
体育学の本棚

書名・著者名 請求記号 資料ID

1
ストレスマネジメント・ワークブック : ストレスを知り、じょうずにつきあう
ために! / ストレスマネジメント教育実践研究会編

374.97||70 120073091

2
スポーツクラブのすすめ : 豊かなスポーツライフの実現に向けて / 地域スポー
ツ推進研究会編

780||609イ 120043036

3
戦う⾝体をつくるアスリートの⾷事と栄養 / ⽥⼝素⼦編著, ⾠⽥和佳⼦, ⻑坂聡
⼦著

780.19||168 120122130

4 最新スポーツ科学事典 / ⽇本体育学会監修 780.3||51||イ 120163814
5 37億⼈のテレビンピック : 巨額放映権と巨⼤五輪の真実 / 須⽥泰明著 780.6||52ア 120043034
6 陸上競技ルールブック 2012年度版 / ⽇本陸上競技連盟編 782||79||2012 120121904
7 「⾔語技術」が⽇本のサッカーを変える (光⽂社新書:325) / ⽥嶋幸三著 783.47||16 120153107
8 テニス指導教本 新版 / ⽇本テニス協会編 783.5||34 120072230
9 ⼦どものボールゲームバルシューレ / ⽊村真知⼦編著 783||67イ 120072424

本書は、「バルシューレ」と呼ばれるドイツで開発された⼦どもたちのための
ボールゲームを紹介したものである。これまでのボール運動はバスケット、バ
レー、サッカーというように種⽬別に学ぶことが多かったが、バルシューレは
ボールゲームに共通する最⼤公約数的要素を重視したボール運動のプログラム
である。そうしたバルシューレの具体的事例が本書では数多く紹介されてお
り、学校現場などで活⽤できる実⽤書である。

10
楽しいをつくる : やさしいレクリエーション実践 第2版 (レクリエーション・イ
ンストラクター養成テキスト) / ⽇本レクリエーション協会編集

786||33 120043042

書名・著者名 請求記号 資料ID
11 養護概説 3訂 / 三⽊とみ⼦編集代表 374.9||127 120082433
12 学校保健ハンドブック 第4次改訂版 / 教員養成系⼤学保健協議会編 374.9||128 120082436
13 学校保健ハンドブック 第5次改訂 / 教員養成系⼤学保健協議会編 374.9||134 120122025
14 養護概説 4訂 / 三⽊とみ⼦編集代表 374.9||155 120141944
15 新版・養護教諭執務のてびき 第9版 / ⽯川県養護教育研究会編 374.9||156 120141969
16 学校保健ハンドブック 第6次改訂 / 教員養成系⼤学保健協議会編 374.9||159 120160978

17
ボール運動の指導プログラム : 楽しい戦術学習の進め⽅ / リンダ・L・グリフィ
ン他著, ⾼橋健夫, 岡出美則監訳

375.49||396 120042428

18 保健の授業づくり⼊⾨ 新版 / 森昭三, 和唐正勝編著 375.49||456 120151846
19 ⼩学校「授業書」⽅式による保健の授業 第3刷 / 保健教材研究会編 375.492||83 120151847
20 最新「授業書」⽅式による保健の授業 / 保健教材研究会編 375.494||6 120151848

21
アダプテッド・スポーツの科学 : 障害者・⾼齢者のスポーツ実践のための理論 /
⽮部京之助, 草野勝彦, 中⽥英雄編著

780||656 120121942

22
障害者 (アダプテッド) スポーツの世界 : アダプテッド・スポーツとは何か / 藤
⽥紀昭著

780||658 120122113

⼊⾨

初級



23 スポーツ学の射程 : 「⾝体」のリアリティへ / 井上邦⼦ [ほか] 編著 780.4||133ソ 120161026
スポーツをしたことはあっても、学問として考えたことがなかった⼈にファー
ストステップとして読んでもらいたい本。スポーツを「競争・歴史・⺠俗・⾝
体」という4つのテーマに分け、テーマ別に計18本の論考が掲載されている。最
初から通読するのもよいが、タイトルを⾒て興味をもてそうな論から読み始め
るのもお勧めする。スポーツを学問として考察する⽅法の⼀端に触れることが
できる書。

24 ジグソーパズルで考える総合型地域スポーツクラブ / ⿊須充, ⽔上博司編著 780.6||57ア 120042429
25 障害者スポーツ指導教本 改訂版 初級・中級 / ⽇本障害者スポーツ協会編 780.7||78 120122101

