ 出席、発表、質疑応答により評価する。

　気楽に受講してください。
　関連URL：http://www9.plala.or.jp/yudai618/

スポーツ認知神経科学特論
正木　宏明

　スポーツ場面で観察される巧みな動作の背景メカニズムを脳内情報処理の観点から検討する。ここでは、人間と環境との関わりを重
視する心理学のアプローチを加えながら、スキル動作を認知神経科学的に理解する。
　スポーツでは外界からの視覚情報を瞬時に認知し、適切な動作を選択・実行しなければならない。その過程には、注意、情動、動機づけ、意思決定、
動作モニタリングなどが密接に関連している。これら脳内情報処理と巧みな動作発現との関係について概説する。パフォーマンスに影響を与えるス
ポーツ場面での情動体験やアスリートの性格特性についても概説する。

　スポーツ場面で生み出される巧みな動作の背景メカニズムについて、認知神経科学的に説明できるようにする。

第１回：ガイダンス（スポーツ認知神経科学のねらい）
第２回：情動と動機づけ１（情動の脳内処理、情動理論）
第３回：情動と動機づけ２（スポーツと情動体験）
第４回：脳による運動制御１（大脳基底核、小脳、帯状皮質などの機能）
第５回：脳による運動制御２（大脳基底核、小脳、帯状皮質などの機能）
第６回：学習と記憶１（学習の脳内処理／運動学習）
第７回：学習と記憶２（学習の脳内処理／運動学習）
第８回：注意と空間認知
第９回：脳と意識１
第10回：脳と意識２（意思決定プロセス）
第11回：動作の認知表象１
第12回：動作の認知表象２
第13回：スキル動作の脳内情報処理１（行動指標を用いた研究の概説）
第14回：スキル動作の脳内情報処理２（生理指標を用いた研究の概説）
第15回：総括

　特になし。毎回プリントを配布する。

レポート 60％ レポートによる評価
平常点評価 40％ 平常点による評価

　すべての講義のなかからもっとも興味の強かったテーマについてレポートしてもらう。
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データ分析（MatLab）
誉田　雅彰

　パソコンの普及に伴い、自然科学、人文科学を問わず、多くの分野で情報処理のスキルが必要になってきている。本講義では、よ
り効率的かつ高度な情報処理を行う上で必要となるプログラミング技術の習得を目指す。具体的には、Matlab言語を対象とし、プログラミングの
初歩から画像処理、動作データや筋電データなどの信号処理まで、講義と演習を通して具体的なプログラミング技術を習得する。なお、受講には、
WordやExcelなどのパソコン操作を習得していることを前提とする。

　プログラミング技法を理解するとともに、プログラム作成演習を通してプログラミングを活用できる技術を身につける。

第１回：受講ガイダンス
第２回：四則演算のプログラム
第３回：１次元配列の処理
第４回：多次元配列の処理
第５回：繰り返し処理
第６回：繰り返し処理の応用
第７回：条件分離処理
第８回：条件分離処理の応用
第９回：データの入出力
第10回：関数のしくみ
第11回：関数の応用
第12回：グラフ作成処理
第13回：Excelデータファイルの入出力
第14回：動作解析のプログラミング
第15回：まとめと課題演習

試　　験 40％ 採点
レポート 30％ 提出回数と採点
平常点評価 30％ 出席回数
そ の 他 課さない

コーチング特論
礒　繁雄

　スポーツの持つコーチングの現状を選手、研究者、管理運営者の立場から実践研究をもとに明らかにする。これらの現状からトップ
アスリート育成のためのコーチングシステムの構築について講義する。

　コーチング実践から理論的背景を高めるための研究視点を芽生えさせる。さらに、理論の可能性と現状における限界を理解し、
解決策等をディスカッションする能力を高める。

第１回：演習概要の説明と進め方
第２回：コーチングの語源とスポーツコーチングの方向性
第３回：スポーツコーチングと教師との歴史的変遷
第４回：近代オリンピックの変遷とコーチングの役割変化
第５回：地域経済とスポーツコーチングの共存
第６回：（コーチングと教師・オリンピック・地域）グループ分けと討論
第７回：討論内容の発表（１）
第８回：討論内容の発表（２）
第９回：アナリストデータの活用（個人種目）
第10回：アナリストデータの活用（チーム種目）
第11回：招聘講師による講義と内容まとめ
第12回：強化策の策定視点と周囲との調整内容
第13回：タレント発掘の視点
第14回：トップアスリートが代表者と持つべき資質と学習内容
第15回：レポート課題とそのまとめ方

平常点評価 40％ 出席等
そ の 他 60％ 教場試験とレポートで60％
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コーチ学特論
奥野　景介　他

　コーチングの対象者はレベル、種目など多様である。本講座では、コーチング現場で起こる様々な事象や情報を提供し、スポーツ科
学の観点から分析し、理解を深める。講義は総合講座形式で行うが、種々のコーチングの情報を体系化することを試み、スポーツ科学の実践的応用
を視野に入れて展開する。

　本講座では、コーチング現場で起こる様々な事象や情報を提供し、スポーツ科学の観点から分析し、理解を深める。

第１回：ガイダンス
第２回：コーチングの実際１
第３回：各競技における連盟・協会の取り組みほか１
第４回：コーチングの実際２
第５回：各競技における連盟・協会の取り組みほか２
第６回：コーチングの実際３
第７回：各競技における連盟・協会の取り組みほか３
第８回：コーチングの実際４
第９回：各競技における連盟・協会の取り組みほか４
第10回：コーチングの実際５
第11回：各競技における連盟・協会の取り組みほか５
第12回：コーチングの諸情報１
第13回：コーチングの諸情報２
第14回：コーチングの諸情報３
第15回：コーチングの諸情報４

レポート 70％ レポート課題の出来によって評価する。
平常点評価 30％ 出席回数、授業参加状況、授業時の課題の出来によって総合的に評価する。

　その他に補講期間に授業を実施する場合がある。

コーチングバイオメカニクス特論
土屋　純

　スポーツ技術の明確化あるいはスポーツ技能の評価のひとつの手法として、スポーツバイオメカニクスの研究方法を用いた運動の定
量化が行われる。スポーツのコーチにとってはそうした定量値のもつ意味の把握が技術指導の際の有益な情報となりえる。ここではスポーツ運動の
コーチングの際に必要となるバイオメカニクス的視点とその方法について取り扱う。

　コーチに必要なバイオメカニクスの知識を修得し、選手の動きをバイオメカニクス的に記述・評価できる。

第１回：受講ガイダンス
第２回：バイオメカニクスの基本的知識：Kinematics（１）
第３回：バイオメカニクスの基本的知識：Kinematics（２）
第４回：バイオメカニクスの基本的知識：Kinematics（３）
第５回：バイオメカニクスの基本的知識：Kinetics（１）
第６回：バイオメカニクスの基本的知識：Kinetics（２）
第７回：バイオメカニクスの基本的知識：Kinetics（３）
第８回：スポーツ動作のバイオメカニクス（１）
第９回：スポーツ動作のバイオメカニクス（２）
第10回：スポーツ動作のバイオメカニクス（３）
第11回：スポーツ動作のバイオメカニクス（４）
第12回：スポーツ動作のバイオメカニクス（５）
第13回：スポーツ動作のバイオメカニクス（６）
第14回：スポーツ動作のバイオメカニクス（７）
第15回：スポーツ動作のバイオメカニクス（８）

平常点評価 100％ 各個人に割り当てられた発表の内容とディスカッションへの貢献度について評価する。
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コーチング心理学特論
堀野　博幸

　スポーツパフォーマンスは、技術・体力・戦術要因から構成される。そして、心理要因が、それら３つの要素を総合的に支えている。
本講義では、アスリートとコーチを中心として、コーチングプロセスに関与する人間の心理的課題を考察する。スポーツフィールドで発生する様々
な心理的問題を取り上げ、その問題の本質を精査し、その問題解決の方向性について、受講生のプレゼンテーションとディスカッションを通して検
討する。

　コーチングフィールドにおける諸課題の理解と改善アプローチへの理論的接近。

第１回：ガイダンス
第２回：コーチング
第３回：心理学
第４回：プレゼンテーション＆ディスカッション
第５回：プレゼンテーション＆ディスカッション
第６回：プレゼンテーション＆ディスカッション
第７回：プレゼンテーション＆ディスカッション
第８回：プレゼンテーション＆ディスカッション
第９回：プレゼンテーション＆ディスカッション
第10回：プレゼンテーション＆ディスカッション
第11回：グループワーク
第12回：プレゼンテーション＆ディスカッション
第13回：プレゼンテーション＆ディスカッション
第14回：プレゼンテーション＆ディスカッション
第15回：まとめ

レポート 50％ 課題レポートを評価する
平常点評価 50％ プレゼンテーションと授業への取り組みを評価する

　上記の内容を適宜進めていく。
　授業に関する連絡は、コースナビを通じて行いますので、定期的にコースナビを確認してください。

コンディショニング特論
岡田　純一

　目的に適した身体能力を備えること、身体能力を競技力へと結びつけること、そのために必要なあらゆる体力要素を向上させること、
目的とする時期にその状態を整えることなど、コンディショニングが含有する意図は多様である。コンディショニングに関わるレジスタンストレー
ニングのプログラムデザイン、アスリートの体力や生理学的特性を考慮したトレーニング計画を科学的知見に基づいて構築することを専門書より学
ぶ。

　レジスタンストレーニングのプログラムデザインについて理解するとともに専門用語を習得する。

第１回：オリエンテーション、プログラムデザインの概要、実践例
第２回：コンディショニング研究の背景
第３回：Program Design １ （Need Analysis）
第４回：Program Design ２ （Exercise selection）
第５回：Program Design ３ （Training Frequency）
第６回：Program Design ４ （Exercise Order）
第７回：Program Design ５ （Training load ＆ repetitions）
第８回：Program Design ６ （Volume）
第９回：Program Design ７ （Rest periods）
第10回：Conditioning tool １ （Plyometric）
第11回：Conditioning tool ２ （Stretching）
第12回：Conditioning tool ３ （Speed ＆ Agility）
第13回：Conditioning tool ４ （Aerobic endurance）
第14回：Conditioning tool ５ （Periodization）
第15回：Conditioning tool ６ （Facility ＆ Equipment）

　Essentials of Strength Training and Conditioning （Human Kinetics）

レポート 50％ レポートによる評価
平常点評価 50％ 平常点による評価
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パフォーマンス評価
奥野　景介

　スポーツのパフォーマンスは技術面、体力面、心理面、戦術面等の側面から評価することができる。本講座ではスポーツの現場では
実際にどのようなパフォーマンス評価がなされているかを知り、ツールとしてのスポーツ科学の活用方法について論議する。

　スポーツの現場で確認されるパフォーマンスがどのように評価されているかを知り、スポーツ科学の活用方法についての論議
から理解を深める。

第１回：ガイダンス
第２回：パフォーマンス評価概論
第３回：「走」のパフォーマンス評価
第４回：「跳」のパフォーマンス評価
第５回：「投」のパフォーマンス評価
第６回：「泳・漕」のパフォーマンス評価
第７回：「採点競技」のパフォーマンス評価
第８回：「記録競技」のパフォーマンス評価
第９回：「球技（ゴール）」のパフォーマンス評価
第10回：「球技（ネット）」のパフォーマンス評価
第11回：「チームスポーツ」のパフォーマンス評価
第12回：「武道・格闘技」のパフォーマンス評価
第13回：「トップアスリート」のパフォーマンス評価
第14回：「ラケットスポーツ」のパフォーマンス評価
第15回：まとめ

レポート 50％ 発表内容および当日の論議をまとめた形でレポート課題とし、その出来によって評価する。
平常点評価 50％ 出席状況および授業時に実施する発表内容の出来によって評価する。

スポーツ戦術戦略特論
倉石　平

　スポーツが高度化するとともに不可欠なことは、データの収集、分析、反映である。特にトップパフォーマンスにおけるデータの収
集、収集方法、データの分析、PCのソフトを使った分析、分析の考え方、データの反映などはスポーツが高度化するにつれ、欠くことができない。
これらの手法を身につけることはコーチ、アナリスト等に関しては重要な問題である。本講義ではこれらの手法について学習する。
　ゲームに勝利するためには、ゲームプラン（作戦）の立案が不可欠である。それらを立案するためには、自ら（個人、もしくはチーム）を熟知す
ること、そして相手（個人、もしくはチーム）を熟知すること、さらにはそれらを対比することが重要となる。先人達の戦い方（いくさの仕方など）
から学びながら、現在のスポーツゲームに照らしあわせて科学的に検証してゆく。
　この授業ではスポーツにおける情報収集、分析、反映を主たる内容とし、どのようにして収集をするのか、またその収集をする方法はどのような
ものか、道具は何を用いるかなどを学ぶ。さらに、その収集したデータをどのように分析や解析を行うのか、それらの作業で得られた情報（データ）
の反映をどのようにするのか検証する。
　そして実際のゲームを題材にしてゲーム分析を行い、個々が行った分析結果を発表し、客観的な分析がなされているか、妥当性があるのかなどを
討論する。

　スポーツコーチングにおける情報の収集・分析・反映を把握したうえで、実践での実例を踏えて、ゲームプランを修正等をす
るアイデアを学び表現する。

第１回：オリエンテーション
第２回：情報とは
第３回：情報の収集と分析
第４回：情報の反映
第５回：競技別情報の扱いと現状（プレゼンテーション１）
第６回：競技別情報の扱いと現状（プレゼンテーション２）
第７回：競技別情報の扱いと現状（プレゼンテーション３）
第８回：情報の収集（カメラを使っての収集）
第９回：情報の収集（オープンソースインテリジェンスでの収集）
第10回：情報の分析（ゲーム分析ソフトを使っての実習１）
第11回：情報の分析（ゲーム分析ソフトを使っての実習２）
第12回：情報の分析（ゲーム分析ソフトを使っての実習３）
第13回：情報の反映（データの反映）
第14回：プレゼンテーション１（反映）
第15回：プレゼンテーション２（反映）　まとめ

レポート 40％ レポートによる評価
平常点評価 60％ 平常点による評価
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論文作成技法　01～04
奥津　光晴、池本　淳一、有竹　清夏、田口　素子

　この講義では学術論文を執筆・投稿・校正する際に必要とされる、１）学術論文の基本的な組み立て方や、２）各項目における執筆方法、
に関する知識の習得に加え、３）読み易い論文を作成するためのコツ、を身につけることにより、学術論文を作成する技術を養う。
　注：日本語を母国語としない学生や論文（卒業論文）を執筆した経験のない学生は、01に登録すること。

１．何のために研究を行うのか、何のために学術論文を執筆するのか、という研究の基本目的を理解し、説明することができるようになる。
２．学術論文の基本構造を理解し、各自が遂行している研究を論文としてまとめることができるようになる。
３．文献の引用に関するルールを理解し、盗作や盗用の疑いがかからないよう、適切に文献を引用することができるようになる。
４．論文の投稿先としての学術誌を適切に選択し、その学術誌の読者にとって読み易い論文を作成することができるようになる。

第１回：イントロダクション（研究とは、学術論文とは）
第２回：論文を書く前に（論文の構想）
第３回：執筆１（タイトル・イントロダクション）
第４回：執筆２（研究方法論）
第５回：執筆３（結果・図表）
第６回：執筆４（考察）
第７回：執筆５（研究要旨）
第８回：執筆６（文献の引用）
第９回：執筆７（投稿と査読）
第10回：論文執筆の心得１
第11回：論文執筆の心得２
第12回：論文執筆の手順
第13回：読者のために
第14回：論文作成実習１
第15回：論文作成実習２

　酒井聡樹（著）『これから論文を書く若者のために』共立出版

レポート 40％ 30％（授業ごとのレポート課題：３％×10）
10％（学期末レポート）

平常点評価 60％ 出席点４％×15



修
士
１
年
制
コ
ー
ス

研

究

指

導

トップスポーツマネジメント研究指導　Ａ（春学期）・Ｂ（秋学期）　 平田　竹男
 

Ａ（春学期）
　本研究指導では、トップスポーツマネジメントに関する実践力と理論的研究能力の育成を図りつつ、トップスポーツマネジメ
ントを行う上での実務的・専門的能力を開発する。春学期（A）では、各自の取り組む課題に沿って学習を進め、研究計画を策
定する。
Ｂ（秋学期）
　本研究指導では、各々の関与する実務分野のトップスポーツマネジメントに関する実践力と理論的研究能力の育成を図りつ
つ、トップスポーツマネジメントを行う上での実務的・専門的能力を開発し、社会的に要請される人材を育成することを目的と
する。秋学期（B）は、期初に提出した研究計画に沿って研究を進め、修士論文を提出すると共に、審査に合格することを目指
す。

 
Ａ（春学期）
・各自が関わる現場（フィールド）において、そのマネジメントの現状と課題について分析し、発表する能力を養成する。
・上記の内容を論理的に記述して研究計画を提出する。
Ｂ（秋学期）
・10月初旬に提出した研究計画に基づいて研究を実施し修士論文を提出する。（学会誌に投稿できることを期待目標とする）
・上記についてパワーポイントを用いたプレゼンテーション（公開審査会）を経て修論審査に合格する。

スポーツクラブマネジメント研究指導　Ａ（春学期）・Ｂ（秋学期）　 間野　義之
 

　学校運動部活動と企業スポーツを両輪とした日本型スポーツシステムの限界が見え始めたなか、地域密着型の新たなスポーツ
システムが求められている。企業運動部のクラブ化はもとより、Ｊクラブやプロ野球でも地域に根付いたクラブ化を模索してお
り、その一方で学校・地域・家庭・企業・行政の連携による「総合型地域スポーツクラブ」の普及・育成が国策として進められ
ている。プロ・アマを問わず、これらのクラブが自主独立し健全に発展するためには、多くの複雑な問題が存在する。それら諸
問題の現実的な解決策（ソリューション）について総合的に研究指導する。具体的には、受講生自身が関与する（であろう）地
域スポーツクラブの課題に関連した修士論文について研究指導する。
　Keywords：スポーツクラブ、ビジネスプラン、NPM（New Public Management）

 
　自身が関与する（であろう）地域スポーツクラブの課題に関連した修士論文について作成できること。

健康スポーツマネジメント研究指導　Ａ（春学期）・Ｂ（秋学期）　 中村　好男
 

Ａ（春学期）
　本研究指導では、健康増進の実務経験を有する者に対して、運動やスポーツを中心とした健康増進活動の実践技能とそのマネ
ジメント能力を開発することによって、社会的に要請される人材を育成することを目的とする。まず、身体行動科学ならびに社
会マーケティングについての基礎理論を学習した上で、各々の関与する実務分野の状況に応じて、体力科学、栄養学、身体行動
科学などの関連諸領域の基礎理論を学習する。それらの基礎知識を前提として、地域行政あるいは健康関連組織における健康増
進のマネジメントを行う上での実務的・専門的能力を開発する。春学期（Ａ）では、各自の取り組む課題に沿って学習を進め、
研究計画を策定する。
　Keywords：体力、健康、運動、健康増進、行動科学、マネジメント、マーケティング
Ｂ（秋学期）
　本研究指導では、健康増進の実務経験を有する者に対して、運動やスポーツを中心とした健康増進活動の実践技能とそのマネ
ジメント能力を開発することによって、社会的に要請される人材を育成することを目的とする。まず、身体行動科学ならびに社
会マーケティングについての基礎理論を学習した上で、各々の関与する実務分野の状況に応じて、体力科学、栄養学、身体行動
科学などの関連諸領域の基礎理論を学習する。それらの基礎知識を前提として、地域行政あるいは健康関連組織における健康増
進のマネジメントを行う上での実務的・専門的能力を開発する。秋学期（Ｂ）は、期初に提出した研究計画に沿って研究を進
め、修士論文を提出すると共に、審査に合格することを目指す。
　Keywords：体力、健康、運動、健康増進、行動科学、マネジメント、マーケティング

 
Ａ（春学期）
・地域自治体・総合型地域スポーツクラブ・老人福祉施設等など、各自が関わる現場（フィールド）において、健康増進や介護
予防に資するためのプログラム（調査研究を含む）を開発しその評価モデルを構築する。

・上記の内容を論理的に記述して研究計画を提出する。
Ｂ（秋学期）
・10月初旬に提出した研究計画に基づいて研究を実施し修士論文を提出する。（学会誌に投稿できることを期待目標とする）
・上記についてパワーポイントを用いたプレゼンテーション（公開審査会）を経て修論審査に合格する。
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介護予防マネジメント研究指導　Ａ（春学期）・Ｂ（秋学期）　 岡　浩一朗
 

　超高齢社会の到来に向けて、年金や医療とともに介護などの社会保障制度の整備、改革が進められている。平成18年度から
の介護保険制度改正では、特に高齢者に対する介護予防の取り組みが注目され、その方法論の確立が急務となっている。特に、
介護予防の対象者を効果的・効率的に把握するためにはどのような手法がよいのか、どのようにして効果のあがるサービス（た
とえば、運動器の機能向上プログラム等）を開発し、普及啓発していけばよいのかなどは重要な課題であり、またこのような一
連の過程を総合的な介護予防システムとして構築していくことが求められている。このような背景のもと、保健、医療、福祉あ
るいは運動・スポーツ指導の現場で高齢者の健康づくりに携わる者が、研究を通して介護予防に関する最新の理論と実践を学ぶ
ことができるよう指導を行う。

 
　行政や介護・健康づくり関連組織において、介護予防実践に関わっていく上での実務的・専門的・研究能力が高まるようにす
る。

エリートコーチング研究指導　Ａ（春学期）・Ｂ（秋学期）　 土屋　純　他
 

　オリンピックや世界選手権への出場といった高い競技力を獲得する過程で経験知や暗黙知、科学的視点を豊富にもつ優れたス
ポーツ選手および指導者に対して、彼らが競技経験および指導経験から蓄積してきた知識や視点を個人内に留めおくのではな
く、それらを研究論文といういわゆる「形式知」にまとめ、その情報を発信できる能力を養成し、さらに優れたスポーツ指導者
へと育成する。

 
Ａ．高いレベルのコーチングに関する研究論文を執筆できるようになる。
Ｂ．トップレベルのコーチングを高度な理論を背景に行えるようになる。
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トップスポーツマネジメント演習（１） A（春学期）
平田　竹男

