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ポジティブマインド : スポーツと健康、積極的な生き方の心理学 / 中込四郎, 石崎一

記, 外山美樹著. -- 新曜社, 2010.4. -- (ワードマップ).

杉本

3F開架新体系
140//N32//9328

カラー人体図鑑 : ビジュアル・アナトミー / ジェーン・ダ・バーグ編 ; 金澤寛明訳. -

- 西村書店, 2010.2.
医9F図書南 491.1//D52//2332

新・人体の不思議展 : からだ=未知なる小宇宙. -- 日本アナトミー研究所, c2002. 医9F図書南 491.1//SH63//3534

スポーツアナトミー : 人体解剖生理学 / 塩田清二, 竹ノ谷文子編 ; 阿尻貞三 [ほか著].

-- 丸善出版, 2014.4.
医9F図書南 491.1//SH72//8241

おもしろい解剖学 : 筋と骨のキホンがマンガでわかる! : MANGA×ANATOMY / 戸村

多郎原案 ; 仙波恵美子監修 ; あさいもとゆき, 坂元輝弥, サイドランチマンガ. -- 医道

の日本社, 2017.7.

医9F図書南 491.1//TO62//2568

アナトミー・トレイン : 徒手運動療法のための筋筋膜経線 / トーマス・W. マイヤー

ス著 ; 板場英行, 石井慎一郎訳. -- 第2版. -- 医学書院, 2012.5.
医9F図書南 491.115//MY//5864

エッセンシャル・キネシオロジー : 機能的運動学の基礎と臨床 / Paul Jackson

Mansfield, Donald A.Neumann著. -- 南江堂, 2010.10.
医9F図書南 491.36//MA47//3456

人間の運動学 : ヒューマン・キネシオロジー / 宮本省三 [ほか] 著. -- 協同医書出版

社, 2016.9.
医9F図書南 491.36//MI77//5834

カラー版筋骨格系のキネシオロジー / Donald A. Neumann原著 ; [平田総一郎ほか

訳]. -- 第2版. -- 医歯薬出版.
医9F図書南 491.36//N67//5461

オーチスのキネシオロジー : 身体運動の力学と病態力学 / Carol A.Oatis原著 ; 山崎敦

[ほか] 監訳 ; 池谷雅江 [ほか] 訳. -- ラウンドフラット, 2012.6.
医9F図書南 491.36//O11//5773

健康寿命延伸に寄与する体力医学 / 鈴木政登編集. -- 医歯薬出版, 2020.4. -- (別冊・

医学のあゆみ).
医9F図書南 493.18//SU96//3119

運動とメンタルヘルス : 心の健康に運動はどう関わるか / 永松俊哉編. -- 杏林書院,

2012.8.
医9F図書南 493.79//N15//5790

スポーツでのばす健康寿命 : 科学で解き明かす運動と栄養の効果 / 深代千之編 ; 安部

孝編. -- 東京大学出版会, 2019.10.

杉本

3F開架新体系
498.3//F72//7953

大学生の健康・スポーツ科学 / 大学生の健康・スポーツ科学研究会編. -- 第4版. -- 道

和書院, 2012.3.

杉本

3F開架新体系
780.1//D16//9092

大学生のスポーツと健康生活 / 福岡大学スポーツ科学部編. -- 大修館書店, 2017.3.
杉本

3F開架新体系
780.1//F82//8203

スポーツバイオメカニクス / 宮西智久編 ; 岡田英孝, 藤井範久著. -- 化学同人, 2016.2.

-- (はじめて学ぶ健康・スポーツ科学シリーズ ; 4).

杉本

3F開架新体系
780.1//MI79//0219

「知的」スポーツのすすめ : スキルアップのサイエンス / 深代千之著. -- 東京大学出

版会, 2012.4.

杉本

3F開架新体系
780.11//F72//3009

トップアスリートの動きは何が違うのか : スポーツ科学でわかる一流選手の秘密 / 山

田憲政著. -- 化学同人, 2011.11. -- (DOJIN選書 ; 43).

杉本

3F開架新体系
780.11//Y19//8269

スポーツ・運動・パフォーマンスの心理学 / 高見和至編 ; 葦原摩耶子 [ほか] 著. -- 化

学同人, 2016.3. -- (はじめて学ぶ健康・スポーツ科学シリーズ ; 12).

