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卒　　業
※SSI専門科目は上記以外
にも、約100科目（学部
主催科目）が開設されて
います。

※上記科目は、2020年度に
開講している科目であり、
2021年度には一部変更に
なる可能性があります。

1 年

2年

3年

4年

学部・学科の専門知識と スポーツの専門知識を同時に追求
スポーツ・サイエンス・インスティテュート（SSI）とは、SSI参加学
部（下記参照）に所属し、当該学部の専門科目を学ぶと同時に、SSI生
のために用意されたSSI科目（スポーツ関連科目）を学ぶことができる
主にスポーツ推薦入学者を対象とした特別プログラムです。
スポーツを科学的・文化的に捉えると同時に学部の専門分野を追求し、
知識の融合を図ることで高度なスポーツ文化の担い手を育成します。

SSI に参加するためには

SSI 生のカリキュラムイメージ

SSI のカリキュラムの特長

下記【1】および【2】の条件をすべて満たす必要があります。

【1】「スポーツ推薦入学試験」に合格し、SSI 参加学部・学科へ入学す
ること

【2】入学手続時に、SSI への参加を希望すること
（注意）入学手続き後はいかなる理由でも、SSIへの参加を撤回する
ことはできません。

※スポーツ特待生は、スポーツ推薦入学試験以外の入学試験に合格
した場合でも、SSI に参加できる場合があります。

◉ SSI 参加学部（2020 年度）
法学部全学科、文学部全学科、経済学部（経済学科・現代ビジネス学科）、
社会学部全学科、経営学部全学科、国際文化学部国際文化学科、人間環
境学部人間環境学科、現代福祉学部全学科、キャリアデザイン学部キャ
リアデザイン学科、デザイン工学部システムデザイン学科

◉スポーツ推薦入試実施の体育会（2020 年度）
アメリカンフットボール部、ボクシング部、自転車競技部、サッカー部、
水泳部、スキー部、スケート部、相撲部、ハンドボール部、卓球部、テ
ニス部、ソフトテニス部、野球部、準硬式野球部、馬術部、バレーボー
ル部、陸上ホッケー部、ヨット部、バスケットボール部、ラグビー部、陸
上競技部、フェンシング部、空手部、バドミントン部、柔道部、重量挙部、
レスリング部、剣道部、射撃部、ボート部、ゴルフ部、弓道部

◉スポーツ関連科目を学べる
SSI生は一般の学生が履修できない「SSI 科目」と呼ばれるスポーツ

関連科目を学ぶことができます。卒業に必要な単位の約 3 分の 1 を SSI 
科目で履修することができます。SSI科目を学ぶことで、在学時の体育会
活動に役立てられるだけでなく、卒業後にスポーツ指導やスポーツビジネ
スに携わるための専門知識を修得することができます。

◉所属学部の専門科目も学べる
SSI 科目だけでなく所属学部の専門科目もしっかりと学ぶことができま

す。卒業に必要な単位の約半数は所属学部の専門科目で履修することに
なります。両方を学ぶことにより、卒業後の進路選択の可能性が大いに
広がります。

● SSI 専門科目
スポーツ学入門
生涯健康論
トップアスリート論
スポーツ方法論
スポーツ栄養学Ⅰ・Ⅱ
コンディショニング科学Ⅰ・Ⅱ 
スポーツメンタルトレーニング論
身体の測定と評価
スポーツ生理学
リーダーシップ論Ⅰ・Ⅱ
スポーツ組織論
スポーツビジネス論Ⅰ・Ⅱ
スポーツと法Ⅰ・Ⅱ
アスリートキャリア論
アスリートのキャリアマネジメント
スポーツ産業論

セルフケア論
身体運動学演習
スポーツ文化論
スポーツ振興論
スポーツメディア論
スポーツマーケティング論
スポーツ情報戦略論
スポーツ社会学
トレーニング理論と実践
スポーツ実習Ⅰ・Ⅱ
スポーツ実習（バレーボール） III・Ⅳ 
スポーツ実習（テニス）III・Ⅳ
オリンピック・パラリンピックを考える
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● SSI 基礎科目
コーチング学Ⅰ
コーチング学Ⅱ
スポーツ医学Ⅰ
スポーツ医学Ⅱ

