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この季節に読みたいスポーツの本 
 
 2012 年 7 月 27 日に開幕したロンドンオリンピック。女子サッカーの金メダル
獲得に期待が高まるほか、柔道、体操、水泳など様々な種目でもメダル獲得が期

待されています。今回の展示は「スポーツ」をテーマに大学図書館に所蔵する資

料を選びました。 
 
 
◆スポーツを題材にした小説 

タイトル 著者 配架場所 請求記号 
敗れざる者たち   沢木耕太郎 大学図・1F開架 Bunshun/さ 2/2 
武士道シックスティーン   誉田哲也 大学図・1F開架 Bunshun/ほ 15/1 
青が散る   宮本輝 大学図・1F開架 Bunshun/み 3/2 
ランナー   あさのあつこ 大学図・1F開架 Gentosha/あ 28/2 
バッテリー   あさのあつこ  大学図・1F開架 Kadokawa/あ 42/1 
バッテリー   あさのあつこ  大学図・1F開架 Kadokawa/あ 42/2 
バッテリー   あさのあつこ  大学図・1F開架 Kadokawa/あ 42/3 
バッテリー   あさのあつこ  大学図・1F開架 Kadokawa/あ 42/4 
バッテリー   あさのあつこ  大学図・1F開架 Kadokawa/あ 42/5 
バッテリー   あさのあつこ  大学図・1F開架 Kadokawa/あ 42/6 
800  川島誠 大学図・1F開架 Kadokawa/か 36/1 
Dive!! (ダイブ)   森絵都   大学図・1F開架 Kadokawa/も 16/3 
Dive!! (ダイブ)   森絵都   大学図・1F開架 Kadokawa/も 16/4 
ウォーターボーイズ   矢口史靖  大学図・1F開架 Kadokawa/や 32/1 
サクリファイス   近藤史恵 大学図・1F開架 Shincho/こ 49/1 
一瞬の夏   沢木耕太郎  大学図・1F開架 Shincho/さ 7/2 
一瞬の夏   沢木耕太郎  大学図・1F開架 Shincho/さ 7/3 
はい、泳げません   高橋秀実 大学図・1F開架 Shincho/た 86/1 
風が強く吹いている   三浦しをん 大学図・1F開架 Shincho/み 34/8 
セカンドウィンド   川西蘭  大学図・1F開架 Shogaku/か 24/1 
セカンドウィンド   川西蘭  大学図・1F開架 Shogaku/か 24/2 
空をつかむまで   関口尚 大学図・1F開架 Shueisha/せ 4/3 
いつか白球は海へ   堂場瞬一 大学図・1F開架 Shueisha/と 23/4 
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◆スポーツと心理学 

タイトル 著者 配架場所 請求記号 
これから学ぶスポーツ心理学   荒木雅信編著 大学図・1F開架 780.14A/A64k 
よくわかるスポーツ心理学   中込四郎, 伊藤豊

彦, 山本裕二編著 
大学図・1F開架 780.14A/N32y 

失敗を生かす 12の物語 : 自己改革に
成功した男たち  

 二宮清純著  ラモ
ス瑠偉[ほか述] 

大学図・1F開架 780.4/32 

明日から使えるメンタルトレーニン

グ : コーチのための指導書  
 高妻容一著 大学図・1F開架 780.7/40 

試合に勝つためのスポーツ・メンタル

トレーニング  
 高畑好秀著 大学図・1F開架 780.7/53 

 

 
 
◆スポーツと栄養学 

タイトル 著者/訳者 配架場所 請求記号 
スポーツ栄養学   奥田豊子編著   清瀬

千佳子 [ほか] 著 
大学図・1F開架 780.19/210 

基礎から学ぶ!スポーツ栄養学   鈴木志保子著 大学図・1F開架 780.19/271 
スポーツ・運動栄養学   加藤秀夫 , 中坊幸弘 , 

中村亜紀編 
大学図・1F開架 780.19A/Ka86s 
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◆スポーツと科学 

タイトル 著者/訳者 配架場所 請求記号 
スポーツ選手なら知っておきたい「か

らだ」のこと  
 小田伸午著 大学図・1F開架 780.19/224ア 

実習で学ぶ健康・運動・スポーツの科

学  
 九州大学健康科学
センター編 

大学図・1F開架 780.19/269 

スポーツオノマトペ : なぜ一流選手 
(トップアスリート) は「声」を出すの
か  

 藤野良孝著 大学図・1F開架 780.19/273 

スポーツ生理学からみたスポーツト

レーニング  
 ジェイ・ホフマン
著   小西優 , 佐藤
真葵訳 

大学図・1F開架 780.19A/H81s 

健康とスポーツを科学する : これか
らの幸せを求めて  

 長尾光城監修 大学図・1F開架 780.19A/N17k 

スポーツ動作と身体のしくみ : アス
リートとして知っておきたい  

 長谷川裕著 大学図・1F開架 780.1A/H36s 

教養としてのスポーツ科学 : アクテ
ィヴ・ライフの創出をめざして  

 早稲田大学スポー
ツ科学学術院編 

大学図・1F開架 780.1A/W41k 

トップパフォーマンスへの挑戦   早稲田大学スポー
ツ科学学術院編 

大学図・書庫 780.1/263 
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◆スポーツとビジネス、メディア、経済学、社会学など 