　本授業では、まず、わが国のトップスポーツビジネスを牽引するために、各々の受講生が実現するキャリアプランを設定し、そのた
めに必要となる研究分野及び研究手法を明らかにする。

・トップスポーツマネジメントに関する基礎理論を理解すること。
・各自の修士論文の研究計画を策定できること。

第１回：自分のキャリアの将来ゴール
第２回：自分の現状
第３回：何が足りないか
第４回：そのために何を克服するか
第５回：どう解決するか
第６回：協力者は誰か
第７回：何年後にどこまで行くか
第８回：リスクは何か
第９回：何にこだわり何を妥協するか
第10回：資金はいつ、いくら必要か
第11回：どのように調達するか
第12回：何から実行するか
第13回：マスコミをどう使うか
第14回：ゼミの絆をどう捉えるか
第15回：夏期休業中の個別研究推進に向けた課題提示と解説

　特になし。個別に指示。

　特になし。個別に指示。

平常点評価 100％ 授業中の発表内容を評価

トップスポーツマネジメント演習（１） B（秋学期）
平田　竹男

　本授業では、トップスポーツマネジメントに関する問題設定技法ならびに仮説検証技法を習得し、各自が取り組む修士論文の課題に
応じた実践検証に取り組む。

・各自の修士論文の研究に着手できること。
・各自の提出した修士論文の口頭諮問のためのプレゼンテーション技法を習得すること。

第１回：夏期研究成果中間報告（１）
第２回：夏期研究成果中間報告（２）
第３回：研究計画書の作成技法
第４回：論文作成技法（１．構成）
第５回：論文作成技法（２．表記ならびに引用法）
第６回：論文作成技法（３．問題設定・仮説提示から研究目的まで）
第７回：論文作成技法（４．問題解決のための方法・結果の一貫性）
第８回：論文作成技法（５．データ分析）
第９回：論文作成技法（６．統計分析と検定）
第10回：論文作成技法（７．研究目的と考察の一貫性と結論）
第11回：研究成果発表（１）
第12回：研究成果発表（２）
第13回：プレゼンテーション技法（１）
第14回：プレゼンテーション技法（２）
第15回：まとめ：口頭試問演習

　特になし。個別に指示。

　特になし。個別に指示。

平常点評価 100％ 授業中の発表内容を評価
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スポーツクラブマネジメント演習（１） A（春学期）
間野　義之

　一年制修士課程の演習として、地域スポーツクラブのマネジメントの基礎を身につけ、修士論文の作成を計画的に導くことを目的と
する。
　学生参加型の演習とし、交代での発表と、全員での討論を行う。

　地域スポーツマネジメントの基礎を理解し、修士論文作成に結び付けられること。

第１回：ガイダンス
第２回：修士論文と研究計画
第３回：研究計画（１）
第４回：研究計画（２）
第５回：研究計画（３）
第６回：先行研究レビュー（１）
第７回：先行研究レビュー（２）
第８回：先行研究レビュー（３）
第９回：文献調査研究結果（１）
第10回：文献調査研究結果（２）
第11回：文献調査研究結果（３）
第12回：プレ調査計画（１）
第13回：プレ調査計画（２）
第14回：プレ調査計画（３）
第15回：中間まとめ

　「APA論文作成マニュアル」 APAアメリカ心理学会著、江藤裕之、前田樹海、田中建彦訳

平常点評価 100％ 演習での定められた時間内での発表内容・発言で評価する。要点を押さえること。

スポーツクラブマネジメント演習（１） B（秋学期）
間野　義之

　一年制修士課程の演習として、地域スポーツクラブのマネジメントの基礎を身につけ、修士論文の作成を計画的に導くことを目的と
する。
　学生参加型の演習とし、交代での発表と、全員での討論を行う。

　地域スポーツマネジメントの基礎を理解し、修士論文作成に結び付けられること。

第１回：秋学期のガイダンス
第２回：プレ調査結果（１）
第３回：プレ調査結果（２）
第４回：プレ調査結果（３）
第５回：本調査計画（１）
第６回：本調査計画（２）
第７回：本調査計画（３）
第８回：本調査結果（１）
第９回：本調査結果（２）
第10回：本調査結果（３）
第11回：考察（１）
第12回：考察（２）
第13回：考察（３）
第14回：総合討論
第15回：まとめ

　「APA論文作成マニュアル」 APAアメリカ心理学会著、江藤裕之、前田樹海、田中建彦訳

平常点評価 100％ 演習での定められた時間内での発表内容・発言で評価する。要点を押さえること。
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健康スポーツマネジメント演習（１） A（春学期）
中村　好男／塩田　琴美

　本授業では、まず、マーケティングならびに社会マーケティングについての基礎理論を学習した上で、各々の受講生が関与する実務
分野の状況に応じて、体力科学、運動生理学、栄養学、行動科学などの関連諸領域の基礎理論を学び、それらの基礎知識を前提として、地域行政あ
るいは健康関連組織における健康増進のマネジメントを行う上での実務的・専門的能力を習得する。

・健康スポーツマネジメントに関する基礎理論を理解すること。
・各自の修士論文の研究計画を策定できること。

第１回：健康スポーツのマネジメントとは
第２回：健康スポーツマーケティングの具体事例（１）フィットネス業界
第３回：健康スポーツマーケティングの具体事例（２）地域スポーツクラブ
第４回：健康スポーツマーケティングの具体事例（３）特定保健指導
第５回：健康スポーツマーケティングの具体事例（４）ウォーキング
第６回：健康スポーツマーケティングの具体事例（５）栄養指導
第７回：健康スポーツのマーケティングとマネジメント
第８回：健康スポーツマーケティングに関する調査（１）
第９回：健康スポーツマーケティングに関する調査（２）
第10回：健康スポーツマーケティングに関する調査（３）
第11回：健康スポーツマーケティングに関する調査（４）
第12回：健康スポーツマーケティングに関する調査（５）
第13回：予備調査結果発表（１）
第14回：予備調査結果発表（２）
第15回：夏期休業中の個別研究推進に向けた課題提示と解説

　特になし。個別に指示。

　特になし。個別に指示。

平常点評価 100％ 授業中の発表内容を評価

健康スポーツマネジメント演習（１） B（秋学期）
中村　好男／塩田　琴美

　本授業では、健康スポーツマネジメントに関する問題設定技法ならびに仮説検証技法を習得し、各自が取り組む修士論文の課題に応
じた実践検証に取り組む。

・各自の修士論文の研究に着手できること。
・各自の提出した修士論文の口頭諮問のためのプレゼンテーション技法を習得すること。

第１回：夏期研究成果中間報告（１）
第２回：夏期研究成果中間報告（２）
第３回：研究計画書の作成技法
第４回：論文作成技法（１．構成）
第５回：論文作成技法（２．表記ならびに引用法）
第６回：論文作成技法（３．問題設定・仮説提示から研究目的まで）
第７回：論文作成技法（４．問題解決のための方法・結果の一貫性）
第８回：論文作成技法（５．データ分析）
第９回：論文作成技法（６．統計分析と検定）
第10回：論文作成技法（７．研究目的と考察の一貫性と結論）
第11回：研究成果発表（１）
第12回：研究成果発表（２）
第13回：プレゼンテーション技法（１）
第14回：プレゼンテーション技法（２）
第15回：まとめ：口頭試問演習

平常点評価 100％ 授業中の発表内容を評価
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介護予防マネジメント演習（１） A（春学期）
岡　浩一朗／塩田　琴美

　本演習では、情報検索、論文読解、統計解析、プレゼンテーションスキルのトレーニングを中心に演習を進める。

　介護予防に関する最新情報や基礎知識、実践手法に関するリテラシーを高め、リサーチペーパーをまとめるための研究能力お
よび問題解決能力を高めることを主な目標にする。

第１回：演習の概要と進め方
第２回：情報検索トレーニング（１）
第３回：情報検索トレーニング（２）
第４回：情報検索トレーニング（３）
第５回：論文読解トレーニング（１）
第６回：論文読解トレーニング（２）
第７回：論文読解トレーニング（３）
第８回：論文読解トレーニング（４）
第９回：論文読解トレーニング（５）
第10回：統計解析トレーニング（１）
第11回：統計解析トレーニング（２）
第12回：統計解析トレーニング（３）
第13回：統計解析トレーニング（４）
第14回：統計解析トレーニング（５）
第15回：講評とレポート課題

　特になし。資料は講義中に適宜配布する。

レポート 20％ レポート内容20％
平常点評価 80％ 出席状況50％、発表内容15％、授業中の積極性や勤勉性といった取組姿勢15％

介護予防マネジメント演習（１） B（秋学期）
岡　浩一朗／塩田　琴美

　本演習では、情報検索、論文読解、統計解析、プレゼンテーションスキルのトレーニングを中心に演習を進める。

　介護予防に関する最新情報や基礎知識、実践手法に関するリテラシーを高め、リサーチペーパーをまとめるための研究能力お
よび問題解決能力を高めることを主な目標にする。

第１回：演習の進め方、プレゼンテーションスキルトレーニング（１）
第２回：プレゼンテーションスキルトレーニング（２）
第３回：プレゼンテーションスキルトレーニング（３）
第４回：プレゼンテーションスキルトレーニング（４）
第５回：プレゼンテーションスキルトレーニング（５）
第６回：クリティカルリーディングトレーニング（１）
第７回：クリティカルリーディングトレーニング（２）
第８回：クリティカルリーディングトレーニング（３）
第９回：クリティカルリーディングトレーニング（４）
第10回：クリティカルリーディングトレーニング（５）
第11回：ダイレクトリーディングトレーニング（１）
第12回：ダイレクトリーディングトレーニング（２）
第13回：ダイレクトリーディングトレーニング（３）
第14回：ダイレクトリーディングトレーニング（４）
第15回：講評とレポート課題

　特になし。資料は講義中に適宜配布する。

レポート 20％ レポート内容20％
平常点評価 80％ 出席状況50％、発表内容15％、授業中の積極性や勤勉性といった取組姿勢15％
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エリートコーチング演習（１） A（春学期）
土屋　純　他

　オリンピックや世界選手権への出場といった高い競技力を獲得する過程で経験知や暗黙知、科学的視点を豊富にもつ優れたスポーツ
選手および指導者に対して、彼らが競技経験および指導経験から蓄積してきた知識や視点を個人内に留めおくのではなく、それらを研究論文という
いわゆる「形式知」にまとめ、その情報を発信できる能力を養成し、さらに優れたスポーツ指導者へと育成する。

Ａ．高いレベルのコーチングに関する研究論文を執筆できるようになる。
Ｂ．高度な理論を背景としたトップレベルのコーチングを行えるようになる。

第１回：ガイダンス
第２回：コーチング研究の具体事例（１）
第３回：コーチング研究の具体事例（２）
第４回：研究計画（１）
第５回：研究計画（２）
第６回：研究計画（３）
第７回：暗黙知・経験知の確認（１）
第８回：暗黙知・経験知の確認（２）
第９回：暗黙知・経験知の確認（３）
第10回：暗黙知・経験知の確認（４）
第11回：形式知への変換（１）
第12回：形式知への変換（２）
第13回：形式知への変換（３）
第14回：形式知への変換（４）
第15回：中間まとめ

平常点評価 100％ 発表の内容とディスカッションへの貢献度について評価する。

エリートコーチング演習（１） B（秋学期）
土屋　純　他

　オリンピックや世界選手権への出場といった高い競技力を獲得する過程で経験知や暗黙知、科学的視点を豊富にもつ優れたスポーツ
選手および指導者に対して、彼らが競技経験および指導経験から蓄積してきた知識や視点を個人内に留めおくのではなく、それらを研究論文という
いわゆる「形式知」にまとめ、その情報を発信できる能力を養成し、さらに優れたスポーツ指導者へと育成する。

Ａ．高いレベルのコーチングに関する研究論文を執筆できるようになる。
Ｂ．高度な理論を背景としたトップレベルのコーチングを行えるようになる。

第１回：ガイダンス
第２回：研究計画書の作成
第３回：論文作成技法（１．構成）
第４回：論文作成技法（２．表記と引用法）
第５回：論文作成技法（３．目的）
第６回：論文作成技法（４．方法１）
第７回：論文作成技法（４．方法２）
第８回：論文作成技法（５．結果１）
第９回：論文作成技法（５．結果２）
第10回：論文作成技法（６．考察１）
第11回：論文作成技法（６．考察２）
第12回：研究成果発表１
第13回：研究成果発表２
第14回：プレゼンテーション技法
第15回：まとめ

平常点評価 100％ 発表の内容とディスカッションへの貢献度について評価する。
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エリートコーチング総合演習
土屋　純　他

　スポーツ科学の様々な領域とコーチングとの接点に関する演習を行う。

　コーチングとスポーツ科学の各領域の関わりについて理解を深め、競技指導あるいは国際競技大会において直面する諸問題の
解決法を導く。

第１回：世界を舞台にした組織戦　講義・情報提供（間野）
第２回：世界を舞台にした組織戦　講義・情報提供（間野・倉石）
第３回：世界を舞台にした組織戦　プレゼン・試験（間野・倉石・土屋）
第４回：けがのリスクを凌駕する技術　講義・情報提供：「痛み」の原理とその対処法
第５回：けがのリスクを凌駕する技術　講義・情報提供：「ケガ」のリスク回避をトレーナー視点で実践を踏まえとらえる
第６回：けがのリスクを凌駕する技術　プレゼン・試験：痛みに関する課題報告とトレーナー実践技術評価
第７回：世界で戦う心を育てる　講義・情報提供（１）
第８回：世界で戦う心を育てる　講義・情報提供（２）
第９回：世界で戦う心を育てる　プレゼン・試験
第10回：極限を超えるための肉体　講義・情報提供（１）
第11回：極限を超えるための肉体　講義・情報提供（２）
第12回：極限を超えるための肉体　プレゼン・試験
第13回：スポーツという文化とその歴史　講義・情報提供（１）
第14回：スポーツという文化とその歴史　講義・情報提供（２）
第15回：スポーツという文化とその歴史　プレゼン・試験

平常点評価 100％ 発表の内容とディスカッションへの貢献度について評価する。

スポーツ科学演習　01～07
池本　淳一、奥津　光晴、有竹　清夏、紙上　敬太、石井　香織、武田　剛
　人文・社会科学から自然科学まで幅広い分野の複合領域としてのスポーツ科学研究の基礎を身につけ、スポーツ科学研究領域内の研

究者とのコミュニケーションを円滑に行う技術を習得する。この演習は、教員によるプレゼンテーション技術に関する講義と、各履修者による研究
紹介およびその研究の基盤となる基礎概念の説明・解説からなる発表会によって構成される。各履修者は、自分の研究を他分野のメンバーにも解り
やすく説明・解説する能力を習得することに加え、スポーツ科学領域全般にわたる基礎知識を身につけ、各分野の最先端研究に関する知見を深める
ことになる。

１．研究発表のためのプレゼンテーション技術を習得し、実践できるようになる。
２．スポーツ科学を構成する幅広い分野にわたる基礎知識を身につけ、スポーツ科学領域全般の研究概念が理解できるようになる。
３．専門的な基礎概念や研究内容を、他分野の研究者にも解りやすく説明できるようになる。
４．他分野の研究発表に対して建設的な意見やコメントを発言できるようになる。

第１回：イントロダクション（スポーツ科学研究とは）
第２回：研究成果の発表方法
第３回：発表準備１（問題提起と結論）
第４回：発表準備２（発表内容の構成）
第５回：質疑応答の方法
第６回：プレゼンテーション技術１（主張と論理、提示順序）
第７回：プレゼンテーション技術２（用語の定義、図表の活用）
第８回：プレゼンテーション実習１（基礎概念の解説と問題提起）
第９回：プレゼンテーション実習２（基礎概念の解説と問題提起）
第10回：プレゼンテーション実習３（基礎概念の解説と問題提起）
第11回：プレゼンテーション実習４（基礎概念の解説と問題提起）
第12回：プレゼンテーション技術３
第13回：プレゼンテーション実習５（研究計画発表会）
第14回：プレゼンテーション実習６（研究計画発表会）
第15回：プレゼンテーション実習７（研究計画発表会）

　酒井聡樹（著）『これから学会発表する若者のために』共立出版

平常点評価 100％ 30％（出席点：２％×15）、60％（研究発表：30％×２）、10％（研究発表に対する意見やコメント等の発言）
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健康スポーツマネジメント特論
中村　好男／原田　和弘

　健康スポーツの推進・振興は、現代社会における社会的ニーズの一つである。本講義では、健康スポーツ振興に関わる諸問題につい
ての実践解決技法を習得することを目標として、身体行動科学や社会マーケティングの基礎理論を踏まえたうえで、健康スポーツマーケティングの
各種事例を学習する。さらに、各自が関心を持つ研究課題について発表し、具体的事例についての理解を深める。

・健康スポーツ振興に関わる諸問題についての基礎理論ならびに実線技法を理解する。
・健康スポーツに関わる具体的事例を分析・検証して発表できる。

第１回：健康スポーツの背景～身体活動と生活習慣病～
第２回：健康スポーツにおけるマーケティングの役割
第３回：健康スポーツマーケティングの事例（１）教室型プログラム
第４回：健康スポーツマーケティングの事例（２）組織づくりと運営
第５回：健康スポーツマーケティングの事例（３）チャネルプログラム
第６回：健康スポーツマーケティングの事例（４）社会マーケティング
第７回：健康行動に関わる行動科学の諸理論
第８回：健康スポーツのプロモーション：チャネルとメッセージフレーミング
第９回：課題事例発表（１）
第10回：課題事例発表（２）
第11回：課題事例発表（３）
第12回：課題事例発表（４）
第13回：課題事例発表（５）
第14回：課題事例発表（６）
第15回：まとめ

　特になし。個別に指示。

　特になし。個別に指示。

平常点評価 100％ 授業中の発表内容を評価

スポーツクラブビジネス特論
間野　義之

　一年制修士と二年制修士の合併科目として、地域スポーツクラブのマネジメントに関する理論と事例を紹介する。
　スポーツクラブビジネスの要素となる、１）ミッション・ビジョン、２）活動拠点確保、３）法人格等組織体制の整備、４）資金調達、５）人材の確保・
育成について、それぞれビジネスのポイントに触れる。
　特に、非営利である地域スポーツクラブにとって活動拠点の確保・維持が重要であり、そのためには地方自治体とのパートナーシップ（PPP：
Public Private Partnership）が重要となることから、公共スポーツ施設の有効利用や指定管理者としての運営受託あるいはPFIなどを中心に講義
を展開する。

　NPO法人としての地域スポーツクラブの設立・運営のポイントを理解できるようにする。

第１回：地域スポーツクラブのミッション・ビジョン
第２回：【ケーススタディ１】（社）横浜カントリー＆アスレティッククラブ
第３回：地域スポーツクラブの活動拠点（１）
第４回：【ケーススタディ２】NPO法人グランセナ・フットボールクラブ
第５回：地域スポーツクラブの活動拠点（２）
第６回：【ケーススタディ３】NPO法人ソシオ成岩スポーツクラブ
第７回：地域スポーツクラブの人材
第８回：【ケーススタディ４】NPO法人おおねスポーツクラブ
第９回：地域スポーツクラブの財源
第10回：【ケーススタディ５】NPO法人MIPスポーツプロジェクト
第11回：地域スポーツクラブの組織
第12回：【ケーススタディ６】NPO法人府中アスレティッククラブ
第13回：地域スポーツクラブの諸問題
第14回：【ケーススタディ７】REGISTA有限責任事業組合
第15回：まとめ

　アシスタントマネジャーテキスト 、日本体育協会

　クラブマネジャーテキスト、日本体育協会

レポート 100％ 毎回講義後に提出された小レポートにて評価する。Course N@viを通じて期日までに提出すること。

　関連URL：http://www.japan-sports.or.jp/publish/book.html
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トップスポーツビジネス特論
平田　竹男／中村　好男

　本講義では、トップスポーツの世界をとりまくスポーツビジネスに関して、
１）勝利（強化）・普及（振興）・市場開発（資金獲得）の関わりを示したマネジメントモデル（トリプルミッションモデル）
２）トリプルミッションの好循環を促す方策
３）トリプルミッションを支える理念
４）多様なきっかけをもとにした幼少期からの高齢者に至るまでの全生涯の中で特定のスポーツへの関心の増大を示した逆台形モデル
５）「勝者の決定構造」としてのスポーツリーグの設計及びマネジメント
６）代表（トップ）選手輩出と資金効率などから見るユース育成システムのマネジメント
７）アウェーでの集客可能なトップクラブマネジメント
８）放映権マネジメント
９）戦略的マッチメイク
10）アジアワイドのトップクラブマネジメント
　等の各々について、その先進事例や業界の動向など学んだ上で、その具体例の分析を通じて、トップスポーツビジネスの最前線の課題についての検証能力を養成する。

・各自が興味を持つスポーツに関して、トリプルミッションに基づいて分析する能力を身につける。
・各自の修士論文の研究計画を遂行する上での着眼点を醸成する。

第１回：（以下は2012年度の例示であり、各回極力タイムリーなテーマを取り上げ、適
切な講師を招く。）トリプルミッションと逆台形モデル：平田竹男

第２回：パラリンピックに出場して：佐藤真海
第３回：オリンピックを伝える：大橋未歩
第４回：テレビとスポーツ：岡本和孝
第５回：コーチというもの：平井伯昌
第６回：スポーツ政策、東京五輪招致：鈴木寛
第７回：学生による発表

第８回：学生による発表
第９回：ゼビオ流経営のあり方：諸橋友良
第10回：なでしこジャパンの成長戦略：平田竹男
第11回：スポーツエージェントの実際：山崎卓也
第12回：地域ビジネスで大切なこと：米田純
第13回：Science、Balance and Respect ：桑田真澄
第14回：スポーツスポンサーシップの現場：木村皓一
第15回：日本サッカーの問題点と今後の発展：平田竹男

・スポーツビジネス　最強の教科書　平田竹男　（東洋経済新報社）
・なでしこジャパンはなぜ世界一になれたのか　平田竹男（ポプラ社）
・サッカーという名の戦争　平田竹男著　（新潮社）

