
期別: 単位数: 開講年次:

2019-K010G10218-01運動栄養学特論

集中前期 2  1 授業形態:講義岡村　浩嗣
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　身体に対する栄養の作用とスポーツ・身体活動の作用は相互に影響
し合う。どちらか一方だけでなく両方について考えることが重要であ
る。授業では、下記の授業計画に示す栄養や食品と運動を扱った研究
を題材として考え討論する。下記の他にもその時々の研究事例を取り
上げる。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・栄養・食事の健康・運動能力に対する影響についての情報を科学的
に判断できる。
・自分で望ましい食生活を計画できる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

・課題レポート（80％）
・授業における取組（20％）

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

・テキストは使用しない。
・初回授業時に資料のダウンロード方法を指示する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

・栄養・食事と健康情報に関する疑問点をまとめておく。
・健康や運動能力に対する栄養・食品の影響に関する学術情報やメ
ディア報道などに関心を持っておく。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

第1回　研究の主要評価項目と結論。論理的な思考
第2回　エネルギー消費量・必要量の評価方法
第3回　栄養素摂取量の評価方法
第4回　運動時の中枢疲労とアミノ酸
第5回　脂質栄養／体脂肪を蓄積せず脂肪代謝を高めグリ
コーゲンを蓄積する
第6回　食物繊維飲料
第7回　スポーツドリンク／水分補給／エネルギー代謝
第8回　酸化的傷害と抗酸化成分
第9回　異化ストレス時とスポーツ時の栄養
第10回　摂取タイミングと栄養効果・栄養現象
第11回　運動・免疫能と栄養
第12回　減量・増量と身体組成
第13回　運動と味覚・食欲
第14回　間食の栄養学的意義
第15回　まとめ

◎－－－　備考欄　－－－◎

やむを得ず欠席する場合は事前に申し出ること。



期別: 単位数: 開講年次:

2019-K010G11095-01運動健康学特別研究

２年通年 6  1 授業形態:演習檜垣　靖樹
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　身体活動・運動に関する実験研究、疫学研究を行う。興味のある課
題について、現在までに報告されているエビデンスをシステマティッ
クレビューによりまとめる。仮説を提示し、証明するための研究デザ
インを立案する。倫理委員会などの審査が必要な研究デザインに関し
ては、倫理指針に準拠した手続きを進める。研究プロセスで必要とな
る実験手法は予め予備実験を繰り返し行い習得する。得られたデータ
を仮説に基づき解析し論文にまとめ、発表する。
　また、医療現場の実際やメディカルフィットネスセンターでの実践
経験を積み、高度な知識と実践スキルを磨く。

◎－－－　到達目標　－－－◎

１．エビデンスを収集し、わかりやすく伝えることができる。
２．研究の目的及び計画を立案し、実行することができる。
３．結果を考察し、プレゼンテーションすることができる。
４．優れた技能と身につけ、豊富な知識を併せ持ち、健康運動を指導
することができる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　研究立案(20%)、デザイン(10%)、プロセス(10%)、提出論文(30%)、
プレゼンテーション(30%)の学習到達度を項目ごとに評価し、それら
の総合点を成績とする。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

　必要に応じて資料およびPubMed検索論文を配布する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　論文検索、論文内容の理解、及び解析ソフト・SASあるいはSPSSの
使用方法について事前（授業計画1回につき60分）及び事後学習（授
業計画1回につき60分）をすること。実践現場での経験をレポートに
まとめ発表すること。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

１年次前期
①～⑤文献検索によりシステマティックレビュー（運動健
康学特論ⅠＡ参照）
⑥～⑩エビデンスの整理と質の精査
⑪～⑫エビデンスの発表
⑬～⑮今後の課題

１年次後期
①～③仮説の設定
④～⑥仮説の発表
⑦～⑩エビデンスの再収集と質の精査
⑪～⑫エビデンスの発表と仮説の検証モデル
⑬～⑮まとめ

２年次前期
①～⑩研究計画の立案
⑪～⑮研究の実施

２年次後期
①～③研究の中間発表
④～⑥データ解析
⑦～⑩考察と今後の方向性
⑩～⑮プレゼンテーション及び論文作成



期別: 単位数: 開講年次:

2019-K010G10237-01運動健康学特論

前期 2  1 授業形態:講義檜垣　靖樹
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　身体活動量、心臓と血管または循環器系の健康指標、寿命、がんを
キーワードとして、内外の研究成果をレビューする。特に、Ralph S
Paffenbarger Jr, Steven N Blair, I-Min Lee, Jeremy N Morris, Susumu S
Sawada氏の研究論文を中心に身体活動・運動と健康の関係を概説す
る。
　健康・運動に関するエビデンスとは何か、様々な情報から確からし
さ、伝えやすさ、使いやすさ、などを考慮しながら、現在の社会状況
と今後遭遇するであろう事象を見据えて研究を立案・実行していく必
要がある。
　本特論の到達目標は、有用なエビデンスを抽出する能力を養い、伝
える技能を培うこととする。

◎－－－　到達目標　－－－◎

　有用なエビデンスを抽出する能力を身につけ、得られた事実をわか
りやすく伝えることができる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　情報収集能力(30%)、有用な情報の抽出能力(30%)、及びプレゼン
テーション力(40%)の学習到達度を総合的に評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

　資料を学期はじめに配布する。
A history of physical activity, cardiovascular health and longevity: the
scientific contributions of Jeremy N Morris, DSc, DPH, FRCP. International
Journal of Epidemiology.30:1184-1192, 2001

Factors influencing participation rate in a baseline survey of a genetic cohort
in Japan.J Epidemiol.20(1):40-5, 2010

Cardiorespiratory fitness and cancer mortality in Japanese men: a prospective
study.Med Sci Sports Exerc. 35(9):1546-50, 2003

高血圧. 臨床スポーツ医学. 26,130-137, 2009

脂質異常症の運動療法. 最新医学. 63(2), 70-82, 2008

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　医学辞書を購入するか、図書館で借りて毎時間持参すること。事前
（60分）に担当する文献を読み理解しておくこと。また、事後学習
（60分）として引用文献の中で関連する箇所を調べておくこと。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

　以下の論文を中心に引用文献を含めてディスカッション
し、エビデンスを整理し、どのように伝えていくか、過去
から現在まで歴史的流れを紐解きながら理解を深め、真実
を追及する。

①身体活動と心疾患リスクについて（Jeremy N Morris）
②身体活動と心疾患リスクについて（Ralph S Paffenbarger
Jr）
③体力とメタボリックシンドロームリスクについて
（Steven N Blair）
④身体活動と寿命について（I-Min Lee）
⑤体力とがんリスクについて（Susumu S Sawada）
⑥身体活動とがんリスクについて（Manami Inoue）
⑦身体活動と高血圧について
⑧身体活動と糖尿病について
⑨身体活動と脂質異常症について
⑩コーホート研究（J-MICC研究）
⑪コーホート研究（JACC研究）
⑫コーホート研究（JPHC研究）
⑬コーホート研究（NIPPON DATA90)
⑭コーホート研究（久山研究）
⑮　まとめ



期別: 単位数: 開講年次:

2019-K010G11091-01運動健康学特講ⅠA

前期 2  1 授業形態:講義檜垣　靖樹
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　身体活動・運動に関する実験研究、疫学研究について興味のある課
題を絞り、現在までに報告されているエビデンスをシステマティック
レビューによりまとめる。検索はPubMed及び医中誌Webを用いて行
う。
　運動健康学特別研究の第１段階として、現在の社会が抱える問題点
や現場の問題意識から発せられる疑問を整理する。これらの問題をよ
りよい方向に導くための基礎研究あるいは応用研究に向けて、研究目
的を明確化していく。
　
　

◎－－－　到達目標　－－－◎

　氾濫する情報より有用なエビデンスを検索することができる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　氾濫する情報より有用なエビデンスを検索することができたかを評
価基準とする。評価は、提出されたレポートで行います。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

　必要に応じて資料およびPubMed検索論文を配布する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　図書館の検索システムを活用しますので、事前（60分）及び事後学
習（60分）を行うこと。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

PubMed及び医中誌Web検索を行い、興味ある課題の現状を
把握する。
①身体活動に関するキーワードの抽出
②体力に関するキーワードの抽出
③身体不活動に関するキーワードの抽出
④健康寿命に関するキーワードの抽出
⑤健康関連指標に関するキーワードの抽出
⑥身体活動に関する研究方法について
⑦体力に関する研究方法について
⑧身体不活動に関する研究方法について
⑨健康寿命に関する研究方法について
⑩健康関連指標の抽出に係わる研究方法について
⑪介入研究方法
⑫観察疫学研究方法
⑬症例対照研究方法
⑭研究方法発表
⑮まとめ



期別: 単位数: 開講年次:

2019-K010G11092-01運動健康学特講ⅠB

後期 2  1 授業形態:講義檜垣　靖樹
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　身体活動・運動に関する実験研究、疫学研究について自らの興味あ
る課題のシステマティックレビューにより明らかとなった内容を整理
する。
　運動健康学特別研究の第２段階として、運動健康学特講ⅠＡで明確
化した自らの研究目的について、実施可能な手段や方法をまとめる。
" The question is more important than the results" という視点で、新規性と
倫理性を考慮しながら研究実施方法を洗練していく。

◎－－－　到達目標　－－－◎

　システマティックレビューにより得られた情報をわかりやすく伝え
ることができる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　情報検索で得られた情報をわかりやすく伝える能力が身についたか
を基準とします。評価は、プレゼンテーション内容で行います。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

　必要に応じて資料およびPubMed検索論文を配布する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　事前（60分）及び事後学習（60分）として、図書館あるいは文献検
索システムを活用して、情報の収集に努めること。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

システマティックレビューにより得られた情報を整理し、
さらに深く追求するために必要な情報は何か、議論する。
さらに、問題を解決すべく研究方法や手法について整理
し、実施可能な方法を習得するための準備を行う。最後
に、収集した情報をわかりやすく伝える技能習得のために
発表の仕方を学ぶ。

①身体活動に関する検索論文を精読
②体力に関する検索論文を精読
③身体不活動に関する検索論文を精読
④健康寿命に関する検索論文を精読
⑤健康関連指標に関する検索論文を精読
⑥身体活動に関する論文をまとめ、発表する
⑦体力に関する論文をまとめ、発表する
⑧身体不活動に関する論文をまとめ、発表する
⑨健康寿命に関する論文をまとめ、発表する
⑩健康関連指標に関する論文をまとめ、発表する
⑪介入研究方法をまとめ、発表する
⑫観察疫学研究方法をまとめ、発表する
⑬症例対照研究方法をまとめ、発表する
⑭各個人の計画している研究デザインをまとめ、発表する
⑮まとめ



期別: 単位数: 開講年次:

2019-K010G11093-01運動健康学特講ⅡA

前期 2  1 授業形態:講義檜垣　靖樹
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　興味のある課題について仮説を提示し、証明するための研究デザイ
ンを立案する。実験あるいは疫学研究を遂行し、データセットの作成
を試みる。
　運動健康学特講Ⅰにより明確化した研究目的と研究方法に基づき展
開する。研究立案段階で予想された仮説と実験結果をフィードバック
しながら、"The question is more important than the results"の視点を忘れ
ずにさらなる実験計画を練っていく。

◎－－－　到達目標　－－－◎

　研究の立案力と実行力を養い、実施可能な研究計画書を作成し展開
することができる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　研究課題を明確にし、明らかにすべき内容と実施方法を記載した研
究計画書が作成できたかを基準とする。評価は、研究計画書で行いま
す。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

　必要に応じて資料およびPubMed検索論文を配布する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　学会発表を目指して準備するために、毎回の授業の事前（60分）及
び事後学習（60分）を行うこと。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

　研究計画の立案と実施、得られたデータの解析フォー
マットを作成する。

①身体活動に関するデータ解析シートを作成する。
②体力に関するデータ解析シートを作成する。
③身体不活動に関するデータ解析シートを作成する。
④健康寿命に関するデータ解析シートを作成する。
⑤健康関連指標に関するデータ解析シートを作成する。
⑥身体活動に関するデータ解析シートを用い分析する
⑦体力に関するデータ解析シートを用い分析する
⑧身体不活動に関するデータ解析シートを用い分析する
⑨健康寿命に関するデータ解析シートを用い分析する
⑩健康関連指標に関するデータ解析シートを用い分析する
⑪身体活動に関する解析結果を考察する
⑫体力に関する解析結果を考察する
⑬身体不活動に関する解析結果を考察する
⑭健康寿命に関する解析結果を考察する
⑮健康関連指標に関する解析結果を考察する



期別: 単位数: 開講年次:

2019-K010G11094-01運動健康学特講ⅡB

後期 2  1 授業形態:講義檜垣　靖樹
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　身体活動・運動に関する実験研究、疫学研究について、得られた
データを仮説に基づき解析し論文にまとめる。解析のためのデータ
セット手法や解析手法などを習得し、統合する能力を養う。
　運動健康学特別研究の最終段階として、得られたエビデンスをどの
ように伝え、使えるものとするか、新規性、倫理性、さらには有用性
の視点より研究論文を仕上げていく。

◎－－－　到達目標　－－－◎

　先行研究論文および自身の研究で得られたデータに基づいて考察
し、論理的な分析をすることができる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　先行研究論文および自身の研究で得られたデータに基づいて考察
し、論理的な分析ができるかを基準とする。評価は、データシートの
提出(50%)および解析結果のレポート(50%)で行います。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

　必要に応じて資料およびPubMed検索論文を配布する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　プレゼンテーション能力を養うために、パワーポイントのソフトの
使用方法について事前（60分）及び事後学習（60分）を行うこと。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

　データセットの方法やデータ解析手法について事例を提
示し、仮設を検証していく。得られたエビデンスと今まで
のエビデンスとの相違点を明確にし、論文を仕上げる。

①身体活動に関するデータをまとめる
②体力に関するデータをまとめる
③身体不活動に関するデータをまとめる
④健康寿命に関するデータをまとめる
⑤健康関連指標に関するデータをまとめる
⑥身体活動に関するデータをプレゼンテーションする
⑦体力に関するデータをプレゼンテーションする
⑧身体不活動に関するデータをプレゼンテーションする
⑨健康寿命に関するデータをプレゼンテーションする
⑩健康関連指標に関するデータをプレゼンテーションする
⑪身体活動に関する論文を仕上げる
⑫体力に関する論文を仕上げる
⑬身体不活動に関する論文を仕上げる
⑭健康寿命に関する論文を仕上げる
⑮健康関連指標に関する論文を仕上げる



期別: 単位数: 開講年次:

2019-K010G11111-01運動行動科学特講ⅠA

前期 2  1 授業形態:講義山口　幸生
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　第１年次前期における修士論文作成のための基礎的能力向上を目的
とするものである．本授業では，まず文献データベースの利用方法に
ついて学び，当該領域における文献抄読を通して先行研究を理解す
る．その上で，文献レビューを行う方法論を学ぶ．

◎－－－　到達目標　－－－◎

運動・スポーツに関する行動科学的理論を説明できる．

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

学習した主要理論を活用した課題レポート作成能力の評価（50%）
取り組み・発表、プレゼンテーション力の評価（50%）

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

随時配布する．

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

授業前には指定または配付した資料に目を通し学習しておくこと（30
時間）
毎週授業後には授業で取り上げた概念の再確認や関連文献を理解して
おくこと（30時間）

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

第1回　修士課程の学習に必要なこと
第2回　日本語文献収集の方法
第3回　英語文献収集の方法
第4回　データベースの活用法　　　
第5回　ナラティブレビューの方法
第6回　システマティックレビューの方法
第7回　日本語文献の収集と理解（単行本）
第8回　日本語文献の収集と理解（学術雑誌）
第9回　日本語文献の収集と理解（一般雑誌）
第10回　英語文献の収集と理解（単行本）
第11回 英語文献の収集と理解（学術雑誌）
第12回 英語文献の収集と理解（一般雑誌）
第13回 興味のある日本語論文抄読
第14回 興味のある英語論文抄読　　
第15回 様々な研究方法の理解



期別: 単位数: 開講年次:

2019-K010G11112-01運動行動科学特講ⅠB

後期 2  1 授業形態:講義山口　幸生
◎－－－　授業の概要　－－－◎

第１年次後期における修士論文作成のための基礎的能力向上を目的と
するものである．本授業では，修士論文のテーマに関連する学術文献
の内容を理解し，フィールドに応じた効果的な健康づくり支援を行動
科学視点から検討する．

◎－－－　到達目標　－－－◎

行動科学における様々な理論を学習し、説明およびプログラムの立案
ができる．

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

学習した理論にもとづく課題レポート作成能力の評価（50%）
取組・発表、プレゼンテーション力の評価（50%）

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

随時配布する．

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

授業前には指定または配付した資料に目を通し学習しておくこと（30
時間）
毎週授業後には授業で取り上げた概念の再確認や関連文献を理解して
おくこと（30時間）

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

第1回　論文作成の基礎
第2回　抄録の書き方
第3回　序論の書き方
第4回  方法の書き方
第5回　結果の書き方
第6回　考察の書き方
第7回　参考文献の書き方
第8回　研究仮説の設定
第9回　予備実験および予備調査計画
第10回 質問紙の作成
第11回 実験装置およびシステムの開発
第12回 心理学における行動の記録
第13回 生理的データの測定とデータ加工
第14回 基本的な統計解析　
第15回 ノンパラメトリック検定



期別: 単位数: 開講年次:

2019-K010G11113-01運動行動科学特講ⅡA

前期 2  2 授業形態:講義山口　幸生
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　第2年次前期における修士論文作成のための実践的な能力を獲得す
ることを目的とする．本授業では行動科学的な視点に基づく，独創的
な研究を行うために様々な仮説を設定し，過去の研究と比較しながら
洗練していく．また，予備的な調査・実験を行い，統計的基礎分析力
を高める．

◎－－－　到達目標　－－－◎

興味に応じた適切な仮説設定を行い，仮説検証のための研究計画を立
案できる．

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

先行研究のレビューと仮説設定の評価（50%）
課題達成状況の評価（50%）．

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

資料は必要に応じて配布する

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

授業前には指定または配付した資料に目を通し学習しておくこと（30
時間）
毎週授業後には授業で取り上げた概念の再確認や関連文献を理解して
おくこと（30時間）

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

第1回　ｔ検定・分散分析の方法
第2回　重回帰分析の方法
第3回　共分散構造分析の方法
第4回　様々な相関分析の方法　
第5回　SPSSを使用した分析　
第6回　質問紙調査におけるサンプリング　
第7回　フィールドにおける行動記録
第8回　視線行動の測定
第9回　反応時間の測定
第10回 注意持続力の測定　
第11回 映像分析の方法
第12回 生活時間調査の方法　
第13回 個人に対する行動変容プログラム
第14回 小集団に対する行動変容プログラム　　
第15回 集団戦略プログラム　　



期別: 単位数: 開講年次:

2019-K010G11114-01運動行動科学特講ⅡB

後期 2  2 授業形態:講義山口　幸生
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　第2年次後期における修士論文作成のための実践的な能力を獲得す
ることを目的とする．この授業では，１）独創的な研究仮説の重要性
を理解し，２）得られた結果に対する適切な考察を行う力を高める，
３）最適な統計処理を行う，４）結果に応じた適切な考察を行う，こ
とを学習する．

◎－－－　到達目標　－－－◎

①独創的な研究仮説を設定し、その検証のための最適な研究計画を設
計できる．
②結果に対する適切な考察を行うことができる．

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

独創的な仮説（30％），研究計画の実施（30％），総合的考察能力の
評価（40%）

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

授業前には指定または配付した資料に目を通し学習しておくこと（30
時間）
毎週授業後には授業で取り上げた概念の再確認や関連文献を理解して
おくこと（30時間）

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

第1回　行動理論に関する文献抄読
第2回　研究テーマに応じた日本語文献抄読
第3回　研究テーマに応じた英語文献抄読
第4回　独創的な研究とは
第5回　研究論文の投稿
第6回　学会における口頭発表
第7回　学会におけるポスター発表
第8回　学会における質疑応答
第9回　研究論文の書き方　　
第10回　序論の書き方
第11回　方法の書き方
第12回　結果の書き方
第13回　図表の作成方法
第14回　考察の書き方
第15回　参考文献の書き方



期別: 単位数: 開講年次:

2019-K010G11115-01運動行動科学特別研究

２年通年 6  1 授業形態:演習山口　幸生
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　修士論文の指導を目的とするものである．ここでは当該分野におけ
る研究活動の進め方について，総合的に学習を進める．特に指導現場
との交流を通して，文献研究では獲得できない現場の問題意識を把握
し，複合領域・応用科学として実践的に意味のある研究計画を立案す
る．そして最終的に調査・実験，分析，修士論文作成，論文発表まで
行う．

◎－－－　到達目標　－－－◎

独創性が高く、計画的で、深い考察を含んだ修士論文を作成すること
ができる．

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

独創性（30％）、計画性（30％）、考察力（40％）で評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

なし

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

授業前には指定または配付した資料に目を通し学習しておくこと（30
時間）
毎週授業後には授業で取り上げた概念の再確認や関連文献を理解して
おくこと（30時間）

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

第1回　重要文献の抄読
第2回　文献レビュー
第3回　研究方法の理解
第4回　指導現場との関係づくり
第5回　当該課題における問題点の抽出
第6回　仮説設定
第7回　指標の測定
第8回　データ収集
第9回　統計処理
第10回 分析結果のまとめ
第11回 プレゼンテーション法の理解
第12回 論文作成方法の理解
第13回 学会発表
第14回 目次・序論・方法作成
第15回 結果・考察・参考文献作成



期別: 単位数: 開講年次:

2019-K010G10219-01運動療法特論

後期 2  1 授業形態:講義上原　吉就
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　心筋梗塞後や慢性心不全の心臓リハビリテーションを主に対象とす
る．虚血性心疾患や慢性心不全における病態や画像診断を含めた理解
と心臓リハビリテーションとの関連性やその効果を解説する．

◎－－－　到達目標　－－－◎

・循環器疾患に対する基本的知識を習得できる
・循環器疾患に対する運動療法について理解できる
・運動の効果と安全性について，理解し考察ができる
・疾病患者に対する科学的根拠に基づく運動処方が理解できる
・疾病患者に対する運動指導方法が習得できる

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

授業態度（30％），授業意欲（30％），レポート（20％），理解度
（20％）で評価する

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

資料はプリントとして配布する．

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

解剖生理学、栄養学、体力学、スポーツ内科学等を復習すること．
（90分）

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

①　心臓の機能
②　虚血性心疾患について
③　心筋梗塞の心電図診断
④　心筋梗塞部位別の病態生理学
⑤　心機能検査
⑥　慢性心不全について
⑦　交感神経系活動の変化と推移
⑧　その他の血管作動物質の変化
⑨　運動療法の効果
⑩　具体的な運動処方
⑪　血行動態の変化
⑫　血行動態的診断
⑬　心臓リハビリテーション
　　　　　　　　　プログラムについて
⑭　心臓リハビリテーション
　　　　　　プログラムにおける諸問題
⑮　まとめ



期別: 単位数: 開講年次:

2019-K010G10270-01学外研究及び研修Ⅰ

通年 1  1 授業形態:演習檜垣　靖樹
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　国際的共同研究や国際選手のコーチング現場の体験に基づく高度な
技術や知識の獲得のため、短期の学外での共同研究・研修活動に対し
て単位を付与する。具体的には①学外、特に国外の大学・研究機関な
どでの実験、フィールドワーク、調査活動などのデータ収集。②国外
の大学での講義の聴講や専門的知識の提供を受けること。③国際大会
参加選手などを対象とした国内外の合宿への帯同。④各自の研究テー
マと関連がある病院・企業での就職体験（インターンシップ）などが
ある。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・研究・研修先で得たデータ、専門的知識、体験を報告者にまとめ、
他者に説明できる。
・研究・研修先で得たデータ、専門的知識、体験を各自の修士論文に
反映することができる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