26
プロ野球の経済学 : 労働経済学の視点で捉えた選⼿、球団経営、リーグ運営 /
橘⽊俊詔著

783.7||63 120164126

27
野外活動 : その考え⽅と実際 / ⽇本野外教育研究会編, 井村仁, ⾦⼦和正, 星野
敏男編集委員・執筆, ⽯川国広 [ほか]執筆

786||32 120043041

書名・著者名 請求記号 資料ID
28 学校保健の動向 平成23年度版 / ⽇本学校保健会編 374.9||129||23 120122024
29 学校保健の動向 平成24年度版 / ⽇本学校保健会編 374.9||129||24 120130473
30 学校保健の動向 平成27年度版 / ⽇本学校保健会編 374.9||129||27 120160979
31 学校保健の動向 平成28年度版 / ⽇本学校保健会編 374.9||129||28 120170178
32 学校保健の課題とその対応 : 養護教諭の職務等に関する調査結果から 第3版 374.9||154 120141529

33
健康相談活動の理論と実際 : どう学ぶかどう教えるか / 三⽊とみ⼦, 徳⼭美智⼦
編集代表

374.93||23 120082431

34 体育科教育学⼊⾨ / ⾼橋健夫 [ほか] 編著 375.49||397 120042431
35 体育の教授技術 / シーデントップ [著], ⾼橋健夫 [ほか] 訳 375.49||398 120043040

36
体育授業を観察評価する : 授業改善のためのオーセンティック・アセスメント /
⾼橋健夫編著

375.49||429 120122135

37 体育科教育 (教科教育学シリーズ:06) / 松⽥恵⽰, 鈴⽊秀⼈編著 375.49||459ア 120163641
38 新学習指導要領による中学校体育の授業 上巻 / 杉⼭重利 [ほか] 編集 375.493||1||1 120042426
39 新学習指導要領による中学校体育の授業 下巻 / 杉⼭重利 [ほか] 編集 375.493||1||2 120042427

40
近代スポーツのミッションは終わったか : ⾝体・メディア・世界 / 稲垣正浩, 今
福⿓太, ⻄⾕修著

780||657 120122045

「近代スポーツ」は何であったのかという根源的な問いに対して、スポーツ史
の専⾨家のみでなく、⽂化⼈類学、フランス思想を専⾨とする著者3名がそれぞ
れの⽴場から論じた書である。副題にあるように、「⾝体・メディア・世界」
といった広い視野からスポーツを論じたものであり、今後のスポーツ⽂化のあ
り⽅を考える上でも刺激になる⼀冊である。

41 スポーツ産業論 第6版 / 原⽥宗彦編著 780||677 120170177
42 スポーツ・バイオメカニクス⼊⾨ : 絵で⾒る講義ノート 第3版 / ⾦⼦公宥著 780.11||1 120072360
43 スポーツバイオメカニクス / 深代千之 [ほか] 編著 780.11||2 120072361
44 ⽣涯スポーツの社会学 / ⼤⾕善博, 三本松正敏編 780.13||6 120043035

45
健康管理とスポーツ医学 (公認アスレティックトレーナー専⾨科⽬テキスト+
ワークブック) / ⾚間⾼雄編集

780.19||167 120122047

46
運動器の解剖とスポーツ外傷・障害の基礎知識 (公認アスレティックトレーナー
専⾨科⽬テキスト+ワークブック) / 福林徹編集

780.19||186 120151467

中級



47 アスレチックトレーナーのためのスポーツ医学 / 宮永豊, 河野⼀郎, ⽩⽊仁編集 780.19||4 120072399

48
スポーツ現場に⽣かす運動⽣理・⽣化学 (体育・スポーツ・健康科学テキスト
ブックシリーズ) / 樋⼝満編

780.193||4 120121959

49 ボクシングはなぜ合法化されたのか : 英国スポーツの近代史 / 松井良明著 780.233||13 120071871
50 テキスト総合型地域スポーツクラブ 増補版 / ⽇本体育・スポーツ経営学会編 780.6||59 120042430
51 障害者のスポーツ指導の⼿引 第2次改訂版 / ⽇本障害者スポーツ協会編 780.7||72 120072410
52 トレーニングの科学的基礎 改訂版 / 宮下充正著 780.7||73 120082439

書名・著者名 請求記号 資料ID

55
スポーツと⽂明化 : 興奮の探求 : 新装版 (叢書・ウニベルシタス:492) / ノルベ
ルト・エリアス, エリック・ダニング [著], ⼤平章訳

780.13||45 120163458

スポーツを⼈⽂・社会学的に専⾨的に学ぼうとする⼈にとって必読の書。本書
はスポーツの概念が、⻑い歴史の中でどのように暴⼒を抑え、ルールを成⽴さ
せて興奮を探求してきたかを論じたものである。エリアスによれば、現代のス
ポーツ概念の基底にイギリスの議会制度が関係していると指摘している点が興
味深い。できれば、同じノベルト・エリアスによる『⽂明化の過程』も合わせ
て読むことをお勧めする。

56
こどものスポーツ外来 : 親もナットク!このケア・この説明 / ⽥中康仁, 笠次良
爾編

780.19||188 120161130

57
⽣化学,⽣理学からみた⾻格筋に対するトレーニング効果 第2版 / ⼭⽥茂, 福永
哲夫編著

780.193||2 120073097

井上邦⼦（保健体育講座、図書館運営委員会委員）

上級