・野球を学問する　桑田真澄・平田竹男　（新潮社）
・トップスポーツビジネスの最前線2009＜ドリーム・ジョブへの道＞　（新潮社）
・トップスポーツビジネスの最前線2008＜夢を実現させる仕事＞　（新潮社）
・トップスポーツビジネスの最前線2007＜モーニング娘。のフットサル普及ミッションから中田英寿引退プロジェクトまで＞　（新潮社）
・トップスポーツビジネスの最前線＜スポーツライティングから放映権ビジネスまで＞　（新潮社）
・トップスポーツビジネスの最前線＜勝利と収益を生む戦略＞　（新潮社）
・トップスポーツビジネスの最前線＜「勝利」「マーケット」「普及」のトリプルミッション＞　（新潮社）

レポート 30％ 中間課題、最終課題
平常点評価 70％ 毎回の授業感想、出席回数

・遅刻は厳禁。
・関連科目：「スポーツプロモーション特論」「スポーツビジネスと国際政治」「トップスポーツマネジメント特論」
・政界財界、著名なアスリートなどのゲスト講師の話を聞くために、十分な予習が望まれる。

スポーツ組織特論
作野　誠一

　本講では、多様なスポーツ組織のなかでも、とくに地域スポーツ組織を念頭に置きつつ、組織論ならびに従来の人的資源管理を超え
る人材マネジメントの概要について理解する。主としてミクロレベル、メゾレベルの組織論の観点から、現在のスポーツ組織のマネジメントに関わ
る問題を取り上げる。組織論及び人材マネジメント論の理解を通じて、スポーツにおける多様な組織現象を把捉・説明するための理論的枠組やそれ
に関わる知識を身につける。

　本講では、組織論及び人材マネジメント論の理解を通じて、スポーツにおける多様な組織現象に関する知識を身につけるとと
もに、自ら分析・提案することのできる能力の涵養をめざす。

第１回：授業ガイダンス
第２回：組織と人材マネジメントの理論<１>
第３回：人材マネジメントの実際<１>　スポーツボランティアのマネジメント（ゲストスピーカー）
第４回：前回テーマについてのディスカッション
第５回：組織と人材マネジメントの理論<２>　モチベーション
第６回：組織と人材マネジメントの理論<３>　リーダーシップ
第７回：組織と人材マネジメントの理論<４>　組織化のマネジメント
第８回：組織と人材マネジメントの理論<５>　運動のマネジメント
第９回：人材マネジメントの実際<２>　スポーツメディアにおける人材マネジメント（ゲストスピーカー）
第10回：前回テーマについてのディスカッション
第11回：組織と人材マネジメントの理論<６>　総合型地域スポーツクラブ
第12回：組織と人材マネジメントの理論<７>　ボランティアマネジメント
第13回：組織と人材マネジメントの理論<８>　スポーツ組織のマネジメントを考える
第14回：まとめ
第15回：総括、教場レポート

レポート 50％ レポートによる評価
平常点評価 50％ 出席点
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スポーツビジネス・アドミニストレーション特論
武藤　泰明

　ビジネス・アドミニストレーションは日本語では「経営管理」です。この講義では、スポーツの「事業」をどのように運営管理して
いくのかではなく、事業全体を統括する職位（経営者、ゼネラルマネジャーなど）の観点から事業を検討します。
　スポーツ組織（競技組織であるクラブやチーム、リーグや協会・連盟などの統括団体）の経営管理は、スポーツという事業に一定の特性（固有性）
があるため、一般的な経営管理と異なる点が多くあります。講義では、この固有性に着目し、スポーツ事業が具体的に直面する場面をとりあげ、経
営者が事業を評価・構想・計画していく方法を解説します。また必要に応じ、一般的な経営管理について解説し、これとスポーツの経営管理との相
違点や共通点を明らかにします。

１）スポーツについて、経営者の観点からものが見られるようになること。
２）スポーツの経営管理について基礎的な知識を修得すること。
３）一般的な経営管理との相違点や共通点を理解すること。

第１回：ガイダンス
第２回：ビジネス・アドミニストレーション（BA）とスポーツBA
第３回：ガバナンス（１）
第４回：ガバナンス（２）
第５回：リーグ（１）
第６回：リーグ（２）
第７回：集客と興行収入（１）
第８回：集客と興行収入（２）
第９回：集客と興行収入（３）
第10回：スポンサー（１）
第11回：スポンサー（２）
第12回：スポンサー（３）
第13回：放送権料（１）
第14回：放送権料（２）
第15回：人的資源

　なし（テキストをcourse n@vi に掲示します）

武藤「プロスポーツクラブのマネジメント（第２版）」東洋経済新報社、2013（予定）
武藤「スポーツファイナンス」大修館書店、2008
　ほか、講義で適宜紹介します。

レポート 100％ review exercisesを５回程度実施します。この提出と内容で評価します。欠席者はcourse n@viで同じものを提出します。

スポーツビジネスマーケティング特論
松岡　宏高

　スポーツビジネスに関するマーケティングには、スポーツサービス（するスポーツと見るスポーツ）を効率よくプロデュース、提供
する「スポーツのマーケティング（marketing of sport）」と、企業がスポーツを利用してプロモーション活動を行う「スポーツによるマーケティ
ング（marketing through sport）」の２種類がある。前者については、スポーツを実施したり、見たりする、スポーツ消費者のニーズを理解し、そ
のニーズを満たすスポーツサービスを効率よく提供するための戦略が講義内容の中心となる。具体的には、マーケティング戦略、スポーツ消費者行
動のメカニズム、消費者の特性やニーズを把握するためのマーケティングリサーチなどについて学習する。後者については、企業がスポーツチーム・
クラブやスポーツイベントのスポンサーとなり、スポーツを利用したマーケティング活動を行うという「スポーツスポンサーシップ」についての知
識を習得する。

　当科目の履修を通しての受講生の到達目標を次のように定める。
（１）スポーツビジネスにおけるマーケティング志向の重要性、およびマーケティング活動の必要性を理解すること。
（２）スポーツ消費者の特性やニーズを把握する方法を理解し、さらに実施できること。
（３）スポーツ組織を事例としたマーケティング・プランが作成できること。

第１回：オリエンテーション
第２回：スポーツ産業とスポーツ消費
第３回：スポーツマーケティングの定義
第４回：スポーツプロダクト・スポーツサービス
第５回：スポーツ消費者
第６回：スポーツマーケティング・プラン
第７回：スポーツビジネスのプロモーション戦略・価格戦略
第８回：スポーツマーケティング・リサーチ１
第９回：スポーツマーケティング・リサーチ２
第10回：スポーツ・スポンサーシップ
第11回：プレゼンテーション
第12回：プレゼンテーション
第13回：プレゼンテーション
第14回：プレゼンテーション
第15回：教場試験と講評

　原田宗彦、藤本淳也、松岡宏高「スポーツマーケティング」大修館書店、2008年

試　　験 25％ 学期末に実施する総合試験
レポート 35％ ３種類のレポート
平常点評価 15％ 授業への参加
そ の 他 25％ グループプロジェクトによる発表とレポート
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スポーツビジネスデータ解析
上窪　政久

　この講義では、スポーツビジネスにおいて想定されるビジネスデータを分析する各種の手法を学習する。対象とする受講者は、デー
タ解析の専門家ではなく、文科系出身者や、これまであまりデータを扱う経験がなかった者を想定している。授業では、実際のビジネスデータや過
去の研究論文やレポートなどの事例を研究しながら、演習を通して、どのような場面で、どのような解析手法を活用するのかということを学習する。

　スポーツビジネスデータ解析で活用されるデータ解析手法の基礎を理解し、解析された結果を理解できるようになるとともに、
基礎的かつ利用頻度の高い統計解析手法については、Excelを用いて、自分自身で解析、レポートできるようになることが、本講義の到達目標となる。

第１回：ガイダンス、ビジネスデータ解析の基礎（１）グラフを利用したデータの予測
第２回：ビジネスデータ解析の基礎（２）Excelによるデータ解析の基礎
第３回：ビジネスデータ解析の基礎（３）推測統計学の基礎
第４回：ビジネスデータ解析の事例紹介（１）事例研究
第５回：ABC分析とパレート図の作成
第６回：演習と事例紹介：ABC分析とパレート図の作成を用いたスポーツビジネスデータ解析
第７回：関数を利用した回帰分析
第８回：演習と事例紹介：回帰分析を用いたスポーツビジネスデータ解析
第９回：２つ以上の独立変数から予測する重回帰分析
第10回：演習と事例紹介：重回帰分析を用いたスポーツビジネスデータ解析
第11回：事例研究：スポーツビジネスデータ解析
第12回：事例研究：スポーツビジネスデータ解析
第13回：損益分岐点のシュミレーションと経営マネジメントデータ分析
第14回：演習：損益分岐点のシュミレーションを用いたスポーツビジネスデータ解析
第15回：スポーツビジネスデータ解析と演習課題のまとめ

　教科書は使用せず、授業スライドおよび参考資料（論文や事例など）を使用。

　「Excelビジネスデータ分析の教科書」早坂清志著　秀和システム

レポート 80％ 演習課題は、講義にて複数回提示する。与えられた演習課題の提出回数と理解度により評価する。
平常点評価 20％ 出席（20％）

　グループワークや個人ワークにおける、データの分析、レポートの作成の演習ではマイクロソフト社のExcelの統計解析機能
を利用します。（Excelのバージョンは2007以上が望ましい）

スポーツビジネスと国際政治
平田　竹男

　オリンピック開催都市、W杯開催国等の決定、国際競技大会の実施、各競技の国際連盟におけるルール変更等においては、純粋なスポーツの論理だけでなく、
国際政治・外交のダイナミズムが投影し、その影響を受けることが多い。他方、スポーツには国際政治・外交に影響を及ぼす力があり、その活用が重要である。本学資源戦略研
究所の招聘研究員である望月敏夫大使の成果を踏まえつつ、今後の日本が世界のスポーツ界で力を発揮するため何が必要かを学習する。

・スポーツと国際政治に関わる諸問題についての基礎ならびに現状を理解する。
・国際オリンピック委員会（IOC）、各競技の国際連盟等における日本の関わり方を分析・検証して発表し、今後の日本のあり方を提言できる。

第１回：イントロダクション　－講義の目的、問題意識の説明　－範囲、方法論、用語法
第２回：スポーツと国際政治･外交の関わりの実態と類型化－１　－政治からスポーツへの関与
第３回：スポーツと国際政治･外交の関わりの実態と類型化－２　－スポーツから政治への関与　－導き出される結論
第４回：国際政治の特色と近年の趨勢－スポーツへの投影－１　－主権国家システムの力学
第５回：国際政治の特色と近年の趨勢－スポーツへの投影－２　－近年の国際社会：グローバリゼーション、多極化、新興国の台頭　－スポーツへの投影
第６回：スポーツの非政治主義の伝統とそれへのチャレンジ－１　－古代オリンピック精神、政治的中立、アマチュアリズム　－スポーツの社会的機能
第７回：スポーツの非政治主義の伝統とそれへのチャレンジ－２　－様々な「スポーツ外的要因」の影響（政治、商業主義、メディア）
第８回：国際オリンピック委員会（IOC）に見る理想と現実－１　－IOC憲章、倫理規定、行動範囲　－IOC委員の行動
第９回：国際オリンピック委員会（IOC）に見る理想と現実－２　－理想と現実の調整、改革の努力
第10回：「スポーツと政治」のケーススタディー　－１　－2016年東京オリンピック・パラリンピック招致活動
第11回：「スポーツと政治」のケーススタディー　－２　－今後の招致活動への提言
第12回：スポーツと政治の建設的協力－１　－「理想」の追求；理念、良識、抑止力、積極機能　－「現実」への対応；国際競争、権力闘争
第13回：スポーツと政治の建設的協力－２　－公権力側の課題；政府、国際機関　－主要国の状況
第14回：スポーツと政治の建設的協力－３　－日本の課題；対立概念の止揚、自立化、国際化　－JOCの立場
第15回：まとめ

・小和田恆、山影進著　「国際関係論」（全214ページ）。2004年。放送大学教育振興会。2,400円
・平田竹男　著　「サッカーという名の戦争」新潮社

・David Miller著　橋本明訳「オリンピック革命－サマランチの挑戦」1992年。ベースボール・マガジン社。
・JOA編「オリンピック事典」2008年。「2016年オリンピック・パラリンピック招致活動報告書」（http://www.shochi-honbu.metro.tokyo.jp）

レポート 20％ 最終課題
平常点評価 80％ 授業中の発表内容を評価

本学　資源戦略研究所　http://www.kikou.waseda.ac.jp/WSD322_open.php?KikoId＝01＆KenkyujoId＝6F＆kbn＝0
招聘研究員　望月敏夫　（元駐ギリシャ大使、2020年東京五輪招致委員会委員、オリンピック・アカデミー理事、日本パラリンピック委員会評議員）
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健康行動科学特論
岡　浩一朗

　本講義では、健康づくりに活用される行動科学の理論やモデルの基本的考え方について学ぶとともに、それを応用した様々な実践例
について学ぶ。

　行動科学の考え方を応用して、健康行動（特に、身体活動・運動）を推進させるための支援方法に関する基礎的および専門的
知識を獲得できるようにする。

第１回：受講ガイダンス
第２回：健康づくり研究の体系化：行動疫学という考え方
第３回：行動科学の基礎（１）：行動科学の歴史
第４回：行動科学の基礎（２）：学習理論
第５回：健康教育と行動科学（１）：健康信念モデル、計画的行動理論
第６回：健康教育と行動科学（２）：社会的認知理論
第７回：ヘルスプロモーションと行動科学（１）：行動変容ステージモデル
第８回：ヘルスプロモーションと行動科学（２）：生態学モデル
第９回：行動科学に基づいた介入（１）：行動変容のメカニズム
第10回：行動科学に基づいた介入（２）：行動変容技法
第11回：行動科学と健康カウンセリング（１）：ライフスキル・自己管理スキル
第12回：行動科学と健康カウンセリング（２）：行動療法・認知行動療法
第13回：ヘルスリテラシーとヘルスコミュニケーション（１）：コミュニケーションスキル
第14回：ヘルスリテラシーとヘルスコミュニケーション（２）：コミュニティワイドキャンペーン
第15回：講評とレポート課題

　講義中に適宜紹介する。

レポート 20％ レポート内容
平常点評価 80％ 出席状況

スポーツの法と契約
水戸　重之

　近時、プロ野球の球界再編問題と選手会によるストライキ、プロ野球選手の代理人交渉や海外移籍問題、2005年に開幕したプロバス
ケット・リーグ「bjリーグ」、スポーツ選手の肖像権問題、オリンピックの代表選考やアンチ・ドーピングとスポーツ仲裁、大相撲の賭博や八百長問
題など、スポーツにおいて法律問題や契約問題が一般の関心を集めている。いうまでもなく、スポーツも国民の社会的活動の一つとして「法の支配」
を受けるものである。本授業では、<１>選手（競技者）、<２>球団・クラブ（チーム会社）、<３>リーグ・競技団体（協会）の三者のバランス
がスポーツ界の発展にとって重要であるとの視点の下、これらの間に生ずる法律問題・契約問題を学習するとともに、スポーツ契約交渉についても
学習する。また、スポーツ界におけるセクハラ事件やしごき事件、スポーツ関連団体の不祥事をとりあげ、法律とスポーツマンシップやモラルとの
関係も考えていく。法律学を学んだことのない者にも基本的な法学・法解釈学が習得できることを目指す。

　スポーツ界における様々な法的問題や制度問題について理解を深め、スポーツ・リーガルマインドを修得する。

第１回：スポーツ法入門<１>／ガイダンス
第２回：スポーツ法入門<２>
第３回：選手の権利と地位<１>
第４回：選手の権利と地位<２>
第５回：スポーツエージェントの理論と実務
第６回：リーグ・スポーツの仕組みと法律問題<１>
第７回：リーグ・スポーツの仕組みと法律問題<２>
第８回：リーグ・スポーツの仕組みと法律問題<３>
第９回：リーグ・スポーツの仕組みと法律問題<４>
第10回：競技団体の法律問題
第11回：国際競技大会の法律問題
第12回：スポーツ・コンテンツの法的保護<１>
第13回：スポーツ・コンテンツの法的保護<２>
第14回：スポーツ紛争の解決手段
第15回：総括

レポート 90％ 知識ではなく理解や自説を示しているかを問う
平常点評価 10％ 出席、質問、発言
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スポーツプロモーション特論
平田　竹男／中村　好男

　本授業では、トップスポーツの現場における競技スポーツ団体、プロスポーツチーム、選手マネジメント、マスメディア、などの様々
な立場でのプロモーションの現状と課題について学習する。授業は単に受け身で参加するのではなく、受講生自らがスポーツプロモーションの現状
を調査・分析して発表できるようになることを目標とする。以下の授業内容（競技種目等）は、あくまでも例示であり、毎回、学生が自らの関心テー
マとして発表する具体的事例に対して、授業参加学生全員によるディスカッションを行うこと（ケーススタディ）により、考察を深める。

・各自の修士論文の研究計画に基づいて、そのプロモーションの現状と課題について分析し発表できるようになる。
・修士論文を作成する上での指針を得る。

第１回：スポーツプロモーションとは
第２回：トップスポーツのプロモーション（野球）
第３回：トップスポーツのプロモーション（サッカー）
第４回：トップスポーツのプロモーション（水泳・陸上）
第５回：トップスポーツのプロモーション（ゴルフ・テニス）
第６回：トップスポーツのプロモーション（ラグビー・ハンドボール・バドミントン）
第７回：トップスポーツのプロモーション（フットサル・女子サッカー）
第８回：トップスポーツのプロモーション（バレーボール・バスケットボール）
第９回：メディア戦略（テレビ）
第10回：メディア戦略（新聞）
第11回：メディア戦略（インターネット）
第12回：マッチメイク戦略
第13回：プロスポーツクラブのプロモーション戦略
第14回：競技団体のプロモーション戦略
第15回：スポーツプロモーションの課題

スポーツビジネス　最強の教科書　平田竹男　（東洋経済新報社）
なでしこジャパンはなぜ世界一になれたのか？　平田竹男　（ポプラ社）
サッカーという名の戦争　平田竹男　（新潮社）
野球を学問する　桑田真澄・平田竹男　（新潮社）

　個別に指示。

平常点評価 100％ 授業中の発表内容を評価。授業中に発表できなかった者については、別途レポートを提出。

　・関連授業：トップスポーツビジネス特論、トップスポーツマネジメント特論

トップスポーツマネジメント特論
平田　竹男／中村　好男

　本授業では、競技スポーツ団体、プロスポーツチーム、選手マネジメント、などの様々な立場からの最前線の事例に基づいて、トッ
プスポーツの現場におけるマネジメントの現状と課題について学習する。授業は単に受け身で参加するのではなく、受講生自らがトップスポーツの
現場で体験している事例を発表し、その現状を分析できるようになることを必要とする。以下の授業内容（競技種目等）は、あくまでも例示であり、
毎回、学生が自らの関心テーマとして発表する具体的事例に対して、授業参加学生全員によるディスカッションを行うこと（ケーススタディ）により、
考察を深める。

・各自が関心を持つスポーツに関して、そのマネジメントの現状と課題について分析し発表できるようになる。
・修士論文の研究計画を作成する上での指針を得る。

第１回：トップスポーツのマネジメント
第２回：トップスポーツの現場（野球）
第３回：トップスポーツの現場（サッカー）
第４回：トップスポーツの現場（水泳）
第５回：トップスポーツの現場（ゴルフ）
第６回：トップスポーツの現場（バドミントン）
第７回：トップスポーツの現場（フットサル）
第８回：トップスポーツの現場（バレーボール・プロレス）
第９回：スポーツメディア（テレビ）
第10回：スポーツメディア（新聞）
第11回：スポーツメディア（広告）
第12回：スポーツ選手のマネジメント
第13回：プロスポーツクラブのマネジメント
第14回：競技団体のマネジメント
第15回：スポーツ環境のマネジメント

・スポーツビジネス　最強の教科書　平田竹男　（東洋経済新報社）　
・なでしこジャパンはなぜ世界一になれたのか？　平田竹男　（ポプラ社）

　・サッカーという名の戦争　平田竹男　（新潮社）

平常点評価 100％ 授業中の発表内容を評価。授業中に発表できなかった者については、別途レポートを提出。

　・関連授業：トップスポーツビジネス特論、スポーツプロモーション特論
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トップスポーツマネジメント研究法
平田　竹男

　本授業では、トップスポーツビジネス、マーケティングなどの関連諸領域の基礎理論の学習成果を確認した上で、各々の受講生が関
与する実務分野の状況に応じて必要とされる具体的な研究技法を学習する。

　各自の研究に必要とされる準備作業を成就し、研究計画書を作成すること。

第１回：学術文献データベース利用法
第２回：文献検索実践技法
第３回：論文読解技法（１）
第４回：論文読解技法（２）
第５回：トップスポーツに関する調査データの分析（１）
第６回：トップスポーツに関する調査データの分析（２）
第７回：トップスポーツに関する調査データの分析（３）
第８回：トップスポーツに関する調査データの分析（４）
第９回：統計と表現技法（１）
第10回：統計と表現技法（２）
第11回：論文作成技法（１）問題設定
第12回：論文作成技法（２）仮説の提示と検証
第13回：質問調査紙作成技法
第14回：インタビュー調査法
第15回：研究計画の作成と審査手続き

　特になし。個別に指示。

　特になし。個別に指示。

平常点評価 100％ 授業中の発表内容を評価。

　トップスポーツマネジメント演習（１）A　または　トップスポーツビジネス論演習（１）A　の履修を前提とする。

経営と戦略
黒須　充／柳沢　和雄

　地域密着型のスポーツクラブの経営では、明確な経営戦略と計画にもとづいて多くの人的な資源を活用して永続性を高める。本講義
では地域スポーツ振興における地域密着型のスポーツクラブのマネジメントの基礎要件とその具体的な方法を概説する。

　国内外のスポーツ振興における地域スポーツクラブの役割とマネジメントの基礎知識を理解し、施策の効果について検証する
ことができる。

第１回：全体ガイダンス
第２回：ドイツ社会とスポーツ
第３回：ドイツのスポーツクラブの発展と社会公益性
第４回：地域スポーツクラブのマネジメント（演習）
第５回：わが国の地域スポーツ推進体制
第６回：学校とクラブとの協働
第７回：行政とクラブとの協働
第８回：企業とクラブとの協働
第９回：クラブネットワーク
第10回：中間まとめ
第11回：社会経済システムと総合型地域スポーツクラブ
第12回：地域活性化と総合型地域スポーツクラブ
第13回：生涯スポーツとマーケティング戦略
第14回：スポーツ経営の領域とマーケティング
第15回：課題作成とまとめ