・研究・研修終了後、「報告書」をスポーツ科学部事務室大学院担当
に12月20日までに提出する。その後、行われる報告プレゼンテーショ
ンとその報告書の内容から評価する。
・評価は研究・研修先で得たデータ、専門的知識、体験を各自の修士
論文に反映させられるかという点から行う。
・評価は報告書およびプレゼンテーション（50％）、データ、専門的
知識、体験を各自の修士論文に反映させられる可能性（50％）から行
う。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

特になし

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

事前に研究・研修先の研究実習内容を調査しておくこと（30時間）。
また、事後にはプレゼンテーションおよび報告書を作成すること（30
時間）。前年度登録期間までに研究・研修先と十分な研究・研修内容
を協議し、日程等の調整をしておく。ただし、学外研究及び研修Ⅱと
同一のテーマは認めない。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

①研究・研修先と研究内容・研修内容と日程の打ち合わせ
②研究・研修計画書および誓約書の提出
③研究・研修の実施（実働22.5時間）
④報告書の作成・提出
⑤報告プレゼンテーション



期別: 単位数: 開講年次:

2019-K010G10271-01学外研究及び研修Ⅱ

通年 1  1 授業形態:演習檜垣　靖樹
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　国際的共同研究や国際選手のコーチング現場の体験に基づく高度な
技術や知識の獲得のため、短期の学外での共同研究・研修活動に対し
て単位を付与する。具体的には①学外、特に国外の大学・研究機関な
どでの実験、フィールドワーク、調査活動などのデータ収集。②国外
の大学での講義の聴講や専門的知識の提供を受けること。③国際大会
参加選手などを対象とした国内外の合宿への帯同。④各自の研究テー
マと関連がある病院・企業での就職体験（インターンシップ）などが
ある。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・研究・研修先で得たデータ、専門的知識、体験を報告者にまとめ、
他者に説明できる。
・研究・研修先で得たデータ、専門的知識、体験を各自の修士論文に
反映することができる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

・研究・研修終了後、「報告書」をスポーツ科学部事務室大学院担当
に12月20日までに提出する。その後、行われる報告プレゼンテーショ
ンとその報告書の内容から評価する。
・評価は研究・研修先で得たデータ、専門的知識、体験を各自の修士
論文に反映させられるかという点から行う。
・評価は報告書およびプレゼンテーション（50％），データ、専門的
知識、体験を各自の修士論文に反映させられる可能性（50%）から行
う。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

特になし

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

事前に研究・研修先の研究実習内容を調査しておくこと（30時間）。
また、事後にはプレゼンテーションおよび報告書を作成すること（30
時間）。前年度登録期間までに研究・研修先と十分な研究・研修内容
を協議し、日程等の調整をしておく。ただし、学外研究及び研修Ⅰと
同一のテーマは認めない。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

①研究・研修先と研究内容・研修内容と日程の打ち合わせ
②研究・研修計画書および誓約書の提出
③研究・研修の実施（実働22.5時間）
④報告書の作成・提出
⑤報告プレゼンテーション



期別: 単位数: 開講年次:

2019-K010G11161-01学校保健安全学特講ⅠA

前期 2  1 授業形態:講義森口　哲史
◎－－－　授業の概要　－－－◎

本講義は，保健安全学の全体について概説するとともに，各分野にお
ける課題に焦点をあてた研究論文を精読し，議論する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

1.生活部面や学校における保健安全の概要について理解し，各分野に
おける諸課題について自分の意見をまとめ，説明することができる。
2.生活部面や学校における保健安全に関わる研究論文を精読し，その
論文の要点を整理して簡潔に発表できる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

到達目標に対する達成度を評価基準とする。
講義の参加態度（30％），プレゼンテーション（40％），レポート及
びレジュメ（30％）とし，総合的に評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

特に指定しないが，適宜資料を配布する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

講義時には，次回の学習単元や活動内容のアナウンスを行うので，学
習概要の文献考証（予習として30分程度）や理論整理（復習として30
分程度）を行っておくこと。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

第1回保健安全の概要
第2回関連文献精読と要約作成・ヘルスプロモーション
第3回関連文献精読と要約作成・保健調査
第4回関連文献精読と要約作成・健康診断
第5回関連文献精読と要約作成・健康観察と相談
第6回関連文献精読と要約作成・疾病
第7回関連文献精読と要約作成・感染症
第8回関連文献精読と要約作成・精神保健
第9回テーマに沿った文献考証，協議（HP）
第10回テーマに沿った文献考証，協議（保健調査）
第11回テーマに沿った文献考証，協議（健康診断）
第12回テーマに沿った文献考証，協議（健康観察と相談）
第13回テーマに沿った文献考証，協議（疾病・感染症）
第14回テーマに沿った文献考証，協議（精神保健）
第15回特講ⅠAのまとめ



期別: 単位数: 開講年次:

2019-K010G11162-01学校保健安全学特講ⅠB

後期 2  1 授業形態:講義森口　哲史
◎－－－　授業の概要　－－－◎

本講義は，保健安全学分野における研究デザインについて概説すると
ともに，得られた結果の整理，分析法について議論する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

1.記述疫学，分析疫学，介入実験の特徴，メリット・デメリットを把
握し，説明できる。
2.データの整理・統計学的な分析法を理解し，その意義や問題点につ
いて議論できる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

到達目標に対する達成度を評価基準とする。
講義の参加態度（30％），プレゼンテーション（40％），レポート
（30％）とし，総合的に評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

特に指定しないが，適宜資料を配布する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

講義時には，次回の学習単元や活動内容のアナウンスを行うので，学
習概要の文献考証（予習として30分程度）や理論整理（復習として30
分程度）を行っておくこと。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

第1回疫学研究の概要
第2回ケースコントロールスタディの特徴
第3回ケースコントロールスタディの方法
第4回ケースコントロールスタディの事例検討
第5回コホートスタディの特徴
第6回コホートスタディの方法
第7回コホートスタディの事例検討
第8回介入研究・実験研究の特徴
第9回介入研究・実験研究の方法
第10回介入研究・実験研究の事例検討
第11回テーマに沿った研究デザインの構築（記述疫学）
第12回テーマに沿った研究デザインの構築（分析疫学）
第13回テーマに沿った研究デザインの協議（分析疫学）
第14回テーマに沿った研究デザインの協議（介入研究）
第15回特講ⅠBのまとめ



期別: 単位数: 開講年次:

2019-K010G11163-01学校保健安全学特講ⅡA

前期 2  2 授業形態:講義森口　哲史
◎－－－　授業の概要　－－－◎

本講義は，学校保健安全学特講Ⅰで作成してきた研究デザインについ
ての議論を深め，そこから得られた結果の意味・意義について検討す
る。

◎－－－　到達目標　－－－◎

1.自分の研究テーマに沿った研究計画を立案することができる。
2.データの整理法，分析法などを理解し，結果の意味を説明すること
ができる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

到達目標に対する達成度を評価基準とする。
講義の参加態度（30％），プレゼンテーション（40％），レポート
（30％）とし，総合的に評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

特に指定しない。適宜資料を作成して配布する

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

講義時には，次回の学習単元や活動内容のアナウンスを行うので，学
習概要の文献考証（予習として30分程度）や理論整理（復習として30
分程度）を行っておくこと。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

第1回オリエンテーション
第2回研究計画の立案，研究デザイン
第3回研究計画の立案，記述分析の議論
第4回研究計画の立案，分析方法の議論
第5回倫理的配慮，議論
第6回データ採取法，議論
第7回データ整理と加工
第8回データの統計分析・基礎
第9回データの統計分析・応用
第10回その他のデータ分析
第11回分析結果と解釈
第12回分析結果の整合性
第13回プレゼンテーション（予演）
第14回プレゼンテーション（本演）
第15回特講ⅡAのまとめ



期別: 単位数: 開講年次:

2019-K010G11164-01学校保健安全学特講ⅡB

後期 2  2 授業形態:講義森口　哲史
◎－－－　授業の概要　－－－◎

本講義は，自らのテーマに沿った保健安全分野の課題に対する研究計
画を再吟味し，さらに焦点を絞った文献精読と議論を進めていく。ま
た，論文執筆方法と発表方法についても概説する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

1.自らの研究結果と先行文献の知見を照し合せ，論理的に議論するこ
とができる。
2.研究の限界について議論し，次の方向性や課題についてまとめるこ
とができる。
3.自らの研究成果についてわかりやすく発表することができる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

到達目標に対する達成度を評価基準とする。
講義の参加態度（30％），プレゼンテーション（40％），レポート
（30％）とし，総合的に評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

特に指定しない。適宜資料を作成して配布する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

講義時には，次回の学習単元や活動内容のアナウンスを行うので，学
習概要の文献考証（予習として30分程度）や理論整理（復習として30
分程度）を行っておくこと。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

第1回オリエンテーション
第2回テーマに沿った文献要約と議論（研究目的）
第3回テーマに沿った文献要約と議論（研究方法のアウト
ライン）
第4回テーマに沿った文献要約と議論（標本の抽出）
第5回テーマに沿った文献要約と議論（測定項目）
第6回テーマに沿った文献要約と議論（分析方法）
第7回テーマに沿った文献要約と議論（倫理的配慮）
第8回学術論文執筆の実際（抄録編）
第9回学術論文執筆の実際（本文編・序論）
第10回学術論文執筆の実際（本文編・方法）
第11回学術論文執筆の実際（本文編・結果）
第12回学術論文執筆の実際（本文編・考察）
第13回学術論文発表の方法（ポスター・レジュメ）
第14回学術論文発表の方法（口頭）
第15回特講ⅡBのまとめ



期別: 単位数: 開講年次:

2019-K010G11165-01学校保健安全学特別研究

２年通年 6  1 授業形態:演習森口　哲史
◎－－－　授業の概要　－－－◎

児童・生徒・学生および教職員の健康を衛り，学校における安全を確
保するために，現状を分析して課題解決に向けた一資料を得ることを
目的とする。研究デザインの構築，文献考証，実験，調査（フィール
ドワーク），議論，といった一連のプロセスを踏み，根拠にもとづい
た論理を導き出す。また，研究成果の実践応用と，研究限界について
も考えを深めていく。

◎－－－　到達目標　－－－◎

1.関連文献の検討によって，正しく現状と課題を把握し，明らかにし
たい事柄をまとめることができる。
2.どのような研究方法で進めればよいか，各研究手法の特徴を理解
し，自ら研究デザインの構築ができる。
3.先行文献と結果に忠実な考察を行うことで，証拠にもとづいた論理
を導き出し，研究の限界や今後の課題についても説明することができ
る。
4.研究成果を修士論文として執筆し，口頭で発表できる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

到達目標に対する達成度を評価基準とする。
ゼミナール活動への参加状況，研究への取り組み態度，発表，修士論
文，最終試験の結果を総合して評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

特に指定しない。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

指導教員とのコミュニケーションを密にとり，活動内容とその活動期
間を明確に決定していく（必要に応じて，研究計画を見直して補正す
る）。研究計画に沿った予習（30分程度），計画整理（復習として30
分程度）を実施していただきたい。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

○1年前期
第1回～第15回　文献考証および研究計画立案，倫理的問
題に関する議論
○1年後期
第1回～第15回　研究計画に基づいた実験および調査，
データの整理および分析（そのⅠ）
○2年前期
第1回～第15回　研究計画に基づいた実験および調査，
データの整理および分析（そのⅡ）
○2年後期
第1回～第15回　研究結果の議論，修士論文の作成，まと
め



期別: 単位数: 開講年次:

2019-K010G10281-01学校保健安全学特論

前期 2  1 授業形態:講義森口　哲史
◎－－－　授業の概要　－－－◎

本講義は，保健安全学の全体について概説するとともに，各分野にお
ける課題に焦点をあてた研究論文を抄読し，議論する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

1.学校保健・学校安全の概要について理解し，各分野における諸課題
について自分の意見をまとめ，説明することができる。
2.学校保健・学校安全の研究に用いられる幾つかの手法（研究の進め
方）を学び，それぞれの研究デザインの特徴を把握した上で議論する
ことができる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

到達目標に対する達成度を評価基準とする。
講義の参加態度（30％），プレゼンテーション（40％），レポート・
レジュメ（30％）とし，総合的に評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

特に指定しない。適宜資料を作成して配布する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

学校保健，学校安全に関する諸問題について日頃から興味を持つこ
と。講義時には，次回の学習単元や活動内容のアナウンスを行うの
で，学習概要の文献考証（予習として30分程度）や理論整理（復習と
して30分程度）を行っておくこと。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

第1回公衆衛生と学校保健の概要
第2回保健学習と保健指導の現状と課題
第3回健康評価の課題
第4回疾病予防の課題
第5回感染症予防の課題
第6回環境衛生上の課題
第7回精神保健の課題
第8回児童生徒の発達と行動の課題
第9回学校安全上の課題
第10回児童生徒の傷害予防上の課題
第11回現代的な健康問題
第12回健康教育の取り組み
第13回学校給食・食育の課題
第14回教職員の健康課題
第15回特講のまとめ



期別: 単位数: 開講年次:

2019-K010G10257-01健康スポーツ心理学特論

前期 2  1 授業形態:講義山口　幸生
◎－－－　授業の概要　－－－◎

本授業では，まず重要文献の抄読を通して，１）学習領域に関連する
専門用語（日本語・英語）の理解，２）行動変容に関連する理論の理
解，３）身体活動促進を中心とした効果的な支援方法の理解を進め
る．そして基盤となる心理学・行動科学的視点を獲得した上で，健康
づくりにおける効果的なマーケティング戦略について議論し，授業で
獲得した知識・技法を応用した身体活動促進プログラムの立案を行
う．

◎－－－　到達目標　－－－◎

行動科学の基礎理論を理解し、様々な対象に応じた身体活動促進プロ
グラムを作成できる．

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

行動科学理論の理解度30%，対象に応じた行動変容プログラムの完成
度70%で評価する．

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

参考文献：足達淑子、ライフスタイル療法、医歯薬出版、2014年．
資料は必要に応じて配布する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

授業前には指定または配付した資料に目を通し学習しておくこと（60
分）
毎週授業後には授業で取り上げた概念の再確認や関連文献を理解して
おくこと（30分）

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

第1回　健康づくり現場における生活習慣改善プログラム
の現状
第2回　効果的な生活習慣改善の面接構造
第3回行動変容理論と現場への適用①学習理論
第4回行動変容理論と現場への適用②ヘルスビリーフモデ
ル
第5回行動変容理論と現場への適用③社会的認知理論
第6回行動変容理論と現場への適用④TTM理論
第7回行動変容理論と現場への適用⑤エコロジカルモデル
第8回行動変容理論と現場への適用⑥ソーシャルマーケ
ティング理論
第9回フォーマティブリサーチによる地域集団戦略
第10回重要日本語文献の抄読
第11回重要英語文献の抄読
第12回行動変容理論に基づく効果的な介入
第13回地域・職域・医療現場・教育現場における介入
第14回介入計画の作成
第15回介入計画の発表・討論



期別: 単位数: 開講年次:

2019-K010G10290-01国際学会発表スキル特論Ⅰ

前期 2  1 授業形態:講義ユエー，ソレル
◎－－－　授業の概要　－－－◎

Students must actively take part in all lessons. There will be a weekly blog,
which students are expected to check on a regular basis. There will be regular
oral communication activities in addition to four presentations. Students must
do the homework and participate in peer evaluation during presentation
weeks.

◎－－－　到達目標　－－－◎

1. Students will learn good English communication skills to use overseas.
2. Students will learn English presentation skills.
3. Students will learn how to write PowerPoint slides for a presentation in
English.
4. Students will practice giving presentations in English.
5. Students will learn how to ask and answer questions in English about
presentation content (Q&A).
6. Students will learn how to complete documents in English so they can
travel overseas.
 

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

Class participation 20%
Communication 20%
Presentations 60%
THERE IS NO FINAL EXAM FOR THIS CLASS.

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

There is no textbook for this class. The instructor will prepare handouts for
each class.

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

E-mail: syuefd13@gmail.com
Students should bring a dictionary and writing materials to every class. If
possible, it is best if students bring their own computer or tablet to class.
When the teacher assigns vocabulary homework, the students are expected to
check the new vocabulary items before class. If students are going to miss
class, they should contact the teacher by email as soon as possible.

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

第１回 Introduction to course and self-introductions.
第2回 Review self-introductions. Communication: Arriving
overseas.
Presentation skills: Posture, Eye Contact and Gestures;
Brainstorming.
第３回  Presentation skills: Review Posture, Eye Contact and
Gestures; Presentation Notes; Effective visuals. Prepare
presentation I. Homework: practice presentation.
第４回 PRESENTATION (I) and questions.
第5回 Presentation Feedback; Communication: At the hotel.
Presentation skills: Voice inflection; Making visuals.
第６回 Communication: Out and about.
Presentation skills: Review & explaining visuals. Brainstorming.
第７回 Review communication topics.
Openers and Closers; Prepare presentation II; Homework:
practice presentation.
第８回 PRESENTATION (II) and questions.
第９回 Presentation feedback; Communication: Meeting people.
Presentation skills: Use of diagrams, graphs and pictures.
第１０回 Communication: Returning home.
Presentation skills: Introduction, Body and Conclusion.
第１１回 Review: communication topics.
Brainstorm and prepare presentation.
第１２回 PRESENTATION (III) and questions.
第１３回 Presentation Feedback. Communication: Final review.
Brainstorm for final presentation.
第１４回 Review and Final Presentation preparation.
Homework: practice presentation.
第１５回 FINAL PRESENTATION (IV), questions and
feedback.



期別: 単位数: 開講年次:

2019-K010G10291-01国際学会発表スキル特論Ⅱ

後期 2  1 授業形態:講義山口　幸生、布目 寛幸
◎－－－　授業の概要　－－－◎

国際的な学術会議で、自らの研究成果を英語で発表するための、具体
的なスキルを学ぶことがこの授業の主な目的である。そのために以下
の２つの項目を重点的に学ぶことを目標とする。
１．国際会議において発表を受理されるような英文抄録の書き方
２．国際学会において英文で口頭発表するためにスキル

◎－－－　到達目標　－－－◎

国際学術会議に自らの研究を発表できるスキルを身につけることがで
きる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

国際学術会議に自らの研究を発表できるスキルを身につけたかどうか
を以下の項目から判断する。
１．英文による抄録（abstract）（50％）
２．英語によるプレゼンテーション（50％）

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

特になし。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

授業前には指定された課題を予習（1コマ当たり2時間×15週　計30時
間）、授業後には指定された課題の復習（1コマ当たり2時間×15週　
計30時間）をしておくこと。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

第1回 イントロダクション
第2回 抄録作成指導１（目的）
第3回 抄録作成指導２（方法）
第4回 抄録作成指導３（結果と論議）
第5回 基礎英会話指導１（自己紹介）
第6回 基礎英会話指導２（旅行編）
第7回 口頭発表指導１（研究背景）
第8回 口頭発表指導２（研究目的）
第9回 口頭発表指導３（研究方法）
第10回 口頭発表指導４（研究結果と論議）
第11回 ポスター作成指導１（基礎）
第12回 ポスター作成指導２（表示方法）
第13回 ポスター作成指導３（論議の深め方）
第14回 ポスター作成指導４（総合討論）
第15回 まとめ



期別: 単位数: 開講年次:

2019-K010G11045-01スポーツ医学特別研究

２年通年 6  1 授業形態:演習重森　裕
◎－－－　授業の概要　－－－◎

スポーツ分野のなかで、コンディションニングに関与する実験研究や
実態調査などを行う。自身が興味ある課題について、様々な視点から
見たスポーツに関係するエビデンスをまとめる。学生自ら各疾患につ
いて文献を中心に調査を行い、各疾患のコンディショニングについて
作業仮説を提示し、証明するための研究デザインを立案する。実際に
行った調査結果を仮説に基づき解析し論文にまとめて発表を行う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

１：疾患対する情報を収集し、現状を理解することができる。
２：現状の問題点を把握し、対処方法を検討することができる。
３：実際の問題点に対して、対処方法が可能か考察することができ
る。
４：考察した結果を、わかりやすく説明することができる。
５：説明したものを文章にまとめることができる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

現状把握、研究立案、デザイン、作業仮設、提出論文、発表などを評
価し、出席（60％）とレポート（４０％）の総合点を成績とする。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

テキスト：公益財団法人　日本体育協会指導者育成専門委員会スポー
ツドクター部会：スポーツ医学研修ハンドブック［基礎科目］、文光
堂、2011、価格4104円、ISBN978-4-8306-5158-8

公益財団法人　日本体育協会指導者育成専門委員会スポーツドクター
部会：スポーツ医学研修ハンドブック［応用科目］、文光堂、2012、
価格4860円、ISBN978-4-8306-5159-5

テキストの購買の必要はない。必要に応じて、プリントなどの資料を
配布する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

コンディショニングについて概略の知識を有していることが望まし
い。準備学習として、関連分野のテキストならびに、参考文献で前
もって約1時間程度の予習と講義後の30分程度の復習をしておく。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1年次前期：
1～5：興味ある課題のコンディショニングについて抽出
6～10：抽出した疾患に対するエビデンスの整理
11～12：エビデンスの発表
13～15：今後の課題について抽出

1年次後期：
1～3：課題解決に対する作業仮設の立案と設定
4～6：作業仮設の発表
7～12：研究調査の立案
12～15：まとめ

2年次前期：
1～3：研究計画の発表
4～10：研究の実施
11～15：研究調査結果発表

2年次後期：
1～3：作業仮設による発表内容の解説
4～6：エビデンスの再収集と質の精査
7～10：研究の中間発表
11～15：論文作成とまとめ



期別: 単位数: 開講年次:

2019-K010G11041-01スポーツ医学特講ⅠA

前期 2  1 授業形態:講義重森　裕
◎－－－　授業の概要　－－－◎

スポーツ指導者に必要なスポーツ医学領域について学び論じる。ス
ポーツなどの身体運動によって生体に生じる急性期の変化～慢性期の
変化を具体的に理解する。最新の知見によって解明された疾患につい
て理解することで、最終的には人々の健康を追及する。本講では、ス
ポーツ医学に関する基礎的な知識に加え、最新の情報や知識の習得を
目指す。

◎－－－　到達目標　－－－◎

１：スポーツ医学の基本的知識を学ことができる。
２：最新のスポーツ医学の情報を収集し、まとめることができる。
３：疾患に対する情報を収集し、現状を理解することができる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

現状把握、研究立案、デザイン、作業仮設、提出論文、発表などを評
価し、出席（60％）とレポート（４０％）の総合点を成績とする。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

テキスト：公益財団法人　日本体育協会指導者育成専門委員会スポー
ツドクター部会：スポーツ医学研修ハンドブック［基礎科目］、文光
堂、2011、価格4104円、ISBN978-4-8306-5158-8

公益財団法人　日本体育協会指導者育成専門委員会スポーツドクター
部会：スポーツ医学研修ハンドブック［応用科目］、文光堂、2012、
価格4860円、ISBN978-4-8306-5159-5

テキストの購買の必要はない。必要に応じて、プリントなどの資料を
配布する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

スポーツ医学について概略の知識を有していることが望ましい。準備
学習として、関連分野のテキストならびに、参考文献で前もって約1
時間程度の予習と講義後の30分程度の復習をしておく。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

第1回　オリエンテーション
第2回　人体の解剖学的・生理学的理解
第3回　自身が経験した外傷・障害について
第4回　レポートを提出する。
第5回　スポーツ医学総論
第6回　スポーツ外傷（上肢）
第7回　スポーツ外傷（下肢）
第8回　スポーツ外傷（頭部・脊髄）
第9回　スポーツ障害（上肢）
第10回 スポーツ障害（下肢）
第11回 スポーツ障害（頭部・脊髄・その他）
第12回 レポートに対する最新のエビデンス収集
第13回 最新のエビデンスの整理
第14回 エビデンスの発表
第15回 レポート提出とまとめ