タイトル 著者 配架場所 請求記号 
現代スポーツの社会学 : 課題と
共生への道のり  

 ジェイ・コークリー , 
ピーター・ドネリー著  
前田和司 , 大沼義彦 , 
松村和則共編訳 

大学図・1F開架 780.13A/C81g 

スポーツマーケティングの世紀   海老塚修著 大学図・1F開架 780.4/27 
グローバル化するスポーツとメ

ディア、ビジネス : スポーツ産業
論講座  

 早川武彦編著 大学図・1F開架 780.4/43 

「日本型」思考法ではもう勝てな

い  
 平尾誠二著  河合隼
雄 , 古田敦也 , 金井寿
宏〔述〕 

大学図・1F開架 780.7/43 

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 , 
西谷修著 

大学図・1F開架 780A/I52k 

スポーツビジネス・マジック : 歓
声のマーケティング  

 小林淑一著 大学図・1F開架 780A/Ko12s 

スポーツ経済学   里麻克彦著 大学図・1F開架 780A/Sa86s 
映画に学ぶスポーツ社会学   杉本厚夫著 大学図・書庫 780.1/251 
スポーツとメディア  : メディ
ア・スポーツで働くということ-
スポーツ社会心理学  

 篠田潤子著 大学図・書庫 780.1/272 

現代スポーツ批判 : スポーツ報
道最前線からのレポート  

 大野晃著 大学図・書庫 780.4/18 

スポーツと権利ビジネス : 時代
を先取りするマーケティング・プ

ログラムの誕生  

 石井清司著 大学図・書庫 780/6 

スポーツ放送権ビジネス最前線   メディア総合研究所
編 

大学図・東地庫 696/147/5 
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◆スポーツ：サッカー関連 

◆タイトル 著者/訳者 配架場所 請求記号 
宮本式・ワンランク上のサッ

カー観戦術  
 宮本恒靖著 大学図・1F開架 081.2/72/353 

わかりやすいサッカーのルー

ル  
 高田静夫監修  大学図・1F開架 783.2/39/2002 

オフサイドはなぜ反則か   中村敏雄著 大学図・1F開架 783.2/45a 
世界サッカー紀行   後藤健生著 大学図・1F開架 Bunshun/こ 24/6 
サッカーという名の戦争  : 
日本代表、外交交渉の裏舞台  

 平田竹男著 大学図・1F開架 Shincho/ひ 33/1 

見方が変わるサッカーサイエ

ンス  
 浅井武, 布目寛幸著 大学図・書庫 408/11/87 

 

 
 
◆スポーツ：古代オリンピック関連 

タイトル 著者 配架場所 請求記号 
ギリシアの古代オリンピック   楠見千鶴子著 大学図・1F開架 780.9/45 
驚異の古代オリンピック   トニー・ペロテット著  矢

羽野薫訳 
大学図・1F開架 780.9/46 

オリンピックのすべて : 古代
の理想から現代の諸問題まで  

 ジム・パリー, ヴァシル・ギ
ルギノフ著  舛本直文訳・著 

大学図・1F開架 780.9/51 
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◆その他スポーツ関連 

タイトル 著者/訳者 配架場所 請求記号 
障害者とスポーツ   高橋明著 大学図・1F開架 081.2/2C/896 
ジムに通う前に読む本 : スポーツ
科学からみたトレーニング  

 桜井静香著 大学図・1F開架 081.2/50/1695 

人種とスポーツ : 黒人は本当に「速
く」「強い」のか  

 川島浩平著 大学図・1F開架 081.2/58/2163 

スポーツマンガの身体   齋藤孝著 大学図・1F開架 081.2/67/325 
スポーツは体にわるい : 酸素毒と
ストレスの生物学  

 加藤邦彦著 大学図・1F開架 780.19/160 

イラストによる最新スポーツルール  大修館書店・編集
部編  

大学図・1F開架 780.3/46/2003 

日本的スポーツ環境批判   中村敏雄著 大学図・1F開架 780.4/16 
スラムダンク勝利学   辻秀一著 大学図・1F開架 780.4/29 
英語で楽しむ「スポーツ観戦」 : 実
況中継が聞き取れるようになる!  

 マイク・ドッド著  
堀田佳男訳 

大学図・1F開架 830.7/80/56 

スポーツルールはなぜ不公平か   生島淳著 大学図・書庫 780.1/212 
運動するから健康である   宮下充正著 大学図・書庫 780.19/119 
スポーツの見方を変える   中村敏雄著 大学図・書庫 780/5 
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※表紙及び上記に使用した画像は、 
 ロンドンオリンピックで使用されているピクトグラムです。 
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平成 22年 8月 1日発行 
担当：情報サービス課 米田 