レポート 50％ 課題は、第10回と第15回の授業で提示します。与えられた課題を講義内容の視点と絡めて深く考察しているかどうかを評価しま
す。

平常点評価 50％ 各個人又はグループの発表内容について評価します。
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スポーツクラブマネジメント研究法
間野　義之

　主として一年制修士向けの講義科目として、地域スポーツクラブマネジメントの研究方法について理論と事例を紹介する。
　アンケート調査やインタビュー調査などの実務実践について学習する。

　地域スポーツクラブマネジメントの研究方法について理解すること。

第１回：ガイダンス
第２回：地域スポーツクラブの定義
第３回：地域スポーツクラブの経営実態に関する研究
第４回：地域スポーツクラブの設立過程に関する研究
第５回：地域スポーツクラブのマネジメント人材に関する研究
第６回：地域スポーツクラブの指導者に関する研究
第７回：地域スポーツクラブの財源に関する研究
第８回：地域スポーツクラブの活動拠点に関する研究
第９回：地域スポーツクラブのプロモーションに関する研究
第10回：地域スポーツクラブの組織体制に関する研究
第11回：地域スポーツクラブの正会員・参加会員に関する研究
第12回：地域スポーツクラブのステイクホルダーに関する研究
第13回：地域スポーツクラブの解散過程に関する研究
第14回：地域スポーツクラブの効果に関する研究
第15回：総合討議

レポート 100％ 毎回講義後に提出された小レポートにて評価する。CourseN＠viを通じて期日までに提出すること。

　履修に際しての前提条件：スポーツクラブマネジメント演習（１）を履修していること。

健康スポーツ指導法演習
矢野　史也／妹尾　弘幸

　本授業では、健康スポーツの実践指導の方法論について学ぶと共に、その指導法を習得することを目的とする。夏期集中（合宿）で実施。
具体的内容としては、動作改善指導技法、介護予防運動技法、野外健康活動指導技法、食生活改善指導技法、コミュニケーションスキル、について
学習する。

　健康スポーツ実践指導として、動作改善・介護予防運動・野外健康活動・食生活改善の各指導技法、及びコミュニケーション
スキルの基本を習得する。

第１回：食生活改善指導法<１>
第２回：食生活改善指導法<２>
第３回：健康指導のためのコミュニケーションスキル
第４回：介護予防運動指導
第５回：動作改善指導技法<１>
第６回：動作改善指導技法<２>
第７回：野外健康活動指導技法<１>
第８回：野外健康活動指導技法<２>

　特になし（資料配布）

平常点評価 50％ 平常点による評価
そ の 他 50％ その他
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レクリエーション指導法演習
妹尾　弘幸

　本授業では、健康増進や介護、教育等の現場で必要とされるレクリエーションの基礎理論を学ぶと共に、各種レクリエーションプロ
グラムの作成技法を習得する仲間作り・交流促進のレク、身体機能維持、感覚・認知機能改善のレク等、現場で必要とされるレクリエーションの進
め方を体験・実演する（実技中心）。夏期集中授業。

　健康増進・介護予防・介護・教育などの現場で、それぞれの対象者に合わせた効果的な、レクリエーションが提供できるよう
になる。

第１回：レクリエーション指導の基礎
第２回：レクリエーション指導演習
第３回：アイスブレーキングについて
第４回：レクリエーション指導
第５回：交流・コミュニケーションを促進するレクリエーション実技　
第６回：身体機能を活性化するレクリエーション実技
第７回：感覚・認知機能を刺激するレクリエーション実技
第８回：レクリエーション指導　まとめ

レポート 20％ 授業中に課題提示し、授業中に提出してもらいます。
平常点評価 80％ 授業中に行われる様々な実技・演習中の貢献度・発表内容等を評価します。

健康指導コミュニケーション
奥田　文子

　夏期集中授業。健康指導における指導者の役割、指導コミュニケーションの目的、理論、分析について、講義ならびにグループワー
クによって実習する。

　健康教育の「指導コミュニケーション」のスキルの向上を目指し、専門家としてのプロフェッショナリズムを理解する。

第１回：受講ガイダンス
第２回：健康教育の理論とその変遷、現代のヘルスコミュニケーションに求められるもの
第３回：行動化へのアプローチ－接近性（１）
第４回：行動化へのアプローチ－接近性（２）
第５回：事例分析
第６回：プロフェッショナリズム と コミュニティ・アズ パートナー
第７回：ミラーニューロンと身体学習
第８回：ワークのまとめ

　授業開始時に指示。

　「人間学入門」「新しい健康教育」「保健指導スキルアップワークブック」

レポート 70％ 授業期間中に与えられた課題を講義内容の視点と絡めて深く考察しているかを評価する。
平常点評価 30％ グループワークにおける貢献度を評価する。
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ヘルスプロモーション演習
岡　浩一朗　他

　本演習では、ダイレクトリーディング（特定の領域を決めて、一定数の論文を読み、その要旨をプレゼンテーションする）を中心に
演習を進める。

　ヘルスプロモーションに関する研究の最新情報を整理し、修士論文をまとめるための研究能力および問題解決能力を高めるこ
とを主な目標にする。

第１回：演習の概要と進め方
第２回：ヘルスフィットネス研究論文読解（１）
第３回：ヘルスフィットネス研究論文読解（２）
第４回：ヘルスフィットネス研究論文読解（３）
第５回：ヘルスフィットネス研究論文読解（４）
第６回：ヘルスコミュニケーション研究論文読解（１）
第７回：ヘルスコミュニケーション研究論文読解（２）
第８回：ヘルスコミュニケーション研究論文読解（３）
第９回：ヘルスカウンセリング研究論文読解（１）
第10回：ヘルスカウンセリング研究論文読解（２）
第11回：ヘルスカウンセリング研究論文読解（３）
第12回：ヘルスマーケティング研究論文読解（１）
第13回：ヘルスマーケティング研究論文読解（２）
第14回：ヘルスマーケティング研究論文読解（３）
第15回：講評とレポート課題

　特になし。資料は講義中に適宜配布する。

レポート 20％ レポート内容
平常点評価 80％ 出席状況60％、授業中の積極性や勤勉性といった取組姿勢20％

健康スポーツマネジメント研究法
中村　好男／塩田　琴美

　本授業では、春学期に学習したマーケティングならびに体力科学、運動生理学、栄養学、行動科学などの関連諸領域の基礎理論の学
習成果を確認した上で、各々の受講生が関与する実務分野の状況に応じて必要とされる具体的な研究技法を学習する。

　各自の研究に必要とされる準備作業を成就し、研究計画書を作成すること。

第１回：学術文献データベース利用法
第２回：文献検索実践技法
第３回：論文読解技法（１）
第４回：論文読解技法（２）
第５回：健康スポーツに関する調査データの分析（１）
第６回：健康スポーツに関する調査データの分析（２）
第７回：健康スポーツに関する調査データの分析（３）
第８回：健康スポーツに関する調査データの分析（４）
第９回：統計と検定（１）
第10回：統計と検定（２）
第11回：論文作成技法（１）問題設定
第12回：論文作成技法（２）仮説の提示と検証
第13回：質問調査紙作成技法
第14回：インタビュー調査法
第15回：研究計画の作成と倫理審査手続き

　特になし。個別に指示。

　特になし。個別に指示。

平常点評価 100％ 授業中の発表内容を評価
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介護予防特論
大渕　修一

　将来学生が、介護予防のマネジメントができるようになるために、介護予防の目指すところ、マネジメント、サービス、事業評価、
関連する施策を理解する。また、介護予防に関する情報の処理方法を身につける。

　この授業の終了後に、学生は以下のことができる様になる。
・これまでの高齢者の福祉行政とこれからの高齢者の福祉行政の違いが説明できる。
・介護予防コーディネーションが説明できる。
・介護予防の個別サービスが説明できる。

第１回：介護予防とは何か（介護予防のターゲット）
第２回：介護予防とは何か（具体的プログラム）
第３回：介護予防コーディネーション（地域資源の整理、対象者のスクリーニング）
第４回：介護予防コーディネーション（アセスメント、ケアマネジメント）
第５回：運動器の機能向上プログラム（筋力向上トレーニング）
第６回：運動器の機能向上プログラム（転倒予防トレーニング）
第７回：運動器の機能向上プログラム（運動器疾患予防トレーニング）
第８回：認知機能低下予防プログラム（背景）
第９回：認知機能低下予防プログラム（手段）
第10回：低栄養予防プログラム（背景）
第11回：低栄養予防プログラム（手段）
第12回：口腔機能改善プログラム（背景）
第13回：口腔機能改善プログラム（手段）
第14回：介護予防のまちづくり（共助のシステム作り）
第15回：介護予防リーダーの育成

鈴木隆雄他監修：指導者のための介護予防完全マニュアル　東京都高齢者研究・福祉振興財団
鈴木隆雄他監修：続介護予防完全マニュアル　東京都高齢者研究・福祉振興財団

大渕修一、佐竹恵治：改訂版　介護予防包括的高齢者運動トレーニング　健康とよい友だち社
厚生労働省　介護予防に関する各研究班マニュアル（うつ予防・支援、閉じこもり予防・支援）
　http://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/topics/051221/index.html

試　　験 50％ 試験による評価
平常点評価 40％ 平常点による評価
そ の 他 10％ その他

老年リハビリテーション演習
小島　基永

　老年リハビリテーションに関する文献等を手がかりに、介護予防コーディネーション（介護予防のまちづくり）を如何にすすめてい
くかについて、グループワークを中心とした演習を行う。併せて、これに役立つリハビリテーション領域の知識・技術（特に運動機能障害に関する
検査測定）について実習を通して学習し、検査測定結果の解析方法についても演習を通して理解を深める。

　老年リハビリテーションに関する知識等を基盤に、日本の介護予防を牽引する専門家として、地域の介護予防事業の計画が立
てられる。

第１回：演習の概要と進め方
第２回：医学的リハビリテーションと老年リハビリテーション（１）
第３回：医学的リハビリテーションと老年リハビリテーション（２）
第４回：老年リハビリテーションと介護予防ケアマネジメント
第５回：老年リハビリテーションと介護予防コーディネーション
第６回：老年リハビリテーション領域の知識・技術（下肢の関節可動域、検査測定）
第７回：老年リハビリテーション領域の知識・技術（下肢の関節可動域、解析）
第８回：老年リハビリテーション領域の知識・技術（上肢・体幹の関節可動域、検査測定）
第９回：老年リハビリテーション領域の知識・技術（上肢・体幹の関節可動域、解析）
第10回：老年リハビリテーション領域の知識・技術（上肢・体幹の筋力、検査測定）
第11回：老年リハビリテーション領域の知識・技術（上肢・体幹の筋力、解析）
第12回：老年リハビリテーション領域の知識・技術（下肢の筋力、検査測定）
第13回：老年リハビリテーション領域の知識・技術（下肢の筋力、解析）
第14回：老年リハビリテーション領域の知識・技術の発展（事業評価）
第15回：レポート課題と解説

　特になし。資料は演習中に適宜配布する。

　演習中に適宜紹介する。

レポート 50％ 課題は、第１回の授業で提示します。演習の内容を踏まえたうえでの独自の視座が盛り込まれ、論旨が明確であるかどうかを評価
します。

平常点評価 50％ 出席状況及び、演習への取組の状況（グループワークにおける貢献度等）を評価します。
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介護予防演習
岡　浩一朗／河合　恒

　本講義では、介護予防プログラムの具体的な内容と進め方、評価方法を実習形式によって理解するようにする。

　効果的な介護予防プログラムを計画・実行していく上で役立つ基礎知識と実践技能を学ぶ。

第１回：オリエンテーション　演習の目的、概要、進め方などについて説明します。
第２回：介護予防事業の概要　わが国における介護予防事業の概要（対象者の把握、プログラム概要など）について説明します。
第３回：運動器の機能向上プログラムについて　介護予防プログラムにおける運動器の機能向上の考え方、プログラム内容について説明します。
第４回：トレーニング実習　マシンを使った筋力向上トレーニングや転倒予防プログラムについて実習形式で学びます。
第５回：運動器疾患対策プログラムについて　運動器疾患対策プログラムの考え方、痛みの評価とセルフモニタリングについて説明します。
第６回：運動機能検査実習　運動器の機能向上プログラムの評価に用いられる指標の測定評価実習を行います。
第７回：尿失禁予防プログラムについて　尿失禁予防プログラムの考え方、プログラム内容、評価について説明します。
第８回：口腔機能向上プログラムについて　口腔機能向上プログラムの考え方、プログラム内容について説明します。
第９回：口腔機能評価実習　口腔機能評価に用いられる咬合力などの評価方法について実習形式で学びます。
第10回：認知症予防プログラム　認知症予防プログラムの考え方、内容について説明します。
第11回：認知機能評価実習　認知機能の評価方法について実習形式で学びます。
第12回：介護予防事業評価について　介護予防事業の系統的な評価方法について学び、わが国における介護予防事業の効果について整理します。
第13回：住民との協働による介護予防の推進について　地域住民と協働した介護予防推進の重要性や事例について説明します。
第14回：介護予防ネットワーク構築・実践論　地域において介護予防活動を実践している高齢者による講義、意見交換を通して、介護予防活動を通

した地域ネットワークの形成・活用方法について学びます。
第15回：まとめ　課題の整理とまとめ

　特になし。資料は講義中に適宜配布する。

試　　験 試験は実施しません。
レポート レポートは実施しません。
平常点評価 80％ 出席状況、授業中の積極性や勤勉性といった取組姿勢で評価します。
そ の 他 20％ 講義のなかで適宜リアクションペーパーをとります。

老年学特論
大渕　修一

　将来、学生が高齢者の問題を、成長の過程の一部としてとらえ、科学的な情報を元に、妥当に判断が出来るようになるための老年学
の諸問題を医学的、社会的、生物学的に教授する。

　この授業の終了後に、学生は以下のことが出来る様になる。
・老年学の持つ学際性が説明できる
・日本の人口変化が説明できる
・老化が説明できる 
・老年期の疾病が説明できる
・老年期の社会的課題が説明できる

第１回：老年学とは（老年学とは何か）
第２回：老年学とは（その課題と方法）
第３回：人口高齢化について（世界の人口問題）
第４回：人口高齢化について（日本の人口高齢化の要因、超高齢社会への対応）
第５回：老化とは（老化の概念）
第６回：老化とは（老化現象と老化の特徴、老化学説）
第７回：老年期の健康の概念（歴史）
第８回：寿命（平均寿命、平均余命、寿命に影響を与える要因）
第９回：健康度と老化の指標（健康指標の分類）
第10回：健康度と老化の指標（個人の健康度、集団の健康度）
第11回：老年期の疾病と障害（疾病と障害、老化の関係）
第12回：老年期の疾病と障害（老人の疾病の特徴、老年期に多い疾病と障害）
第13回：老化の社会学（老いに対する態度）
第14回：老化の社会学（社会参加とサクセスフルエイジング）
第15回：老年学の応用

　柴田博他　老年学要論　建帛社

試　　験 50％ 試験による評価
平常点評価 40％ 平常点による評価
そ の 他 10％ その他
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介護予防マネジメント研究法
塩田　琴美

　本講義は、介護予防に関連した研究の調査・実験法、データ解析法、論文のまとめ方を中心に授業を行う。

　介護予防に関連した修士論文をまとめるための研究技法の獲得を目指す。

第１回：講義の概要と進め方
第２回：介護予防に関する調査・実験法（１）
第３回：介護予防に関する調査・実験法（２）
第４回：介護予防に関する調査・実験法（３）
第５回：介護予防に関する調査・実験法（４）
第６回：介護予防に関する研究データ解析法（１）
第７回：介護予防に関する研究データ解析法（２）
第８回：介護予防に関する研究データ解析法（３）
第９回：介護予防に関する研究データ解析法（４）
第10回：介護予防に関する研究論文のまとめ方（１）
第11回：介護予防に関する研究論文のまとめ方（２）
第12回：介護予防に関する研究論文のまとめ方（３）
第13回：介護予防に関する研究論文のまとめ方（４）
第14回：介護予防に関する研究論文のまとめ方（５）
第15回：全体解説とレポート課題

　特になし。資料は講義中に適宜配布する。

レポート 20％ レポート内容
平常点評価 80％ 出席状況60％、授業中の積極性や勤勉性といった取組姿勢20％

コーチングマネジメント論・実習　A　B　C　D
土屋　純　他

　実習を通してトップレベルのコーチに求められる経験知を形式知に置き換える能力を養う。各自の専門とする競技および競技レベル
を対象とする。
　単位の認定にあたっては、担当教員の指導を受けて作成したコーチングの計画、指導方法、指導実践記録、指導結果を網羅した実績報告書を１授
業ごとに提出することを条件とする。

　コーチングの実践を形式知としてまとめられるようになる。

第１回：実習計画の策定
第２回：実習（１）
第３回：実習（２）
第４回：実習（３）
第５回：実習（４）
第６回：実習（５）
第７回：実習（６）
第８回：実習（７）
第９回：実習（８）
第10回：実習（９）
第11回：実習（10）
第12回：実習（11）
第13回：実習報告書の作成
第14回：実習報告書の作成
第15回：プレゼンテーション

レポート 50％ 実習報告書の内容（暗黙知や経験知の形式知への変換の出来）を評価する。
平常点評価 50％ 実習への取り組みを評価する。
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論文作成技法　01～04
奥津　光晴、池本　淳一、有竹　清夏、田口　素子

　この講義では学術論文を執筆・投稿・校正する際に必要とされる、１）学術論文の基本的な組み立て方や、２）各項目における執筆方法、
に関する知識の習得に加え、３）読み易い論文を作成するためのコツ、を身につけることにより、学術論文を作成する技術を養う。
　注：日本語を母国語としない学生や論文（卒業論文）を執筆した経験のない学生は、01に登録すること。

１．何のために研究を行うのか、何のために学術論文を執筆するのか、という研究の基本目的を理解し、説明することができるようになる。
２．学術論文の基本構造を理解し、各自が遂行している研究を論文としてまとめることができるようになる。
３．文献の引用に関するルールを理解し、盗作や盗用の疑いがかからないよう、適切に文献を引用することができるようになる。
４．論文の投稿先としての学術誌を適切に選択し、その学術誌の読者にとって読み易い論文を作成することができるようになる。

第１回：イントロダクション（研究とは、学術論文とは）
第２回：論文を書く前に（論文の構想）
第３回：執筆１（タイトル・イントロダクション）
第４回：執筆２（研究方法論）
第５回：執筆３（結果・図表）
第６回：執筆４（考察）
第７回：執筆５（研究要旨）
第８回：執筆６（文献の引用）
第９回：執筆７（投稿と査読）
第10回：論文執筆の心得１
第11回：論文執筆の心得２
第12回：論文執筆の手順
第13回：読者のために
第14回：論文作成実習１
第15回：論文作成実習２

　酒井聡樹（著）『これから論文を書く若者のために』共立出版

レポート 40％ 30％（授業ごとのレポート課題：３％×10）
10％（学期末レポート）

平常点評価 60％ 出席点４％×15

経済学
藤田　康範

　日本のGDPが中国に抜かれて２年が過ぎ、「将来の世界経済において日本は２番手集団の先頭となる」というクルーグマン氏（Paul 
Krugman, 1953-）の言葉の現実感が高まっています。
　「2050年には日本が先進国から脱落する」という予測もなされるようになってきました。
　この講義は、このように大きく展開する世の中において、幸福度を向上し経済を再活性化するためには「新しい社会的価値の創造」が不可欠と考え、
そのための基礎を培うことを目指します。本講義を通じて、経済の本質を見極める眼とともに、戦略策定能力を養っていただけたらと希望しています。

<１>日本経済・世界経済およびイノベーションに関する新聞・雑誌等の内容を理解し、平易に説明できるようになること（「ハーバード・ビジネス・
レビュー」の論文を楽しめるようになることが目安です）

<２>その上で、経済学的思考に基づいて様々な経済現象を分析し、論評できるようになること
<３>さらにそれらに基づいて、「戦略の策定」「感動の設計」等の「新しい社会的価値の創造」をできるようになること
を目標とします。

第１回：はじめに－経済学の考え方
第２回：GDPの決定の理論
第３回：マクロ経済政策の理論
第４回：資産価格の理論
第５回：為替レートの理論（１）
第６回：為替レートの理論（２）
第７回：バブルの生成過程（１）
第８回：バブルの生成過程（２）
第９回：市場機構の機能（１）
第10回：市場機構の機能（２）
第11回：バブルの崩壊過程（１）
第12回：バブルの崩壊過程（２）
第13回：アジア通貨危機
第14回：サブプライム問題
第15回：おわりに－日本経済再活性化に向けて

藤田康範『経済戦略のためのモデル分析入門』慶應義塾大学出版会　2011年
藤田康範『経済金融のための数学』シグマベイスキャピタル　2008年

試　　験 試験は行わない予定です。
レポート 50％ 講義を契機として感じたこと・考えたことをまとめていただく予定です。
平常点評価 50％ 出席・講義への貢献を評価します。
そ の 他 みなさんの力が無理なく最も発揮される評価方法にしたいと考えています。
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MBAエッセンシャル
山岡　三四郎

　一般的な企業活動と同様、スポーツ・ビジネスの分野においても、活動体（私企業やNPOといった組織形態に関わらず）あるいはプ
ロジェクトの社会的・経済的な価値を維持・向上させていくことは必要不可欠である。本講義では、こうした組織体の経営管理に必要となる基礎的
な知識や理論について、様々なケース・ディスカッションを通じて学び、理解を深める。

　経営学大学院（ビジネス・スクール）で学ぶ主要分野について、基礎的な手法・知識・理論を概観する。サービス業を中心と
した一般企業の事例研究を通じて、スポーツマネジメントに限らず、幅広い分野に応用可能な基礎理論・スキルの体得を目指す。