期別: 単位数: 開講年次:

2019-K010G11042-01スポーツ医学特講ⅠB

後期 2  1 授業形態:講義重森　裕
◎－－－　授業の概要　－－－◎

スポーツ指導者に必要なスポーツ医学領域について学び論じる。ス
ポーツなどの身体運動によって生体に生じる急性期の変化～慢性期の
変化を具体的に理解する。最新の知見によって解明された疾患につい
て理解することで、最終的には人々の健康を追及する。本講では、ス
ポーツ医学に関する基礎的な知識に加え、最新の情報や知識の習得を
目指す。特にスポーツ外傷（急性外傷）やスポーツ障害（慢性外傷）
について学び、それぞれの受傷・発生機転を十分に理解し、それぞれ
の症状や病態から治療法、リハビリテーション方法についても論じ
る。

◎－－－　到達目標　－－－◎

１：スポーツ医学の基本的知識を学ぶことができる。
２：最新のスポーツ医学情報を収集し、現状を理解することができ
る。
３：現状に則した対処方法を検討することができる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

現状把握、研究立案、デザイン、作業仮設、提出論文、発表などを評
価し、出席（60％）とレポート（４０％）の総合点を成績とする。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

テキスト：公益財団法人　日本体育協会指導者育成専門委員会スポー
ツドクター部会：スポーツ医学研修ハンドブック［基礎科目］、文光
堂、2011、価格4104円、ISBN978-4-8306-5158-8

公益財団法人　日本体育協会指導者育成専門委員会スポーツドクター
部会：スポーツ医学研修ハンドブック［応用科目］、文光堂、2012、
価格4860円、ISBN978-4-8306-5159-5

テキストの購買の必要はない。必要に応じて、プリントなどの資料を
配布する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

スポーツ医学について概略の知識を有していることが望ましい。準備
学習として、関連分野のテキストならびに、参考文献で前もって約1
時間程度の予習と講義後の30分程度の復習をしておく。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

第1回　オリエンテーション
第2回　レポートの提出
第3回　最新のエビデンスの提出
第4回　自己レポートの検証と研究方向性の決定
第5回　研究計画の立案
第6回　研究計画の修正
第7回　研究計画の発表
第8回　研究調査１
第9回　研究調査２
第10回 研究調査３
第11回 研究の中間発表と考察
第12回 レポートの作成１
第13回 レポートの作成２
第14回 レポートのまとめ
第15回 レポート提出



期別: 単位数: 開講年次:

2019-K010G11043-01スポーツ医学特講ⅡA

前期 2  2 授業形態:講義重森　裕
◎－－－　授業の概要　－－－◎

スポーツ指導者に必要なコンディションニングに関与する分野を鳥瞰
的視点から思考し、学び論じる。スポーツなどの身体運動によって生
体に生じる急性期の変化～慢性期の変化を具体的に理解する。最新の
知見によって解明された疾患について理解することで、最終的には
人々の健康を追及する。
本講では、スポーツ医学に関する基礎的な知識に加え、最新の情報や
知識の習得を目指す。それを介して、学生自ら各疾患について文献を
中心に調査を行い、各疾患のコンディショニングについて作業仮説を
提示し、証明するための研究デザインを立案し発表する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

１：スポーツ医学のより専門的な知識を学ぶことができる。
２：実際の問題点に対して、対処方法が可能か考察することができ
る。
３：考察した結果と今後の方向性をプレゼンテーションすることがで
きる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

現状把握、研究立案、デザイン、作業仮設、提出論文、発表などを評
価し、出席（60％）とレポート（４０％）の総合点を成績とする。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

テキスト：公益財団法人　日本体育協会指導者育成専門委員会スポー
ツドクター部会：スポーツ医学研修ハンドブック［基礎科目］、文光
堂、2011、価格4104円、ISBN978-4-8306-5158-8

公益財団法人　日本体育協会指導者育成専門委員会スポーツドクター
部会：スポーツ医学研修ハンドブック［応用科目］、文光堂、2012、
価格4860円、ISBN978-4-8306-5159-5

テキストの購買の必要はない。必要に応じて、プリントなどの資料を
配布する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

スポーツ医学について概略の知識を有していることが望ましい。準備
学習として、関連分野のテキストならびに、参考文献で前もって約1
時間程度の予習と講義後の30分程度の復習をしておく。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

第1回　オリエンテーション
第2回　人体の解剖学的・生理学的理解
第3回　自身が興味がある外傷・障害の抽出
第4回　文献調査
第5回　文献まとめ
第6回　上記に関するレポートの提出
第7回　レポートの発表
第8回　レポートに対する最新のエビデンス収集
第9回　最新のエビデンスの整理
第10回 研究調査１
第11回 研究調査２
第12回 研究調査３
第13回 レポートのまとめ
第14回 エビデンスの発表
第15回 最終レポート提出



期別: 単位数: 開講年次:

2019-K010G11044-01スポーツ医学特講ⅡB

後期 2  2 授業形態:講義重森　裕
◎－－－　授業の概要　－－－◎

スポーツ分野のなかでコンディションニングに関与する分野を鳥瞰的
視点から思考し、学び論じる。コンディショニングのなかで、特にス
ポーツ外傷（急性外傷）やスポーツ障害（慢性外傷）について学び、
それぞれの受傷・発生機転を十分に理解し、それぞれの症状や病態か
ら治療法、リハビリテーション方法についても論じる。学生自ら各疾
患について文献を中心に調査を行い、各疾患のコンディショニングに
ついて作業仮説を提示し、証明するための研究デザインを立案する。
実際に行った調査結果を仮説に基づき解析し論文にまとめて発表を行
う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

１：スポーツ医学のより専門的な知識を学ぶことができる。
２：現状の問題点を把握し、対処方法を検討することができる。
３：実際の問題点に対して、対処方法が可能か考察することができ
る。
４：考察した結果を、わかりやすく説明することができる。
５：説明したものを文章にまとめることができる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

現状把握、研究立案、デザイン、作業仮設、提出論文、発表などを評
価し、出席（60％）とレポート（４０％）の総合点を成績とする。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

テキスト：公益財団法人　日本体育協会指導者育成専門委員会スポー
ツドクター部会：スポーツ医学研修ハンドブック［基礎科目］、文光
堂、2011、価格4104円、ISBN978-4-8306-5158-8

公益財団法人　日本体育協会指導者育成専門委員会スポーツドクター
部会：スポーツ医学研修ハンドブック［応用科目］、文光堂、2012、
価格4860円、ISBN978-4-8306-5159-5

テキストの購買の必要はない。必要に応じて、プリントなどの資料を
配布する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

スポーツ医学について概略の知識を有していることが望ましい。準備
学習として、関連分野のテキストならびに、参考文献で前もって約1
時間程度の予習と講義後の30分程度の復習をしておく。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

第1回　オリエンテーション
第2回　研究計画レポートの提出
第3回　最新のエビデンスの提出
第4回　自己レポートの再検証と研究方向の決定
第5回　今後の課題について抽出研究計画作成
第6回　研究計画の立案と修正
第7回　研究計画の発表
第8回　研究調査１
第9回　研究調査２
第10回 研究調査３
第11回 研究の中間発表と考察
第12回 レポートの作成１
第13回 レポートの作成２
第14回 レポートのまとめ
第15回 レポート提出



期別: 単位数: 開講年次:

2019-K010G11085-01スポーツ運動学特別研究

２年通年 6  1 授業形態:演習田口　晴康
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　本研究は、運動・スポーツ指導者として、形成位相（原志向、探
索、偶発、形態化、自在化位相）（今行った動きがどの段階にあるの
か）の体験実習を通し、動感形成の査定分析能力を高めることからは
じめる。次に、運動観察（観察→交信→代行→処方）に関わる緒問題
をスポーツ実践現場から概観し、指導実践における手がかりを見つけ
ていく。さらに、国内外の文献の講読を通して各自のテーマを決定
し、修士論文としてまとめていく。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・専門書購読による形成位相、運動観察に関する指導実践力をつける
ことができる。
・各専門競技種目においてスポーツ運動学的視点からの修士論文の課
題を設定し、研究発表及び論文作成、提出することができる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

課題レポート（10％）、学会大会での発表（10％）、修士論文発表会
発表（20％）、修士論文（50％）等により評価

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

クルトマイネル著、金子明友訳：スポーツ運動学、大修館書店
金子明友：教師のための運動学、大修館書店
金子明友：運動学講義、大修館書店
金子明友：身体知の形成上、下、明和出版
金子明友：わざの伝承、明和出版

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

事前学習（全30時間）：授業前には指定したスポーツ運動学関係の文
献を読んでおくこと。（1時間）
事後学習：（全30時間）授業後には授業で話した内容についてノート
にまとめておくこと。（1時間）

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

第1回～10回　形成位相における文献収集の方法
、ディスカッション、研究及び体験実習
第11回～20回　運動観察に関する文献収集の方法、ディス
カション、研究及び指導
第21回～25回　「各専門スポーツ分野の動き」における分
析と考察
第26回～30回　「各専門スポーツ分野の動き」における発
表と討論
31回～40回　論文調査、予備実験及び実験、論文資料作
成、考察、分析
41回～50回　論文文章内容の検討、中間チェック、論文修
正
51回～55回　論文最終チェック、論文提出とレジュメ作成
56回～60回　発表用資料検討及び作成、発表会リハーサ
ル、論文発表会、論文提出、総括

◎－－－　備考欄　－－－◎

オフィスアワー　毎週木曜日　16：00～17：00



期別: 単位数: 開講年次:

2019-K010G10234-01スポーツ運動学特論

後期 2  1 授業形態:講義田口　晴康
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　本講義では、スポーツ実践現場における運動観察力（自己観察、他
者観察）、運動共感力の重要性を認識し、生徒や選手に動き方を身に
付けさせるために役立つ知識を、学習位相論、運動質論の立場から検
討し学習する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・運動・スポーツ指導者における運動観察力の重要性を理解すること
ができる。
・学校体育及びスポーツ指導上の問題点を探り出し、指導実践の手が
かりを見つけ出すことができる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

・様々なスポーツ種目の動きの観察、分析、指導に関するレポート
（50%）
・取り組み、発表能力の評価（50%）

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

必要に応じて資料を配布する。
金子明友：教師のための運動学、大修館書店
金子明友：運動学講義、大修館書店

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

事前学習（全30時間）：授業前には指定したスポーツ運動学関係の文
献を読んでおくこと。（1時間）
事後学習（全30時間）：授業後には授業で話した内容についてノート
にまとめておくこと。（1時間）

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

１　スポーツ運動学とは
２　学習位相（運動の上達過程）
３　原志向位相、探索位相、偶発位相　
４　図式化位相、自在化位相
５　運動観察（他者観察）　
６　運動課題の面からの分析　
７　運動質の面からの分析
　　（局面構造、リズム、伝導）
８　運動質の面からの分析　
　　（先取り、弾性、流動、正確性、調和）
９　運動観察（自己観察）
10　自己観察の引き出し方
11　創発、促発身体知について　
12　様々なスポーツ種目における動きの分析
13　専門スポーツ種目における動きの分析および発表１　
14　専門スポーツ種目における動きの分析および発表２
15　まとめ

◎－－－　備考欄　－－－◎

オフィスアワー　毎週木曜日　16：00～17：00



期別: 単位数: 開講年次:

2019-K010G11081-01スポーツ運動学特講ⅠA

前期 2  1 授業形態:講義田口　晴康
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　本講義では、スポーツ運動学における「歴史的背景」、「研究領域
及び研究方法」、「体育・スポーツ運動の分類」、「体力、技術、戦
術における運動学的認識」、「スポーツ運動系における質及び学習位
相」等、スポーツ運動学的な考え方のベース作りをスポーツ運動学関
係の専門書及び専門文献購読により学習していく。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・マイネル及び発生運動学についての理論を身に付けることができ
る。
・自らが様々な運動指導場面と結びつけながら考察、遂行できるよう
にすることができる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

・課題レポートの評価（50%）
・取り組み、発表能力の評価（50%）

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

配布資料等は必要に応じて配布する。
クルトマイネル著、金子明友訳：スポーツ運動学、大修館書店
金子明友：教師のための運動学、大修館書店
金子明友：運動学講義、大修館書店

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

事前学習（全30時間）：授業前には指定したスポーツ運動学関係の文
献を読んでおくこと。（1時間）
事後学習（全30時間）：授業後には授業で話した内容についてノート
にまとめておくこと。（1時間）

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1　スポーツ運動学の概要
2　運動研究の歴史
3　運動学の対象領域
4　考察法と研究法
5　体育運動の分類
6　スポーツ運動の分類
7　体力の運動学的認識
8　技術の運動学的認識
9　戦術の運動学的認識
10　スポーツ運動系における質
11　運動系における学習位相
12　運動の粗協調
13　運動の精協調
14　運動の安定化
15　まとめ

◎－－－　備考欄　－－－◎

オフィスアワー　毎週木曜日　16：00～17：00



期別: 単位数: 開講年次:

2019-K010G11082-01スポーツ運動学特講ⅠB

後期 2  1 授業形態:講義田口　晴康
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　本講義では、スポーツ実践現場における動きや技の発生様相を探
り、それらを習得、指導していく際の運動の習熟位相及び運動のモル
フォロギー的な観察方法や考え方を専門書および専門文献購読により
学ぶ。また、指導上の様々な問題についても論考する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・動きや技の習得および指導方法についての理論を理解することがで
きる。
・習得した指導方法を自らが体育・スポーツ実践現場で活用できるよ
うにすることができる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

・課題レポートの評価（50%）
・取り組み、発表能力の評価（50%）

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

クルトマイネル著、金子明友訳：スポーツ運動学、大修館書店
金子明友：教師のための運動学、大修館書店
金子明友：運動学講義、大修館書店
金子明友：身体知の形成上、下、明和出版

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

事前学習（全30時間）：授業前には指定したスポーツ運動学関係の文
献を読んでおくこと。（1時間）
事後学習（全30時間）：授業後には授業で話した内容についてノート
にまとめておくこと。（1時間）

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1　動きの発生と伝承
2　運動の習熟位相
3　運動の修正指導
4　運動の定着と適応
5　運動の観察と分析
6　運動指導の計画と管理
7　運動指導の方法
8　運動指導のモルフォロギー
9　運動学習について
10　動きの構造
11　運動ゲシュタルトの発達
12　運動の学習転移
13　運動技術の指導
14　新しい運動指導理論
15　まとめ

◎－－－　備考欄　－－－◎

オフィスアワー　毎週木曜日　16：00～17：00



期別: 単位数: 開講年次:

2019-K010G11083-01スポーツ運動学特講ⅡA

前期 2  2 授業形態:講義田口　晴康
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　運動・スポーツ指導者は自分の運動技能を高めるわけではなく相手
に運動を発生させることが仕事である。そこでは、自らの動感志向で
動きを見抜けるかが重要であるとともに、当然自らの動感レベルを高
める必要がある。
　本講義では、体育・スポーツ実践現場における動きや技の発生様相
を探り、それらを習得、指導していく際に大切な運動創発（私が私の
運動を発生させること）の問題を取り上げ論考する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・創発身体知における、始原、形態化、洗練化身体知を理解すること
ができる。
・創発身体知について自らが体育・スポーツ実践現場で遂行できるよ
うにすることができる。
・修士論文発表、作成に関する知識を身に付けることができる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

・課題レポートの評価（50%）
・取り組み、発表能力の評価（50%）

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

金子明友：教師のための運動学、大修館書店
金子明友：運動学講義、大修館書店
金子明友：身体知の形成上、下、明和出版
金子明友：わざの伝承、明和出版
三木四郎：新しい体育授業の運動学

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

事前学習（全30時間）：授業前には指定したスポーツ運動学関係の文
献を読んでおくこと。（1時間）
事後学習（全30時間）：授業後には授業で話した内容についてノート
にまとめておくこと。（1時間）

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1　創発身体知について
2　始原身体知
3　定位感能力
4　遠近感能力
5　気配感能力
6　時間化能力
6　形態化身体知について
7　形態化身体知の構造
8　コツ身体知
9　カン身体知
10　洗練化身体知について
11　洗練化身体知の構造
12　起点的洗練化
13　時空的洗練化
14　力動的洗練化
15　まとめ

◎－－－　備考欄　－－－◎

オフィスアワー　毎週木曜日　16：00～17：00



期別: 単位数: 開講年次:

2019-K010G11084-01スポーツ運動学特講ⅡB

後期 2  2 授業形態:講義田口　晴康
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　運動を観察するとき、外面的に映像を分析（定量分析）しても、外
から見てわかる問題とそうでない問題（内面的な）がある。モルフォ
ロギー的な観察方法は、学習者の内面的な動感（キネステーゼ）を指
導者の創発身体知で構成された動感で感じ取ることが前提となる。
　本講義では、創発身体知で構成された動感で学習者の運動を捉え指
導していく、運動促発（私が二人称の他人に運動を促す営み）に関す
る指導方法の考え方（観察→交信→代行→処方）について専門書及び
専門文献購読により論考する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・運動促発（私が二人称の他人に運動を促す営み）に関する指導方法
について習得することができる。
・運動促発を自らが体育・スポーツ指導現場に応用できるようになる
ことができる。
・修士論文発表、作成に関する知識を身に付けることができる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

・様々なスポーツ種目の動きの観察、分析、指導に関するレポート
（50%）
・取り組み、発表能力の評価（50%）

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

金子明友：教師のための運動学、大修館書店
金子明友：運動学講義、大修館書店
金子明友：身体知の形成上、下、明和出版
金子明友：わざの伝承、明和出版　
三木四郎：新しい体育授業の運動学

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

事前学習（全30時間）：授業前には指定したスポーツ運動学関係の文
献を読んでおくこと。（1時間）
事後学習（全30時間）：授業後には授業で話した内容についてノート
にまとめておくこと。（1時間）

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1　動感身体について
2　モルフォロギー的観察方法
3　観察分析と構造
4　動感素材の志向分析
5　観察分析の構成化
6　動感形成位相の観察分析
7　創発身体知の観察分析
8　動感形態の促発分析
9　促発身体知の形態発生
10　交信分析
11　代行分析
12　処方分析
13　道しるべ処方分析
14　動感呈示、促発起点の処方分析
15　まとめ

◎－－－　備考欄　－－－◎

オフィスアワー　毎週木曜日　16：00～17：00



期別: 単位数: 開講年次:

2019-K010G11031-01スポーツ計量学特講ⅠA

前期 2  1 授業形態:講義青柳　領
◎－－－　授業の概要　－－－◎

・洋書および洋雑誌の中から、特定のテーマに偏らず、共通的な内容
を選び、講読し、討論を行う。具体的には「体育学研究法」「統計
学」「体力測定法」などに関連する洋書および洋雑誌である。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・測定に対する基本的知識を理解できる．
・テスト理論を理解できる．
・テスト理論に関する各種統計値をExcelを用いて計算できる．

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

・測定やテスト理論に対する知識を理解できているかを単元末のリ
ポートにより評価する（50％）．
・毎時間に課す計算課題（50％）

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

・特に限定せず、測定およびテスト理論に関する著書および論文を講
読する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

・指定された文献について事前に読解し，英文については翻訳してお
くこと（30時間）．
・講義後，文献の内容を要約して，自分の論文に必要な箇所について
はノートにまとめておくこと（30時間）．
・毎時間予習・復習をしておくこと．
・最終週にそれまで講読した文献の要約と批判・評価をまとめたレ
ポートを課すので提出すること。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1)テスト理論に関する著書の講読(心理学関連)
2)テスト理論に関する著書の講読(測定評価関連)
3)テスト理論に関する著書の講読(課題の添削)
4)信頼性係数の理論とExcelによる計算(解説)
5)信頼性係数の理論とExcelによる計算(計算実習)
6)妥当性係数の理論とExcelによる計算(解説)
7)妥当性係数の理論とExcelによる計算(計算実習)
8)SP表のExcelによる作成(解説)
9)SP表のExcelによる作成(計算実習)
10)SP表のエクセルによる作成(課題の添削)
11)専門種目における体力測定(筋力・瞬発力)
12)専門種目における体力測定(持久力)
13)専門種目における体力測定(柔軟性・協応性)
14)専門種目における体力測定(ボールスキルテスト)
15)専門種目における体力測定(正確性・スピードに関する
スキルテスト)



期別: 単位数: 開講年次:

2019-K010G11032-01スポーツ計量学特講ⅠB

後期 2  1 授業形態:講義青柳　領
◎－－－　授業の概要　－－－◎

・自分の研究テーマであるバスケットボールに関する関係文献を講読
し、各自の意見をまとめ、自分の修士論文作成に役立てる。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・自分の研究テーマに関する先行研究の概要・成果をまとめられる。
・自分の研究テーマに関する先行研究の長所および短所を批判的にま
とめ，他者に説明できる．

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

・毎時間に課される先行研究の概要をまとめたレポート（50％）
・単元末に行われるプレゼンテーション（50％）

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

・特にテキストは指定せず，広範囲な書籍や論文を講読する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

・指定された文献については毎時間事前に目を通しておくこと（30時
間）．
・また，授業後は重要なポイントについてレポートにまとめておくこ
と（30時間）．
・最終週には講読した文献の要約とその文献に対する批判・評価をま
とめるレポートを課すので提出すること。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

バスケットボールに関する国内外の文献の読み合わせを行
い、自分の論文の文献考証を行う。
1)バスケットボールの栄養に関する研究(国内誌)
2)バスケットボールの栄養に関する研究(外国誌)
3)バスケットボールの筋力に関する研究(国内誌)
4)バスケットボールの筋力に関する研究(外国誌)
5)バスケットボールのバイオメカニクスに関する研究(国内
誌)
6)バスケットボールのバイオメカニクスに関する研究(外国
誌)
7)バスケットボールのパワーに関する研究(国内誌)
8)バスケットボールのパワーに関する研究(外国誌)
9）バスケットボールのリバウンドに関する研究（国内
誌）
10）バスケットボールのリバウンドに関する研究（外国
誌）
11）バスケットボールの速攻に関する研究（国内誌）
12）バスケットボールの速攻に関する研究（外国誌）
13)バスケットボールのスカウティングに関する研究（国
内誌）
14）バスケットボールのスカウティングに関する研究（外
国誌）
15）課題の添削



期別: 単位数: 開講年次:

2019-K010G11033-01スポーツ計量学特講ⅡA

前期 2  2 授業形態:講義青柳　領
◎－－－　授業の概要　－－－◎

・修士論文作成に必要な統計学的手法に関わる書籍、および活用した
論文を講読し、統計学的手法を理解できるようにする。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・修士論文作成に必要な統計学的手法を理解できるようにする。
・Rにより必要な分析法の計算ができる．

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

・授業中に行う質疑応答（50％）
・毎時間課される計算課題の提出（50％）

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

・特に指定はせず，広範囲な分野の論文を講読する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

・指定された文献については事前に目を通しておくこと（30時間）．
・授業後は要点や重要な事柄についてノートにまとめておくこと（30
時間）．
・最終週にすべての論文の活用例をまとめるレポートを課すので提出
すること。
・

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

修士論文に直接関わる分析法の研究論文の購読を行う。
1)相関と回帰分析(相関係数)
2)相関と回帰分析(回帰式)
3)重回帰分析(重相関係数)
4)重回帰分析(説明変数の選択)
5)偏相関係数
6)主成分分析(理論の解説)
7)主成分分析(計算実習)
8)因子分析(理論の解説)
9)因子分析(計算実習)
10)判別分析(理論の解説)
11)判別分析(計算実習)
12)ＣＳ分析
13)ｔ検定
14)分散分析
15)数量化理論



期別: 単位数: 開講年次:

2019-K010G11034-01スポーツ計量学特講ⅡB

後期 2  2 授業形態:講義青柳　領
◎－－－　授業の概要　－－－◎

・修士論文の一部である「関係論文の抄録」のまとめの作業を行う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・修士論文の作成のためみに行ってきた文献研究をまとめ、問題の記
述および仮説を設定できる．

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

・評価は，作成された「問題・下位問題の記述」および「仮説」より
評価する．(100%)

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

・特に指定せず，幅広い分野の研究成果を対象にする。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

・指定された文献については事前に目を通しておくこと（30時間）．
・講義後は重要な点や概要などをノートにまとめておくこと（30時
間）．
・最終成果をレポートとして提出すること。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1)問題の立て方(解説)
2)問題の立て方(課題の添削)
3)仮説の立て方(解説)
4)仮説の立て方(課題の添削)
5)研究の限界
6)用語の定義(解説)
7)用語の定義(先行論文の講読)
8)用語の定義(課題の添削)
9)文献一覧表の整理の方法(解説)
10)文献一覧表の整理の方法(要旨のまとめ方)
11)文献一覧表の整理の方法(作成実習)
12)外国語文献の文献一覧表の作成(解説)
13)外国語文献の文献一覧表の作成(ノートまとめ方)
14)外国語文献の文献一覧表の作成(Excel入力)
15)外国語文献の文献一覧表の作成(課題の添削)



期別: 単位数: 開講年次:

2019-K010G11035-01スポーツ計量学特別研究

２年通年 6  1 授業形態:演習青柳　領
◎－－－　授業の概要　－－－◎

・スポーツの現象を、統計学的手法を用いて分析する。分析に際して
はパソコンなどの情報処理機器の使用を前提とする。データの収集方
法は、いわゆる実験的な方法ではなく、調査や測定という方法論を中
心に用いる。従来の「スポーツ統計学」「測定評価」「情報処理」の
分野を統合した分野を目指している。具体的には、格技や球技のゲー
ム分析、スポーツ選手の体力測定、スポーツ選手の意識調査などが主
なテーマになる。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・修士論文を完成できる。
・修士論文の一部を学会で発表できる．

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

・修士論文の内容から評価する（50％）．
・修士論文の一部を発表した学会発表およびその質疑応答から評価す
る（50％）．

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

・特に指定しない。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

・授業までに前回指摘された点について作業をしてくること（30時
間），
・講義後，講義中に課された課題をしておくこと（30時間）．

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1年次の前半は主に文献研究を中心に行う。
1年次後半は文献研究の成果を踏まえて、テーマを決定
し、早い時期に予備測定や予備調査を行い、研究成果の見
通しをつけるようにする。
2年次は研究計画に沿って体力測定やアンケート調査を行
い、データの収集に専念する。
その間、統計的分析法について協議しながら進める。その
間、その中間的な成果を学会にて発表するので、そのため
の準備も平行して行う。
2年次後半は修士論文の作成を行う。随時完成した箇所か
ら提出を求め、その都度、添削、アドバイス、協議を行
い、完成を目指す。



期別: 単位数: 開講年次:

2019-K010G10294-01スポーツコンディショニング学実習

通年 1  1 授業形態:実習重森　裕
◎－－－　授業の概要　－－－◎

実践を通じて、脳と神経の視点でみた様々な競技分野の事故予防につ
いて学ぶ。特に、近年問題となっているスポーツ頭部外傷や、それに
伴う脳振盪の発生機序、その予防法などについて学ぶ。それを介し
て、学生自ら競技中に発生した脳振盪の判断が可能となる方法を学
び、重大事故を防ぐ知識とすることができる。

◎－－－　到達目標　－－－◎

１：スポーツ選手に発生した脳振盪の判断が可能となる。
２：頭部外傷に関与する重大事故の発生を予防できる。
３：各種競技の続行の有無などの判断が行える。
４：競技を行う選手のコンディション管理法について理解できる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

評価の方法：出席（60 %）とレポート作成（40 %）で評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

必要に応じてプリントを準備する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

スポーツ頭部外傷や脳振盪について概略の知識を有していることが望
ましい。準備学習として、関連分野のテキストならびに、参考文献で
前もって約1時間程度の予習と講義後の30分程度の復習をしておく。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

第1回　脳と神経解剖
第2回　頭部外傷が生じやすいスポーツ（レポート提出）
第3回　各種スポーツの問題点の提示
第4回　スポーツによる重症頭部外傷
第5回　重症頭部外傷の際の神経所見のとり方
第6回　重症頭部外傷の画像所見
第7回　スポーツによる中等度の頭部外傷
第8回　スポーツによる軽度の頭部外傷
第9回　顔面外傷・頸部外傷が生じやすいスポーツ
第10回　脳振盪とは
第11回　脳振盪の症状
第12回　脳振盪の診察
第13回　脳振盪の診断
第14回　各種スポーツの頭部外傷予防について（レポート
提出）
第15回　まとめ



期別: 単位数: 開講年次:

2019-K010G10293-01スポーツコンディショニング学特論

後期 2  1 授業形態:講義重森　裕
◎－－－　授業の概要　－－－◎

スポーツ分野のなかでコンディションニングに関与する分野を鳥瞰的
視点から思考し、学び論じる。コンディショニングのなかで、特にス
ポーツ外傷（急性外傷）やスポーツ障害（慢性外傷）について学び、
それぞれの受傷・発生機転を十分に理解し、それぞれの症状や病態か
ら治療法、リハビリテーション方法についても論じる。それを介し
て、学生自ら各疾患について文献を中心に調査を行い、各疾患のコン
ディショニングについて作業仮説を提示し、証明するための研究デザ
インを立案し学習する方法を学ぶ。

◎－－－　到達目標　－－－◎

１：コンディショニングに関係するスポーツ医学分野の情報を収集
し、現状を理解できる。
２：現状の問題点を把握し、対処方法を検討できる。
３：対処方法が実際に実現可能か考察できる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

現状把握、研究立案、デザイン、作業仮設などを評価し総合点を成績
とする。
評価の方法：出席（60 %）とレポート作成（40 %）で評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

テキスト：公益財団法人　日本体育協会指導者育成専門委員会スポー
ツドクター部会：スポーツ医学研修ハンドブック［基礎科目］、文光
堂、2011、価格4104円、ISBN978-4-8306-5158-8

公益財団法人　日本体育協会指導者育成専門委員会スポーツドクター
部会：スポーツ医学研修ハンドブック［応用科目］、文光堂、2012、
価格4860円、ISBN978-4-8306-5159-5

テキストの購買の必要はない。必要に応じて、プリントなどの資料を
配布する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

コンディショニングについて概略の知識を有していることが望まし
い。準備学習として、関連分野のテキストならびに、参考文献で前
もって約1時間程度の予習と講義後の30分程度の復習をしておく。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

第1回　オリエンテーション
第2回　人体の解剖学的・生理学的理解
第3回　自身が経験した外傷・障害についてレポートを提
出する。
第4回　スポーツ医学総論
第5回　スポーツ医学各論
第6回　スポーツ外傷予防とスポーツ障害
第7回　スポーツ外傷予防とスポーツ障害予防
第8回　スポーツのためのメディカルチェック
第9回　アスレチックリハビリテーション
第10回　スポーツと生・栄養・年齢・環境・その他
第11回　自己レポートの検証
第12回　エビデンスの再収集と質の精査
第13回　作業仮設による研究の立案
第13回　研究発表
第14回　研究発表
第15回　まとめ



期別: 単位数: 開講年次:

2019-K010G11135-01スポーツ社会学特別研究

２年通年 6  1 授業形態:演習藤井　雅人
◎－－－　授業の概要　－－－◎

現代社会におけるスポーツ現象を社会学的手法を用いて調査・分析す
る。量的および質的な調査方法を研究対象に応じて選択し、適切な分
析・評価に基づいて、論文としてまとめる。

◎－－－　到達目標　－－－◎

1) 現代社会におけるスポーツ現象に関わる問題意識を明確化すること
ができる。
2) その問題意識を適切なスポーツ社会学的手法を用いて調査・分析す
ることができる。
3) そうした調査・分析による問題意識の解明を通して、今後のスポー
ツのあり方を展望できる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

1) 適切な問題意識を設定し、適切な手法を用いて、適切な問題の解明
ができたかを成績評価の基準とする。
2) 授業内での発表レジュメおよびプレゼンテーションの内容
（25％）、指導教員および受講生との毎回の討論（25％）、論文およ
びそのプレゼンテーションの内容（50％）を総合的に評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

1）井上俊・亀山佳明（編）『スポーツ文化を学ぶ人のために』1999
年，世界思想社，京都．
2）井上俊・菊幸一（編著）『よくわかるスポーツ文化論』2012年，
ミネルヴァ書房，京都．
3）ピーター・H・マン（著）中野正大（訳）『社会調査を学ぶ人のた
めに』1982年，世界思想社，京都．
4）日本スポーツ社会学会（編）『21世紀のスポーツ社会学』2013年,
創文企画,東京．
5）大谷信介・木下栄二他『社会調査へのアプローチ』2005年（第2
版），ミネルヴァ書房，京都．
6）大谷善博（監修）三本松正敏・西村秀樹（編）『変わりゆく日本
のスポーツ』2008年，世界思想社，京都．
7）杉本厚夫（編）『体育教育を学ぶ人のために』2001年，世界思想
社, 京都．
8）玉野和志『実践社会調査入門』2008年，世界思想社，京都．

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

・授業前には、テーマの学習に役立つスポーツ社会学および社会調査
に関する文献にあらかじめ目を通し、授業内容のより深い理解の準備
に努めること。授業前の事前学習に合計90時間をあてること。
・毎週授業後には、授業中のディスカッションの内容を整理・省察
し、文献等で十分に理解を補強すること。授業後の事後学習に合計90
時間をあてること。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

第1回～第5回：研究を進めるにあたっての基礎的事項の学
習
第6回～10回：現代社会論に関する基礎的内容の学習
第11回～第15回：スポーツ社会学理論に関する基本文献の
講読
第16回～第20回：スポーツ社会学の個別テーマに関する基
本文献の講読（各受講生が関心を持っているテーマに応じ
た形で）
第21回～第25回：社会学的研究手法を学ぶための基本文献
の講読
第26回～第30回：自身の研究関心および問題意識の明確化
第31回～第35回：研究計画および序論の作成
第36回～第40回：調査の実施準備および実施
第41回～第45回：調査データの分析・考察およびその文章
化
第46回～第50回：追加調査の実施準備および実施
第51回～第55回：論文の作成およびまとめ
第56回～第60回：論文内容の見直しおよび総括



期別: 単位数: 開講年次:

2019-K010G10265-01スポーツ社会学特論

後期 2  1 授業形態:講義藤井　雅人
◎－－－　授業の概要　－－－◎

本授業では、「社会的現象としてのスポーツ」を様々な視点から読み解
いていく。例えば、「文化」としてのスポーツ、「教育」としてのス
ポーツといった、従来まで伝統的に語られてきた視点ばかりでなく、
「政治」「経済」「メディア」「ジェンダー」「地域社会」といった、
近年スポーツを語る上で不可欠となってきたトピックとの関わりの中
で、より深くスポーツを理解していくよう試みる。具体的には、各ト
ピックについて、発表担当者がレジュメを作成・発表し、その内容を基
に参加者全員でディスカッションし、理解を深めていく。

◎－－－　到達目標　－－－◎

1)「社会的現象としてのスポーツ」について学び、現在のそのあり方に
関わる問題点を明確化することができる。
2) そうした問題点の出現背景を、スポーツ的側面にとどまらず、歴史、
社会、教育、文化などの視点から理解し、説明することができる。
3) 上記の考察を通して、スポーツの展開を主体的に構想・実践すること
ができる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

1) 現代スポーツに関わる問題点とその出現背景、今後のスポーツに関わ
る自身の行動指針について、論理的に説明できたかを成績評価の基準と
する。
2) 授業内での発表レジュメおよびプレゼンテーションの内容（50％）、
指導教員および受講生との毎回の討論（50％）を総合的に評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

1）橋本純一（編）『現代スポーツメディア論』2002年，世界思想社，
京都．
2）飯田貴子・井谷惠子（編著）『スポーツジェンダー学への招待』
2004年，明石書店，東京．
3）池田勝（編著）『生涯スポーツの社会経済学』2002年，杏林書院，
東京。
4）井上俊・亀山佳明（編）『スポーツ文化を学ぶ人のために』1999
年，世界思想社，京都．
5）井上俊・菊幸一（編著）『よくわかるスポーツ文化論』2012年，ミ
ネルヴァ書房，京都．
6）菊幸一・清水諭・仲澤眞・松村和則（編著）『現代スポーツのパー
スペクティブ』2006年，大修館書店，東京．
7）黒田勇（編著）『メディアスポーツへの招待』2012年，ミネルヴァ
書房，京都．
8）日本スポーツ社会学会（編）『21世紀のスポーツ社会学』2013年,創
文企画,東京．
9）西山哲郎『近代スポーツ文化とはなにか』2006年，世界思想社，京
都．
10）大谷善博（監修）三本松正敏・西村秀樹（編）『変わりゆく日本の
スポーツ』2008年，世界思想社，京都．
11）杉本厚夫（編）『体育教育を学ぶ人のために』2001年，世界思想
社, 京都．

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

・スポーツ社会学に関する基礎知識を習得済みの者が望ましい。
・授業前には、事前にテキストおよび参考文献に目を通し、授業中に発
言できるように準備しておくこと。授業前の事前学習に合計30時間をあ
てること。
・毎週授業後には、授業内容を整理・省察するとともに、日常生活の中
でその内容を実感的に理解するように努力すること。授業後の事後学習
に合計30時間をあてること。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1．イントロダクション
2．「文化」としてのスポーツ①（近代社会とスポーツ）
3．「文化」としてのスポーツ②（スポーツ文化とはなに
か）
4．「教育」としてのスポーツ①（学校教育の中のスポー
ツ）
5．「教育」としてのスポーツ②（運動部活動の社会学的
分析）
6．「政治」とスポーツ①（国家とスポーツ）
7．「政治」とスポーツ②（国レベルのスポーツ政策）
8．「経済」とスポーツ①（スポーツの経済効果）
9．「経済」とスポーツ②（スポーツイベントと経済）
10．「メディア」とスポーツ①（スポーツイベントの放映
権）
11．「メディア」とスポーツ②（テレビとスポーツルー
ル）
12．「ジェンダー」とスポーツ①（女性スポーツの隆盛）
13．「ジェンダー」とスポーツ②（スポーツメディアの中
のジェンダー）
14．「地域社会」とスポーツ①（総合型地域スポーツクラ
ブの育成・展開）
15．「地域社会」とスポーツ②（スポーツとコミュニティ
形成）



期別: 単位数: 開講年次:

2019-K010G11131-01スポーツ社会学特講ⅠA

前期 2  1 授業形態:講義藤井　雅人
◎－－－　授業の概要　－－－◎

スポーツ現象に関する社会学的研究についての情報を収集するととも
に、例えば現代社会全般、教育、政策、文化領域で用いられる、ス
ポーツにも応用可能な社会学理論および研究手法について学ぶ。そう
したねらいは、それぞれの科学分野に関連した基本文献の講読とそれ
に関する発表レジュメの作成（プレゼンテーションを含む）および討
論によって達成される。

◎－－－　到達目標　－－－◎

1) スポーツ社会学研究を実践する上での基本的理論について説明でき
る。
2) そうした基本的理解に基づき、自身の研究テーマを構想し、その内
容を洗練することができる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

1) 自身の研究テーマをスポーツ社会学的研究に関する基本的理論に基
づき、適切に設定できたかを成績評価の基準とする。
2) 基本文献に関する発表レジュメおよびプレゼンテーションの内容
（50％）、指導教員および受講生との毎回の討論（25％）、研究テー
マを構想する上で必要な発表資料の内容およびそれに関する討論
（25％）を総合的に評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

1）井上俊・亀山佳明（編）『スポーツ文化を学ぶ人のために』1999
年，世界思想社，京都．
2）井上俊・菊幸一（編著）『よくわかるスポーツ文化論』2012年，
ミネルヴァ書房，京都．
3）亀山佳明（編）『スポーツの社会学』1996年（3版）,世界思想社,
京都．
4）神谷拓『運動部活動の教育学入門』2015年，大修館書店，東京．
5）菊幸一・清水諭・仲澤眞・松村和則（編著）『現代スポーツの
パースペクティブ』2006年，大修館書店，東京．
6）中澤篤史『運動部活動の戦後と現在』2014年，青弓社，東京．
7）日本スポーツ社会学会（編）『21世紀のスポーツ社会学』2013年,
創文企画,東京
8）大谷善博（監修）三本松正敏・西村秀樹（編）『変わりゆく日本
のスポーツ』2008年，世界思想社，京都．
9）杉本厚夫（編）『体育教育を学ぶ人のために』2001年，世界思想
社, 京都．
10）諏訪伸夫・井上洋一・齋藤健司・出雲輝彦『スポーツ政策の現代
的課題』2008年，日本評論社，東京．
11）碓井崧・丸山哲央・大野道邦・橋本和幸（編）『社会学の理論』
2000年，有斐閣，東京。
12）碓井崧『社会学』2007年，ミネルヴァ書房，京都。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

・授業前には、テーマについて指定した基本文献にあらかじめ目を通
し、授業中に問題意識をもって臨めるように準備しておくこと。授業
前の事前学習に合計30時間をあてること。
・毎週授業後には、授業中にディスカッションした内容を整理・省察
し、社会学的思考様式の定着および社会学的基本概念の理解に努める
こと。授業後の事後学習に合計30時間をあてること。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1．スポーツ社会学研究に関わる基本概念の確認
2．文献・資料リストの作成
3．基本文献の講読①（近代スポーツ）
4．基本文献の講読②（スポーツ文化）
5．基本文献の講読③（スポーツにおける競技・達成の意
義）
6．基本文献の講読④（現代社会とスポーツの関係）
7．基本文献の講読⑤（スポーツへの現代社会論の応用）
8．基本文献の講読⑥（スポーツの教育的意義）
9．基本文献の講読⑦（学校運動部活動の社会学）
10．基本文献の講読⑧（日本のスポーツ政策の歴史）
11．基本文献の講読⑨（世界の諸国のスポーツ政策）
12．基本文献の講読⑩（総合型地域スポーツクラブの存在
意義）
13．基本文献の講読⑪（ソーシャルキャピタルとしての地
域スポーツクラブ）
14．研究テーマの構想・吟味
15．まとめ



期別: 単位数: 開講年次:

2019-K010G11132-01スポーツ社会学特講ⅠB

後期 2  1 授業形態:講義藤井　雅人
◎－－－　授業の概要　－－－◎

スポーツ社会学特講IAでの学習内容を踏まえながら、重要文献の精読
を通して、スポーツ現象の調査・分析方法を吟味し、その応用の可能
性を含めた一層の理解を図る。特に社会学的な研究手法を理解し、自
身の研究テーマに応用できる手法を吟味・選択する能力を習得するこ
とを目指す。

◎－－－　到達目標　－－－◎

1) スポーツ社会学研究で用いられる様々な研究手法を学び、その特徴
を説明できる。
2) そうした研究手法の中から自身の研究テーマに応じた手法を選択
し、実践できる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

1) 自身の研究テーマに応じた研究手法を選択し、実践できたかを成績
評価の基準とする。
2) 文献に関する発表レジュメおよびプレゼンテーションの内容
（50％）、指導教員および受講生との毎回の討論（25％）、研究テー
マおよびその研究手法を設定する上で必要な発表資料の内容とそれに
関する討論（25％）を総合的に評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

1）藤田真文・岡井崇之（編）『プロセスが見えるメディア分析入
門』2009年，世界思想社，京都．
2）ピーター・H・マン（著）中野正大（訳）『社会調査を学ぶ人のた
めに』1982年，世界思想社，京都．
3）浪田陽子・福間良明（編）『はじめてのメディア研究』2012年，
世界思想社，京都．
4）大谷信介・木下栄二他『社会調査へのアプローチ』2005年（第2
版），ミネルヴァ書房，京都．
5）桜井厚・好井裕明『フィールドワークの経験』2001年，せりか書
房，東京．
6）佐藤郁哉『社会調査の考え方 上』2015年，東京大学出版，東京．
7）佐藤郁哉『社会調査の考え方 下』2015年，東京大学出版，東京．
8）玉野和志『実践社会調査入門』2008年，世界思想社，京都．

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

・授業前には、テーマについて指定した基本文献にあらかじめ目を通
し、授業中に問題意識をもって臨めるように準備しておくこと。授業
前の事前学習に合計30時間をあてること。
・毎週授業後には、授業中にディスカッションした内容を整理・省察
し、特に学術論文等の精読を通して社会学的研究方法についての実際
的な理解を深めること。授業後の事後学習に合計30時間をあてるこ
と。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1．スポーツ社会学研究で用いられる研究手法について
2．文献・資料リストの作成
3．文献の講読（アンケート調査①：概説）
4．文献の講読（アンケート調査②：サンプリング）
5．文献の講読（アンケート調査③分析・考察の方法）
6．文献の講読（ドキュメント分析①：歴史史料の収集・
分析）
7．文献の講読（ドキュメント分析②行政文書の分析）
8．文献の講読（参与観察法①：概説）
9．文献の講読（参与観察法②：運動部活動の参与観察
法）
10．文献の講読（インタビュー調査①概説）
11．文献の講読（インタビュー調査②半構造化インタ
ビュー法によるデータ収集とその考察）
12．文献の講読（メディア分析①：新聞記事分析）
13．文献の講読（メディア分析②：映像分析）
14．自身の研究テーマに即した研究手法の吟味・選択
15．まとめ



期別: 単位数: 開講年次:

2019-K010G11133-01スポーツ社会学特講ⅡA

前期 2  2 授業形態:講義藤井　雅人
◎－－－　授業の概要　－－－◎

スポーツ現象を社会学的手法によって調査・分析した研究の知見をレ
ビューした後に、それらを踏まえて新たな研究関心を見出し、学外の
教育組織やスポーツ組織とも関わりながら、実際に調査を進めること
でそうした研究関心に取り組んでいく。本講義では特に量的調査法を
取り上げる。

◎－－－　到達目標　－－－◎

スポーツ社会学的な研究関心について、量的調査法を用いて調査・分
析を実施できる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

1) 研究関心について、量的手法を用いて適切に解明できたかを成績評
価の基準とする。
2) 研究関心を設定するまでの発表レジュメおよびプレゼンテーション
の内容（25％）、実際の量的調査実施過程（25％）、指導教員および
受講生との毎回の討論（25％）、調査結果のプレゼンテーションおよ
びそこでの討論（25％）を総合的に評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

1）石村光資郎・石村友二郎（著）石村貞夫（監修）『卒論・修論の
ためのアンケート調査と統計処理』2014年，東京図書，東京．
2）ピーター・H・マン（著）中野正大（訳）『社会調査を学ぶ人のた
めに』1982年，世界思想社，京都．
3）大谷信介・木下栄二他『社会調査へのアプローチ』2005年（第2
版），ミネルヴァ書房，京都．
4）玉野和志『実践社会調査入門』2008年，世界思想社，京都．

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

・授業前には、テーマに関する基本文献にあらかじめ目を通し、問題
意識をもって授業に臨めるように準備しておくこと。また、データの
入力・分析等の基本的作業をあらかじめ終えておくこと。授業前の事
前学習に合計30時間をあてること。
・毎週授業後には、授業中にディスカッションされた内容を整理・省
察し、特に方法論に関する問題の解決に努力すること。授業後の事後
学習に合計30時間をあてること。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1．量的調査法について
2．研究関心の明確化（先行研究のレビュー①：調査・研
究目的の設定）
3．研究関心の明確化（先行研究のレビュー②：方法論の
吟味）
4．研究協力組織・機関との交渉①（概説）
5．研究協力組織・機関との交渉②（実際の交渉）
6．調査票の作成①（サンプリング）
7．調査票の作成②（質問項目の精緻化）
8．調査票の配付・回収
9．調査票のデータ入力
10．データ分析および考察①（概説）
11．データ分析および考察②（結果の提示）
12．データ分析および考察③（考察の精緻化）
13．調査結果の予備的プレゼンテーション
14．調査結果の最終プレゼンテーション
15．調査報告書の作成



期別: 単位数: 開講年次:

2019-K010G11134-01スポーツ社会学特講ⅡB

後期 2  2 授業形態:講義藤井　雅人
◎－－－　授業の概要　－－－◎

スポーツ現象を社会学的手法によって調査・分析した研究の知見をレ
ビューした後に、それらを踏まえて新たな研究関心を見出し、学外の
教育組織やスポーツ組織とも関わりながら、実際に調査を進めること
でそうした研究関心に取り組んでいく。本講義では特に質的調査法を
取り上げる。

◎－－－　到達目標　－－－◎

スポーツ社会学的な研究関心について、質的調査法を用いて調査・分
析を実施できる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

1) 研究関心について、質的手法を用いて適切に解明できたかを成績評
価の基準とする。
2) 研究関心を設定するまでの発表レジュメおよびプレゼンテーション
の内容（25％）、実際の質的調査実施過程（25％）、指導教員および
受講生との毎回の討論（25％）、調査結果のプレゼンテーションおよ
びそこでの討論（25％）を総合的に評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

1）河西宏祐『インタビュー調査への招待』2005年，世界思想社，京
都．
2）北澤毅・古賀正義（編）『質的調査法を学ぶ人のために』2008
年，世界思想社，京都．
3）ピーター・H・マン（著）中野正大（訳）『社会調査を学ぶ人のた
めに』1982年，世界思想社，京都．
4）大谷信介・木下栄二他『社会調査へのアプローチ』2005年（第2
版），ミネルヴァ書房，京都．
5）玉野和志『実践社会調査入門』2008年，世界思想社，京都．
6）谷富夫・芦田徹郎（編著）『よくわかる質的社会調査 技法編』
2009年，ミネルヴァ書房，京都．
7）谷富夫・山本努（編著）『よくわかる質的社会調査 プロセス編』
2010年，ミネルヴァ書房，京都．
8）好井裕明『「あたりまえ」を疑う社会学』2006年，光文社，東京.
9）好井裕明『違和感から始まる社会学』2014年,光文社，東京.