スポーツ心理学
トレーニング科学
スポーツ経営論

■スポーツ医学Ⅰ・Ⅱ
スポーツ指導者に必要な医学的知識を学習する。アスリート

の健康管理や救急措置、身体の仕組みと働き、アスレティック
リハビリテーション、トレーニング計画など、アスリートに欠
かせない身体の問題に焦点を当て、スポーツ医学分野の知識を
幅広く養っていく。

■トップアスリート論
スポーツ全般の中から一流スポーツ選手や監督・コーチにつ

いて、その経歴や考え方などを取り上げ、ディスカッション形
式を交えて理解を深めていく。各自が日頃取り組んでいる競技
及びそれ以外の競技のトップアスリートをより深く知り、視野
を広げることを目的とする。

■スポーツ心理学
発育発達過程の身体的・心理的特徴やスポーツ・運動による

心理的効果などメンタルマネジメントの重要性を考える。人間
の発育発達過程とスポーツ行動を構成する心理的諸要因、また
これらの相互関係・構造について理解し、知識を深めていく。

■スポーツ経営論
スポーツ振興方策の基本、スポーツ事業計画の方法や組織の

あり方について理解する。また、総合型地域スポーツクラブ運
営の構造や地域に対する役割について学ぶと同時に、その多様
性に応じた指導方法について学生が自発的に考えられる授業と
する。

■コーチング学Ⅰ
スポーツ指導者としての考え方や指導方法を修得すると同時

に、プレーヤーと指導者双方の視点でスポーツ活動を捉える重
要性について考える。プレーヤーと指導者の望ましい関係とは
どういうものか。指導者に必要な知識を探求していく。