第１回：受講ガイダンス：なぜMBAのエッセンスを学ぶのか？
第２回：組織行動論・リーダーシップ（１）
第３回：組織行動論・リーダーシップ（２）
第４回：経営分析（１）
第５回：経営分析（２）
第６回：経営分析（３）
第７回：競争戦略・経営資源（１）
第８回：競争戦略・経営資源（２）
第９回：競争戦略・経営資源（３）
第10回：マーケティング（１）
第11回：マーケティング（２）
第12回：マーケティング（３）
第13回：スポーツ分野への応用
第14回：まとめと質疑応答
第15回：補論：企業ファイナンス

試　　験 20％ 基本事項に関する理解を確認するための小テスト（数回実施予定）
レポート 40％ 期末レポートによる評価
平常点評価 40％ ケース・ディスカッションを中心とした授業への参加・貢献度

リスクマネジメント
野口　和彦

　高度化した社会においては、問題が発生してからでの対応では、結局甚大な影響を避けることができないことが明らかになっていま
す。そのことから、事前に組織や社会に影響を与える不確定要因を事前に把握して対応を考えるリスクマネジメント技術の導入が進められてきました。
さらに、近年のリスクマネジメントは、これまでのネガティブな影響を管理する手法から、組織目標の達成を支援するための手法へと大きく進化し
ています。
　本講座では、現代社会や組織が抱えている様々な問題をリスクマネジメントの視点で整理します。
　次に、リスクの本質論、マネジメントプロセス、そのプロセスを運用するマネジメント環境の整備、マネジメントシステムのあり方について、最
新のリスクマネジメントの考え方も含め講義を行ないます。
また、講義の中では、最近の企業の失敗・事故・事件・不祥事等を随時とりあげ、リスクマネジメントから見た課題や対応にあり方について議論を
行ないます。
　本講座では、常に「リスク（不確定性を含んだ事象）を管理するということの本質」と「組織や社会におけるリスクマネジメント適用時の課題」
を念頭におき議論を進めていきます。
　評価は、出席とレポートで行います。

　最新のリスクマネジメントの考え方を理解し、自分の組織・事業への適用を可能とする。

第１回：現代社会におけるリスクマネジメントの必要性
第２回：リスク概念の変遷
第３回：組織の経営や運営における諸課題
第４回：組織目標の達成を支援する最新のリスクマネジメントの基本プロセス
第５回：効果的にリスクマネジメントを実施するための環境整備のあり方
第６回：有効なリスクマネジメントの要点
第７回：組織や個人のレベルにあったリスクマネジメントの仕組み
第８回：リスクマネジメントを自組織に導入するための要点

　特になし

JSQC選書リスクマネジメント　　　　　　　　　日本規格協会
ISO31000リスクマネジメント解説と適用ガイド　日本規格協会
リスクマネジメントの実践ガイド　　　　　　　　日本規格協会

レポート 70％ レポート提出は、必須
平常点評価 30％ 二日間の集中講義で、１日の出席は必須

　集中講義で実施します
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マーケティングリサーチ
上窪　政久／児玉　有子

　本講座では、論文、研究テーマ、新事業に関する必要なリサーチを実施するために、調査課題の設定、アンケート調査、インタビュー
の実施などにより、各種のデータを収集し、レポートを作成するリサーチの手法を実務的に活用することについて学習する。前半では、リサーチを
実施するうえで知っておきたいマーケティングリサーチの基礎、及びリサーチの調査方法、手順を学ぶ。グループワークにより、実際にアンケート
調査の設計をし、後半では、データ収集や分析、レポートの方法について学習する。

　各種のリサーチの手法を実務的に活用できるようになることを重視し、自身の論文・リサーチペーパーを作成する際、または
新規事業を企画する際に、Excelを活用し、実際にアンケート調査の設計やインタビューの実施、ステークホルダーとの調整、データの分析、レポー
トの作成ができるようになることが、本講義の到達目標となる。

第１回：ガイダンス、マーケティング概論とリサーチの基礎（１）
第２回：マーケティング概論とリサーチの基礎（２）
第３回：リサーチの調査手法（１）定量調査
第４回：リサーチの調査手法（２）インターネットサーベイ、定性調査
第５回：アンケート調査設計の手順（１）
第６回：アンケート調査設計の手順（２）
第７回：アンケート調査設計の課題設定（１）（グループワーク）
第８回：アンケート調査設計の課題設定（２）（グループワーク）
第９回：インタビューの実施手法とステークホルダーとの調整（１）
第10回：インタビューの実施手法とステークホルダーとの調整（２）
第11回：アンケート調査、インタビュー調査のレポート作成手法（１）
第12回：アンケート調査、インタビュー調査のレポート作成手法（２）
第13回：リサーチワークのプレゼンテーション（グループワーク）
第14回：リサーチワークのプレゼンテーション（グループワーク）
第15回：リサーチ、論文の課題設定とアンケート調査設計（個人ワーク）

　配布資料

『マーケティング・リサーチの実際』近藤光雄、小田宜夫著　日本経済新聞出版社
『アンケート調査の進め方』酒井隆著　日本経済新聞出版社
『質的研究入門』 ウヴェ・フリック著 小田博志監訳 春秋社
『国際誌にアクセプトされる医学論文－＊＊研究の質を高めるPOWERの原則』　Daniel W. Byrne 著  木原 正博 、木原 雅子 （訳） メディカルサイ
エンスインターナショナル社

レポート 80％ リサーチワークのプレゼンテーション（グループワーク）（40％）
課題提出（個人ワーク）（40％）

平常点評価 20％ 出席（20％）

　グループワークや個人ワークにおける、アンケート調査の設計、データの分析、調査レポートの作成の演習ではマイクロソフ
ト社のExcelの統計解析機能を利用する。（Excelのバージョンは2007以上が望ましい）

指導実践マネジメント
清水　隆一

　いまビジネス界、特に上司と部下の関係で注目されている、「個」のやる気と自主性を引き出すマネジメント＆コミュニケーションの
スキルの一つである「コーチング」。もちろん、スポーツ界においても応用の幅が広く、トップアスリートや初心者、高齢者といった「個人」のマネ
ジメントから、団体スポーツ、学校の部活、地域のスポーツクラブなどにおける「組織」のマネジメントにおいても非常に有効性が高い。
　この授業では、講義形式だけではなく、ディスカッションやロールプレーを中心に受講生の積極的な参加を促すことで、実践的に「コーチング」の“マ
インド＆スキル”を身につけることを目的としている。また、参加者自身が、「コーチング」を実際に使って、どのように「個人」や自身が所属して
いる「組織」をマネジメントしていきたいかまで一緒に考えていく。

　「コーチング」の考え方を理解し、日常生活で他者の話を傾聴することで、相手のタイプや価値観を知り、相手の能動的な行
動を促すことができるようになる。

第１回：観察と傾聴の体感（インタビュー）
第２回：自発性を引き出すには
第３回：グループディスカッション
第４回：ロールプレー
第５回：組織活性化の必須条件とは
第６回：潜在能力を引き出すには
第７回：共通認識の重要性
第８回：自分自身の人マネジメントスタイルの構築

　「聴き上手が人を動かす」著者：清水隆一（ベースボールマガジン社）　生協にて販売

レポート 50％「コーチング」を日常生活で実践し、講義内容の視点を基に他者を観察できたかを評価する。
平常点評価 50％ ディスカッションやロールプレーへの参加意識、貢献度を評価する。
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データ分析（SPSS）
佐々木　康成

　本授業ではデータ分析に必要となる統計法の基本的な概念を理解するところから始め、最終的に本授業内で紹介される、それぞれの
統計的手法の考え方を理解し、実際的な利用場面を想定し、さらにはSPSSを用いた運用ができるようになることを目標とする。
　統計法というと、数式の羅列のように思う者も少なくないが、実際のところ集団の性質を適切に把握し、活用するための方法と考えて良い。その
ための基本的な考え方を理解してもらいたい。数式やアプリケーションの操作を覚えるのではなく、その意味するところを理解し、実用的な研究の
道具として用いることができるようになることが肝要である。

　基本的な統計手法の概念を理解し、適切に運用することが出来るようになる。
　SPSSを用いてデータを分析し、その結果を解釈することが出来るようになる。
　データを分析した結果を、実践的な形で文章にまとめることができる。

第１回：オリエンテーションと統計的データ分析への導入、SPSSの操作の紹介
第２回：講義：データの性質と視覚化
第３回：実習：SPSSを用いた基本統計量の求め方とデータの視覚化の実習
第４回：講義：二つの変数の関係、回帰分析
第５回：実習：SPSSを用いた相関分析、回帰分析の実習と重回帰分析への導入
第６回：講義：推測統計と検定
第７回：実習：SPSSを用いたカイ二乗検定の実習
第８回：講義：t検定
第９回：実習：SPSSを用いたt検定の実習
第10回：講義：一要因の分散分析
第11回：実習：SPSSを用いた一要因の分散分析と多重比較の実習
第12回：講義：二要因の分散分析
第13回：実習：SPSSを用いた二要因の分散分析の実習と交互作用の解釈
第14回：講義：多変量解析への導入
第15回：実習：SPSSを用いた因子分析の実習

　超初心者向けSPSS統計解析マニュアル　統計の基礎から多変量解析まで　米川和雄・山崎貞政　北大路書房（2010）

　ウルトラ・ビギナーのためのSPSSによる統計解析入門　小川利勝　プレアデス出版（2007）

平常点評価 100％ 七回の実習の後に、分析用データを配布する。そのデータを分析した結果を、論文で利用できる形の文章にまとめて提出すること。
なお、表やグラフの適切な利用が強く推奨される。

　Cource N@viを用いてデータの配布および課題の提出を行うため、Cource N@viの利用法を把握しておくこと。なお、質問
等もCource N@viで行うこと。
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武道論研究指導（Ｄ）　Ａ（春学期）・Ｂ（秋学期）　 志々田　文明
 

　本博士課程研究指導においては、各自の博士論文の完成に至る研究計画の実施について、歴史学、思想史、社会学的な観点か
ら、研究方法論、論文論述方法論、発表技術について定期的・継続的に専門的指導・助言を行う。また特に、受講者がその研究
を絶えず学術論文にし、国内及び国際の学会で発表するためのサポートを行う。

 
１．研究方法論に習熟したか。
２．論文論述方法論に習熟したか。
３．国内及び国際の学会で口頭発表したか。
４．国内及び国際の学会の学術誌に論文が掲載されたか。

スポーツ人類学研究指導（Ｄ）　Ａ（春学期）・Ｂ（秋学期）　 寒川　恒夫
 

　博士論文の作成指導を行う。最広義のスポーツ（民族スポーツ、国際スポーツ、過去スポーツ、遊戯、舞踊、養生法、武術・
武道、などなど）の文化人類学研究の他に、身体文化（body culture）と関わる身体論をも扱う。また、スポーツ人類学の主
要方法論であるフィールドワークを学ぶため、海外における民族スポーツの調査が予定されている。

 
　在籍１年生は各人のテーマに関する先行研究の検討、在籍２年生は当該テーマに関わるデータ収集と論文の全体構想、在籍３
年生は博士論文の完成をめざす。

スポーツ倫理学・教育学研究指導（Ｄ）　Ａ（春学期）・Ｂ（秋学期）　 友添　秀則
 

　本研究指導は博士論文の作成指導を行うことを主眼としている。博士論文の課題設定の方法及び内外のスポーツ倫理学及びス
ポーツ教育学に関する先行研究の分析・検討の指導を行った後、研究方法論の策定について指導する。また、必要に応じてス
ポーツ哲学やスポーツ教授学等のスポーツの人文社会科学的研究の分析を通して、博士論文執筆に必要な情報分析の仕方、論文
執筆に必要とされるスキルの指導も行う。

 
　博士論文執筆のための文献収集及び分析の仕方、考察の進め方等、論文執筆に必要とされるスキルの習得をめざしている。

スポーツメディア論研究指導（Ｄ）　Ａ（春学期）・Ｂ（秋学期）　 トンプソン　リー　Ａ.
 

　メディアとはコミュニケーションの媒体となるものであるが、とくにマスコミュニケーションの手段であるテレビ、ラジオ、
新聞などのマスメディアをいうことが多い。マスメディア研究には大きく分ければ制作、内容、オーディエンスという３つの領
域がある。スポーツメディア論では、少なくても一つの領域からスポーツとメディアの関係を取り上げる。私は特に内容につい
て関心があるが、マスメディアとスポーツの関係を理解するには、全体を把握する必要がある。社会学の立場から指導する。

 
　博士論文の作成

健康スポーツ論研究指導（Ｄ）　Ａ（春学期）・Ｂ（秋学期）　 中村　好男
 

　本研究指導では、“スポーツを通じた健康増進”という社会的ニーズに応えるために、体力科学、運動生理学、栄養学などの
＜身体の理論＞から、行動科学、社会マーケティングといった＜行動の理論＞、さらには、ビジネスマネジメント、マーケティ
ングなどの＜社会組織の理論＞まで、様々な領域における基礎学問分野の知見を踏まえて、「地域住民へのスポーツ振興」なら
びに「身体活動促進を通じた健康増進の達成」という目標を実現するための実践的技法を確立することを目指している。具体的
には、地域自治体、総合型地域スポーツクラブ、老人福祉施設等のさまざまな現場（フィールド）での実践的研究によって、健
康増進や介護予防に資するためのプログラムの開発とその評価モデルの構築に加えて、地域社会における健康増進ならびに介護
予防システムの構築を行う。主な研究課題は、１）健康増進を目標とする身体活動・運動やスポーツの振興と奨励の手法開発と
評価、２）ウォーキングプログラムの開発と指導、３）介護予防のための筋力向上トレーニングプログラムの開発と実践活用、
４）スポーツビジネスの活性化とスポーツ振興、５）総合型地域スポーツクラブの運営と地域スポーツ指導者の育成などがあ
る。
　Keywords：体力、健康、運動、健康増進、介護予防、ウォーキング、行動科学、マネジメント

 
・人を対象とする倫理審査申請書類を作成できるようになる。（初年度春学期）
・各自が取り組む研究課題に関して、調査・研究に着手する。（初年度春学期）
・毎年度１編以上の論文を学術誌に投稿（刊行）する。
・毎年春に、学術振興会特別研究員への申請を行う。（該当者のみ）
・博士論文を提出し公開審査会を経て審査に合格する。（３年次秋学期）



研
究
指
導
（
博
士
）

ス
ポ
ー
ツ
ビ
ジ
ネ
ス

スポーツビジネスマネジメント論研究指導（Ｄ）　Ａ（春学期）・Ｂ（秋学期）　 原田　宗彦
 

　スポーツビジネスとスポーツマネジメント関連の研究論文を精読し、アブストラクトを作成する。これによって論文の書き方
と構成、そしてデータ処理と統計の応用方法について学ぶ。講義では、各自がプロジェクトを持ち、国内と海外での学会発表を
行うことを義務づける。

 
　研究テーマに関連した多くの論文を読み、研究者としての能力を高める。

スポーツクラブビジネス論研究指導（Ｄ）　Ａ（春学期）・Ｂ（秋学期）　 間野　義之
 

Ａ（春学期）
　スポーツクラブビジネスを含む、スポーツ政策に関する研究課題について、受講生各自が作成した論文について、相互に批判
的に査読し、学術論文作成のポイントを学ぶ。
Ｂ（秋学期）
　スポーツクラブビジネスを含む、スポーツ政策に関する研究課題について、受講生同士のディスカッションをもとに、研究課
題の解法についての理解を深める。

 
Ａ（春学期）
　博士論文の提出に必要要件である、学会誌への投稿ができるようにする。
Ｂ（秋学期）
　博士論文の提出に必要要件である、学会誌への投稿準備ができるようにする。

トップスポーツビジネス論研究指導（Ｄ）　Ａ（春学期）・Ｂ（秋学期）　 平田　竹男
 

　本研究指導では、近年急速に進展を遂げるトップスポーツの世界をとりまくスポーツビジネスおよびエンターテイメントビジ
ネス（以下トップスポーツビジネス等という。）に関して、IT産業の発展およびマネジメント手法の進化を踏まえ、それぞれの
競技団体やスポーツクラブの経営課題に対する解決方法を究明するための調査・研究能力を開発する。そのため、トップスポー
ツビジネス等に関する基礎知識を既に有することを前提に、具体的先進事例の学習、定量的分析手法の習得を重ね、経営学、経
済学、行政・政治学、法学、スポーツ産業学の諸理論について深く学び、総合的な視点をもって研究を行う。
　各自が取り組む研究課題に関して、それぞれの競技団体やスポーツクラブの経営課題に対する解決方法を究明し、具体的先進
事例の学習、定量的分析手法の習得を重ね、経営学、経済学、行政・政治学、法学、スポーツ産業学の諸理論について深く学
び、総合的な視点をもって研究を行う。

 
・各自が取り組む研究課題に関して、調査・研究に着手する。（初年度春学期）
・毎年度１編以上の論文を学術誌に投稿（刊行）する。
・博士論文を提出し公開審査会を経て審査に合格する。（３年次秋学期）

スポーツビジネスマーケティング研究指導（Ｄ）　Ａ（春学期）・Ｂ（秋学期）　 松岡　宏高
 

　本研究指導では、スポーツビジネス現場での効果的なマーケティングのために必要なスポーツ消費者の心理や行動の理解に焦
点を当て、その解明に必要な概念的な知識、論理的思考、研究手法を身につけ、自身の興味あるテーマについての研究論文を作
成する。具体的な研究テーマとしては、スポーツ観戦者の動機、ファンのチームに対するコミットメント、スポーツ参加者・観
戦者のサービス評価と満足、プロスポーツクラブのプロモーションの効果、そしてスポーツスポンサーシップの効果などが考え
られる。

 
　本研究指導では、（1）スポーツマーケティングやスポーツマネジメントに関する研究論文を読み、批評する能力を身につけ、
（2）研究の遂行に必要な概念的な知識、論理的思考、そして研究手法（統計解析を含む）を身につけ、（3）学術的価値の高い
研究論文の作成するをめざす。

スポーツ組織論研究指導（Ｄ）　Ａ（春学期）・Ｂ（秋学期）　 作野　誠一
 

　人とスポーツの関わりは、「する」「みる」にとどまらず、「読む」「支える」など多岐にわたる。そして、いずれの関わり方も
何らかの組織を介していることが多い。本研究指導においては、多様なスポーツ現象を把捉・説明する枠組みとしての組織論に
ついて理解を深め、これを基盤とする組織マネジメントの方法について考究する。さらに、各自の関心に基づき研究を進めるた
めの専門知識ならびに調査分析技法等の習得をめざす。具体的な研究テーマとしては、各種スポーツ組織における組織構造、組
織文化、リーダーシップ、モチベーション、組織化（支援）、人材マネジメント、スポーツボランティアのマネジメント、学校
スポーツと地域スポーツの連携などが考えられる。
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　本研究指導では、多様なスポーツ現象を把捉・説明する枠組みとしての組織論について専門的な理解を深めるとともに、これ
を基盤として実践的な組織マネジメントの方法について考究する。かかるプロセスにおいて、各自の関心に基づき研究を進める
ための専門知識ならびに調査分析技法等の習得はもとより、研究に対する広い視野と深い洞察力の涵養を図り、最終的に集大成
としての博士学位論文の作成をめざす。

運動免疫学研究指導（Ｄ）　Ａ（春学期）・Ｂ（秋学期）　 赤間　高雄
 

　免疫系は神経系および内分泌系と協調してホメオスタシスの維持に働いており、運動による免疫系の変化はストレス反応とし
て考えることができる。運動による免疫機能の変化は、おおまかには、中程度の運動によって免疫機能が高まり、過激な運動に
よって免疫機能は抑制されると考えられている。しかし、運動による免疫機能の変化のメカニズム、運動による免疫機能の変化
を適切に示す指標、あるいは運動の条件による免疫機能の変化については不明な点が多く、現在も研究が進みつつある。これら
を主に生化学的および分子生物学的手法で解析し、生涯スポーツと競技スポーツにおける応用を研究する。具体的には、免疫学
的指標を測定しアスリートのコンディショニングへ利用する方法の開発、高齢者の免疫機能を向上させる運動処方を明らかにす
る研究、運動による免疫機能の変化のメカニズムを動物実験で検討する、などがあげられる。さらに、アスリートのコンディ
ショニングにおいて重要な要因であるアンチ・ドーピングも研究テーマとする。

 
　各自が設定した研究テーマについて、自ら研究を計画して実施し、研究成果をまとめて、国際学会や論文として発表できるよ
うになる。

健康運動疫学研究指導（Ｄ）　Ａ（春学期）・Ｂ（秋学期）　 荒尾　孝
 

Ａ（春学期）
　フィールドで疫学研究を行うためには多くの人々の協力が必要となる。すなわち、行政や企業等の責任者や現場の担当者、共
同研究者、研究対象者など多様な立場の人々の協力があって初めて質の高い研究が可能となる。そのためには、それぞれの人々
の立場や考えなどを理解しながら必要な交渉を行い、連携・協力しながら、それぞれの役割分担を明確にして、種々の問題に適
切に対応するといった研究推進のためのマネジメント能力が必要となる。そこで、本科目ではフィールドでの疫学研究を実施す
る上で必要なマネジメントの在り方について指導する。
Ｂ（秋学期）
　フィールドで疫学研究を行うためには対人的なマネジメント能力とともに、長期縦断研究等における研究の質的管理に関する
能力も必要となる。さらに、十分な研究費を獲得するために質の高い研究助成申請書を作成する能力も求められる。そこで本科
目では、春学期の対人マネジメント能力の向上とともに、研究の管理能力の向上を図る指導を行い、あわせて研究助成申請書の
作成方法についても指導する。

 
Ａ（春学期）
　フィールドでの疫学研究を行う上で必要な研究のマネジメント能力としての交渉、連携・協力、役割分担、問題対応に関する
能力を身につけることを目標とする。
Ｂ（秋学期）
　フィールドでの疫学研究を行う上で必要な対人マネジメント能力の向上とともに、長期にわたる研究の質的管理能力の向上を
図り、質の高い研究助成申請書の作成方法を習得する。

スポーツ神経精神医科学研究指導（Ｄ）　Ａ（春学期）・Ｂ（秋学期）　 内田　直
 

　スポーツと中枢神経系の関わりを研究対象として、研究指導を行う。具体的な内容としては、睡眠覚醒や生体リズムとスポー
ツパフォーマンスの関連、身体運動が脳や心の働きに与える影響（たとえば運動によるうつ状態の改善、集中力などの改善等）、
スポーツパフォーマンスに関連した脳機能などである。方法としては、ポリグラフ検査、MRI検査、行動学的方法、疫学的方
法などを用いる。研究の内容は、修士課程で学んだ内容をさらに発展させ、国際誌に論文発表ができるレベルを目指している。
英語で発表し、討論し、論文を書くという高い能力が要求される。