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

・授業前には、テーマに関する基本文献にあらかじめ目を通し、問題
意識をもって授業に臨めるように準備しておくこと。また、データの
入力・分析等の基本的作業をあらかじめ終えておくこと。授業前の事
前学習に合計30時間をあてること。
・毎週授業後には、授業中にディスカッションされた内容を整理・省
察し、特に方法論に関する問題の解決に努力すること。授業後の事後
学習に合計30時間をあてること。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1．質的調査法について
2．研究関心の明確化（先行研究のレビュー①：調査・研
究目的の設定）
3．研究関心の明確化（先行研究のレビュー②：方法論の
吟味）
4．研究協力組織・機関との交渉①（概説）
5．研究協力組織・機関との交渉②（実際の交渉）
6．質的調査研究計画の作成①（概説）
7．質的調査研究計画の作成②（問題の洗い出しとその解
決）
8．質的調査の実施①（半構造化インタビューの実施）
9．質的調査の実施②（フォールドワークの実施）
10．質的データの分析および考察①（概説）
11．質的データの分析および考察②（逐語録の作成と分
析）
12．質的データの分析および考察③（フィールドワーク
データの作成と解釈）
13．調査結果の予備的プレゼンテーション
14．調査結果の最終プレゼンテーション
15．調査報告書の作成



期別: 単位数: 開講年次:

2019-K010G10221-01スポーツ障害特論

後期 2  1 授業形態:講義岩本　英明
◎－－－　授業の概要　－－－◎

スポーツ現場での外傷・障害は日常的に発生している。この外傷・障
害に対しての知識が少なく、放置させている指導者が少なからず見受
けられる。このため選手は症状を悪化させてくる場合も多い。このた
めスポーツ指導者は、スポーツ外傷・障害の知識もある程度持ってい
る必要がある。特に何故怪我が発生したのかを客観的に解析する能力
も必要である。それにはスポーツ種目特性について理解していないと
考えが及ばない。またスポーツ外傷の原因は、明確である場合が多い
が、スポーツ障害の原因は、はっきりしないことが多い。この障害に
は、 種目別、性別、部位別に特徴がみられる。このため障害の予防や
対処法は、これらの知識と考え方を習得しておくことが必要である。
  

◎－－－　到達目標　－－－◎

①スポーツ外傷・障害が発生する原因を理解する事ができる。
②種目特性からの分析によって種目ごとの怪我の違いを理解できる。
③指導するスポーツ種目の違いに対して、それぞれの現場で予防及び
応急
　 処置が習得できる。
④実際の現場での怪我の状態をいち早く判断し、適切な対応ができ
る。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

成績は積極的に講義に出席し且つ積極的に討論に参加する姿勢が70％
で、出題されたテーマに対するレポート提出が30％で評価する。
レポートは概ね5回の講義に1題を課し、1週間後に提出してもらう。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

特に指定しない。本学卒業生は、『スポーツ整形外科学』の講義で使
用したプリントを参考にすること。本学以外の学生は、図書館等でス
ポーツ外傷・障害についての本を、前以って少なくとも3冊程度は読
んでおくこと、さらに解剖書で関節の特徴や  関節周囲の骨格、筋肉
の専門名称を勉強しておくことが必要である。
参考；①入門人体解剖学　藤田恒夫著　南江堂　②スポーツ医学Ｑ＆
Ａ　黒田善雄他　金原出版株式会社　③指導者のためのスポーツ医学
　福林　徹他　南江堂

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

前もって解剖書を含めて、専門的な書籍を３～４冊読み、講義前には
約1時間程度をかけて、可能な限りの専門知識を頭に入れておくこ
と。とくに解剖書はしっかりと習得しておくこと。講義中は書籍など
にほとんど記載されていない事項を討論のテーマにするため、個々人
が積極的に自分の考え方を述べることによって参加をしてもらう。さ
らに講義後は、約1時間程度、講義内容と自分の考えをまとめておく
事を推奨する。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1.スポーツ外傷・障害概説
　スポーツ外傷・障害の発生原因の基本的な病態　を解説
する。
2.スポーツ外傷障害の対処法
　スポーツ外傷・障害に共通する応急処置と障害　が何故
発生するかの基本的なことを解説する
3.スポーツ現場での必要物
　スポーツ現場で怪我が発生したときに応急処置　として
必要な物品と使用法について解説する
4.膝関節のスポーツ外傷・障害Ⅰ
　膝関節の構造上の特徴を、解剖学的に解説する　ととも
に、その動きを関節生理学的に解説すし　この特徴からス
ポーツ障害の発生機序を考えて　もらう。予習として解剖
書の膝関　節の骨格・　筋肉の項　目を理解しておくこ
と。
5.膝関節のスポーツ外傷・障害Ⅱ
　膝関節に発生する怪我のうち頻度の高い半月板　損傷や
靱帯損傷について臨床的な事例をあげ解　説する。予習と
して半月板、靱帯の走行、働き等を解剖　書を読んで理解
しておくこと。
6.膝関節スポーツ外傷・障害Ⅲ
　膝関節周囲に発生する骨折を中心に解説し、さ　らに関
節内の軟骨骨折等にも言及する。さらに　具体的な治療を
解説する。
7.大腿のスポーツ外傷・障害
　大腿部に発生する怪我に対して解説する。ほと　んどが
筋・腱が中心である。発生機序と画像的　所見、治療まで
を理解していく
　予習として大腿の前面、後面の筋群を解剖書で　理解、
確認しておく。
8.下腿のスポーツ外傷・障害
　下腿に発生する怪我に対して解説する。　特に　コン
パートメント症候群について解説する。ま　た下腿の傷害
で最も多いアキレス腱断裂につい　ては治療法まで言及す
る。
9.病院実習
　病院で開設されているスポーツ外来を見学し、　スポー
ツ医師の患者さんに対する説明や診察法　等を実際に見学
してもらう。
10.足関節のスポーツ外傷・障害Ⅰ
　足関節周囲の怪我に対して解説する。足関節は　ほとん
どが捻挫である。捻挫とは何かやその診　断法を解説する
とともに現場での適切な応急処　置の理解を深めていく。
11.肩関節のスポーツ外傷・障害
　肩関節は他にない特徴的な関節である。そのた　めまず
は解剖学的な特徴を解説し、動きに対し　て関節生理学的
に解説する。
12.肩関節のスポーツ外傷・障害Ⅱ
　肩関節の外傷つまり脱臼の発生原因、応急処　　置、治
療法を中心に、肩関節周囲の捻挫や脱臼　等を解説する。
予習として肩　関節の骨格・筋　肉等を解剖書で理解して
おくこと。
13.肩関節のスポーツ外傷・障害Ⅲ
　肩関節の障害とくに野球肩を中心とした　投球　障害肩
の病態、治療法、予防法を解説する。
14.肘関節のスポーツ外傷・障害
　中心となるのは障害で、野球肘・テニス　肘の　病態、
症状、予防法を解説する。
15.スポーツ現場での腰痛について
　スポーツ選手の腰痛には形態的に特徴がある。　腰痛の
原因と治療、予防について解説する。



期別: 単位数: 開講年次:

2019-K010G10283-01スポーツ神経科学特論

集中前期 2  1 授業形態:講義七五三木　聡
◎－－－　授業の概要　－－－◎

生命機能のしくみを理解する手がかりは、私たちの実生活のあらゆる
場面に存在している。特に、心身機能をフルに活用しなければならな
いスポーツ場面で生じる生理現象は、生体諸機能に関する豊富な情報
を含んでいる。この授業では、運動時に心身に起きる様々な変化につ
いての現象、メカニズム、生理的意義を、主に神経科学的観点から包
括的に学習し、スポーツパフォーマンスの基礎となる身体機能の成立
機構や、私たち自身に備わっている“よりよく生きるために精緻化さ
れた高い適応性を持つ生体システムについての理解を深めることが目
的である。

◎－－－　到達目標　－－－◎

神経科学の知識を学び、それに基づいて、私たちが普段何気なく行っ
ている運動やスポーツの成り立ちを科学的に理解できる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

課題レポートの評価（80％）
小テスト（20％）

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

参考資料等. プリントを適宜配布する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

事前に教員より指示された文献や資料を読み理解しておくこと。ま
た、事後学習として講義中に紹介された文献や資料などを検索・収集
し、受講内容とともに講義ノートに整理して、系統的な理解の促進お
よびレポート作成に役立てること。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

第1回　スポーツ神経科学概論
第2回　神経系の成り立ち
第3回　身体運動の発現・維持・調節
第4回　スポーツにおける感覚情報処理1
第5回　スポーツにおける感覚情報処理2
第6回　スポーツにおける感覚情報処理3
第7回　スポーツにおける運動情報処理1
第8回　スポーツにおける運動情報処理2
第9回　スポーツにおける運動情報処理3
第10回　スポーツと記憶1
第11回　スポーツと記憶2
第12回　スポーツと情動
第13回　脳の可塑性1
第14回　脳の可塑性2
第15回　まとめ



期別: 単位数: 開講年次:

2019-K010G10231-01スポーツ整形外科実習

通年 1  1 授業形態:実習岩本　英明
◎－－－　授業の概要　－－－◎

スポーツ現場での怪我は、日常的に発生している。その怪我をした選
手を最初に見るのは指導者である。そこではその選手を安静にするの
か、そのまま練習をさせるのか、また病院受診をさせるのか、そのま
ま放置して様子をみるのかの判断をしなければならない。また早急な
応急処置も必要となる。そういった時知識が希薄であると、怪我した
選手の病状を悪化させるばかりでなく、選手生命が絶たれることも危
惧される。そこでスポーツ現場に直接関わっている指導者は、最低限
の判断材料たる、実際の診断法の知識を習得している必要がある。本
講義では指導者にとって最低限の診断法を学び、現場に生かすことが
目的である。また可能な限り実際の病院での診察法や手術の現場を視
察することにより、深く理解を深めてもらう。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①スポーツ指導者が、最低限知っておくべき診断法の実際を習得でき
る。
②現場で怪我の状態を判断するための徒手技術を習得できる。
③現場で選手の外傷・障害に対する適切な応急処置やｱﾄﾞﾊﾞｲｽを与え
ること
　 ができる。
④現在行われている最新手術の実際を知ることにより、今後術後の選
手の
　 回復にどの様なリハビリが必要であるかを習得できる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

診療室での実際の診察法を習得すること、病院実習を通じてそれを確
実にし、後半では実際に怪我した選手の診察に加わり、その病態、症
状、治療法、予防法を答えて、スタッフと議論する。その内容を検討
し総合的に評価する。評価の割合は、積極的な実習参加が出席は評価
の60％であり、現場での直接怪我をした選手の応急処置等の適切さを
30％、実践的なテーマに対するレポート提出を10％として評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

特に指定しない。それぞれが少なくとも3冊のスポーツ外傷・障害関
係の書を事前に読んでおく事。またそれぞれの関節に対する専門書に
目を通しておくこと。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

実習前には毎回約1時間程度で、スポーツ整形外科の本を読み、最終
的には一冊読破し、さらに部位別に書かれた専門書を数冊読んでまと
めておくこと。可能な限り積極的に質疑を行い、正確な知識を身につ
けることが重要である。その上で 病院実習に臨むことが重要である。
病院実習では、適切な服装（白衣）で参加することやまわりの患者さ
んの迷惑にならないように留意し、その現場の責任者のい指示に従う
事が必要である。実習後は約1時間程度をかけて、実習内容、専門的
な内容から自分なりの考えをまとめておく事を推奨する。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1.スポーツ整形外科診断法Ⅰ
　スポーツ現場での怪我に対しての基本的考え方　と診察
法について講義する。
2.スポーツ整形外科診断法Ⅱ
　スポーツ現場での怪我に対する基本的な処置の　仕方及
び必要物品の確認。
3.膝関節の怪我に対する診断法Ⅰ
　膝関節の怪我に対してどのように診察をすすめ　ていく
のかを習得する。
4.膝関節の怪我に対する診断法Ⅱ
　膝関節の怪我に対する基本的な診察手技をモデ　ルを
使って実際に体験する。
5.病院実習（外来）
　スポーツ外来で、膝関節を怪我した選手を、医　師がど
のように診察をすすめていくのかを体験　する。
6.病院実習（手術室）
　膝関節を怪我した選手の実際の治療現場に参加　し手術
の実際を経験する。
7.肩関節の怪我に対する診断法Ⅰ
　肩関節の怪我に対してどのように診断をすすめ　ていく
のかを習得する。
8.肩関節の怪我に対する診断法Ⅱ
　肩関節の怪我に対する基本的な診察手技をモデ　ルを
使って実際に体験する。
9.病院実習（外来）
　スポーツ外来で、肩関節を怪我した選手を、医　師がど
のように診察をすすめていくのかを体験　する。
10.病院実習（手術室）
　肩関節を怪我した選手の実際の治療現場に参加　し手術
の実際を経験する。
11.足関節の怪我に対する診断法Ⅰ
　足関節の怪我に対してどのように診断をすすめ　ていく
かを習得する。
12.足関節の怪我に対する診断法Ⅱ
　足関節を怪我に対する基本的な診察手技をモデ　ルを
使って実際に体験する。
13.病院実習（外来）
　スポーツ外来で、足関節を怪我した選手を、医　師がど
のように診察をすすめていくのかを体験　する。
14.肘関節・手関節に対する診断法
　肘関節・手関節の診察法と手技をモデルを使っ　て実際
に体験する。
15.病院実習（外来）
　スポーツ外来で、肘や手関節を怪我をした選手　を、医
師がどのように診察をすすめていくのか　を体験する。
※現場での実習ではどのような症例が発症するの　かわか
らないため、前期の間に専門的な事柄を　早急に知ってお
く必要がある。



期別: 単位数: 開講年次:

2019-K010G11105-01スポーツ内科学特別研究

２年通年 6  1 授業形態:演習上原　吉就
◎－－－　授業の概要　－－－◎

スポーツや運動はこの生活習慣病の管理において，食事療法と同様に
たいへん重要な事項である．しかしながら，その有効性に関する科学
的なエビデンスはいまだ十分とはいえない．本クラスでは，スポーツ
や運動ならびに食事・栄養が骨格筋、心臓や糖・脂質代謝に寄与する
かどうかを科学的に検討する．
また，スポーツ，運動、食事・栄養の身体への作用を生理学的，生化
学的、分子生物学的に解明することにより、アスリートの能力向上や
生活習慣病予防、寿命の向上ならびに自律神経活動や心機能の向上に
拘わる様々な新たな科学的なエビデンスを創出することを目的として
いる．

◎－－－　到達目標　－－－◎

・研究論文をテーマ毎に紹介できる
・研究論文の内容（研究背景，仮説，方法，結果，考察）を理解でき
る
・研究論文の内容，方法，結果を客観的に評価できる
・基礎的研究の理解と手技が習得できる

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

授業態度（20％），授業意欲（20％），レポート（20％），プレゼン
テーション（20％），理解度（20％）で評価する

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

テーマ毎に新着文献を準備する．

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

学士までの生物学の基礎知識の整理と理解．興味がある研究対象につ
いて，積極的に情報を収集する．新たに得た情報を整理し，学習した
手技は個々で実践できるようにする．（120分）

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1年次前期
①　スポーツ内科学概論
②～④　国内誌論文抄読　健康関連
⑤～⑦　国内誌論文抄読　骨格筋関連
⑧　国内誌論文抄読　（解析手法）
⑨　文献の討論とまとめ（健康）
⑩　文献の討論とまとめ（骨格筋）
⑪　文献の討論とまとめ（動脈硬化）
⑫　研究のデザインについて（健康）
⑬　研究のデザインについて（骨格筋）
⑭　研究の方法について（健康）
⑮　研究の方法について（骨格筋）

1年次後期
①～③　国際誌論文抄読　健康関連
④～⑥　国際誌論文抄読　骨格筋関連
⑦～⑧　国際誌論文抄読（解析手法）
⑨　文献の討論とまとめ（健康）
⑩　文献の討論とまとめ（骨格筋）
⑪　文献の討論とまとめ（動脈硬化）
⑫　研究結果の導き方（健康）
⑬　研究結果の導き方（骨格筋）
⑭　研究結果の導き方（動脈硬化）
⑮　研究結果の導き方（運動生理）

２年次前期
①　研究結果の解析方法
②～⑤　運動生理学的測定
⑥　蛋白解析方法　全般
⑦　蛋白解析方法（ELISA）
⑧　蛋白解析方法実践（ELISA）
⑨　蛋白解析方法（SDS page）
⑩　蛋白解析方法（ウェスタンブロット）
⑪　蛋白解析方法実践
　　　（SDS page，ウェスタンブロット）
⑫　遺伝子解析について
⑬　mRNA発現解析について
⑭　逆転写PCR法
⑮　逆転写PCR法実践

２年次後期
①　転写制御について
②　ルシフェラーゼアッセイ
③　ルシフェラーゼアッセイ実践
④　論文作成の方法
⑤　先行論文検索
⑥　先行論文まとめ
⑦　遂行中研究と先行論文との比較
⑧　遂行中研究の妥当性
⑨　研究論文作成のための考察
⑩～⑬　論文作成のまとめ
⑭　成果発表
⑮　論文編集，改訂



期別: 単位数: 開講年次:

2019-K010G11101-01スポーツ内科学特講ⅠA

前期 2  1 授業形態:講義上原　吉就
◎－－－　授業の概要　－－－◎

スポーツ内科学はスポーツ医学のなかでもスポーツに起因する内科疾
患やアスリートおよび各種疾病者を対象とした運動療法を含んでい
る．スポーツ内科学では主に生活習慣病を対象として，スポーツ（運
動や身体活動を含む）が疾病予防や治療を可能にする領域を取り扱
う．様々な刺激の運動が身体に及ぼす作用を検討するとともに疾病予
防・治療のための運動・スポーツの重要性を科学的に検討する．

◎－－－　到達目標　－－－◎

・肥満，メタボリックシンドローム，糖尿病などいわゆる生活習慣病
の病態が理解できる
・脂質代謝および糖代謝が理解できる
・動脈硬化関連疾患の病態が理解できる
・疾病予防・治療のための運動の方法と効果が理解できる

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

授業態度（30％），授業意欲（30％），レポート（20％），理解度
（20％）で評価する

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

資料はプリントとして配布する

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

解剖生理学、病理学，代謝学等について自学自習すること．（90分）

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

①　生活習慣病
②　動脈硬化関連疾患
③　運動と各種疾患
④　高血圧症
⑤　脂質代謝異常（中性脂肪）
⑥　脂質代謝異常（コレステロール）
⑦　脂質代謝異常（HDLコレステロール）
⑧　肥満
⑨　メタボリックシンドローム
⑩　インスリン抵抗性
⑪　糖尿病
⑫　食事療法
⑬　運動療法
⑭　運動処方
⑮　まとめ



期別: 単位数: 開講年次:

2019-K010G11102-01スポーツ内科学特講ⅠB

後期 2  1 授業形態:講義上原　吉就
◎－－－　授業の概要　－－－◎

スポーツ内科学はスポーツ医学のなかでもスポーツに起因する内科疾
患やアスリートおよび各種疾病者を対象とした運動療法を含んでい
る．スポーツ内科学では主に生活習慣病を対象として，スポーツ（運
動や身体活動を含む）が疾病予防や治療を可能にする領域を取り扱
う．様々な刺激の運動が身体に及ぼす作用を検討するとともに疾病予
防・治療のための運動・スポーツの重要性を科学的に検討する．

◎－－－　到達目標　－－－◎

・老化．動脈硬化関連疾患の病態が理解できる
・脂質代謝とその関連疾患について理解できる
・疾病予防・治療のための運動の方法と効果および科学的評価法が理
解できる

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

授業態度（20％），授業意欲（30％），レポート（20％），理解度
（30％）で評価する

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

資料はプリントとして配布する

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

解剖生理学、病理学，代謝学等について自学自習すること．（90分）

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

①　動脈硬化関連疾患
②　心血管疾患
③　脳血管疾患
④　高血圧症
⑤　血圧と臓器障害
⑥　心不全
⑦　高尿酸血症
⑧　脂質代謝
⑨　脂質代謝（中性脂肪）
⑩　脂質代謝（コレステロール）
⑪　脂質代謝（善玉コレステロール）
⑫　善玉コレステロールの質と量
⑬　運動と脂質代謝
⑭　運動と善玉コレステロール
⑮　まとめ



期別: 単位数: 開講年次:

2019-K010G11103-01スポーツ内科学特講ⅡA

前期 2  1 授業形態:講義上原　吉就
◎－－－　授業の概要　－－－◎

スポーツ（運動や身体活動を含む）が内科的疾病の予防や治療におよ
ぼす作用を検討するとともに疾病予防・治療のための運動・スポーツ
の重要性を科学的に検討する．個々のテーマに対して、学会発表や論
文作成のための学習を行う．

◎－－－　到達目標　－－－◎

・研究論文を構築するための方法論と思考法が習得できる
・研究結果について統計学的分析方法が習得できる
・研究結果の考察から科学的思考を習得できる

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

授業態度（20％），授業意欲（20％），レポート（30％），理解度
（30％）で評価する

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

資料はプリントとして配布する．

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

興味がある研究対象について，積極的に情報を収集する．（90分）

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

①　研究結果の導き方
②　研究結果の解析方法
③　運動生理学的測定
④　蛋白解析方法（全般）
⑤　蛋白解析方法（ELISA法）
⑥　蛋白解析方法
　　（SDS page，ウェスタンブロット法）
⑦　遺伝子解析について
⑧　DNAとダイレクトシークエンス
⑨　mRNA発現解析方法
⑩　ノーザンブロット法と逆転写PCR法
⑪　リアルタイムPCR法
⑫　転写制御について
⑬　ルシフェラーゼアッセイ法
⑭　結果のまとめ
⑮　総括