■スポーツ方法論
スポーツトレーニングには、テクニカル面とフィジカル面の

2通りあるが、この授業の中ではフィジカル面を中心に学習す
る。講義に加え実技授業を行うことで、トレーニング理論のさ
らなる理解力向上とその実践方法の修得を図る。

SSI 科目紹介



2020年度 法政大学体育会各部別競技成績一覧
INTERVIEW これがSSIの魅力

Q1. どうして法政大学に進学しようと思いましたか？
　高校時代から始めたスポーツではありましたが、周りの人に恵まれ、

全国大会などにも多く出場することができ、法政大学に誘っていただけ

ました。大学を選んでいく中で、施設の充実さやSSIコースという、競

技だけではなく、スポーツ選手としての勉強もできることが大学選びで

の決め手になりました。

Q2. 授業と体育会活動の両立は大変ですか？
　私は経済学部に進学をしましたが、SSIに入っていたこともあり、す

ぐに友達を作ることができました。また部活動の先輩方から履修の仕方

や面白い授業などを聞くことができ、部活以外の学校生活も充実してい

ます。またSSIを履修できることにより大会などの出場にも理解を持っ

てくださる先生方が多く、両立はとてもしやすかったと感じています。

Q3. SSI で好きな科目はありますか？
　山田快先生の授業で、今の大学スポーツ界のUNIVASの話などを踏

まえ、今後大学スポーツをやっていくうえで、競技成績以外の勉強や、

人間性・社会性などの大切さ、スポーツは楽しむものだということを改

めて学ぶことができました。結果を求めるだけではなく、その過程を大

切にしなければならないということを学ぶことができました。

Q4. 卒業後はどのような進路を考えていますか？
　一般企業に就職します。法政大学に入りSSIコースを選択したからこ

そ、ほかの大学の体育会学生よりも多くの専門的知識を得ることができ

ました。今まで学んだことを精一杯生かして就職先で発揮していきたい

と思っています。その中で休みの日などは母校に帰り学んだことなどを

後輩に還元していきたいと思います。

Q5. 受験生へのメッセージ
　法政大学の体育会は、すべての部活が活気にあふれ、SSI生から大学

から種目を始めた選手までいろいろな人が活躍できる環境が整っていま

す。競技だけではなく、アスリートとしてより活躍したい方や将来指導

者を目指している方などがおりましたら、SSIコースを強くおすすめしま

す。皆さんの入学を心よりお待ちしております。ぜひ、一緒に法政大学

を盛り上げていきましょう。

Q1. どうして法政大学に進学しようと思いましたか？
　高校の時に日本一を目標に練習をしてきましたが、結果として3位で

終わってしまいました。その為、日本 3位の同じ境遇である法政大学テ

ニス部で日本一を目指したいと考えたからです。また、大学生という社

会人の準備段階に、テニスに全力で取り組む中、専門分野を学ぶことで

文武両道を目指すことが出来るSSI制度の恵まれた環境に魅力を感じた

ことも決め手の一つです。

Q2. 授業と体育会活動の両立は大変ですか？
　授業と体育会活動の両立はもちろん大変でしたが、SSI制度があるこ

とで経済学部の専門的な授業とスポーツ関連の授業といった幅広い授業

を受講することができ、楽しく学ぶことが出来ました。スポーツ関連の

授業は、体育会活動やチームマネジメントに直接的に結び付き、学んだ

ことがすぐに競技で実践できることで競技力向上に大きく繋がりました。

Q3.SSI で好きな科目はありますか？
　好きな科目は、リーダーシップ論です。所属するチームの色や環境と

いった観点から分析して、自分自身の立ち位置や役割を明確にしながら

より良いチーム作りを考えました。実際に自身のチームで実行すること

ができ、チームマネジメントに繋がりました。結果として、体育会テニ

ス部の主将という重責を担い、全うすることが出来ました。

Q4. 卒業後はどのような進路を考えていますか？
　学校法人法政大学に就職します。大学職員として、法政大学の学生

サポートと環境作りに努めていきます。可能な限り体育会テニス部の指

導にも着手し、立場は変わりますが日本一を目指したいと考えています。

私自身がSSIによって学んだ競技力と指導、育成等の知識を用いて母

校である法政大学に少しでも貢献出来ればと思っています。

Q5. 受験生へのメッセージ
　法政大学は「自由と進歩」の精神の元、学生主体で新しいことに挑戦

することで成長しています。他大学にないSSI制度を活用し海外にも視

野を広げています。私もテニスで海外の試合に2度チャレンジするなど、

SSI制度があるからこそ充実した学生生活を送ることが出来ました。受

験生の皆さんも夢に向かって法政大学という最高の環境でチャレンジし

ましょう！法政大学でお待ちしております。

太田　直希
経済学部　経済学科　馬術部
愛知県立安城農林高等学校出身

岡垣　光祐
経済学部　経済学科　体育会テニス部
岡山理科大学附属高等学校出身

◉大会実績
関東学生男子自馬大会 ６位
２部関東争覇戦 優勝

◉大会実績
全日本学生テニス選手権 ダブルス優勝（2020）
全日本学生テニス選手権 ダブルス準優勝（2018）
関東学生テニス選手権 シングルス優勝（2018）
国民体育大会テニス競技 ３位（2018）・４位（2019）

卒 業 生 在 学 生

アメリカンフットボール部 関東大学リーグ戦 1部リーグTOP8 法政大学 3位
ボクシング部 関東大学ボクシングリーグ他 大会中止

自転車競技部

2020全日本学生トラック自転車競技大会

男子インディビジュアル・パーシュート（4ｋｍ） 松﨑　広太 2位
男子ケイリン 中原　航大 2位
女子インディビジュアル・パーシュート3㎞ 太郎田　水桜 3位
女子スプリント 阿部　セラ 3位