 
・専門的知識の習得
・実験計画の立案能力の習得
・実験遂行能力の習得
・研究結果を取りまとめる能力の習得
・海外の研究者と交流し、自己の研究を国際的に発表する能力の習得

スポーツ健康管理学研究指導（Ｄ）　Ａ（春学期）・Ｂ（秋学期）　 坂本　静男
 

　スポーツ選手や一般市民スポーツ愛好家などのコンディショニングあるいは健康管理、また運動不足者に対する健康管理にお
ける運動の重要性に関して、研究論文による検討や、自身の研究データによる考察を行っていく。その過程において、研究者と
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しての研究に対する取り組み方や研究者に必要な人間性などを会得してもらう。そして研究論文を作成するサポートを行ってい
く。

 
　研究テーマを決め、測定を行い、博士論文を作成させることが最終目標であるが、研究者として必要な人間性を高めていくこ
とも大きな目標である。

スポーツ外科学研究指導（Ｄ）　Ａ（春学期）・Ｂ（秋学期）　 福林　徹
 

　スポーツ科学者やコーチ、トレーナーなどに要求される外科領域でのスポーツ医学の諸問題についての研究指導を行う。具
体的には、人体の部位別機能解剖とそれに基づいた評価法、スポーツによって生じる代表的な外傷・障害の診断と現場での処
置、最新の治療法、およびスポーツ復帰までのリハビリテーション法について研究指導する。スポーツの種目別特性を加味しな
がら、最新の治療器や治療法、近年のこの分野での研究の動向についてもふれ、博士後期課程での研究のベースになるようにす
る。

 
　学会発表およびスポーツ医学研究論文の指導

健康行動科学研究指導（Ｄ）　Ａ（春学期）・Ｂ（秋学期）　 岡　浩一朗
 

　身体活動・運動を中心とした健康づくりに関する心理学、行動科学的側面の研究について指導を行う。主な研究のテーマは、
１）中年者の健康増進（行動変容理論に基づく身体活動推進プログラムの開発と評価、がん予防のための身体活動の普及手法
の提案、運動によるメンタルヘルス改善効果の検証など）、２）高齢者の介護予防（介護予防運動プログラムの開発と評価、介
護予防事業の医療経済的評価、介護予防の効果的な普及手法の提案など）、３）患者のリハビリテーション（心疾患患者のQOL
改善のための運動療法の開発、膝痛・腰痛患者における効果的な痛みの自己管理法の探索など）である。また、４）子どもの運
動・スポーツ支援環境の整備や心の発育発達に及ぼす運動・スポーツの影響の解明、５）競技スポーツ選手の効果的な心理的支
援法の開発や健康関連問題への心理的援助などについても取り上げる。

 
　研究活動を通じて、修士課程で学んだ内容をさらに発展させ、国内外の学会発表や学術論文の投稿を行い、博士学位論文の作
成に必要な研究指導を行う。

スポーツ整形外科学研究指導（Ｄ）　Ａ（春学期）・Ｂ（秋学期）　 金岡　恒治
 

　脊椎疾患・外傷に関する研究を行うのに必要な、脊椎の動作解析、筋電解析、画像評価、統計解析などの研究手法を紹介す
る。

 
　整形外科的疾患の病態を理解し、新しく、独自の研究仮説を立案し、その立証方法を検討し、実践する。

予防医学研究指導（Ｄ）　Ａ（春学期）・Ｂ（秋学期）　 坂本　静男／鈴木　克彦
 

　激しい運動や過酷なトレーニングなどの身体的ストレスによる内科的障害の評価、病態や適応の機序究明、および栄養、サプ
リメント、水分補給、休養、各種補完代替医療等による予防策の科学的根拠について研究する。具体的には、運動を中心とした
生体のストレス応答と適応のメカニズムについて、特に生体防御（白血球機能、ホルモン・サイトカインの動態、活性酸素の代
謝、筋損傷と修復）の面から研究している。また、適度な運動による生活習慣病の予防・治療と作用機序に関する検討、ストレ
ス応答や免疫機能の解析・評価法の開発、臨床病院との連携による免疫低下、炎症、老化の制御に関する基礎的・応用的検討を
進めている。

 
　複数の研究プロジェクトに関わりながら、自らのテーマを設定し、研究を計画・実行し、学会発表、論文作成を独力で進めら
れるように支援する。
　Keywords：運動、ストレス、白血球、活性酸素、ホルモン、サイトカイン、炎症、老化、生活習慣病

アスレティックトレーニング研究指導（Ｄ）　Ａ（春学期）・Ｂ（秋学期）　 広瀬　統一
 

　本講義では、アスレティックトレーニングに関する英語論文抄読および研究発表を通じて、各自の研究活動や臨床活動を発展
させる。

 
<1>当該分野の英語論文・著書を読み、自身の研究推進に応用できる。
<2>自分の研究テーマの学術的・臨床的位置づけを説明できる。
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アクティブ・ライフ研究指導（Ｄ）　Ａ（春学期）・Ｂ（秋学期）　 彼末　一之　他
 

　アクティヴ･ライフとは心と体の健康を指すのみならず、人々が活力をもって生きることのできる地域や社会のあり方をも含
むものである。要介護高齢者は年々増加し、中高年者のメタボリックシンドロームが社会問題となっている。一方、子どもの心
身異常も顕在化してきており、体力･運動能力の低い子どもや、対人関係や社会関係を構築できない子どもの増加などが指摘さ
れている。このような問題の原因を探り、またその解決策という視点から「スポーツ」を研究する。特に以下のテーマに着目し
て研究を指導する。
<1>　子どものスキル発達と運動・スポーツの影響（彼末）
<2>　色彩がパフォーマンスに及ぼす影響の心理学的研究（齋藤）
<3>　骨格筋のホルモン受容体遺伝子発現と可塑性との関連およびサプリメント（特に亜鉛）摂取に伴う骨格筋および各種内

臓器官のホルモン受容体遺伝子発現応答（今泉）
<4>　ヘルスコミュニケーションを用いた健康行動変容（竹中）
<5>　運動をはじめとするストレス時の温度、疲労、口渇感覚の修飾メカニズムの解析（永島）

 
　アクティヴライフの視点からスポーツをとらえて、個別の研究を進め、英文にて原著論文が執筆できるように成果をまとめ
る。

スポーツ神経科学研究指導（Ｄ）　Ａ（春学期）・Ｂ（秋学期）　 彼末　一之
 

　運動に必要な神経機構について<1>基本的な脳機構の解析と<2>実際のスポーツをモデルとした運動の解析、を並行して行
うことで、基礎から応用までの広い視点を養うことを目標として指導を行う。特に高次脳機能解析にはMRIを使った解析を原
理から実際まで学んで特定のテーマについて研究する。一方スポーツの解析は野球、陸上競技などを中心に系統的な解析を行っ
て競技力向上につなげられるような研究を行うことを目標とする。

 
　博士論文が完成できるような知識、実験手法、計画性、忍耐力を身に着ける。

生体ダイナミクス研究指導（Ｄ）　Ａ（春学期）・Ｂ（秋学期）　 川上　泰雄
 

　人間を対象とした生体計測に関する研究を指導します。特に、骨格筋・腱の形態的特性と機能的特性に関しての研究を発展さ
せます。人体筋の非侵襲的な可視化および収縮の定量化に関して、超音波やMRI等の画像解析の手法などを駆使して研究を進
めます。研究テーマの中心は１．人体筋のメカニクス、２．筋特性の個人差と適応性、の２点です。１については、人体筋腱複
合体を筋組織（筋線維）と腱組織に分け、それぞれの特性（筋特性、腱特性）を人間生体について定量化し、筋線維と腱組織と
の間の相互作用や身体運動における両者の協調について調べます。２については、筋特性の個人差と適応性に関して、体肢の筋
群の筋量および筋形状の横断的・縦断的測定を行います。学生毎に明確な短期・長期研究計画を立案し、実験、学会発表、論文
投稿、学位論文作成等の研究指導を行います。

 
　オリジナリティの高い研究結果を公表すること。

運動生化学研究指導（Ｄ）　Ａ（春学期）・Ｂ（秋学期）　 樋口　満
 

　スポーツにおける競技力向上とコンディショニングに関しては、身体組成とエネルギー代謝機能、糖・脂質代謝機能につい
て、運動生化学的視点から研究発表をして議論する。
　また、運動による健康増進、生活習慣病予防に関しては、肥満、高脂血症、糖尿病、骨粗鬆症などの疾患の予防、治療と関連
させて、運動生化学的視点から研究発表をして議論する。

 
　運動生化学の基礎知識を踏まえて、スポーツにおける競技力向上とコンディショニング、運動による健康増進、生活習慣病予
防などに関する最新の研究動向を理解し、自分自身の研究に生かせるようにすることを到達目標とする。

スポーツ生理学研究指導（Ｄ）　Ａ（春学期）・Ｂ（秋学期）　 村岡　功
 

　スポーツ生理学は各種スポーツ活動に対する生理的な応答と適応を探求する学問であるが、本格的に研究がなされるように
なったのはたかだか60年前からである。しかし、近年に至って、運動不足に対する危機感から規則的なスポーツおよび身体運
動が推奨されるとともに、一流競技者を育成するための科学的なバックアップが求められるようになったことなどを背景とし
て、この分野は広く社会から注目を浴びるようになってきた。そして、これらのことと連動して、研究面でも著しい進歩がみら
れている。ここでは、主にエネルギー代謝に関連する領域を中心テーマとして、スポーツや身体運動による健康づくりおよび各
種スポーツにおける選手育成の観点から、最近の知見に基づいて研究指導を行う。

 
　スポーツや身体運動による健康づくりおよび各種スポーツにおける選手育成の視点から、各自が興味を持つスポーツ生理学に
関連する領域における最新の知見を理解するとともに、博士論文に関わる研究計画の立案、測定・実験および論文の作成が可能
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となるようにする。

スポーツ心理学研究指導（Ｄ）　Ａ（春学期）・Ｂ（秋学期）　 正木　宏明
 

　ここでは、アスリートの美しく巧みな動作を生み出す脳機能の解明を目指している。そのため、人間と環境との関わりを重視
する心理学的手法と、機能的MRIや脳波（事象関連電位）等の認知神経科学的手法を適用した実験を主に行う。巧みな動作ス
キルの多くは、外界からの視覚情報を瞬時に認知し、適切な動作を選択・実行するプロセスと関係が深い。またそのプロセスに
は、注意、情動・動機づけ、意思決定、動作モニタリング等が関与している。さらに、パフォーマンスに影響を及ぼす情動体験
（あがり等）やアスリートの性格特性についてもそのメカニズムを探究する。換言すれば、スポーツ心理学の主要テーマである
「運動学習」に関与する脳機能について、実験を通して明らかにしていく研究内容である。
　本研究指導での主要テーマには以下のものがある。
・パフォーマンスモニタリング機能の解明
・外界刺激の認知処理と反応生成に関与する脳内情報処理の解明
・情動体験の機序とパフォーマンスとの関係
・運動学習理論の実験的検証
・アスリートのパーソナリティ
・その他

 
　スポーツの巧みな動作の背景メカニズムを認知神経科学的に解明する実験手法を習得しする。実験データが正しく解釈できる
ようになり、それを論文に纏める能力をつける。国際誌での論文発表を行う。

スポーツ情報処理研究指導（Ｄ）　Ａ（春学期）・Ｂ（秋学期）　 誉田　雅彰
 

　スポーツメディア情報およびスポーツ身体動作に関する高度な情報処理技術に関する文献研究を行うとともに、スポーツメ
ディア情報解析、スポーツ身体動作のコンピュータシミュレーション、感覚身体運動システムのメカニズムなどを中心として
個々の研究課題に取り組む。

 
　研究テーマ毎に、英文論文から知識を習得するスキル、研究課題に対する問題設定、および問題解決を行えるスキルを身につ
ける。

スポーツ認知神経科学研究指導（Ｄ）　Ａ（春学期）・Ｂ（秋学期）　 正木　宏明
 

　ここでは、アスリートの美しく巧みな動作を生み出す脳機能の解明を目指している。そのため、人間と環境との関わりを重視
する心理学的手法と、機能的MRIや脳波（事象関連電位）等の認知神経科学的手法を適用した実験を主に行う。巧みな動作ス
キルの多くは、外界からの視覚情報を瞬時に認知し、適切な動作を選択・実行するプロセスと関係が深い。またそのプロセスに
は、注意、情動・動機づけ、意思決定、動作モニタリング等が関与している。さらに、パフォーマンスに影響を及ぼす情動体験
（あがり等）やアスリートの性格特性についてもそのメカニズムを探究する。換言すれば、スポーツ心理学の主要テーマである
「運動学習」に関与する脳機能について、実験を通して明らかにしていく研究内容である。
　本研究指導での主要テーマには以下のものがある。
・パフォーマンスモニタリング機能の解明
・外界刺激の認知処理と反応生成に関与する脳内情報処理の解明
・情動体験の機序とパフォーマンスとの関係
・運動学習理論の実験的検証
・アスリートのパーソナリティ
・その他

 
　スポーツの巧みな動作の背景メカニズムを認知神経科学的に解明する実験手法を習得しする。実験データが正しく解釈できる
ようになり、それを論文に纏める能力をつける。国際誌での論文発表を行う。

バイオメカニクス研究指導（Ｄ）　Ａ（春学期）・Ｂ（秋学期）　 矢内　利政
 

　高速度カメラをはじめとする各種計測システムを用いた身体運動解析と、超音波診断装置やMRIを用いて可視化した人体内
部情報分析を応用して、スポーツにおける競技力向上のメカニズムや傷害発症のメカニズムを明らかにするとともに、スポーツ
パフォーマンスの力学的な規定因子についてバイオメカニクス的に検討する。

 
Ａ（春学期）
　博士論文のテーマに応じてもっとも適切な研究方法論を選択し、その方法論を用いたデータ収集法を実施できるようになる。
また、その方法論の特性や限界および再現性と妥当性を十分に考慮したうえで、博士論文の研究計画を立てることができるよう
になる。
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Ｂ（秋学期）
　スポーツ科学研究として意義のある研究計画を作成することができるようになる。また、その研究計画の特性や限界および再
現性と妥当性を十分に考慮したうえで、研究によって明らかにできる運動メカニズムについて学術的に議論することができるよ
うになる。

スポーツコーチング学研究指導（Ｄ）　Ａ（春学期）・Ｂ（秋学期）　 土屋　純
 

　スポーツパフォーマンスは技術面、戦術面、体力面、心理面などに細分化されて評価され、それぞれについて向上策が検討さ
れることが一般的である。本演習ではこのうち技術面、とりわけスポーツ技術の把握とその指導方法について、スポーツバイオ
メカニクスとスポーツ運動の観点から解明する研究を進める。

 
　スポーツコーチング学分野の学術誌に掲載される研究論文を執筆できるようになる。
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Exercise and Sport Psychology
ヤングステッド　ショーン

　The course will focus largely on the effects of exercise on mental health, with a particular emphasis on sleep, circadian rhythms and light exposure. Performance-related topics 
will also be addressed. Course readings will consist of reviews, as well as published papers of experimental investigations pertaining to the topic. Each lecture will involve describing the rationale for 
studying the topic, a critique of studies of the topic, and future directions in the field.

　The course objectives are： （１） To understand the theory and methods of studies of the effects of exercise on mental health； （２） To gain experience in critically reviewing 
research papers； and （３） To develop an ability to determine future directions in the field.

第１回：（４ November）： Influence of exercise on sleep
　　　　　　　　　　　　 Related Readings
第２回：（４ November）： Exercise treatment of sleep apnea
　　　　　　　　　　　　 Related readings
第３回：（６ November）： Exercise treatment of restless legs syndrome
　　　　　　　　　　　　 Related readings
第４回：（６ November）： Does sleep loss influence athletic performance ？
　　　　　　　　　　　　 Related readings
第５回：（11 November）： Is sleep helpful for recovery from muscle damage ？
　　　　　　　　　　　　 Related readings
第６回：（11 November）： Influence of exercise on circadian rhythms
　　　　　　　　　　　　 Related readings
第７回：（13 November）： Circadian rhythm of athletic performance
　　　　　　　　　　　　 Related readings
第８回：（13 November）： Influence of exercise on anxiety
　　　　　　　　　　　　 Related readings
第９回：（18 November）： Influence of exercise on PTSD
　　　　　　　　　　　　 Related readings
第10回：（18 November）： Influence of exercise on depression
　　　　　　　　　　　　 Related readings
第11回：（20 November）： Risks of sedentary behavior
　　　　　　　　　　　　 Related readings
第12回：（20 November）： Are risks of long sleep associated with low levels of physical activity
　　　　　　　　　　　　 Related readings
第13回：（25 November）： Interaction of exercise and light exposure
　　　　　　　　　　　　 Related readings
第14回：（25 November）： Overtraining
　　　　　　　　　　　　 Related readings
第15回：（27 November）： Mental Health and Athletic Performance
　　　　　　　　　　　　 Related readings

　To be determined

　To be determined

試　　験 70％ Exams will consist of multiple choice questions and short answers

レポート 10％ Students will write a ７ page term paper on a topic discussed in class or a related topic approved by the instructor.

平常点評価 10％ Attendance, asking questions, and responding to questions asked by the instructor

そ の 他 10％ Oral presentation of one of the articles from the course readings. Ability to summarize and critique the reading and present to the class.

　Monday, Wednesday, November 4, 6, 11, 13, 18, 20, 25, 27

Cognitive Neuroscience of Sports
ハックリー　スティーブン　アレン

　This is a lecture course dealing with the neural basis of competitive athletic performance. No prior course-work in psychology or brain science is 
assumed.

　Diverse topics from Neuroscience and Psychology will be covered： Motor control, emotion ＆ stress, decision making, perception, history, and 
research methodology. A short term paper will be required to give students supervised practice in English composition.

第１回：Sports medicine in ancient Europe： It started with the gladiators
　　　　Ancient medicine and science： Galen, Hippocrates, Herophilus, and others.
第２回：History of modern sports psychology
　　　　The emergence of sports psychology as a distinct discipline； types of jobs that are available
第３回：How do brain cells work ？
　　　　Action potentials, neurotransmitters, excitation/inhibition
第４回：he senses of touch and kinesthesis
　　　　How touch and movement is registered by receptors and then processed in the brain
第５回：The simplest and fastest actions： Reflexes
　　　　Difference between reflexive and voluntary movements； relevance to sports； neural circuitry
第６回：Anatomy of the Nervous System
　　　　Parts of the brain and spinal cords； nerves； sports injuries
第７回：EEG methodology
　　　　Event-related brain potentials； where they come from； how they are recorded
第８回：EMG methodology
　　　　How to record and analyze muscle activity
第９回：How do our eyes work ？
　　　　Ocular anatomy, image formation； processing in the retina；
第10回：Perception of color, movement, and distance
　　　　How the brain separately analyzes these features and then puts them back together
第11回：Autonomic nervous system
　　　　How the heart, blood vessels, and sweat glands work； methods for recording their activity
第12回：Emotion, stress, and motivation
　　　　Theories of arousal, emotion, and motivation； relevant brain structures
第13回：Practice and learning
　　　　Declarative, procedural, ＆ working memory； schema theory； neural basis of motor learning
第14回：Attention, concentration, and automaticity
　　　　How we pay attention to what is important； practicing till a skill becomes a habit
第15回：Motor imagery as a training tool
　　　　Visual and motor imagery； mirror neurons and observational learning

　The readings will be a special photocopied packet of materials provided by Dr. Hackley.