杉本

3F開架新体系
780.14//TA43//1267
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これからの健康とスポーツの科学 / 安部孝, 琉子友男編. -- 第4版. -- 講談社, 2015.3.
杉本

3F開架新体系
780.19//A12//2738

中高齢者エクササイズ実践指導ブック / 辻秀一,川久保清,田中喜代次監訳. -- 文光堂,

2000.4.
医9F図書北 780.19//CH64//0097

スポーツマッサージ : 運動・フィットネス・リハビリテーションのケア / S. フリッツ

著 ; 乗松尋道 [ほか] 訳. -- 西村書店, 2010.7.
医9F図書北 780.19//F47//3522

リカバリーの科学 : スポーツパフォーマンス向上のための最新情報 / Christophe

Hausswirth, Iñigo Mujika編集. -- ナップ, 2014.9.
医9F図書北 780.19//H45//6182

健康づくりのための運動の科学 / 柴田真志 [ほか] 著 ; 鵤木秀夫編. -- 化学同人,

2013.1. -- (はじめて学ぶ健康・スポーツ科学シリーズ ; 11).

杉本

3F開架新体系
780.19//I31//2121

スポーツ・健康医科学 / 河合祥雄編著. -- 改訂版. -- 放送大学教育振興会, 2019.3. --

(放送大学大学院教材 ; 8910766-1-1911 . 生活健康科学プログラム).

杉本

3F開架新体系
780.19//KA93//9704

スポーツを楽しむための栄養・食事計画 : 理論と実践 / 川野因, 田中茂穂, 目加田優子

編著. -- 光生館, 2016.8.
医9F図書北 780.19//KA96//5832

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. -- 第2版. -- 中

央法規出版, 2012.4.

杉本

3F開架新体系
780.19//KE45//7703

外傷学総論/検査・測定と評価 : リスクマネジメントに基づいたアプローチ / 小林寛

和編. -- 文光堂, 2010.11. -- (Skill‐Upリハビリテーション&リコンディショニング .

アスリートのリハビリテーションとリコンディショニング ; 上巻).

医9F図書北 780.19//KO12//3454

スポーツ指導者のためのスポーツ医学 / 小出清一, 福林徹, 河野一郎編. -- 改訂第2版.

-- 南江堂, 2009.10.
医9F図書北 780.19//KO29//1817

スポーツ医療従事者のための本格フロッシング : 応急処置、治療、コンディショニン

グのための新メソッド / スヴェン・クルーゼ著 ; 長谷川早苗訳. -- ガイアブックス,

2020.7.

医9F図書北 780.19//KR9//7465

外科・内科、心理的問題、トレーニング、栄養、環境あらゆる角度から応える / クリ

ストファー・C・マッデン [ほか] 編 ; フランク・H・ネッター作画 ; 藤田真樹子訳. --

エルゼビア・ジャパン. -- (ネッターのスポーツ医学全書 / クリストファー・C・マッ

デン [ほか] 編 ; フランク・H・ネッター作画 ; 藤田真樹子訳 ; 1).

医9F図書北 780.19//MA25//3583

スポーツ診療ビジュアルブック / マーク D.ミラー [ほか] 編. -- メディカル・サイエ

ンス・インターナショナル, 2016.6.
医9F図書北 780.19//MI27//5815

スポーツマッサージ : Art & Science : イラストと動画で読み解く機能解剖と手技の実

際 / 溝口秀雪編集. -- 文光堂, 2006.9.
医9F図書北 780.19//MI93//2895

ケガをさせないエクササイズの科学 : トレーニングから運動療法まで / 西薗秀嗣, 加

賀谷善教編著. -- 大修館書店, 2015.4.

杉本

3F開架新体系
780.19//N87//2731

ケリー・スターレット式「座りすぎ」ケア完全マニュアル : 姿勢・バイオメカニク

ス・メンテナンスで健康を守る / ケリー・スターレット, ジュリエット・スターレッ

ト, グレン・コードーザ著 ; 医道の日本社編集部訳. -- 医道の日本社, 2019.10.