全日本大学対抗選手権自転車競技大会（トラック）

男子4kmチームパーシュート　　 矢部駿人/松崎広太/青島敬佑/小西涼太 1位
女子チームスプリント　決勝 野寺　梓/阿部　セラ 3位
女子オムニアムⅠ（8㎞スクラッチ） 太郎田　水桜 3位
女子オムニアムⅡ（テンポレース） 太郎田　水桜 1位
女子オムニアムⅢ（エリミネーション） 太郎田　水桜 1位
女子オムニアムⅣ（20ｋｍポイントレース）太郎田　水桜 2位
女子オムニアム総合 太郎田　水桜 2位

全日本大学対抗選手権自転車競技大会（ロードレース） 女子ロードレース 太郎田　水桜 3位
サッカ－部 ＃atarimaeni CUP（全日本大学サッカー選手権代替大会） 2位

水泳部

第96回日本学生選手権水泳競技大会（インカレ）

男子100ｍバタフライ 赤羽根　康太 2位
男子400ｍ個人メドレー 宮本　一平 2位
男子200ｍ個人メドレー 宮本　一平 2位
女子400ｍ個人メドレー 柏崎　清花 3位

第96回日本学生選手権水泳競技大会アーティスティックスイミング競技

Technical Routine Final 渡邉　夢乃 2位
柳澤　明希 OP（日本代表）

FREE COMBINATION fi nal 渡邉　夢乃 2位

Free Routine Final 渡邉　夢乃 2位
柳澤　明希 OP（日本代表）

日本アーティスティックスイミングチャレンジカップ2020
FREE COMBINATION fi nal 渡邉夢乃 2位
Free Routine Final 渡邉夢乃 2位
DUETFree Routine Final 渡邉夢乃 3位

第62回日本選手権（25ｍ）水泳競技大会 男子400m個人メドレー 宮本　一平 2位
第96回 日本選手権水泳競技大会 女子400ｍ個人メドレー 柏崎　清花 3位

KOSUKE KITAJIMA CUP 2021
男子200m平泳ぎ 山尾隼人 3位
男子200m背泳ぎ 宮本一平 3位
男子200m個人メドレー 宮本一平 2位

スキー部 第1回全日本学生アルペン選抜大会 男子大回転 高橋晟治 2位

スケ－ト部
関東大学アイスホッケーリーグ戦 男子団体 法政大学 4位
日本学生氷上競技選手権大会 中止
第40回全日本学生スピード選手権大会　 男子スプリント部門総合 赤坂仁 11位
東日本フィギアスケート選手権大会 男子 小林　健斗 4位

相撲部
東日本学生相撲選手権大会 B・Cクラストーナメント 法政大学 3位
全国学生相撲選手権大会 Bクラストーナメント 法政大学 1位
東日本学生相撲リーグ戦 2部リーグ 法政大学 2位

ハンドボ－ル部 関東学生秋季リーグ戦 男子1部 法政大学 10位
女子2部A 法政大学 3位

卓球部
第17回2020年全日本学生選抜強化大会 男子シングルス 手塚　元彌 ベスト８

2020年（令和2年）関東学生卓球選手権大会 男子シングルス 蘇　健恒 ベスト８
男子シングルス 佐藤　陽大 ベスト８

テニス部 全日本学生テニス選手権大会 男子ダブルス 岡垣　光祐/柚木　武 1位
中川　舜佑/大田　空 3位

ソフトテニス部 関東学生ソフトテニス　秋季リーグ戦 男子1部 5位
第71回関東学生ソフトテニス選手権大会 男子ダブルス 櫻井　亮輔/大川　嵐史 ベスト8

野球部 春季リーグ戦 1位
準硬式野球部 東京六大学秋季リーグ戦 5位
馬術部 令和2年度関東学生馬術競技大会 個人 杉村　茉美 16位
バレ－ボ－ル部 2020年度秋季関東大学男子代替え大会２部バレーボールリーグ戦 男子2部 8位
陸上ホッケ－部 関東秋季リーグ 男子1部A 5位

ヨット部 関東学生ヨット選手権大会（女子レース） 総合順位 2位
第49回全日本470級ヨット選手権兼第34回全日本女子470級ヨット選手権 GOLDクラス 盛田　冬華 4位