試　　験 85％ Percentage correct； grade cut-offs will be partially absolute, partially relative
レポート 10％ Quality of research, originality, and persuasiveness.
平常点評価 ５％ Contribution to class discusions, asking relevant questions

　Students are expected to take notes during the lectures.
　The class will meet for one 90-minutes session per day on Monday, Tuesday, Thursday and Friday. There will be no class meeting on Wednesdays. Duration of 
the course will be four weeks, with an exam on the final day.
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Mechanics, Morphology, and Physiology of Skeletal Muscles
ハウイン　ペーター

　Most biomechanist and engineers treat muscles of the human body as independent actuators. However, over the last 10 years evidence have 
been accumulating that muscle are not mechanically independent. This is due to myofascial force transmission that exists in addition to myotendinous force 
transmission.. This course will present results of experiments on animals and human subjects and consider the consequences for muscular function in health and 
disease.
　During the course a critical evaluation of present day knowledge of the muscular system will be made. Involving the subjects indicated below： 

　・force exertion by sarcomeres, muscle fibers, muscle and muscle tendon complexes； 
　・elasticity； 
　・functional morphology of muscle； 
　・coherence in muscle fiber properties and recruitment of motor units； 
　・effects of previous shortening on length-force characteristics,
　・effects of submaximal activation on length-force characteristics； 
　・force transmission between muscle fiber and tendon, as well as other structures； 
　・adaptation of muscle due to growth, immobilization and surgical interventions

To familiarize students with the basic concepts of anatomical and physiological properties of independent muscles
To familiarize students with the basic concepts of myotendinous force transmission
To familiarize students with the basic mechanical concepts of myofascial force transmission 
To familiarize students with the consequences of muscular interaction for function and adaptation
To familiarize students with effects of myofascial force transmission in health and disease
To faciltate students to develop the ability to work independently with these concepts and apply them to new areas of their interest

第１回：Introduction. 
　　　　History of Dutch-Japanese inyteraction on anatomical and physiological subjects, taken as an historical example of how to act boldly on new （scientific） 

information,. 
　　　　Simple mechanics of serial and pararlel arrangement.
第２回：Muscle fibers and myotendinous force transmission from them. 
　　　　Sarcomeres, cytoskeleton and mechanism and moleccules involved in Myotendinous force transmission.
第３回：Properties of muscle if they can be considerd as mechanically independent
　　　　Length-force characteristics force velocity characteristics effects of elasticity.
第４回：Determining factors of the length range of active force transmsion in independent maximally active muscles.
　　　　Parallel fibres muscle, pennate muscle, Examples of medical problems with the indicated length range
第５回：Determining factors of the length range of active force transmsion in independent sub-maximally active muscles
　　　　Parallel fibres muscle, pennate muscle,
第６回：What do we know of processes of adaptation if we consider muscle s as independent
　　　　Effects of growth and immobilisation： adaptation serial and parallel number of sarcomeres
第７回：Anatomy of connective tissue struvtures that may cause muscles not to be independent
　　　　Fascia, neurovascular tract, intermuscular septa, interosselas membranes and periost
第８回：The concept of myofascial force transmission and its experimental proof
　　　　Intramuscular myofascial force transmission as shown in animal experimentation, Effects of tenotomy and aponeurotomy
第９回：Epimuscular myofascial force transmission
　　　　intermuscular myofascial force transmission extramuscular myofascial force transmission as shown in animal experimentation with maximally active 

muscles
第10回：Epimuscular myofascial force transmission
　　　　intermuscular myofascial force transmission extramuscular myofascial force transmission as shown in animal experimentation with sub-maximally active 

muscles
第11回：Epimuscular myofascial force transmission. What are its effects within muscle ？
　　　　Illustrations from finite eleemnt modeling
第12回：Epimuscular myofascial force transmission in human patients
　　　　intermuscular myofascial force transmission extramuscular myofascial force transmission as shown in experimentation, with passive or maximally active 

muscles, in human subjects during surgery
第13回：Epimuscular myofascial force transmission in vivo in human subjects
　　　　MRI imaging of effects of changing
第14回：Effects of removal of intra- and epimuscular transmission on adaptation of serial and parallel number of sarcomeres
　　　　Adaptation processes in isolated single muscle fibers
第15回：Spastic muscle and epimuscular myofascial force transmission： A new concept ？
　　　　Comparison of ankle range of motion in healthy children and children with spastic cerebral palsy

　Not available

Huijing, P.A. （1998） Muscle the motor of movement： Properties in function, experiment and modelling. Journal of Electromyography and Kinesiology 8, 61-77.
Huijing, P.A., Baan, G.C.Rebel, G. （1998）, Non myo-tendinous force transmission in rat extensor digitorum longus muscle. Exp. Biol. 201： 682-692 
Jaspers, R.T., Brunner, R., Pel, J.J.M. and Huijing, P.A. （1999） Acute effects of intramuscular aponeurotomy on rat GM： Force transmission, muscle force and 
sarcomere length. Journal of Biomechanics. 32, 71-79.
Huijing PA. Muscular force transmission necessitates a multilevel integrative approach to the analysis of function of skeletal muscle. Exercise and Sport Science 
Reviews 31： 167-175, 2003.
Brunner, R., Jaspers R.T., Pel J.J.M. and Huijing, P.A. （2000） Acute and long term effects on muscle force after intramuscular aponeurotic lengthening. Clinical 
Orthopedics and Related Research 378, 264-273 
Huijing PA, Jaspers RT Adaptation of muscle size and myofascial force transmission： a review and some new experimental results. Scandinavian Journal of 
Medicine ＆ Science in  Sports （15） 2005, p. 349-353 and p. 361-380
（g） Huijing P.A. ＆ Baan G.C. （2001a） Extramuscular myofascial force transmission within the rat anterior tibial compartment： Proximo-distal differences in 
muscle force. Acta Physiologica Scandinavica 173： １-15
（h） Huijing PA. 2009. Epimuscular myofascial force transmission： A historical review and implications for new research. International society of biomechanics 
Muybridge award lecture, Taipei, 2007. Journal of Biomechanics 42：９-21.

レポート 80％ Students are required to write a small （literature） research paper in which they consider the potential effects of epimuscular myofascial 
force transmission in a field they select themselves. Understanding of myofascial force transmsiion and innovative approach are criteria of 
eveluation.

平常点評価 20％ Active participation in discusion durong the lectures
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テクニカル・ライティング　01
ファーン　グレン

　In this course, students will develop the scientific and technical reading and writing skills they need to understand and construct research articles in their specialized field. The course will be 
divided into three parts. In the first part of the course, students will learn about the characteristic features of quality research studies, and how science and engineering research articles are constructed in terms of 
intended audience, purpose, organization, flow, style, and presentation. In the second part of the course, students will learn how to avoid plagiarism in their writing through paraphrasing and the correct citation and 
referencing of other people's work. In the third part of the course, students will begin writing a research paper following a typical "Instructions for Authors" guide that is found in most journals. For each section of 
the research paper, the teacher will explain its unique features, and the common problems found in student writing. In particular, there will be a focus on noun phrases usage in titles, definition and tense usage in 
introductions, process explanations in the methods section, figure and table explanations in the results section, hedging in the results and discussion/conclusion section, and formatting in the reference section.

・ understand the importance of English in the fields of science and engineering
・ understand common problems associated with using technical vocabulary
・ use effective strategies to learn technical vocabulary
・ identify the audience, purpose, structure, style, and presentation of a technical text
・ understand the structure of a typical technical research paper
・ use micro and macro level reading strategies to understand research proposals and papers
・ understand research journal “instructions for authors” sections
・ write the title, introduction, methods, results, and discussion/conclusion sections of a research paper
・ write simple and extended definitions
・ explain methods and processes
・ explain information in figures and tables
・ know how to strengthen or weaken the interpretation of research findings through hedging
・ understand the importance of references, citations, and avoidance of plagiarism
・ follow common conventions for citing and referencing information in a research article

第１回：Introduction to technical writing：
　　　　What is research ？ How do you structure a research paper ？
第２回：Understanding the audience and purpose of research papers
第３回：Understanding the structure of research papers
第４回：Understanding the style, and presentation of research papers
第５回：Reading research papers：
　　　　macro level features of research papers
第６回：Reading research papers：
　　　　micro level features of research papers
第７回：Writing a research paper proposal：
　　　　choosing a topic, deciding a methodology
第８回：Preparing to write a research paper：
　　　　understanding the “Instructions for Authors” guide in a research 

journal, understanding the importance of citation and references

第９回：Writing a research paper title：
　　　　keywords, noun phrases, and prepositions
第10回：Writing a research paper introduction：
　　　　writing definitions, understanding tense usage
第11回：Writing a research paper methods section：
　　　　explaining methods and processes
第12回：Writing a research paper results section：
　　　　explaining figures and tables, adjusting the strength of interpretations using hedging
第13回：Writing a research paper discussion/conclusion section：
　　　　summarizing results, adjusting the strength of interpretations using hedging
第14回：Writing a research paper reference section：
　　　　citation and reference formatting in specialists fields
第15回：Wrap－up：Summary of course
　　　　Final report submission details

　Course materials will be distributed in the first lesson of the course.

そ の 他 100％ Student evaluations will be based on a series of written reports, class participation, and an end of term report.

1. Students are expected to attend each class, and actively participate in group and class discussions. Students will also be required to complete all homework 
exercises, and submit an extended report at the end of the semester.

2. Bringing an advanced English/Japanese dictionary to class is recommended.

テクニカル・ライティング　02
ファーン　グレン

　In this course, students will develop the scientific and technical reading and writing skills they need to understand and construct research articles in their specialist field. The course 
will be divided into three parts. In the first part of the course, students will review what was taught in Advanced Technical Reading and Writing 1. In particular, they will study about the characteristic 
features of quality research studies, and how science and engineering research articles are constructed in terms of intended audience, purpose, organization, flow, style, and presentation.. Using text 
analysis tools, students will also learn to identify the unique features of technical texts in their particular field. In the second part of the course, students will find a suitable “Call for Papers” from a 
journal in their field, and then, following the journal's “Instructions for Authors,” write a research paper. At each stage in the writing process, students will learn about important aspects of writing, such 
as how to paraphrase, cite, and reference previous work, how to explain figures and tables, and how to summarize the research in the form of an abstract.

・ understand the importance of English in the fields of science and engineering
・ understand common problems associated with using technical vocabulary in specialist fields
・ use effective strategies to learn technical vocabulary in specialists fields
・ use text analysis tools to identify differences in the audience, purpose, structure, style, and presentation of technical texts in different fields
・ identify the structure of technical research papers in specialist fields
・ understand research journal “call for papers” and “instructions for authors” sections
・ write the title, abstract, introduction, methods, results, discussion/conclusion sections of a research paper in a specialist field
・ write simple and extended definitions.
・ explain methods and processes
・ explain information in figures and tables
・ know how to strengthen or weaken the interpretation of research finding through hedging
・ understand the importance of references, citations and avoidance of plagiarism
・ follow common conventions for citing and referencing information in a research article

第１回：Introduction to Technical Writing
　　　　Review of Advanced Technical Reading and Writing １：
　　　　What is research ？ How do you structure a research paper ?
第２回：Basic Principles in Technical Writing：
　　　　Audience, Purpose, Organization, Flow, Style, Presentation
第３回：Introduction to text analysis tools （１）：analyzing biographies １
第４回：Introduction to text analysis tools （２）：analyzing biographies ２
第５回：First steps in text analysis （１）：Building a corpus of research papers
第６回：First steps in text analysis （２）：Creating vocabulary lists, searching for 

words, phrases, and grammar patterns
第７回：Writing a research paper proposal：choosing a topic, deciding a methodology
第８回：Preparing to write a research paper：
　　　　understanding the “Instructions for Authors” guide in a research 

journal, understanding the importance of citation and references

第９回：Writing a research paper title：
　　　　keywords, noun phrases, and prepositions
第10回：Writing a research paper introduction：
　　　　writing definitions, understanding tense usage
第11回：Writing a research paper methods section：
　　　　explaining methods and processes
第12回：Writing a research paper results section：
　　　　explaining figures and tables, adjusting the strength of interpretations using hedging
第13回：Writing a research paper discussion/conclusion section：
　　　　summarizing results, adjusting the strength of interpretations using hedging
第14回：Writing a research paper reference section：
　　　　citation and reference formatting in specialists fields
第15回：Wrap－up：Summary of course
　　　　Final report submission details

　Course materials will be announced in the first lesson.

そ の 他 100％ Student evaluations will be based on a series of written reports, class participation, and an end of term report.

1. Students are expected to attend each class, and actively participate in group and class discussions. Students will also be required to complete all homework 
exercises, and submit an extended report at the end of the semester.

2. Bringing an advanced English/Japanese dictionary to class is recommended.
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Preparation for Conference Presentation　01　02
ファーン　グレン

　In this course, emphasis will be placed on negotiation, discussion and problem-solving in a group setting, and the 
language skills needed to gather information from a variety of sources, summarize that information, and present results and 
conclusions to an audience. After completing the course, students should be able to find information on a topic through library and 
Internet sources, discuss this information in a group, and present findings with proper source acknowledgment to an audience in well-
formed sentences with pronunciation and intonation comprehensible to an international audience.

・Work in a group and solve simple problems in English with teacher assistance. 
・Present simple findings to an audience in well-formed sentences from a prepared script. 
・Prepare and deliver a convincing speech with comprehensible pronunciation and intonation. 
・Write three-to-four page reports based on the information discussed/researched.  
・Use Internet and library resources to find information on a chosen topic. 
・Understand the concepts related to plagiarism, and include proper source acknowledgment in work produced.
Other
１．Students will be expected to actively participate in group discussions, produce a written report, and make several presentations.

第１回：Course Orientation, Getting Started 
第２回：Group Research Project １： Unit One （The Research Question）
第３回：Group Research Project ２： Unit One （The Research Question）
第４回：Group Research Project ３： Unit Two （Designing Research）
第５回：Group Research Project ４： Unit Three （Analyzing Data and Drawing Conclusions）
第６回：Group Research Project ５： Unit Four （Reporting Findings）
第７回：Group Research Project Presentations and Writing Instruction 
第８回：Group Research Project Presentations and Report Submission
第９回：Individual Research Project １： Unit Five （The Research Question）
第10回：Individual Research Project ２： Unit Five （The Research Question） and Unit Six （Designing Research）
第11回：Individual Research Project ３： Unit Six （Designing Research）
第12回：Individual Research Project ４： Unit Seven （Analyzing Data and Drawing Conclusions）
第13回：Individual Research Project ５： Unit Eight （Reporting Findings）
第14回：Individual Research Project Presentations and Final Report Instruction 
第15回：Individual Research Project Presentations and Final Report Submission

・Concept Building and Discussion： Applications. DTP Publishing.
・Supplementary materials supplied by the teacher

そ の 他 100％ In class participation, report and two presentations

リサーチマネジメント
彼末　一之　他

　この授業では、グローバルCOE「アクティヴ・ライフを創出するスポーツ科学」における研究者養成プログラムの一環として、研究実施・
論文作成の前提としての研究計画の策定、論文投稿プロセスでの諸技法、研究費の適正支出に関する知識など、研究者としての基本マネジメント能
力を育成する。

・学術振興会特別研究員申請書を作成し申請できるようになる。
・科学研究費計画調書のフォームで研究計画を策定できるようになる。
・倫理審査書類を作成できるようになる。
・研究成果報告書を作成できるようになる。

第１回：ガイダンス：科学というゲームと科学者の雇用市場
第２回：人を対象とする研究の倫理および倫理審査（研究倫理セミナー）
第３回：学術振興会特別研究員申請書類の作成
第４回：学術振興会特別研究員への申請
第５回：研究計画の策定と口頭プレゼンテーション技法
第６回：研究費申請書類の作成
第７回：研究推進費申請（演習）
第８回：研究費の使途と使用上の諸注意（７月：科研費セミナー）
第９回：海外研究者との交流（８月）
第10回：研究発表演習（国際シンポジウム）
第11回：研究推進演習（１）
第12回：研究推進演習（２）
第13回：研究推進演習（３）
第14回：博士論文の作成と審査手続き（１月下旬）
第15回：研究成果報告書の作成（３月）

　特になし。個別に指示。

　特になし。個別に指示。

レポート 50％ 全ての課題を提出することが必須
平常点評価 50％ 出席ならびに発表内容を評価

　なお、上記授業と並行して、以下の課題が課される。４～５月　学術振興会特別研究員申請書の作成　６～７月　倫理審査書
類の作成技法　７～10月　科学研究費計画調書の作成技法　11～12月　研究成果報告書の作成　本授業は、時間割上は月曜１・２限に設定されて
いるが、研究推進部が主催するセミナー等を含むため、同時間帯以外にも実施されることがある。毎年度のプログラムスケジュールは「アクティブ
ライフ研究法」と共同して学習効果を果たすように策定され、その具体的スケジュールは、適宜連絡される。
　
　関連URL：http://sport-sciences-gcoe-waseda.jp/
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アクティヴ・ライフ研究法（子どもの健全育成） ａ
矢内　利政　他

　スポーツ科学の立場からアクティブ・ライフを創出するプロジェクトの一貫として、子どもの健全育成をテーマとした研究を実践し、
新しい知見を探求することを目的とする。具体的にはスポーツ科学における各専門分野の研究デザインや方法論をさらに応用発展させ、現代に生き
る子どもたちの生活習慣、身体特性、運動能力等についての研究テーマに取り組むための研究デザインや測定方法について議論し意見交換をおこなう。
更に、各自が取り組んでいる研究課題や研究によって得られた新しい知見を共有し、子どもの健全育成についての知見を深める。

１．子どもの健全育成を目的とした様々な分野の研究が理解できるようになる。
２．子どもの健全育成を目的とした研究を実施するための研究デザインを理解し、研究計画を立てることができるようになる。
３．子どもの生活習慣、身体特性、運動能力等の測定方法を理解し、実践することができるようになる。
４．各自が取り組んでいる研究や取り組もうとしている研究の計画案を、分野が異なる研究者にも理解されるように発表することができるようになる。

第１回：オリエンテーション
第２回：研究テーマ発表会１
第３回：研究テーマ発表会２
第４回：研究デザイン１
第５回：研究デザイン２
第６回：最先端研究に触れる１（スポーツサイエンス研究会）
第７回：研究手法発表会１
第８回：研究手法発表会２
第９回：研究方法論１
第10回：研究方法論２
第11回：最先端研究に触れる２（スポーツサイエンス研究会）
第12回：グループワーク１
第13回：グループワーク２
第14回：研究発表会１
第15回：研究発表会２

　特に指定しないでテーマに沿った論文や配布資料を参考に行なう。

レポート 28％（14％×２）スポーツサイエンス研究会に出席し、内容についてのレポートを提出
平常点評価 72％（24％×３）研究テーマ発表会、研究手法発表会、研究計画発表会

アクティヴ・ライフ研究法（子どもの健全育成） ｂ
矢内　利政　他

　スポーツ科学の立場からアクティブ・ライフを創出するプロジェクトの一貫として、子どもの健全育成をテーマとした研究を実践し、
新しい知見を探求することを目的とする。具体的にはスポーツ科学における各専門分野の研究デザインや方法論をさらに応用発展させ、現代に生き
る子どもたちの生活習慣、身体特性、運動能力等についての研究テーマに取り組むための研究デザインや測定方法について議論し意見交換をおこなう。
更に、各自が取り組んでいる研究課題や研究によって得られた新しい知見を共有し、子どもの健全育成についての知見を深める。

１．子どもの健全育成を目的とした様々な領域の研究が理解できるようになる。
２．子どもの健全育成を目的とした研究を実施するための研究デザインとそれに応じた統計処理を理解し、実践できるようになる。
３．子どもの生活習慣、身体特性、運動能力等の測定を実践し、収集されたデータを各分野の基本原理に則って解釈できるようになる。
４．各自が取り組んでいる研究の成果を、分野が異なる研究者にも理解されるように発表することができるようになる。

第１回：オリエンテーション
第２回：データ報告会１
第３回：データ報告会２
第４回：統計処理法１
第５回：統計処理法２
第６回：最先端研究に触れる１（スポーツサイエンス研究会）
第７回：中間報告会１（統計処理法の確認）
第８回：中間報告会２（統計処理法の確認）
第９回：データ分析と考察１
第10回：データ分析と考察２
第11回：最先端研究に触れる２（スポーツサイエンス研究会）
第12回：研究成果の取りまとめ１
第13回：研究成果の取りまとめ２
第14回：研究成果発表会１
第15回：研究成果発表会２

　特に指定しないでテーマに沿った論文や配布資料を参考に行なう。

レポート 28％（14％×２）スポーツサイエンス研究会に出席し、内容についてのレポートを提出
平常点評価 72％（24％×３）データ報告会、中間報告会、研究成果発表会
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アクティヴ・ライフ研究法（中高年の健康増進） ａ
岡　浩一朗　他

　スポーツ科学の立場からアクティヴ・ライフを創出するプロジェクトの一貫として、中高年の健康増進をテーマとした研究を実践し、
新しい知見を探求することを目的とする。具体的にはスポーツ科学における各専門分野の研究デザインや方法論をさらに応用発展させ、中高年者に
おける生活習慣病予防や介護予防等についての研究テーマに取り組むための研究デザインや研究手法について議論し意見交換をおこなう。更に、各
自が取り組んでいる研究課題や研究によって得られた新しい知見を共有し、中高年の健康増進についての知見を深める。

・中高年の健康増進を目的とした様々な分野の研究が理解できるようになる。
・中高年の健康増進を目的とした研究を実施するための研究デザインを理解し、研究計画を立てることができるようになる。
・中高年者における生活習慣病予防や介護予防に関連する分野の研究手法を理解し、実践することができるようになる。
・各自が取り組んでいる研究や取り組もうとしている研究の計画案を、分野が異なる研究者にも理解されるように発表することができるようになる。

第１回：オリエンテーション
第２回：研究テーマ発表会１
第３回：研究テーマ発表会２
第４回：研究デザイン１
第５回：研究デザイン２
第６回：最先端研究に触れる１（スポーツサイエンス研究会）
第７回：研究手法発表会１
第８回：研究手法発表会２
第９回：研究方法論１
第10回：研究方法論２
第11回：最先端研究に触れる２（スポーツサイエンス研究会）
第12回：グループワーク１
第13回：グループワーク２
第14回：研究発表会１
第15回：研究発表会２

　特に指定しないでテーマに沿った論文や配布資料を参考に行なう。

レポート 28％ スポーツサイエンス研究会に出席し、内容についてのレポートを提出14％×２
平常点評価 72％ 研究テーマ発表会、研究手法発表会、研究計画発表会24％×３

アクティヴ・ライフ研究法（中高年の健康増進） ｂ
岡　浩一朗　他

　スポーツ科学の立場からアクティヴ・ライフを創出するプロジェクトの一貫として、中高年の健康増進をテーマとした研究を実践し、
新しい知見を探求することを目的とする。具体的にはスポーツ科学における各専門分野の研究デザインや方法論をさらに応用発展させ、中高年者に
おける生活習慣病予防や介護予防等についての研究テーマに取り組むための研究デザインや研究手法について議論し意見交換をおこなう。更に、各
自が取り組んでいる研究課題や研究によって得られた新しい知見を共有し、中高年の健康増進についての知見を深める。

・中高年の健康増進を目的とした様々な領域の研究が理解できるようになる。
・中高年の健康増進を目的とした研究を実施するための研究デザインとそれに応じた統計処理法を理解し、実践できるようになる。
・中高年者における生活習慣病予防や介護予防に関連する分野の研究手法により収集されたデータを、各分野の基本原理に則って解釈できるように
なる。

・各自が取り組んでいる研究の成果を、分野が異なる研究者にも理解されるように発表することができるようになる。

第１回：オリエンテーション
第２回：データ報告会１
第３回：データ報告会２
第４回：統計処理法１
第５回：統計処理法２
第６回：最先端研究に触れる１（スポーツサイエンス研究会）
第７回：中間報告会１（統計処理法の確認）
第８回：中間報告会２（統計処理法の確認）
第９回：データ分析と考察１
第10回：データ分析と考察２
第11回：最先端研究に触れる２（スポーツサイエンス研究会）
第12回：研究成果の取りまとめ１
第13回：研究成果の取りまとめ２
第14回：研究成果発表会１
第15回：研究成果発表会２

　特に指定しないでテーマに沿った論文や配布資料を参考に行なう。

レポート 28％ スポーツサイエンス研究会に出席し、内容についてのレポートを提出14％×２
平常点評価 72％ データ報告会、中間報告会、研究成果発表会24％×３
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アクティヴ・ライフ研究法（トップスポーツの振興） ａ
土屋　純　他