期別: 単位数: 開講年次:

2019-K010G11104-01スポーツ内科学特講ⅡB

後期 2  1 授業形態:講義上原　吉就
◎－－－　授業の概要　－－－◎

スポーツ（運動や身体活動を含む）が内科的疾病の予防や治療におよ
ぼす作用を検討するとともに疾病予防・治療のための運動・スポーツ
の重要性を科学的に検討する．個々のテーマに対して、学会発表や論
文作成のための学習を行う．

◎－－－　到達目標　－－－◎

・研究論文を構築するための方法論と思考法が習得できる
・研究結果について統計学的分析方法が習得できる
・研究結果の考察から科学的な思考を習得できる

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

授業態度（20％），授業意欲（20％），レポート（30％），理解度
（30％）で評価する

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

資料はプリントとして配布する．

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

興味がある研究対象について，積極的に情報を収集する．（90分）

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

①　文献の討論とまとめ（健康）
②　文献の討論とまとめ（骨格筋）
③　文献の討論とまとめ（動脈硬化）
④　論文作成の方法
⑤　先行論文検索，まとめ
⑥　遂行中研究と先行論文との比較
⑦　遂行中研究の問題点検討
⑧　遂行中研究の妥当性
⑨　研究論文作成のための考察
⑩　論文作成のまとめ（背景）
⑪　論文作成のまとめ（方法）
⑫　論文作成のまとめ（結果）
⑬　論文作成のまとめ（考察）
⑭　成果発表
⑮　論文編集，改訂



期別: 単位数: 開講年次:

2019-K010G11151-01スポーツバイオメカニクス学特講ⅠA

前期 2  1 授業形態:講義布目　寛幸
◎－－－　授業の概要　－－－◎

スポーツバイオメカニクス研究のうち、自ら興味があり、研究対象と
なりうるものについて広く先行研究を精査し、自ら適切な研究課題の
設定方法ができることを目標とする。
また、その内容のプレゼンテーションから質疑・応答を経て、研究課
題に対する専門的な議論ができることを目標とする。

◎－－－　到達目標　－－－◎

スポーツバイオメカニクスに関連した研究論文のレビューの作成とそ
の内容のプレゼンテーションと質疑応答の初歩的段階ができる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

スポーツバイオメカニクスに関連した研究論文のレビューの作成とそ
の内容のプレゼンテーションと質疑応答の初歩的段階ができるように
なったかどうかの達成度を以下２つの項目より総合的に評価する。
質問を通じた議論の深め方（50％）
発表の内容とその表現方法（50％）

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

特になし

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

授業前には指定された予習（1コマ当たり2時間×15週　計30時間）
を、授業後には指定された復習（1コマ当たり2時間×15週　計30時
間）をしておくこと。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

第1回　　対象とするスポーツ動作の設定
第2回　　邦文文献の検索方法
第3回　　英文文献の検索方法
第4回　　文献の精読①研究の背景
第5回　　文献の精読②研究仮説
第6回　　文献の精読③研究目的
第7回　　文献の精読④研究方法
第8回　　文献の精読⑤データ解析法
第9回　　文献の精読⑥力学計算手法
第10回 　文献の精読⑦統計手法
第11回　 文献の精読⑧結果の表示法
第12回　 文献の精読⑨論議の方法
第13回　 文献の精読⑩ロジカル思考法
第14回　 文献の精読⑪結論
第15回　 まとめ

◎－－－　備考欄　－－－◎

指定した文献を精読しておくこと。



期別: 単位数: 開講年次:

2019-K010G11152-01スポーツバイオメカニクス学特講ⅠB

後期 2  1 授業形態:講義布目　寛幸
◎－－－　授業の概要　－－－◎

スポーツバイオメカニクス学特講ⅠＡで設定した研究を実施するため
の研究デザインについて学ぶことを目標とする。
また、その内容のプレゼンテーションから質疑・応答を経て、研究課
題を検証するために有効な研究デザインに対する議論を深めることを
目標とする。

◎－－－　到達目標　－－－◎

スポーツバイオメカニクス研究の研究デザインの観点から一歩進んだ
プレゼンテーション・議論ができる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

スポーツバイオメカニクス研究の研究デザインの観点から一歩進んだ
プレゼンテーション・議論ができるようになったかどうかを以下２つ
の項目より総合的に評価する。
質問を通じた議論の深め方（50％）
発表の内容とその表現方法（50％）

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

特になし。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

授業前には指定された予習（1コマ当たり2時間×15週　計30時間）
を、授業後には指定された復習（1コマ当たり2時間×15週　計30時
間）をしておくこと。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

第1回　　対象とするスポーツ動作の設定
第2回　　研究デザイン①研究の背景
第3回　　研究デザイン②研究仮説の設定
第4回　　研究デザイン③研究方法
第5回　　研究デザイン④研究目的の設定
第6回　　研究デザイン⑤データ解析法
第7回　　研究デザイン⑥ベクトル演算
第8回　　研究デザイン⑦力学計算
第9回　　研究デザイン⑧統計手法
第10回 　研究デザイン⑨結果の表示法
第11回　 研究デザイン⑩統計手法
第12回　 研究デザイン⑪論議の方法
第13回　 研究デザイン⑫ロジカル思考法
第14回　 研究デザイン⑭結論の書き方
第15回　 まとめ

◎－－－　備考欄　－－－◎

指定した文献を精読しておくこと。



期別: 単位数: 開講年次:

2019-K010G11153-01スポーツバイオメカニクス学特講ⅡA

前期 2  2 授業形態:講義布目　寛幸
◎－－－　授業の概要　－－－◎

前年度に設定した研究課題。研究デザインに関して、実際に実験およ
びデータ分析を行うための適切な手法について学ぶことを目標とす
る。
また、その内容のプレゼンテーションから質疑・応答を経て、適切な
研究手法に関する議論を深めることを目標とする。

◎－－－　到達目標　－－－◎

スポーツバイオメカニクス研究の研究手法の観点からより踏み込んだ
プレゼンテーション・議論ができる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

スポーツバイオメカニクス研究の研究手法の観点からより踏み込んだ
プレゼンテーション・議論ができるようになったかどうかを以下２つ
の項目より総合的に評価する。
質問を通じた議論の深め方（50％）
発表の内容とその表現方法（50％）

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

特になし

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

授業前には指定された予習（1コマ当たり2時間×15週　計30時間）
を、授業後には指定された復習（1コマ当たり2時間×15週　計30時
間）をしておくこと。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

第1回　　対象とするスポーツ動作の設定
第2回　　映像解析法
第3回　　スポーツ動作の解析モデル
第4回　　重心法
第5回　　Kinematics
第6回　　関節角度の３次元記述法
第7回　　関節角速度の記述法
第8回　　Kinetics
第9回　　映像解析を用いた力学計算法
第10回 　ヒト分節の慣性能率
第11回　 関節トルク
第12回　 関節トルク以外の作用
第13回　 その他のバイオメカニクス手法
第14回　 適切な統計手法
第15回　 まとめ

◎－－－　備考欄　－－－◎

指定した文献を精読しておくこと。



期別: 単位数: 開講年次:

2019-K010G11154-01スポーツバイオメカニクス学特講ⅡB

後期 2  2 授業形態:講義布目　寛幸
◎－－－　授業の概要　－－－◎

スポーツバイオメカニクス学特講ⅠＡ～ⅡＡまでを踏まえて、実際の
データを如何に分析するかを学ぶことを目標とする。
初歩的なデータ分析に始まり、最終的にBASIC やMATLABなどのプロ
グラミング言語を用いたプログラムの作成ができることを目標とす
る。

◎－－－　到達目標　－－－◎

自らの研究論文（修士学位論文）作成のために必要となるデータの分
析ができる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

らの研究論文（修士学位論文）作成のために必要となるデータの分析
方法ができるようになったかどうかを最終レポートにより判断する
（100％）。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

特になし。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

表計算ソフトExcelの基本的な操作方法を事前に学習しておくこと。

授業前には指定された予習（1コマ当たり2時間×15週　計30時間）
を、授業後には指定された復習（1コマ当たり2時間×15週　計30時
間）をしておくこと。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

第1回　 分対象とするスポーツ動作の設定
第2回　 分析データの設定
第3回　 分析手法のアイデア・吟味
第4回　 数値微分法
第5回　 各種数値微分法のプログラム設計
第6回　 座標平滑化法
第7回　 座標平滑化法のプログラム設計
第8回　 Kinematics解析法（角度・角速度）
第9回　 角度・角速度算出のプログラム設計
第10回  Kinetics解析法
第11回　重心モデル解析法
第12回　重心モデルのプログラム設計
第13回　セグメントモデル解析法
第14回　セグメントモデル解析のプログラム設計第15回　
まとめ

◎－－－　備考欄　－－－◎

指定した文献を精読しておくこと。



期別: 単位数: 開講年次:

2019-K010G11155-01スポーツバイオメカニクス学特別研究

２年通年 6  1 授業形態:演習布目　寛幸
◎－－－　授業の概要　－－－◎

スポーツバイオメカニクスに関する実験研究を行う。自らの研究テー
マに関して国内外の最新の研究成果と動向を調べることでレビューを
行い、適切な実験デザインを構築することを目標とする。
予備実験等を通じて実験研究に必要となる実験手法を身につけること
を目標とする。
またそのデータを論文にまとめるためのデータ処理法を学び論文の作
成、研究発表に結び付けることを目標とする。

◎－－－　到達目標　－－－◎

研究を立案・デザインし、実行することができる。
スポーツバイオメカニクス実験に必要となる実験手法を身につけるこ
とができる。
正しい手法からデータを分析することができる。
実験結果を分かりやすく伝えるプレゼンテーションができる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

研究デザイン・実験実施状況・データ分析方法・プレゼンテーショ
ン・論文作成の達成度を項目ごとに採点し、総合点で評価を行う。
研究デザイン（20％）
実験実施状況（20％）
データ分析方法（20％）
プレゼンテーション（20％）
論文作成の達成度（20％）

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

特になし。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

授業前には指定された予習（計120時間）を、授業後には指定された
復習（計120時間）をしておくこと。
データ分析に必須の表計算ソフトなどの使用方法についてはあらかじ
め予習を行い、身につけておくこと。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

１年次前期
　国内外の最新の研究動向調査（レビュー）
　実験デザインの構築
　まとめ

１年次後期
　予備実験の実施と見つかった改善点を踏まえて　予備実
験を繰り返す
　必要となるデータ分析法の習得
　まとめ

2年次前期
　本実験の計画・立案
　本実験の実施
　必要に応じて追加実験を行う

2年次後期
　研究の中間発表
　考察とまとめ
　プレゼンテーションおよび論文作成
　まとめ



期別: 単位数: 開講年次:

2019-K010G10280-01スポーツバイオメカニクス特論

後期 2  1 授業形態:講義布目　寛幸、田村 雄志
◎－－－　授業の概要　－－－◎

学部において学んだスポーツバイオメカニクスに関する基礎知識を踏
まえ、本講ではスポーツにみられるヒトや用具の振る舞いを、より踏
み込んだ視点から理解することを目標とする。
そこから競技力向上やより安全で効果的なスポーツのコーチングなど
へ応用できる知識をみにつけるとともに、一般に販売されているス
ポーツ用品の有効性や安全性に関するより踏み込んだ知識を身につけ
ることを目標とする。

◎－－－　到達目標　－－－◎

スポーツ科学の専門家として、優れたスポーツ動作の背景にある力学
現象を理解できる。
巷にあるスポーツ用品の有効性や安全性に関して、力学的な視点から
判断できる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

優れたスポーツ動作の背景にある力学現象を理解できているかどう
か、スポーツ用品の有効性や安全性に関して、力学的な視点から判断
できるかどうかを以下の項目から総合的に評価する。
講義中のプレゼンテーション（25％）
それに対する積極的な質疑応答（25％）
最終レポート（50％）

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

特になし

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

質問などによる積極的な授業への参加を歓迎する。
自らの興味の対象となるスポーツ動作・用具に対する一般的な情報を
事前に収集しておくこと。
授業前には指定された予習（1コマ当たり2時間×15週　計30時間）
を、授業後には指定された復習（1コマ当たり2時間×15週　計30時
間）をしておくこと

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

第1回　 ガイダンス
第2回　 専門研究分野の概要
第3回　 科学と疑似科学の定義
第4回　 サッカーキック動作の科学
第5回　 ボールインパクト動作の科学
第6回　 歩行の科学
第7回　 シューズの科学
第8回　 水泳・水着の科学
第9回　 スポーツ用具の科学
第10回　プレゼンテーションテーマの設定
第11回　プレゼンテーションの基礎
第12回　プレゼンテーションの実演（研究発表）
第13回　プレゼンテーションの実演（質疑応答）
第14回　プレゼンテーションの実演（総合評価）
第15回　総括とまとめ



期別: 単位数: 開講年次:

2019-K010G10295-01スポーツマネジメント特論

後期 2  1 授業形態:講義霜島　広樹
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　本授業では、現代におけるスポーツ組織の経営的課題を取り上げ、
その原因や解決策について検証を行っていく。それに加えて、スポー
ツマネジメントの学問分野における、これまでの研究の流れを理解
し、これからの研究課題について議論を行っていく。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・スポーツマネジメントに関する基礎的な用語および理論を説明でき
る

・スポーツマネジメント分野における既存の研究に対し、批判的検討
を加えることができる

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

スポーツマネジメントに関する基礎的な用語および理論を説明でき
(30%)、スポーツマネジメント分野における既存の研究に対し、批判
的検討を加えることができるかどうか(70%)を評価の基準とする。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

必要に応じて適宜資料を配布する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

指定された事前の予習(1コマあたり2時間×15週)と事後の復習(1コマ
あたり2時間×15週)を行うこと

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

・ガイダンス
・スポーツマネジメントとは？
・スポーツマネジメントの研究分野における現状と課題1
・スポーツマネジメントの研究分野における現状と課題2
・プレゼンテーションの基本
・文献抄読1
・プレゼンテーション1
・プレゼンテーション2
・文献抄読2
・プレゼンテーション3
・プレゼンテーション4
・研究発表1
・研究発表2
・研究発表3
・総括



期別: 単位数: 開講年次:

2019-K010G11055-01体育科教育学特別研究

２年通年 6  1 授業形態:演習柿山　哲治
◎－－－　授業の概要　－－－◎

修士論文の作成を目的とし、当該分野における研究活動の進め方につ
いて、総合的に学習を進める。特に教育現場との交流を通して、文献
研究では獲得できない現場の問題意識を把握し、複合領域・応用科学
として実践的に意味のある研究計画を立案する。最終的に調査・実
験、分析、修士論文作成、論文発表を行う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①先行研究を十分精査した上で自身の研究テーマを明確にすることが
できる。②新規性及び独創性の高い修士論文の作成することができ
る。
③自身の研究内容を学会や学術雑誌等で公表できる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

修士論文の内容（70％）および学会・発表会におけるプレゼンテー
ション（30％）を総合的に評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

研究の進度に合わせて、必要な書籍、文献を紹介する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

設定された時間内での作業だけでは修士論文は完成できないので、時
間を惜しんで取り組み、必要に応じて研究指導を仰ぐこと。なお、授
業は事前に自身の発表内容について短時間で伝える準備を行い（60
分）、毎週授業後には指摘された事について課題修正を行うこと（60
分）。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

第1回　重要文献の抄読
第2回　文献レビュー
第3回　研究方法の理解
第4回　教育現場との関係づくり
第5回　当該課題における問題点の抽出法
第6回　仮説の設定法
第7回　測定指標の設定法
第8回　データ収集法
第9回　データ整理法
第10回　統計処理法
第11回　結果の記述法
第12回　考察の記述法
第13回　結論の記述法
第14回　プレゼンテーション法の理解
第15回　中間報告発表
第16回　研究目的の設定
第17回　緒言の作成
第18回　緒言の修正
第19回　方法の作成
第20回　方法の修正
第21回　結果の作成
第22回　結果の修正
第23回　考察の作成
第25回　考察の修正
第26回　まとめの作成
第27回　まとめの修正
第28回　参考文献の作成
第29回　参考文献の修正
第30回　最終報告発表



期別: 単位数: 開講年次:

2019-K010G10233-01体育科教育学特論

前期 2  1 授業形態:講義柿山　哲治
◎－－－　授業の概要　－－－◎

中学校および高等学校保健体育科で扱われる教材を用いて、保健体育
科の目標、内容、指導計画の作成と内容の取扱いについて概説し、指
導案の作成法、授業の展開および評価法を身に付け、保健体育教師に
相応しい資質、態度、能力を養う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

保健体育科の目標を理解できる。
保健体育科の内容を理解できる。
保健体育科の指導計画の作成と内容の取扱いを理解できる。
保健体育科の教材研究と授業づくりができる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

学習指導要領解説の理解度（50％）と課題への取り組み（50％）を総
合的に評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

文部科学省（2017）中学校学習指導要領解説保健体育編、東山書房
文部科学省（2018）高等学校学習指導要領解説保健体育編・体育編、
東山書房
勝亦紘一、家田重晴編（2012）新しい体育の授業づくり、大日本図書
家田重晴編（2010）保健科教育、杏林書院

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

教職に就く意欲のある者が履修することが望ましい。
授業前には学習指導要領解説を熟読し、講義時の質問項目を準備して
おくこと（30分）。毎週授業後には授業内容について復習する時間を
十分確保すること（30分）。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

第1回　ガイダンス
第2回　保健体育科の目標及び内容
第3回　体育分野・科目体育の目標及び内容
第4回　体育理論の内容
第5回　保健分野・科目保健の目標及び内容
第6回　歴史的視点からの教材づくり
第7回　スポーツ特性を用いた教材づくり
第8回　ルールやマナーを用いた教材づくり
第9回　ICT教育を用いた教材づくり
第10回　オリンピック教育の教材づくり
第11回　パラリンピック教育の教材づくり
第12回　体育分野・科目体育の授業づくり
第13回　保健分野・科目保健の授業づくり
第14回　体育理論の授業づくり
第15回　まとめ



期別: 単位数: 開講年次:

2019-K010G11052-01体育科教育学特講ⅠB

後期 2  1 授業形態:講義柿山　哲治
◎－－－　授業の概要　－－－◎

体育科教育およびスポーツ教育に必要な研究論文を収集、精読し、研
究デザインの洗練を図る。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①体育科教育およびスポーツ教育の内容に沿った過去の研究成果をレ
ビューすることができる。
②自身の研究に明確な仮説を持って研究計画を立てることができる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各テーマに沿ったプレゼンテーション（50％）と質疑応答を含めた
テーマへの取り組み（50％）を総合的に評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

研究の進度に応じて、必要な書籍、文献を紹介する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

授業中に紹介する文献を事前に配布しておくこと。
プレゼンテーションにはパワーポイントを使用すること。
授業前には事前に配布された文献を熟読しておくこと（60分）。
毎週授業後には、自身の研究に応用できる関連文献を探し、熟読して
おくこと（60分）。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

第1回　先行研究の収集法
第2回　研究課題の抽出法
第3回　タイトルの選定法
第4回　研究目的の絞り方
第5回　緒言の構成
第6回　緒言の記述法
第7回　方法の記述法
第8回　表の作成法
第9回　図の作成法
第10回　結果の記述法
第11回　考察の構成
第12回　考察の記述法
第13回　結論の記述法
第14回　引用・参考文献の記述法　
第15回　まとめ



期別: 単位数: 開講年次:

2019-K010G11051-01体育科教育学特講ⅠA

前期 2  1 授業形態:講義柿山　哲治
◎－－－　授業の概要　－－－◎

体育科教育に関する研究論文に幅広く触れることにより、体育科教育
の意義、効果、問題点などを明らかにする。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①体育科教育に関する研究論文の収集法を身に付けることができる。
②自身の研究の目的、方法、内容、新規性や課題について文章にまと
め、発信することができる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

課題への取り組み（50％）及びプレゼンテーション（50％）により総
合的に評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

研究の進度に応じて、必要な書籍、文献を紹介する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

図書館の検索システムを活用するため、利用ガイダンスを受けておく
こと。
教職履修者が望ましい。
授業前には自身が受けてきた各学校種における体育科教育について説
明できる準備をしておくこと（60分）。毎週授業後には、他者の意見
を踏まえ、自身の各学校種での体育科教育法を整理しておくこと（60
分）。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

第1回　ガイダンス
第2回　小学校体育の概説
第3回　小学校体育に関する文献収集
第4回　小学校体育に関する文献の精読
第5回　小学校体育に関する文献の要約
第6回　中学校体育の概説
第7回　中学校体育に関する文献収集
第8回　中学校体育に関する文献の精読
第9回　中学校体育に関する文献の要約
第10回　高等学校体育に関する文献の収集
第11回　高等学校体育に関する文献の精読
第12回　高等学校体育に関する文献の要約
第13回　プレゼンテーション準備
第14回　プレゼンテーション
第15回　まとめ



期別: 単位数: 開講年次:

2019-K010G11053-01体育科教育学特講ⅡA

前期 2  1 授業形態:講義柿山　哲治
◎－－－　授業の概要　－－－◎

体育科教育およびスポーツ教育に関する修士論文作成に必要な実践的
能力を獲得するために、仮説を提示した上で、それを証明するための
計画的な調査、実験を遂行し、データベースの作成および解析を行
う。また、統計的基礎分析能力を高める。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①仮説を検証するための研究計画を立て、調査、実験を行うことがで
きる。
②データベースの作成および解析ができる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

研究プロセスをパワーポイントにまとめ（50％）、プレゼンテーショ
ンに対する質疑応答（50％）で総合的に評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

研究の進度に応じて必要な書籍や文献を紹介する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

研究発表及び経過報告はパワーポイントを用いて行うこと。
授業前には先行研究を収集し、熟読しておくこと（60分）。
毎週授業後には、授業時に指摘された課題について調査し、次の授業
までに明らかになったことを整理しておくこと（60分）。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

第1回　先行研究の収集
第2回　先行研究における問題点の把握
第3回　先行研究における方法論の集約
第4回　タイトルの選定
第5回　緒言の記述法
第6回　方法の記述法
第7回　研究の仮説設定
第8回　研究調査計画の立案
第9回　研究調査の実施（事前調査）
第10回　研究調査の実施（本調査）
第11回　研究調査の実施（補完調査）
第12回　調査結果のデータセット
第13回　調査結果のデータ入力
第14回　調査結果のデータ解析
第15回　研究成果中間報告



期別: 単位数: 開講年次:

2019-K010G11054-01体育科教育学特講ⅡB

後期 2  1 授業形態:講義柿山　哲治
◎－－－　授業の概要　－－－◎

体育科教育特別研究の最終段階として、独創的な研究仮説の重要性を
理解し、得られたデータを適切な統計処理において分析し、結果に応
じた考察を行う能力を高める。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①得られた結果に基づいて適切な考察ができる。
②作成された論文に準じたプレゼンテーションができる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

研究プロセスをパワーポイントにまとめ（50％）、プレゼンテーショ
ンに対する質疑応答（50％）で総合的に評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

研究内容に応じて必要な書籍、文献を紹介する。
授業前には事前に自身の発表内容をパワーポイントにまとめ、発表お
よび質疑応答対策を準備しておくこと。
毎週授業後は、発表時に指摘されたことについて整理し、次の時間ま
でに回答できる準備をしておくこと。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

研究発表及び経過報告はパワーポイントを用いて行うこと。
授業前には先行研究を収集し、熟読しておくこと（60分）。
毎週授業後には、授業時に指摘された課題について調査し、次の授業
までに明らかになったことを整理しておくこと（60分）。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