バスケットボール部 関東大学リーグ戦（2020オータムカップ） 男子2部リーグ 1位
関東大学女子リーグ戦 女子3部Bブロック 3位

ラグビ－部 関東大学リーグ戦 1部 6位

陸上競技部

日本陸上競技選手権大会 男子800ｍ 松本　純弥 3位

日本学生陸上競技対校選手権大会

男子800m 松本　純弥 1位
男子110ｍH 横地　大雅 2位
男子110ｍH 樋口　陸人 3位
男子400ｍH 黒川　和樹 2位
４×100ｍリレー 樋口陸人/江藤拓都/樋口一馬/桑田成仁 1位

フェンシング部 全日本フェンシング選手権大会 男子フルーレ 鈴村　健太 7位
女子サーブル 高嶋　理紗 7位

空手部 関東大学空手道選手権大会 男子組手 団体 2位
青山　広樹/伊藤　颯樹 優秀選手賞

バドミントン部 関東大学バドミントン１部リーグ交流戦　 男子 1位
女子 2位

Badminton Survivor～大学生＆社会人対抗戦 男子シングルス 嶺岸　洸 2位
柔道部 全日本学生優勝大会 大会中止

重量挙部 全日本学生ウエイトリフティング個人選手権大会 男子96㎏ 田宮　翼 ２位
男子＋109㎏級 澤登　健太郎 1位

レスリング部

全日本大学選手権 男子70㎏級 藤田大貴 3位

東日本学生秋季選手権

男子新人戦フリースタイルA74kg 三木　翔永 3位
男子選手権フリースタイル65㎏ 谷口　日向 2位
男子選手権グレコローマンスタイル130㎏ 檜山　魁豊 2位
女子選手権50㎏ 小坂　歩未 3位
女子選手権55㎏ 木井　たから 2位
女子選手権57㎏ 三輪　柚奈 3位

剣道部 関東学生剣道選手権大会ほか 大会中止
射撃部 全日本学生スポーツ射撃選手権大会 50ｍライフル伏射60発 谷中　友美 3位
ボート部 全日本大学選手権大会 女子舵手なしクォドルプル 石垣　優香/木部　真夕/市田佑来/荒牧　穂 3位
ゴルフ部 関東大学春季Aブロック対抗戦ほか 大会中止

弓道部 令和2年度リーグ戦代替試合 男子 1部リーグ 2位
女子 1部リーグ 2位

地区推薦大学弓道大会（第58回伊勢神宮奉納諸大会の代替）男子 1位

部名 大会 氏名 成績



SSI 生の多彩な進路 Q & A
卒業後の進路

教員紹介

SSI で取得できる資格
SSI生は学業とスポーツの両立を実践した経験を評価

され、大手・優良企業に幅広く内定しています。
また、スポーツの専門知識に加えて所属する学部・学
科の専門知識を学ぶため、特定の業界に特化せず、各学
生の志向に合わせて業界全般にわたり就職していること
も大きな特長です。

SSI に参加することで、卒業時に（公）日本スポーツ
協会公認の「コーチングアシスタント」「各種コーチ１（テ
ニス・バレーボール）」の資格を取得することができます
（取得には別途費用がかかります）。卒業後は、これらの
資格を利用してスポーツの発展に貢献することが期待さ
れます。

◉コーチングアシスタント
地域におけるスポーツグループや団体のリーダーとし

て、スポーツ指導や運営に当たることができます。

◉各種コーチ１（テニス・バレーボール）
地域のスポーツクラブなどで、子どもたちや初心者を
対象に、各種競技の専門的知識を活かし指導に当たるた
めの資格です。
テニス、バレーボールがあり、この 2 つのいずれかの
体育会に所属する SSI 生のみ卒業と同時に資格を取得
することができます。

Q1 SSIは学部と何が違うのですか？

A1
SSIは学部横断的な特別コースです。既存の学部に籍を置きながら、
SSI科目（スポーツ関連科目）と所属学部の専門科目を学びます。スポー
ツ関連科目と学部の専門科目の両方を学べることが、SSIの魅力です。