　スポーツ科学の立場からアクティヴ・ライフを創出するプロジェクトの一貫として、トップスポーツの振興をテーマとした研究を実
践し、新しい知見を探求することを目的とする。具体的にはスポーツ科学における各専門分野の研究デザインや方法論をさらに応用発展させ、トッ
プアスリートの身体特性や動作の解明、トップスポーツ振興のための環境整備、トップスポーツのコーチング等についての研究テーマに取り組むた
めの研究デザインについて議論し意見交換をおこなう。更に、各自が取り組んでいる研究課題や研究によって得られた新しい知見を共有し、トップ
スポーツの振興についての知見を深める。

１．トップスポーツの振興を目的とした様々な分野の研究が理解できるようになる。
２．トップスポーツの振興を目的とした研究を実施するための研究デザインを理解し、研究計画を立てることができるようになる。
３．トップアスリートの身体特性や動作の解明、トップスポーツ振興のための環境整備、トップスポーツのコーチング等に関する研究方法を理解し、

実践することができるようになる。
４．各自が取り組んでいる研究や取り組もうとしている研究の計画案を、分野が異なる研究者にも理解されるように発表することができるようになる。

第１回：オリエンテーション
第２回：研究テーマ発表会１
第３回：研究テーマ発表会２
第４回：研究デザイン１
第５回：研究デザイン２
第６回：最先端研究に触れる１（スポーツサイエンス研究会）
第７回：研究手法発表会１
第８回：研究手法発表会２
第９回：研究方法論１
第10回：研究方法論２
第11回：最先端研究に触れる２（スポーツサイエンス研究会）
第12回：グループワーク１
第13回：グループワーク２
第14回：研究発表会１
第15回：研究発表会２

　特に指定しないでテーマに沿った論文や配布資料を参考に行なう。

　特に指定しないでテーマに沿った論文や配布資料を参考に行なう。

レポート 28％（14％×２）スポーツサイエンス研究会に出席し、内容についてのレポートを提出
平常点評価 72％（24％×３）研究テーマ発表会、研究手法発表会、研究計画発表会

アクティヴ・ライフ研究法（トップスポーツの振興） ｂ
土屋　純　他

　スポーツ科学の立場からアクティヴ・ライフを創出するプロジェクトの一貫として、トップスポーツの振興をテーマとした研究を実
践し、新しい知見を探求することを目的とする。具体的にはスポーツ科学における各専門分野の研究デザインや方法論をさらに応用発展させ、トッ
プアスリートの身体特性や動作の解明、トップスポーツ振興のための環境整備、トップスポーツのコーチング等についての研究テーマに取り組むた
めの研究デザインについて議論し意見交換をおこなう。更に、各自が取り組んでいる研究課題や研究によって得られた新しい知見を共有し、トップ
スポーツの振興についての知見を深める。

１．トップスポーツの振興を目的とした様々な分野の研究が理解できるようになる。
２．トップスポーツの振興を目的とした研究を実施するための研究デザインを理解し、研究計画を立てることができるようになる。
３．トップアスリートの身体特性や動作の解明、トップスポーツ振興のための環境整備、トップスポーツのコーチング等に関する研究方法を理解し、

実践することができるようになる。
４．各自が取り組んでいる研究や取り組もうとしている研究の計画案を、分野が異なる研究者にも理解されるように発表することができるようになる。

第１回：オリエンテーション
第２回：データ報告会１
第３回：データ報告会２
第４回：統計処理法１
第５回：統計処理法２
第６回：最先端研究に触れる１（スポーツサイエンス研究会）
第７回：中間報告会１（統計処理法の確認）
第８回：中間報告会２（統計処理法の確認）
第９回：データ分析と考察１
第10回：データ分析と考察２
第11回：最先端研究に触れる２（スポーツサイエンス研究会）
第12回：研究成果の取りまとめ１
第13回：研究成果の取りまとめ２
第14回：研究成果発表会１
第15回：研究成果発表会２

　特に指定しないでテーマに沿った論文や配布資料を参考に行なう。

　特に指定しないでテーマに沿った論文や配布資料を参考に行なう。

レポート 28％（14％×２）スポーツサイエンス研究会に出席し、内容についてのレポートを提出
平常点評価 72％（24％×３）研究テーマ発表会、研究手法発表会、研究計画発表会
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äg�f�þ��kög��ó��ejh�e�äe�ej�gh�effgff
gjk�þ��kög�fk�gj�köf�ejh�úgeýjgffgf�þ��kög����þ÷gej�

e÷÷�þe�ö�kþ��jkg�jek�þje���g�ek�þjfû�

� �ög�g�ú����äg�fg�g�e���þj��gkg��efg�fk�h�gf�þ��ýg��g�gjkf��j��jkg�jek�þje��÷þ��k��f�köek�öe�g�ög�÷gh�

kþ�föe÷g�kög��þjkg
÷þ�e����ó��ejh�úö��ö�öe�g�fg��gh�kþ��g�ge��kög��óÌf�fk�gj�köf�ejh�úgeýjgffgfû��ögfg�

�efg�fk�h�gf��j���hg�ôúejhe���þfj�eù��gä�gj��e��þþfþ�þ��kög�Ë�eÍ�de���õ�ä�e��ejh�kög�Í�gfk�þj�þ���ó�

gj�e��g
gjkû�

Þ� "#~e��q�

�ö�f��þ��fg�ú�������g�fk�hgjkf�e��þ
÷�gögjf��g��jhg�fkejh�j��þ��kög�ö�fkþ�����jfk�k�k�þjf��÷þ����gf��

÷þ��k��e��÷�þ�gffgf��fk�gj�köf�ejh�úgeýjgffgf�þ��kög����þ÷gej�ój�þjû�

Þ� WXUV���

ÀÁøÂ� �|�

H��7øÂ� ?�|¦¦�ö�gg�Ó����úþ�h�÷þf�k�þj�÷e÷g�f��ge�ö�úþ�kö�Ó�Î�þ��kög���je����ehgû�

Âjg������úþ�h�gjhkg�
�÷e÷g���úþ�kö���Î�þ��kög���ehgû�

�¬ UVøÂ� ��|¦¦ÓÎÎ���eff�ekkgjhej�g�ejh�÷e�k���÷ek�þjû�

ÓÎÎ�Û�gfgjkek�þj�

È~ÝøÂ� �|�

Þ� "#j��

;f��=�Ëjk�þh��k�þjù�ög���þ��k�þj�þ�����þ÷gej�Ûþ��k��e��Ëjfk�k�k�þjf�

;f��=�Â����jf�þ��ddË�

;f��=�Â����jf�þ��ddËË�

;f��=��ögþ��gf�þ�����þ÷gej�Ëjkg��ek�þj�

;f7�=��ög����þ÷gej��þ

�ff�þj�

;f$�=��ög��þ�j����þ��÷�j�fkg�fù���þ÷gej��þ�j����

;f(�=��ög����þ÷gej�Ûe���e
gjk�

;f.�=��ög��ó�ejh���
ej�ô��ökf��

;f4�=��ó��j�e��g
gjk��

;fÓ��=�Ûe�eh�fg�ejh�÷þúg�ø��ögþ��Ï�j��kög��ó�ef�ej�Ëjkg�jek�þje��e�kþ��� �

;fÓÓ�=��ög��	kg�je���g�ek�þjf�þ��kög����þ÷gej�ój�þj� �

;fÓã�=��ög��ó�ejh��þfj�eù��gä�gj��e� �

;fÓ��=��ög��ó���á�Â�ejh�þþfþ�þ��

;fÓ��=��ög��ó��kög�ó��ejh�kög�Ë�eÍ�de�� �

;fÓÎ�=�Â�g���gúù�þj���f�þjf�

�



Þ� ¦�í�

�g�������gjk���ög��þ�g�j
gjk�ejh�Ûþ��k��f�þ��kög����þ÷gej�ój�þj��Ò?kö�gh�k�þjÔû�

Þ� ���,�

� � á��þ
÷�gögjf��g���fk�þ��f�÷÷�g
gjke����geh�j�f�ú����äg�÷�þ��hgh��j�kög����fk���effû�

Þ� ´�F.] óôõ�
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�ög�Ûþ��k��e����fkg
�þ��kög��ó� Ð� Ñ� 8��� ã� �����

Þ� ÙZA��

Û�ä����Ûþ�����áje��f�f�

Þ� "#�³�

Ëj�e���þäe��fgh�úþ��h��÷�ä����÷þ����i
eý�j���f�f�äüg�k�kþ�g�g��
þ�g��e�kþ�f�äg�þjh�kög��ge�ö�þ��

kög�jek�þj�fkekgû��ö�f��þ��fg��f��þ�j��kþ��þ��f�þj�þjg�þ��f��ö��e�kþ�fø��g��þje���þþ÷g�ek�þj�ejh�

�jkg��ek�þjû�õþþý�j���jkþ�kög����þ÷gej�ój�þj��ó����k�ú����jþk�þj���h�f��ff�kög�÷þ����i
eý�j��÷�þ�gff�

eäþ�g�kög�fkekg��g�g���ä�k�e�fþ�g	e
�jg�fg�g�e���
÷þ�kejk��g��þje��÷þ����gf��j����þ÷gû�

÷þ�g�f÷g�����e�����kög����fk�÷e�k�þ��kög��þ��fg�ú�����jk�þh��g�kög�ö�fkþ���þ�����þ÷gej��jkg��ek�þj��

kög��jfk�k�k�þje��ejh��g�e��fk���k��g�þ��kög��ó��
eüþ��e�kþ�f��j�kög��ó�÷þ����i
eý�j��÷�þ�gff��ejh�

kög��g�gjk�k�gjh�þ��
��k�i�g�g���þ�g�jej�g�ejh����þ÷gej�fek�þj��j�kög��óû��ög�fg�þjh�÷e�k�þ��kög��þ��fg�

ú���� kögj� h�f��ff� ���þ÷gej� ÷�ä���� ÷þ����gf� �j� kgj� h���g�gjk� e�gefø� kög� ��j��g� ÷e�ýgk�� �þ

þj�

á������k��e��Ûþ������ôg��þje��Ûþ�������þ
÷gk�k�þj�Ûþ��������þjþ
���ejh�÷þjgke���ój�þj���j���þj
gjke��

Ûþ�������þ

þj��þ

g���e��Ûþ������Úþ�g��j�ejh��g����k��Ûþ�����ejh���fk��g�ejh��þ
g�á��e��fû�

�k�hgjkf�e�g�h���hgh��jkþ���þ�÷f�ek�kög�äg��jj�j��þ��kög�kg�
û��e�ö���þ�÷��f��gÍ���gh�kþ�hþ�e�

÷�gfgjkek�þj��g�e�h�j��þjg�þ��kög�÷þ�����e�gef��þ�g�gh�ä��kög�fg�þjh�öe���þ��kög��þ��fgû�ák�kög�gjh�

þ��kg�
��ge�ö�÷e�k���÷ejk��f��gÍ���gh�kþ�ú��kg�e�kg�
�gffe��þj�kög�kþ÷��f��þ�g�gh�ä��kög��þ��fgû��ög�

g�e��ek�þj��f�äefgh�þj���eff�ekkgjhej�g����þ�÷�÷�gfgjkek�þj�ejh�kg�
�gffe�û�

Þ� "#~e��q�

�ög��þ��fg�e�
f�kþ�÷�þ��hg�fk�hgjkf�ú�kö�e��gjg�e����e
gúþ�ý�þ��öþú�kþ��þjh��k�÷�ä����÷þ�����eje��f�fû�

Úþ��f�j��þj����þ÷gej�÷�ä����÷þ������ge�ö�÷e�k���÷ejk��f�g	÷g�k�kþ�fk�h��kög��jfk�k�k�þje��fk���k��g�

þ��kög����þ÷gej�ój�þj��kþ�g	e
�jg�h���g�gjk��ó�÷þ������ff�gf��ejh�kþ�hg�g�þ÷�ö�fùög��þúj�eje��f�f�þ��

÷�ä����÷þ����i
eý�j���j����þ÷gû�

Þ� WXUV���

ÀÁøÂ� ��|¦¦kg�
�gffe��

H��7øÂ� ��|¦¦��eff�÷�gfgjkek�þj�



�¬ UVøÂ� ã�|¦¦�ji��eff�h�f��ff�þj�

È~ÝøÂ� Ó�|¦¦ekkgjhej�g�

Þ� "#j��

f��� ���hej�g�ejh�Ëjk�þh��k�þj� �

f��� á����g����fkþ���þ�����þ÷gej�Ëjkg��ek�þj� �

f��� �ög�Ëjfk�k�k�þje��ejh�õg�e���k���k��g�þ��kög��ó� �

f��� á�kþ����k���k��g�ejh���gjh��j��ó�Ûþ����i
eý�j�� �

f7�� �ög���j��g����þ÷gej�÷e�ýgk� �

f$�� �þ

þj�á������k��e��Ûþ����� �

f(�� ôg��þje��Ûþ������

f.�� �þ
÷gk�k�þj�Ûþ����� �

f4�� ��þjþ
���ejh�÷þjgke���ój�þj� �

fÓ��� �j���þj
gjke��Ûþ����� �

fÓÓ�� �þ

þj��þ

g���e��Ûþ������

fÓã�� Úþ�g��j�ejh��g����k��Ûþ����� �

fÓ��� ��fk��g�ejh��þ
g�á��e��f��

fÓ��� ��

e���ejh��ffe�����hej�g� �

fÓÎ�� �þj���f�þjf�

Þ� ¦�í�

de��e�g���g�gj§�Ûþ��e�ý��÷e�ý�ejh��þ�j���á�efhe����ghfû��ã�Ó��Ûþ����i÷eý�j���j�kög����þ÷gej�

ój�þj���kö�gh�k�þj��Â	�þ�hø�Â	�þ�h�ój��g�f�k��Û�gffû�

��j���÷��ög��g�ejh��þ��e�ej����g�gf��ghfû��ã�Ó�����þ÷gej�ój�þj�Ûþ��k��f����h�gh�k�þj��Â	�þ�hø�

Â	�þ�h�ój��g�f�k��Û�gffû�

Þ� ���,�

� � � ô��öe�hfþj���g�g
��ghû��ã�������þ÷gej�ój�þjø�Ûþúg��ejh�Ûþ�����i�÷eý�j�����h�gh�k�þj���gú��þ�ý�ø�

ôþ�k�gh�gû�

Ûgkg�fþj���þöj�ejh��þ
äg�������Ïeägkö�Ó����Jg��f�þj�i�÷eý�j���j�kög����þ÷gej�ój�þj���ef�j�fkþýg��

�e
÷fö��gø�÷e�
���ej�Û�gff�

Þ� ´�F.] óôõ�

.] óôõø�

ökk÷øùùg��þ÷eûg�ù�jhg	ägjûök
�
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�þjkg
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Þ� ÙZA��

�ög��óË�idefghe���

g��Ëjkgjf��g��þ��fg�

Þ� "#�³�

�ö�f��þ��fg�ú����÷�þ��hg�ej�þ÷÷þ�k�j�k���þ��defghe�fk�hgjkf�kþ�keýg�ej��jkgjf��g��þ��fg�þj����þ÷gej�

�jkg��ek�þj�fk�h�gf�úö��ö��f��f�e����÷�þ��hgh�ek�e����þ÷gej��j��g�f�k���f��ö�ef�kög�ój��g�f�k��þ��

Â	�þ�h��Ú�gg�ój��g�f�k��þ���g���j��ejh�fþ�þjû��ó�Ëjfk�k�kg��j��e÷ej�ek�defghe�ój��g�f�k��Ò�óË��defgheÔ�

ú�����j��kg�þjg�f�öþ�e����þ
�e����þ÷gej��j��g�f�k���þ��kög�f�

g���jkgjf��g��þ��fgû��

Ëj�ã�Ó���úg�öe�g��gk�kþ�hg��hg�úöþ�ú�����þ
g�kþ�defghe���þ
����þ÷gû�õefk��ge���J���e�k
�k�÷e�g��

þ��Â	�þ�h�ój��g�f�k���e�fþ�e���f�k�j��÷�þ�gffþ��þ���e
ä����ój��g�f�k����e
g�kþ�defghe��þ��kög�úggý�

fke�k�j����þ
�Ó�kö��g÷kg
äg��ã�Óãû�Û�þ�û�÷e�g��÷�þ��hgh��f�ú�kö��þ���f�äfkejk�e��he�f�þ��kge�ö�j���

e��þ�h�j��kþ�kög��þ��þú�j���þ���
eüþ��f�äüg�kfø��

ÒÓÔ��ó�Ûþ��k���Jg��f�þji÷eý�j���ejh�kög�Ë
÷e�k�þj�÷g
äg���kekgf�Ò÷þjhe�ÔÒ��

ÒãÔ��ög�Ú�jej��e�����f�f��j�kög��ó�ejh��g�þjh�Ò��gfhe�ÔÒ��

Ò�Ô��þ

þj�Úþ�g��j�ejh��g����k��Ûþ�����Ò�ö��fhe�ÔÒ�ejh��

Ò�Ô���þäe��Ïek�þj��fû��þ
÷gk�k�þj�ä��ôg��þjf�ÒÚ��he�Ôû��

Âj�ge�ö�he���ög��e�g�e��g�k��g���þ��þúgh�ä��e�h�f��ff�þj�fgff�þj��j�e�fg
�je���þ�
ekû��g�fgjk��f�

kög��geh�j����fkf�ejh�kög�Í�gfk�þjfùk�k�gf��þ��eff��j
gjkfû��ö�f��ge���úg�ú����ýgg÷�kög�f�
��e���þ�
ekû�

�k�hgjkf�e�g��gÍ���gh�kþ�÷�g÷e�g��jkgjf��g����þ��kög�f�

g���þ��fg�ejh�kþ�ú��kg�ek��gefk��þ���gffe�fû�

�ö�f��gÍ���g
gjk�ú����gjeä�g��þ��kþ��jhg�fkejh�kög��þ����g�k��gf����gj�ä��kög���gfk��g�k��g���ejh�

kþ�÷e�k���÷ekg�e�k��g����j�kög�h�f��ff�þj�þ��kög��þ���f�äüg�kf�ú�kö��þ���þúj�÷�g÷e�gh�gffe�fû��

dg�ú�����÷hekg�kög��j�þ�
ek�þj�þj��þ��fg�I����úögj�úg�hg��hg�úöþ�ú�����þ
gû���ùög�ú����÷�þ��hg�kög�

��effgf��þ��þjg�úggý�h���j��kög�f�

g���e�ek�þjø�
þfk���ýg����ekg�á���fk�þ��ge�����g÷kg
äg�û��

Û�þ�û���hgkþfö���eýe
��e�ú�����þiþ�h�jekg�kög��þ��fg�ef�e�úöþ�gû��g�ú�����k���Ïg�kög��þ��fg��I���

gh��ek�þj�f�fkg
��kþ�gjeä�g�ej��fk�hgjk�kþ�ýgg÷�eä�gefk�þ��kög�hg�g�þ÷
gjk�þ��kö�f��þ��fgû��ög�þ�����e��

�ej��e�g��þ��kö�f��þ��fg��f��j���fö��ä�k�ej��fk�hgjk��ej��þ

�j��ekg�ú�kö�Û�þ�û��eýe
��e��j��e÷ejgfg�

þj�kög����j�g�þ��kö�f��þ��fgû�

Þ� "#~e��q�

�ö�þ��ö�kög��jkgjf��g��þ��fg�þj����þ÷gej��jkg��ek�þj�fk�h�gf�úö��ö��f��f�e����÷�þ��hgh�ek�e����þ÷gej�

�j��g�f�k���fk�hgjkf�ú�����ge�j�kög�kögþ���ejh�÷�e�k��g�þ�����þ÷gej��jkg��ek�þjû�

Þ� WXUV���

ÀÁøÂ|�

H��7øÂ|�

�¬ UVøÂ|�

È~ÝøÂ|�

Þ� "#j��

Je��Óø��ó�Ûþ��k���Jg��f�þji÷eý�j���ejh�kög�Ë
÷e�k�þj�÷g
äg���kekgf�

;�=�õg�k��g�ÒÓÔ�ä��kög���gfk��g�k��g��

;�=�J�f��ff�þj�ÒÓiÓÔ��

;�=�J�f��ff�þj�ÒÓiãÔ�



;�=�J�f��ff�þj�ÒÓi�Ô�

Je��ãø��ög�Ú�jej��e�����f�f��j�kög��ó�ejh��g�þjh�

;7=�õg�k��g�ÒãÔ�ä��kög���gfk��g�k��g��

;$=�J�f��ff�þj�ÒãiÓÔ�

;(=�J�f��ff�þj�ÒãiãÔ�

Je���ø��þ

þj�Úþ�g��j�ejh��g����k��Ûþ�����

;.=�õg�k��g�Ò�Ô�ä��kög���gfk��g�k��g��

;4=�J�f��ff�þj�Ò�iÓÔ�

;Ó�=�J�f��ff�þj�Ò�iãÔ�

;ÓÓ=�J�f��ff�þj�Ò�i�Ô�

Je���ø���þäe��Ïek�þj��fû��þ
÷gk�k�þj�ä��ôg��þjf�

;Óã=�õg�k��g�Ò�Ô�ä��kög���gfk��g�k��g��

;Ó�=�J�f��ff�þj�Ò�iÓÔ�

;Ó�=�J�f��ff�þj�Ò�iãÔ�

;ÓÎ=��þj���f�þj�ä��kög���gfk��g�k��g��ejh�Û�þ�û��eýe
��e�

Þ� ¦�í�

�ög��geh�j����fkf�ejh�kög�Í�gfk�þjfùk�k�gf��þ��eff��j
gjkf�ú����äg�÷�þ��hgh�ä��kög���gfk��g�k��g���

ejh�äg��þ

�j��ekgh�kþ��þ��kö�þ��ö�kög��þ��fg��I��û�

Þ� ���,�

Þ� ´�F.] óôõ�

�þ��e�g��gÍ���gh�kþ�öe�g�kög�äef���ýjþú�gh�g�eäþ�k����þ÷gej��jkg��ek�þj��j�kög�e�ehg
���h�f��÷��jg�

þ��Ûþ��k��f�ÒÛþ��k��e�����gj�gÔ�ejh�Ëjkg�jek�þje��ôg�ek�þjfû��

�þ��e�g�eä�g�kþ�fgjh�ej��÷��þ��Í�gfk�þj�kþ���hgkþfö���eýe
��e�kö�þ��ö�gi
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