第1回　表の作成法
第2回　表の添削及び修正
第3回　表の校正
第4回　図の作成法
第5回　図の添削及び修正
第6回　図の校正
第7回　結果の記述法
第8回　結果の添削及び修正
第9回　結果の校正
第10回　考察の記述法
第11回　考察の添削及び修正
第12回　考察の校正
第13回　まとめの記述法
第14回　まとめの添削及び修正
第15回　まとめの校正



期別: 単位数: 開講年次:

2019-K010G10190-01体育学研究概論

前期 2  1 授業形態:講義川中　健太郎、他
◎－－－　授業の概要　－－－◎

スポーツ健康科学研究科の、スポーツ社会学、体力学、スポーツ計量
学、分子スポーツ栄養学、スポーツ医学、体育科教育学、トレーニン
グ学、スポーツ運動学、スポーツバイオメカニクス学、運動健康学、
スポーツ内科学、運動行動科学の各論文指導教員によるオムニバス形
式の授業である。スポーツ健康科学における他の研究分野における研
究内容の理解を深めるために設けられた。各担当者は、各自の研究分
野を他専修の院生にもわかりやすく解説する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

自分の専門領域のみならず、スポーツ健康科学研究における他の研究
分野の研究法及び研究結果を理解できる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

専門領域および他の研究分野に係わる研究法及び結果の理解度を、課
題レポートあるいはプレゼンテーションにより評価する。評価は、全
教員の平均点とする。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

全授業に共通したテキストはない。個々の教員が必要に応じてプリン
ト等を配布する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

当該研究分野については毎時間予習・復習（合計60時間）をしておく
こと。教員によっては講義内容と関連したレポートを課す場合がある
ので提出すること。
 

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1)研究倫理申請に係わる事項（檜垣）
2)発育発達研究に特化した研究法（青柳）
3)スポーツ計量研究に特化した研究法（青柳）
4)予防を目的とした運動処方（道下）
5)治療を目的とした運動処方（道下）
6)学校保健安全管理に係わる研究法（森口）
7)健常者およびアスリートを対象としたスポーツ栄養（川
中）
8)スポーツ内科学に係わる研究法（上原）
9)近代スポーツの誕生と背景（柿山）
10)スポーツ動作を力学から捉える（布目）
11)現代社会における学校と地域スポーツクラブによるス
ポーツ振興のあり方（藤井）
12)身体の動きとコンディショニング（重森）
13)健康づくりのための身体活動促進支援に関する行動科
学的研究(山口)
14)体力トレーニング研究に特化した研究（田中）
15)運動・スポーツにおけるモルフォロギー的研究（田
口）
（ただし、実施順は変更する場合がある）



期別: 単位数: 開講年次:

2019-K010G10206-01体育情報処理学特論

集中前期 2  1 授業形態:講義上田　毅
◎－－－　授業の概要　－－－◎

修士論文のみならず、論文作成では、対象となる調べたい事柄につい
て、背景を含めて明らかにする必要がある。これを達成するために、
1つのデータのみを取りあげて考察することは少なく、多変量のデー
タを取り扱うことが多い。そして、これらのデータは統計的に処理さ
れていなければ論文としての体裁をなさない。体育情報処理学特論で
は、修士論文を作成するのに必要な統計処理法とエクセルやSPSSなど
統計パッケージを用いて適切なデータ処理を学びます。さらに、イン
ターネットを用いて研究に必要な情報の検索法や、国際学会でも通用
する効果的なプレゼンテーション術を学ぶことも目的としています。

◎－－－　到達目標　－－－◎

論文を作成する上で適切な統計処理法が選択できる。そして統計処理
をエクセルやSPSSなどのソフトウェアを用いて適切にデータ処理がで
きる。さらには導き出した結果を適切に解釈できる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

授業での態度を重視する（30％）。授業の中では、多々ある統計処理
法の中から目的に適った統計処理が適切に選択できるかどうか
（20％）、実際にソフトウェアを用いて処理できるかどうか
（20％）、さらには導き出した結果を適切に解釈できるかどうか
（30％）を評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

必要に応じて配布する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　受講者はそれぞれの論文作成への問題意識を持って、実際に持って
いるデータからどのような結果が導き出せるのか、また導きたいのか
を十分検討しておくこと。
　実際に授業後に自らのデータを処理してみて，仮説にあったデータ
が取得できているのか，また結果は十分なのかを検証すること。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

第1回　尺度のいろいろ
第2回　相関分析のいろいろ
第3回　偏相関係数
第4回　信頼性分析
第5回　χ二乗検定(クロス表の分析)
第6回　t検定
第7回　分散分析(実験計画法)
第8回　多変量解析のいろいろ
第9回　重回帰分析
第10回　数量化Ⅰ類
第11回　因子分析
第12回　主成分分析
第13回　判別分析
第14回　クラスター分析
第15回　まとめ



期別: 単位数: 開講年次:

2019-K010G11025-01体力学特別研究

２年通年 6  1 授業形態:演習道下　竜馬
◎－－－　授業の概要　－－－◎

体力や運動，身体活動に関する介入研究，コホート研究を行う。
1年次では，体力科学に関連する分野について理解し，興味・関心が
ある分野について，これまで明らかにされている科学的根拠を理科し
てまとめる。自らが興味をもったテーマについて研究デザインを立案
し，その実験手法を習得し，予備実験を繰り返し行う。
2年次では，本実験を行い，得られたデータを統計的手法を用いて分
析し，修士論文としてまとめて発表する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・研究内容に関する論文を収集し，内容を正しく理解して分かりやす
く紹介できる。
・研究デザイン（研究の目的や方法）を立案し，実行できる。
・実験から得られたデータを正しく分析し，論理的に考察できる。
・修士論文を完成させ，プレゼンテーションできる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

授業態度（20％），授業に対する取り組み（30％），レポート内容
（20％），理解度（30％）で総合的に評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

必要に応じて文献を紹介する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

興味・関心がある分野について，積極的に情報を収集すること（事前
学習60分，事後学習60分）。
特に関連がある研究会や勉強会には，積極的に参加すること。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

＜1年次前期＞
・国内外の文献収集と抄読
・エビデンスの理解とまとめ

＜1年次後期＞
・研究課題の設定
・研究デザインの立案
・実験手法の習得
・予備実験の実施

＜2年次前期＞
・研究デザインの再検討
・本実験の実施

＜2年次後期＞
・研究の中間発表
・データ解析
・結果に対する考察とまとめ
・修士論文の作成およびプレゼンテーション



期別: 単位数: 開講年次:

2019-K010G10230-01体力学特論

後期 2  1 授業形態:講義道下　竜馬
◎－－－　授業の概要　－－－◎

本特論では，体力や運動，身体活動と死亡率，ガン，心血管病，糖尿
病や高血圧などの生活習慣病発症との関係について概説する。特に身
体的不活動に伴う骨格筋の萎縮，ミトコンドリアをはじめとする酸化
能の低下，心血管機能，糖・脂質代謝指標の変化についてレビューす
る。また，体力科学を研究するうえで必要な運動生理学の基礎や新知
見を学び，実際に自らの体力を測定して評価することによって深く理
解する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・中高齢者の健康づくりや疾病予防における体力の維持・向上の意義
について理解できる。
・高齢者や有疾患者，低体力者を対象とした体力測定や評価ができ
る。
・中高齢者に対する健康づくりや疾病予防を目的とした運動指導方法
が習得できる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

授業態度（20％），授業に対する取り組み（30％），レポート内容
（20％），理解度（30％）で総合的に評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

「常識を打ち破る運動生理学の新知見」体育の科学 59 (3), 2009.

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

毎時間指定された参考文献にあらかじめ目を通しておくこと。実際に
各課題に対して測定を行うが，事前に測定で必要な準備をしておくこ
と。測定後，レポートを作成し，与えられたテーマについてまとめ，
プレゼンテーションを行うこと（事前学習60分，事後学習60分）。授
業に支障が出ないよう，測定の前日～当日は体調を整えておくこと。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

① オリエンテーション
② 体力の概念と構成因子
③ 体力と死亡率，ガン，心血管病，生活習慣病発症との関
係
④ 最大酸素摂取量の測定
⑤ 無酸素性作業閾値（AT）の概念
⑥ 乳酸の意義 ～LTとOBLA～
⑦ 持続運動と間欠運動
⑧ 無酸素性トレーニング
⑨ 無酸素性トレーニングの実習
⑩ 有酸素性トレーニングの実習
⑪ ウェイトコントロールの実際
⑫ スロートレーニング
⑬ 体力と脳機能
⑭ サルコペニア対策
⑮ まとめ



期別: 単位数: 開講年次:

2019-K010G11021-01体力学特講ⅠA

前期 2  1 授業形態:講義道下　竜馬
◎－－－　授業の概要　－－－◎

運動や身体活動は肥満や高血圧，糖尿病，脂質異常症の予防や改善に
有効であることは広く知られているが，運動や身体活動によるこれら
の発症・改善機序についてのエビデンスは未だ十分とはいえない。
本特講では，体力や運動，身体活動と死亡率，ガン，心血管病，糖尿
病や高血圧などの生活習慣病発症との関係ならびに予防効果や改善機
序について，自らが疑問を感じ，興味・関心の分野の中から，これま
でに明らかにされている科学的根拠をまとめていく。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・研究課題に関する論文を収集し，内容を正しく理解して分かりやす
くプレゼンテーションできる。
・体力，運動，身体活動と死亡率，ガン，心血管病，生活習慣病発症
との関係が理解できる。
・運動介入による生活習慣病改善効果が理解できる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

授業態度（20％），授業に対する取り組み（30％），レポート内容
（20％），理解度（30％）で総合的に評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

必要に応じて文献を紹介する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

興味・関心がある分野について，積極的に情報を収集すること（事前
学習60分，事後学習60分）。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

① オリエンテーション
② 文献検索 -1-
③ 文献検索 -2-
④ 文献検索 -3-
⑤ 文献抄読（体力，運動，身体活動と死亡率）
⑥ 文献抄読（体力，運動，身体活動とガン発症）
⑦ 文献抄読（体力，運動，身体活動と心血管病発症）
⑧ 文献抄読（体力，運動，身体活動と生活習慣病発症）
⑨ 文献抄読（運動介入による生活習慣病改善効果 -1-）
⑩ 文献抄読（運動介入による生活習慣病改善効果 -2-）
⑪ 文献抄読（運動介入による生活習慣病改善効果 -3-）
⑫ 文献抄読（運動介入による生活習慣病改善効果 -4-）
⑬ 文献抄読（ウェイトコントロール -1-）
⑭  文献抄読（ウェイトコントロール -2-）
⑮ まとめ



期別: 単位数: 開講年次:

2019-K010G11022-01体力学特講ⅠB

後期 2  1 授業形態:講義道下　竜馬
◎－－－　授業の概要　－－－◎

運動や身体活動は肥満や高血圧，糖尿病，脂質異常症の予防や改善に
有効であることは広く知られているが，運動や身体活動によるこれら
の発症・改善機序についてのエビデンスは未だ十分とはいえない。
本特講では，体力や運動，身体活動と死亡率，ガン，心血管病，糖尿
病や高血圧などの生活習慣病発症との関係ならびに予防効果や改善機
序について，自らが疑問を感じ，興味・関心の分野の中から，これま
でに明らかにされている科学的根拠をまとめていく。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・研究課題に関する論文を収集し，内容を正しく理解して分かりやす
くプレゼンテーションできる。
・体力，運動，身体活動と死亡率，ガン，心血管病，生活習慣病発症
との関係が理解できる。
・運動介入による生活習慣病改善効果が理解できる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

授業態度（20％），授業に対する取り組み（30％），レポート内容
（20％），理解度（30％）で総合的に評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

必要に応じて文献を紹介する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

興味・関心がある分野について，積極的に情報を収集すること（事前
学習60分，事後学習60分）。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

① オリエンテーション
② キーワードの抽出
③ 医中誌を用いた文献検索
④ 医中誌を用いた文献検索とプレゼンテーション資料の作
成 -1-
⑤ 医中誌を用いた文献検索とプレゼンテーション資料の作
成 -2-
⑥ 医中誌を用いた文献検索とプレゼンテーション資料の作
成 -3-
⑦ プレゼンテーション
⑧ Pub Medを用いた文献検索
⑨ Pub Medを用いた文献検索とプレゼンテーション資料の
作成 -1-
⑩ Pub Medを用いた文献検索とプレゼンテーション資料の
作成 -2-
⑪ Pub Medを用いた文献検索とプレゼンテーション資料の
作成 -3-
⑫ Pub Medを用いた文献検索とプレゼンテーション資料の
作成 -4-
⑬ プレゼンテーション -1-
⑭ プレゼンテーション -2-
⑮ まとめ



期別: 単位数: 開講年次:

2019-K010G11023-01体力学特講ⅡA

前期 2  2 授業形態:講義道下　竜馬
◎－－－　授業の概要　－－－◎

体力学特講IA・IBでまとめた内容に基づき，体力や運動，身体活動に
関するコホート研究，介入研究を中心に現在，明らかにされている科
学的根拠と未知の課題を整理するとともに，自らが興味をもったテー
マについて研究デザインを立案する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・これまでに明らかにされている科学的根拠と課題を整理することが
できる。
・自らの研究テーマに対して科学的根拠に基づいた仮説をたてること
ができる。
・科学的根拠に基づいた研究デザイン（研究の目的や方法）が立案で
きる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

授業態度（20％），授業に対する取り組み（30％），レポート内容
（20％），理解度（30％）で総合的に評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

必要に応じて随時配布する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

興味・関心がある分野について，積極的に情報を収集すること（事前
学習60分，事後学習60分）。
特に関連がある研究会や勉強会には，積極的に参加すること。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

① オリエンテーション
② エビデンスの整理
③ 研究課題の設定
④ 研究計画の立案 -1-
⑤ 研究計画の立案 -2-
⑥ 研究計画の立案 -3-
⑦ 対象者（被検者）の選定 -1-
⑧ 対象者（被検者）の選定 -2-
⑨ 予備実験 -1-
⑩ 予備実験 -2-
⑪ 予備実験 -3-
⑫ 予備実験 -4-
⑬ 予備実験の結果の整理
⑭ 予備実験の問題点の整理
⑮ まとめ



期別: 単位数: 開講年次:

2019-K010G11024-01体力学特講ⅡB

後期 2  2 授業形態:講義道下　竜馬
◎－－－　授業の概要　－－－◎

体力や運動，身体活動に関するコホート研究，介入研究を中心に現
在，明らかにされている科学的根拠と未知の課題を整理するととも
に，自ら立案した研究デザインを遂行し，得られたデータを統計的手
法を用いて分析する。また，実験から得られた結果を論理的に考察
し，学術的ならびに社会的に意義のある研究論文に仕上げていく。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・自らが立てた仮説を検証するための手段や手法を考え，遂行するこ
とができる。
・これまでに明らかにされている科学的根拠と自身の研究から得られ
た結果から論理的に考察できる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

授業態度（20％），授業に対する取り組み（30％），レポート内容
（20％），理解度（30％）で総合的に評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

必要に応じて随時配布する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

興味・関心がある分野について，積極的に情報を収集すること（事前
学習60分，事後学習60分）。
特に関連がある研究会や勉強会には，積極的に参加すること。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

① オリエンテーション
② 研究デザインの再検討
③ 本実験の実施 -1-
④ 本実験の実施 -2-
⑤ 本実験の実施 -3-
⑥ 本実験の実施 -4-
⑦ 本実験の実施 -5-
⑧ 結果に対する考察とまとめ -1-
⑨ 結果に対する考察とまとめ -2-
⑩ 論文作成（背景と目的）
⑪ 論文作成（方法）
⑫ 論文作成（結果）
⑬ 論文作成（考察）
⑭ プレゼンテーション
⑮ まとめ



期別: 単位数: 開講年次:

2019-K010G10208-01多変量解析論特論

後期 2  1 授業形態:講義青柳　領
◎－－－　授業の概要　－－－◎

・統計学、特に多変量解析に重点をおいて講義する。具体的内容は
「相関の基礎知識」「行列と統計学の基礎知識」「重回帰分析」「偏
相関分析」「主成分分析」「因子分析」「判別分析」「クラスター分
析」「正準相関分析」「数量化理論」「多次元尺度構成法」について
扱う。計算実習はRを用いて行う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・自分の修士論文を作成する上で必要な統計手法を理解できる．
・Rを用いて計算できるようにする。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

・授業中の適宜行う質疑応答および授業での積極的な態度（50％）
・単元末に課されるRによる計算課題のレポート（50％）

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

・青柳著「Rによるスポーツ統計学」トウカ書房
ISBN978-4-434-14854-5 価格 1,800円（税抜き）

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

・事前に配布された資料（パワーポイント資料やRのプログラミング
コード）に目を通しておくこと（30時間）．
・授業後は，課された計算課題を計算しておくこと（30時間）．これ
らは最終週までに提出すること。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1)Rのインストールと初歩の操作
2)Rによるグラフの作成
3)２群の平均値の差の検定（ｔ検定）
4)３群間の平均値の差の検定（分散分析）
5)比率の差の検定
6)クロス表のχ２検定
7)相関係数と回帰係数
8)重回帰分析
9)主成分分析
10)因子分析
11)判別分析
12)正準相関分析
13)クラスター分析
14)数量化理論
15)多次元尺度構成法



期別: 単位数: 開講年次:

2019-K010G11075-01トレーニング学特別研究

２年通年 6  1 授業形態:演習田中　守
◎－－－　授業の概要　－－－◎

コーチ学研究で大切なことは、いかに現場で生かされ成果がもたらさ
れる研究であるかという点に集約される。従って、まず現場での観察
研究に重点を置き、従来から言われてきているトレーニング理論の問
題点を探っていく。そして、その後の分析手法には、成功者と非成功
者、健康人と非健康人について分析され得られた多くの情報からト
レーニング方法を確立してゆく帰納的手法を用いたり、成果をもたら
すために理論的に考えて処方を進めながらトレーニング法を確立して
ゆく演繹的手法を用いて、最終的に修士論文としてまとめてゆけるよ
う指導してゆく。なお、本特別研究には現場や実験室での測定・実験
も含まれる。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・実践している現場から研究課題を見出し、課題に関するさまざまな
研究のレビューをした上で仮説を立てることができる。
・仮説を検証していくための研究計画を立案し、客観的な評価ができ
る。
・結果に基づき、さまざまな観点から考察することができる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

1年目は、可能な限り毎日現場に出て指導に参加すること。週に1回、
疑問点を提示し議論すること。修士論文に関連する文献の収集、後半
はこれらに加えて課題に関する予備測定や調査等を実施する。
2年目は、1年目を継続しながら、修士研究論文の進捗状況についての
報告を毎月行う。
授業への取り組み50％、修士論文への取り組み40％、修士論文の内容
と発表10％を基準に、総合的に評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

特になし。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

履修するに当たって、準備学習ならびに復習をしておくこと。事前準
備について、各授業のテーマに沿った文献収集、データ整理、計画書
の作成等を行っておくこと（2年間で90時間、毎回90分）。授業後
は、授業での課題を整理し、測定・実験や次の準備に備えること（2
年間で90時間、毎回90分）。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

前期：
１．トレーニング研究の進め方
２．文献レビュー①
３．文献レビュー②
４．文献レビュー③
５．文献レビュー④
６．修士論文計画作成（方法論の検討①）
７．修士論文計画作成（方法論の検討②）
８．予備実験・測定
９．修士論文計画作成（方法論の検討③）
10.データ解析・報告①
11.データ解析・報告②
12.データ解析・報告③
13.中間発表報告①
14.中間発表報告②
15.まとめ

後期：
１．本実験に向けた準備
２．方法論再検討①
３．方法論再検討②
４．本実験の確定
５．データ解析・報告①
６．データ解析・報告②
７．データ解析・報告③
８．データ解析・報告④
９．論文執筆計画
10.論文精査①
11.論文精査②
12.論文精査③
13.プレゼン練習①
14.プレゼン練習②
15.まとめ



期別: 単位数: 開講年次:

2019-K010G10215-01トレーニング学特論

後期 2  1 授業形態:講義田中　守
◎－－－　授業の概要　－－－◎

スポーツや身体運動における種々のトレーニングの中で、主に体力ト
レーニングを中心にその基礎理論を講義していくが、大切なことはい
かに現場に応用していく考え方を持つかである。新しいトレーニング
理論、トレーニング方法も含めて、現場へ応用する上で常に課題とな
る対象（競技スポーツ、健康スポーツ）、個人水準（技能、体力）、
意欲、性別、年齢など、またスポーツ種目特性をも考慮した講義と議
論を深めていく。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・体力の捉え方を全体と各要素について理解し、説明できる。
・トレーニングの考え方を理解し、自分の専門種目についてのトレー
ニング計画を作成できる。
・他のスポーツ種目について、必要とされる体力を議論できる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

講義する内容の理解を最終的にレポートとして提出する（50％）が、
授業中の議論（50％）も重視する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

資料を毎回準備する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

履修するに当たって、準備学習ならびに復習をしておくこと。事前準
備について、授業計画に沿った内容に関しての情報収集、とりわけup
to dateな情報を準備しておくこと（30時間、毎回90分）。授業後は、
特に議論の中で出てきた体力トレーニングに関する現場での捉え方を
整理しておくこと（30時間毎回90分）。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

１．オリエンテーション
２．体力の総括的なとらえ方
３．体力のとらえ方：無気的パワーと筋力
４．体力のとらえ方：無気的持久力と有気的持久力
５．体力のとらえ方：調整力と柔軟性
６．トレーニング手段の作り方の原則
７．筋力トレーニング手段の作り方
８．無気的パワートレーニング手段の作り方
９．無気的持久力トレーニング手段の作り方
１０．有気的持久力トレーニング手段の作り方
１１．調整力・柔軟性トレーニング手段の作り方
１２．トレーニング計画の作り方（１）
１３．トレーニング計画の作り方（２）
１４．体力測定・評価法
１５．総括



期別: 単位数: 開講年次:

2019-K010G11071-01トレーニング学特講ⅠA

前期 2  1 授業形態:講義田中　守
◎－－－　授業の概要　－－－◎

スポーツトレーニングの基礎理論とは別に、研究対象とするもの、す
なわち競技スポーツか健康運動、さらにはスポーツ・運動種目あるい
は技術か体力かによってその焦点を絞り、このことに関するトレーニ
ング理論について講義と議論をしていく。本専修を「コーチ学部門」
に位置づけていることからも、本講義は各論ではあるが現状認識を前
提として進めるために、絞った分野の報告や現状を整理しながら議論
を進める。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・文献のまとめ方のポイントを示すことができる。
・文献のまとめ方とプレゼンテーション、ディスカッションの初歩的
段階ができる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

発表（50％）と議論（50％）を重視し、総合的に評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

特になし。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

履修するに当たって、準備学習ならびに復習をしておくこと。事前準
備について、発表者は文献をしっかりと読み込み、レジメを作成して
いくこと（30時間、毎回90分）。授業後には、毎回発表してきた文献
の整理と今回の位置づけを明確にし、最終的に文献レビューが作成で
きるようにしておくこと（30時間、毎回90分）。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

１．文献の整理法
２．プレゼンテーション法
３．ディスカッション法
４．文献抄読とディスカッション①
５．文献抄読とディスカッション②
６．文献抄読とディスカッション③
７．文献抄読とディスカッション④
８．文献抄読とディスカッション⑤
９．文献レビュー①
10.文献抄読とディスカッション⑥
11.文献抄読とディスカッション⑦
12.文献抄読とディスカッション⑧
13.文献抄読とディスカッション⑨
14.文献抄読とディスカッション⑩
15.文献レビュー②



期別: 単位数: 開講年次:

2019-K010G11072-01トレーニング学特講ⅠB

後期 2  1 授業形態:講義田中　守
◎－－－　授業の概要　－－－◎

スポーツトレーニングの基礎理論とは別に、研究対象とするもの、す
なわち競技スポーツか健康運動、さらにはスポーツ・運動種目あるい
は技術か体力かによってその焦点を絞り、このことに関するトレーニ
ング理論について講義と議論をしていく。本専修を「コーチ学部門」
に位置づけていることからも、本講義は各論ではあるが現状認識を前
提として進めるために、絞った分野の報告や現状を整理しながら議論
を進める。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・テーマに応じて文献をまとめ、レビューすることができる。
・文献のまとめ方とプレゼンテーション、ディスカッションのステッ
プアップした段階に進むことができる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

発表（40％）と議論（40％）を重視し、最終週に文献レビューを提出
（20％）して、総合的に評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

特になし

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

履修するに当たって、準備学習ならびに復習をしておくこと。事前準
備について、発表者は文献をしっかりと読み込み、レジメを作成して
いくこと（30時間、毎回90分）。授業後には、毎回発表してきた文献
の整理と今回の位置づけを明確にし、最終的に文献レビューが作成で
きるようにしておくこと（30時間、毎回90分）。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

１．文献発表計画
２．文献抄読とディスカッション①
３．文献抄読とディスカッション②
４．文献抄読とディスカッション③
５．文献抄読とディスカッション④
６．文献抄読とディスカッション⑤
７．文献抄読とディスカッション⑥
８．文献レビュー①
９．文献抄読とディスカッション⑦
10.文献抄読とディスカッション⑧
11.文献抄読とディスカッション⑨
12.文献抄読とディスカッション⑩
13.文献抄読とディスカッション⑪
14.文献レビュー②
15.修士論文作成法



期別: 単位数: 開講年次:

2019-K010G11073-01トレーニング学特講ⅡA

前期 2  2 授業形態:講義田中　守
◎－－－　授業の概要　－－－◎

特講Ⅰの内容から修士論文に関わる課題を練りだし、焦点をさらに
絞っての文献購読を中心に進める。本講義は、修士論文を進めるに当
たっての関連する研究リサーチと議論を主にしており、スポーツや身
体運動における種々のトレーニング法の詳細な探求がポイントとな
る。必要に応じて、現場での観察研究も取り入れながら議論を深めて
いく。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・修士論文に関する文献レビューを、見出しごとに整理することがで
きる。
・修士論文計画作成のための方法論について、文献比較しながら作り
上げることができる。
・修士論文に関する文献レビューのプレゼンテーションができ、中間
発表での議論ができる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

発表（40％）と議論（40％）を重視し、最終的な文献レビューの提出
（20％）により、総合的に評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

特になし。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

履修するに当たって、準備学習ならびに復習をしておくこと。事前準
備について、発表者は文献をしっかりと読み込み、レジメを作成して
いくこと（30時間、毎回90分）。授業後には、毎回発表してきた文献
の整理と今回の位置づけを明確にし、最終的に文献レビューが作成で
きるようにしておくこと（30時間、毎回90分）。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

１．文献発表計画
２．文献抄読とディスカッション①
３．文献抄読とディスカッション②
４．文献抄読とディスカッション③
５．文献抄読とディスカッション④
６．文献抄読とディスカッション⑤
７．文献抄読とディスカッション⑥
８．文献レビュー①
９．文献抄読とディスカッション⑦
10.文献抄読とディスカッション⑧
11.文献抄読とディスカッション⑨
12.文献抄読とディスカッション⑩
13.文献抄読とディスカッション⑪
14.文献レビュー②
15.まとめ



期別: 単位数: 開講年次:

2019-K010G11074-01トレーニング学特講ⅡB

後期 2  2 授業形態:講義田中　守
◎－－－　授業の概要　－－－◎

特講Ⅰの内容から修士論文に関わる課題を練りだし、焦点をさらに
絞っての文献購読を中心に進める。本講義は、修士論文を進めるに当
たっての関連する研究リサーチと議論を主にしており、スポーツや身
体運動における種々のトレーニング法の詳細な探求がポイントとな
る。必要に応じて、現場での観察研究も取り入れながら議論を深めて
いく。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・修士論文の中間発表を基に、さらに修士論文に関する文献レビュー
のまとめ方とそのプレゼンテーションがステップアップできる。
・最終的な修士論文についての議論、および修士論文発表会での議論
ができる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

発表（40％）と議論（40％）を重視し、文献レビューのプレゼンテー
ション（20％）を加えて総合的に評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

特になし。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

履修するに当たって、準備学習ならびに復習をしておくこと。事前準
備について、発表者は文献をしっかりと読み込み、レジメを作成して
いくこと（30時間、毎回90分）。授業後には、毎回発表してきた文献
の整理と今回の位置づけを明確にし、最終的に文献レビューが作成で
きるようにしておくこと（30時間、毎回90分）。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

１．文献発表計画
２．文献抄読とディスカッション①
３．文献抄読とディスカッション②
４．文献抄読とディスカッション③
５．文献抄読とディスカッション④
６．文献抄読とディスカッション⑤
７．文献抄読とディスカッション⑥
８．文献レビュー①
９．文献抄読とディスカッション⑦
10.文献抄読とディスカッション⑧
11.文献抄読とディスカッション⑨
12.文献抄読とディスカッション⑩
13.文献抄読とディスカッション⑪
14.文献レビュー②
15.修士論文引用文献整理
15．まとめ



期別: 単位数: 開講年次:

2019-K010G10292-01発達支援教育学特論

後期 2  1 授業形態:講義今村　律子
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　現代社会において課題となっている発達障害や、知的障害を持つ対
象者にとって、健康の重要性や運動の楽しみなどを伝えることは容易
ではない。この講義では、通常の運動活動が困難な者に対して、その
発達段階に応じたコミュニケーションの方法と、運動の支援法を考え
る。

◎－－－　到達目標　－－－◎

１．運動時に支援を必要とする対象児・者について理解を深め、指導
内容の作成ができる。
２．支援を要する対象児・者の発達に応じたコミュニケーションスキ
ルの発案、及び効果的な運動の支援ができる。
３．発達支援を行うために求められる指導者がどのようなものである
か、自ら考え表現することができる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

１．講義内容の理解を確認するためのレポート提出（40％）
２．講義内の討論（30％）、及びプレゼンテーション（30％）

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

必要に応じて資料を配布する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

学校教育、子どもたちへの運動・スポーツ指導、および支援を必要と
する対象者への運動指導などの現場に就く意欲を持つものが望まし
い。必要に応じて、支援の現場（中学校、障がい者支援施設などの関
連施設）を提供する。現場において対象者や関係者と積極的に関わっ
ていくことが望ましい。また、授業前後で各4時間程度(計60時間相
当）の事前事後学習として授業準備及び整理学習をすることが求めら
れる。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

第1回　 ガイダンス
第2回　 支援教育の理解
第3回　 発達課題
第4回　 支援教育の課題
第5回　 運動指導現場の課題
第6回　 コミュニケーションスキルの理解
第7回　 学習形態の工夫
第8回　 サポート体制について
第9回　 支援ツール研究
第10回　支援教育を踏まえた授業計画の作成　
第11回　対象（児童）に応じた新運動種目の開発
第12回　対象（生徒）に応じた新運動種目の開発　
第13回　プレゼンテーション　
第14回　実践
第15回　まとめ



期別: 単位数: 開講年次:

2019-K010G11171-01分子スポーツ栄養学特講ⅠA

前期 2  1 授業形態:講義川中　健太郎
◎－－－　授業の概要　－－－◎

身体活動や栄養が代謝に及ぼす影響についての英文総説(糖・脂質・タ
ンパク質代謝中心)を抄読する。さらに興味のあるテーマについて文献
検索する方法について学び、現在までに報告されているエビデンスを
システマティックレビューによりまとめる。

◎－－－　到達目標　－－－◎

スポーツ栄養学分野における過去から現在にかけての研究トピックス
の移り変わりが理解できる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

文献抄読の発表内容50%、出席50%

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

必要に応じて随時配布する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

論文の内容を予め理解するために事前(30時間)学習を行い、授業の中
で明らかとなった課題について事後(30時間)学習を行うこと。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1回目　ガイダンス
2回目　文献検索
3回目　文献抄読(運動中の糖質利用)
4回目　文献抄読(運動中の糖質利用の調節メカニズム)
5回目　文献抄読(運動中の脂質利用)
6回目　文献抄読(運動中の脂質利用の調節メカニズム)
7回目　文献抄読(トレーニングが運動中の糖質利用に及ぼ
す影響)
8回目　文献抄読(トレーニングが運動中の脂質利用に及ぼ
す影響)
9回目　文献抄読(タンパク質摂取がトレーニング効果に及
ぼす影響)
10回目　文献抄読(タンパク質摂取がトレーニング効果に
及ぼす影響のメカニズム)
11回目　文献抄読(肥満と糖尿病)
12回目　文献抄読(運動と糖尿病)
13回目　文献抄読(運動が糖尿病を予防する分子メカニズ
ム)
14回目　発表
15回目　まとめ



期別: 単位数: 開講年次:

2019-K010G11172-01分子スポーツ栄養学特講ⅠB

後期 2  1 授業形態:講義川中　健太郎
◎－－－　授業の概要　－－－◎

身体活動・栄養に関する研究(主に代謝系の実験研究)について興味の
あるテーマについて文献検索を行い、現在までに報告されているエビ
デンスをシステマティックレビューによりまとめる

◎－－－　到達目標　－－－◎

自分の研究課題に必要なエビデンスを検索できる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

文献抄読の発表内容30%、システマティックレビューの内容を記した
レポート30%、出席状況40%

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

必要に応じて随時配布する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

事前学習(30時間)と事後学習(30時間)を行うこと。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1回目　各自が興味をもったテーマのキーワード抽出
2回目　文献検索(主にPub Medを利用して英語論文を検索)
3回目　文献検索(主にPub Medを利用して英語論文を検索)
と論文内容チェック
4回目　１次発表（キーとなる論文の内容を発表）
5回目　１次発表（キーとなる論文の内容を発表）の続き
6回目　文献検索(主にPub Medを利用して英語論文を検索)
7回目　文献検索(主にPub Medを利用して英語論文を検索)
と論文内容チェック
8回目　2次発表（キーとなる論文の内容を発表）
9回目　2次発表（キーとなる論文の内容を発表）の続き
10回目　文献検索(主にPub Medを利用して英語論文を検
索)
11回目　文献検索(主にPub Medを利用して英語論文を検
索)と論文内容チェック
12回目　3次発表（キーとなる論文の内容を発表）
13回目　3次発表（キーとなる論文の内容を発表）の続き
14回目　文献整理
15回目　文献レビュー発表



期別: 単位数: 開講年次:

2019-K010G11173-01分子スポーツ栄養学特講ⅡA

前期 2  2 授業形態:講義川中　健太郎
◎－－－　授業の概要　－－－◎

運動・身体活動・栄養に関する実験研究について、ⅠA・ⅠBで作成し
たシステマティックレビューに基づいて、現在の研究上の課題を整理
するとともに、自らの研究に関して仮説を提示するとともに、その仮
説を検証するための研究デザインを立案する。さらに、仮説検証のた
めの実施可能な手段や手法を考える。

◎－－－　到達目標　－－－◎

新規性(オリジナリティ)を重視して、自らの研究課題について仮説を
提示できる。さらに、仮説検証のための実施可能な手段や手法を考え
ることができる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

研究課題をまとめたレポート30%、発表30%、出席40%

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

必要に応じて随時配布する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

分子スポーツ栄養学特別研究とリンクした内容である。事前学習(30時
間)と事後学習(30時間)を行うこと。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1回目　ガイダンス
2回目　システマティックレビューにより得られた情報を
整理する。
3回目　整理された情報を説明するための資料を作成す
る。
4回目　発表と議論
5回目　仮説の設定
6回目　設定された仮説を説明するための資料を作成する
7回目　発表と議論
8回目　研究計画立案
9回目　研究計画立案と資料作成
10回目　発表と議論
11回目　予備実験の実施
12回目　予備実験の実施　続き
13回目　予備実験結果を説明するための資料を作成する
14回目　発表と議論
15回目　まとめ



期別: 単位数: 開講年次:

2019-K010G11174-01分子スポーツ栄養学特講ⅡB

後期 2  2 授業形態:講義川中　健太郎
◎－－－　授業の概要　－－－◎

分子スポーツ栄養学特別研究で設定した自らの研究仮説を検討する実
験を行い、得られた実験データを解析・考察する。さらに、議論して
仮説を修正しながら研究を進めていく。

◎－－－　到達目標　－－－◎

実際の研究デザインを立案できる。また、研究から得られたデータを
解析・考察し、仮説を修正できる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

発表内容30%、レポート30%、出席状況40%

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

必要に応じて随時配布する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

分子スポーツ栄養学特別研究とリンクした内容である。事前学習(30時
間)と事後学習(30時間)を行うこと。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1回目　ガイダンス
2回目　実験の実施
3回目　実験データの解析と考察
4回目　資料作成
5回目　発表と議論
6回目　仮説の修正
7回目　実験の実施
8回目　実験データの解析と考察
9回目　資料作成
10回目　発表と議論
11回目　仮説の修正
12回目　実験の実施
13回目　実験データの解析と考察
14回目　資料作成
15回目　発表と議論



期別: 単位数: 開講年次:

2019-K010G11175-01分子スポーツ栄養学特別研究

２年通年 6  1 授業形態:演習川中　健太郎
◎－－－　授業の概要　－－－◎

運動・身体活動・栄養に関する研究(主に代謝系の実験研究)を行う。
興味ある課題について現在までに報告されているエビデンスをシステ
マティックレビューによりまとめる。これまで明らかになっていない
研究課題をみつけ、仮説を提示する。そして、仮説を検証するための
研究デザインを立案し、実際に実験を実施する。必要な実験手法は予
め予備実験を繰り返し行い習得する。得られたデータを仮説に基づき
解析し論文にまとめて発表する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

自分の研究に必要な情報を収集・整理するとともに、実験・調査を立
案・実行できる。さらに、得られたデータを解析して、論理的に考察
できる。そして、修士論文を完成させて、わかりやすくプレゼンテー
ションできる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

修士論文作成までのプロセス40%、提出された修士論文内容30%、さ
らに、プレゼンテーション30%

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

必要に応じて随時配布する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

授業以外でも、研究に関する文献を積極的に抄読すること。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1～4回目　文献抄読
5～8回目　システマティックレビューの作成
9～12回目　研究課題の設定
13～16回目　仮説の設定
17～20回目　研究計画立案
21～24回目　実験手法の習得
25～28回目　実験の実施
29～32回目　データ解析
33～36回目　考察
37～40回目　仮説の修正
41～44回目　実験の実施
45～48回目　データ解析
49～52回目　考察
53～56回目　修士論文作成
57～60回目　プレゼンテーション



期別: 単位数: 開講年次:

2019-K010G10282-01分子スポーツ栄養学特論

後期 2  1 授業形態:講義川中　健太郎、羅 成圭
◎－－－　授業の概要　－－－◎

骨格筋は体重の約半分を占める人最大の器官であり、血液中の栄養素
のほとんどを代謝している。その代謝能力が低下するとインスリン抵
抗性、さらには様々な生活習慣病の発症に繋がる。適切な運動や栄養
摂取による健康増進効果の多くは骨格筋量の増加、また、筋の代謝能
力の向上によるものであり、また、骨格筋の量的増加・代謝能力向上
は運動パフォーマンスにも大きな影響を及ぼす。本特論においては、
運動・栄養が骨格筋に及ぼす効果について内外の研究成果をレビュー
する。それによって、過去から現在に至るまでの研究の流れを振り返
るとともに、今後の研究課題について議論する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

骨格筋の糖・脂質・タンパク質代謝に関する過去・現在の研究動向に
ついて説明できる。また、自分の研究との関連性を理解できる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

プレゼンテーション30%、レポート30%、授業中の取り組み40%

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

必要に応じて随時配布する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

医学辞書を購入するか、図書館で借りて毎時間持参すること。事前学
習(30時間)と事後学習(30時間)を行うこと。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

以下の論文等を抄読するとともにディスカッションを行
う。
1回目　ガイダンス
2回目　Holloszy JO and Kohrt WM. Regulation of carbohydrate
and fat metabolism during and after exercise. Annu. Rev. Nutr.
16: 121-138, 1996.
3回目　Holloszy JO. Regulation of mitochondrial biogenesis
and GLUT4 expression by exercise. Comr Physiol. 1: 921-940,
2011.
4回目　Jensen TE and Richter EA. Regulation of glucose and
glycogen metabolism during and after exercise. J Physiol. 590:
1069-1076, 2012.
5回目　Jensen TE and Richter EA. Regulation of glucose and
glycogen metabolism during and after exercise. J Physiol. 590:
1069-1076, 2012.
6回目　Hawley JA et al. Nutritional modulation of traning-
induced skeletal muscle adaptations. J Appl Physiol. 110:
834-845, 2011.
7回目　Burke LM and Hawley JA. Swifter, higher, stronger:
What's on the menu? Science. 362: 781-787, 2018.
8回目　Phillips SM. A brief review of critical processes in
exercise-induced muscular hypertrophy. Sports Med. 44: S71-
S77, 2014.
9回目　Phillips SM. A brief review of critical processes in
exercise-induced muscular hypertrophy. Sports Med. 44: S71-
S77, 2014.
10回目　Strokes T, Phillips SM et al. Recent perspectives
regarding the role of dietary protein for the promotion of muscle
hypertrophy with resistance training. Nutrients. 180: 2018.
11回目　Strokes T, Phillips SM et al. Recent perspectives
regarding the role of dietary protein for the promotion of muscle
hypertrophy with resistance training. Nutrients. 180: 2018.
12回目　Phillips SM et al. Protein "requirements" beyond the
RDA: implications for optimizing health. Appl Physiol Nutr
Metab. 41: 565－572, 2016.
13回目　McGlory C, Phyllips SM et al. The impact of exercise
and nutrition on the regulation of skeletal muscle mass. J Physiol.
1-8, 2018.
14回目　McGlory C, Phyllips SM et al. The impact of exercise
and nutrition on the regulation of skeletal muscle mass. J Physiol.
1-8, 2018.
15回目　まとめ



期別: 単位数: 開講年次:

2019-K010G10210-01メンタルマネジメント特論

前期 2  1 授業形態:講義下園　博信
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　個人やチームの能力を発揮させる為には，心理的な管理能力（メン
タルマネジメント）を高めることが重要とされている。その根拠とな
る自己分析，チーム分析，ストレスマネジメント，メンタルトレーニ
ング（認知、思考、感情、注意のコントロール），試合前・中・後の
メンタルコンディショニング，スポーツカウンセリング等の研究成果
を内外の研究より紹介し、理解を深める。
　さらに競技力向上を目的としたスポーツのコーチングの中で、必要
なメンタルマネジメントについても理解を深める。

◎－－－　到達目標　－－－◎

1.メンタルマネジメントの内容を理解し、競技力向上のために必要な
心理的スキルを説明できる。
2.メンタルマネジメントの研究成果の特徴を把握し，説明できる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　到達目標に対する達成度を評価する。
　講義への積極的な参加（30％），発表および討論時のプレゼンテー
ション・資料作成（40％），レポート（30％）とする。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

　授業時に適宜，資料を配布する

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　競技力向上を目的としたメンタルマネジメントに興味を持ち，自身
が競技を継続しているか，将来的に指導者を目指す者が履修すること
が望ましい。
　講義時に配布した資料を参考に事後学習を行い，次週の内容等につ
いて指摘した参考資料等を使い事前学習を行うこと（60分）。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

第1回　ガイダンス
第2回　メンタルマネジメントの概要
第3回　競技力向上とメンタルマネジメント①
　　　　（競技生活の心理サポート）
第4回　競技力向上とメンタルマネジメント②
　　　　（トレーニング可能な心理的スキル）
第5回　競技力向上とメンタルマネジメント③
　　　　（メンタルトレーニング）
第6回　実力発揮のための心理的スキルⅠ
　　　　（競技意欲開発への取り組み）
第7回　実力発揮のための心理的スキルⅡ
　　　　（緊張・不安のコントロール）
第8回　実力発揮のための心理的スキルⅢ
　　　　（注意の集中について）
第9回　実力発揮のための心理的スキルⅣ
　　　　（自信と自己効力感について）
第10回　実力発揮のための心理的スキルⅤ
　　　　（チームワークについて）
第11回　実力発揮のための心理的スキルⅥ
　　　（試合に向けたメンタルコンディション）
第12回　実力発揮のための心理的スキルⅦ
　　　　（競技意欲開発への取り組み）
第13回　メンタルマネジメントの実践例（1）
　　　　（チームに対するサポート）
第14回　メンタルマネジメントの実践例（2）
　　　　（ジュニア選手に対するサポート）
第15回　総括



期別: 単位数: 開講年次:

2019-K010G10263-01野外教育・レクリエーション特論

後期 2  1 授業形態:講義築山　泰典
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　野外教育やレクリエーションは、社会教育の場で主に発展してきた
経緯がある。しかし、その必要性は学校教育の場でも求められるよう
になっている。生涯スポーツ時代を迎え、生涯を通じてスポーツ活動
を継続するための具体的手法としてレクリエーション的指導観が求め
られること、新しい学習指導要領で自然体験活動の推進が掲げられて
いること、などが具体的事象として挙げることができる。このような
一つの教育手段として野外教育・レクリエーションを多面的に捉え、
様々な社会的課題との関連を論じることが本講座の主たる目的とな
る。
　そのため本講座では1)レクリエーションと社会的課題との関係性　
2)野外教育と社会的課題との関係性　3)野外教育・レクリエーション
の研究手法　に関し講じた後に、4)野外教育・レクリエーションのプ
レゼンテーション及び討議を学生主体で講座を展開する。野外教育・
レクリエーションでは、対象者の主体性に重きを置いた教育手法が求
められる。そのため、本講座を受講する学生に対しても、積極的且つ
主体的な学びを期待するものである。
　野外教育・レクリエーションの持つ多面性や今後の可能性に対し、
興味を持つ学生の積極的受講を求める。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・基本的な野外教育・レクリエーションの実践手法及び研究手法を理
解することができる。
・今日的社会課題と野外教育・レクリエーションの実践及び研究との
関連を見出すことができる。
・自身が専門とする研究分野との関連性を見出し、その研究に反映さ
せることができる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　講義内で、課すレポート及びプレゼンテーション課題(30％)及び、
最終レポート課題(70％)から、到達目標に掲げた能力を評価すること
とする。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

講座内にて必要な資料を配布する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

必要に応じて、野外教育及びレクリエーション支援の現場を提供する
こともある。積極的な関わりを期待する。
尚、授業前後で各2時間程度(計30時間相当）の事前事後学習としての
授業準備及び整理学習を課すものとする。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1)ガイダンス
2)レクリエーションと社会的課題との関係性1
　(レクリエーション運動の捉え方)
3)レクリエーションと社会的課題との関係性2
　(スポーツとの関わり)
4)野外教育と社会的課題との関係性1
　(歴史及び原理的解釈)
5)野外教育と社会的課題との関係性2
　(アウトドアスポーツとしての解釈)
6)野外教育・レクリエーションと他分野との関り
　(受講学生の専門分野との関わり)
7)野外教育・レクリエーションの研究手法1
　(アンケート調査による効果測定)
8)野外教育・レクリエーションの研究手法2
　(質的検討からの研究)
9)野外教育・レクリエーションの研究手法3
　(総括的内容)
10)野外教育・レクリエーションのプレゼンテーション説
明
11)野外教育・レクリエーションのプレゼンテーション手
法の実際
12)野外教育・レクリエーションのプレゼンテーション及
び討議１
13)野外教育・レクリエーションのプレゼンテーション及
び討議2
14）野外教育・レクリエーションのプレゼンテーション及
び討議3
15）まとめ