Q2 SSIで学ぶためには、どの入学試験を受験すればよいのです
か？

A2 「スポーツ推薦入学試験」の合格者のみがSSIに参加することができま
す。ただし、スポーツ特待生はこの限りではありません。

Q3 SSIに参加するためには学費の他に特別な費用がかかるので
すか？

A3 特別な費用はかかりません。所属学部の学費を納めていただくだけです。

Q4 卒業するとどのような学位が取得できるのですか？

A4 所属する学部の学士が取得できます。

Q5 合格した場合、必ずSSIに参加しなければならないのですか？

A5
入学手続時にSSIへの参加希望の有無を確認します。入学後の変更は
一切できませんので、よく考えて手続きをしてください。なお、合格者
のほとんどがSSIを希望しています。

Q6 SSIに参加すると卒業することが難しくなりますか？

A6 卒業するために必要な総単位数は通常学生と変わりません。

Q7 体育教員の免許を取得することはできますか？

A7
残念ながらできません。自分の所属学部で取得可能な教科の教員免許を
目指すことになります。ただし、大学院スポーツ健康学研究科に進学す
ることで、体育教員免許を取得することが可能です。

2020年度卒業生就職業種

主な就職先
ＡＩＧ損害保険㈱、オリックス自動車㈱、コカ・コーラボトラーズジャ
パン㈱、ジュビロ磐田、セコム㈱、トヨタ自動車㈱、パナソニックホー
ムズ㈱、パナソニック産機システムズ㈱、みずほ証券㈱、ヤマハ発動
機㈱、（学）法政大学、（学）日本体育大学、㈱ＮＴＴドコモ、㈱オープン
ハウス、㈱クボタ、㈱セブン－イレブン・ジャパン、㈱テレビ東京制作、
㈱ファーストリテイリング、㈱みずほフィナンシャルグループ、㈱ミ
ルボン、㈱ヤクルト本社、㈱ヨドバシカメラ、㈱伊藤園、㈱横浜Ｄｅ
ＮＡベイスターズ、㈱大塚商会、警視庁、三井住友信託銀行㈱、山崎
製パン㈱、住友林業㈱、小林製薬㈱、象印マホービン㈱、西濃運輸㈱、
損害保険ジャパン㈱、大日本印刷㈱、大和ハウス工業㈱、東京セキス
イハイム㈱、東京消防庁、日本電気㈱（ＮＥＣ）、日本無線㈱、日野自
動車㈱、富士フイルムビジネスイノベーション㈱、防衛省 陸上自衛隊、
本田技研工業㈱、明治安田生命保険相互会社、地方銀行、地方市役所、
地方新聞社、競輪選手養成所、日本軽種馬協会 静内種馬場 研修所

教員名 身分 専門分野 /掲載内容

朝比奈　茂 教授 補完代替医療学、ホリスティック医学

荒井　弘和 教授 スポーツ心理学

泉　　重樹 教授 スポーツ医学、アスレティックトレーニング

伊藤  マモル 教授 スポーツ医学、コンディショニング

井上　尊寛 専任講師 スポーツ産業、スポーツマーケティング

笠井　　淳 教授 スポーツ方法学

越部　清美 教授 舞踊教育学、体育教育学

杉本　龍勇 教授 スポーツ経済学、スポーツ経営学

鈴木　良則 教授 体育方法学、身体運動学

瀬戸　宏明 准教授 スポーツ医学、整形外科

中澤　　史 教授 スポーツ心理学

成田　道彦 専任講師 コーチ学、体育学

林　　容市 准教授 運動生理学、生理心理学

山田　快 准教授 スポーツ心理学、スポーツコーチング学

吉田　康伸 教授 スポーツ方法学、コーチ学

建設 5.2%

製造 18.4%

卸・小売 16.0%

金融・保険 6.1%

運輸・不動産・
公益 7.5%

マスコミ 4.2%
情報・通信 2.8%
医療・福祉 1.9%

教育 2.4%

サービス 16.5%

公務員 7.5%

その他 11.3%