医9F図書北 780.19//ST2//6969

健康・スポーツ科学の基礎知識 / スポーツサイエンスフォーラム編 ; 二杉茂 [ほか]

著. -- 第3版. -- 道和書院, 2019.9.

杉本

3F開架新体系
780.19//SU75//9523

健康づくりと競技力向上のためのスポーツ栄養マネジメント / 鈴木志保子著. -- 日本

医療企画, 2011.1.

杉本

3F開架新体系
780.19//SU96//8587

健康とスポーツ / 玉川大学教育学部編. -- 玉川大学出版部, 2010.3.
杉本

3F開架新体系
780.19//TA77//9735

エクササイズ科学 : 健康体力つくりと疾病・介護予防のための基礎と実践 = Exercise

science / 田中喜代次, 田畑泉編. -- 文光堂, 2012.2.

杉本

3F開架新体系
780.19//TA84//0615
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スポーツ指導者のためのコンディショニングの基礎知識 / 山本利春著. -- 大修館書店,

2010.12.

杉本

3F開架新体系
780.19//Y31//1204

スポーツ外傷障害からみたテーピングの実技と理論 / 山本郁榮, 野田哲由, 平沼憲治

著. -- 第5版. -- 文光堂, 2010.3.
医9F図書北 780.19//Y31//2729

目でみる筋力トレーニングの解剖学 : ひと目でわかる強化部位と筋名 / フレデリッ

ク・ドラヴィエ著 ; 今井純子訳. -- 大修館書店, 2002.4.
医9F図書北 780.193//D55//6070

健康科学としての運動生理学 / 中原凱文著者代表 ; : 新装版. -- 文化書房博文社,

2010.3.

杉本

3F開架新体系
780.193//N33//9541

スポーツ科学でわかる身体(カラダ)のしくみとトレーニング / 小河繁彦著. -- 丸善,

2011.1.

杉本

3F開架新体系
780.193//O25//9470

スポーツ生理学 / 冨樫健二編 ; 秋間広 [ほか] 著. -- 化学同人, 2013.2. -- (はじめて学

ぶ健康・スポーツ科学シリーズ ; 3).
医9F図書北 780.193//TO21//8828

姿勢と動きの「なぜ」がわかる本 : スポーツ・健康づくりの指導に役立つ : 筋コン

ディションが「見てわかる」ようになる筋と骨の知識 / 土屋真人著 ; [正] -- 秀和シ

ステム, 2012.10.

医9F図書北 780.193//TS32//7456

トレーニング科学 = Training science / 北川薫編集. -- 文光堂, 2011.11. -- (健康・ス

ポーツ科学テキスト).

杉本

3F開架新体系
780.7//KI63//7692

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. -- 講談社,

2010.8. -- (ブルーバックス ; B-1695).

杉本

4F新書版
780.7//SA47//5257

アスリートのための筋力トレーニングバイブル : 使える筋肉・使えない筋肉 : オール

カラー / 谷本道哉, 荒川裕志編著. -- ナツメ社, 2018.12.
医9F図書北 780.7//TA88//7451

身体(からだ)を中心から変えるコアパフォーマンス・トレーニング / マーク・バース

テーゲン, ピート・ウィリアムズ著 ; 栢野由紀子, 澤田勝訳. -- 大修館書店, 2008.10.
医9F図書北 780.7//V63//6880

体が硬い人でもやらわかくなるストレッチ : 毎日1分で驚くほど変わる! / 石井直方,

荒川裕志監修. -- 扶桑社, 2018.12. -- (扶桑社ムック).
医9F図書北 781.4//KA62//7442

ストレッチングアナトミー / Arnold G. Nelson, Jouko Kokkonen著. -- 医学映像教育

センター, 2009.10.
医9F図書北 781.4//N63//1723

ストレッチ・メソッド : 5つのコツでもっと伸びる体が変わる / 谷本道哉, 石井直方

著. -- 高橋書店, [2008.11].

杉本

3F開架新体系
781.4//TA88//9542

ストレッチングと筋の解剖 / ブラッド・ウォーカー[著] ; 栗山節郎監訳 ; 川島敏生訳.

-- 南江堂, 2009.4.
医9F図書北 781.4//W36//1459

ローイングの健康スポーツ科学 : ボート漕ぎ / 樋口満編著. -- 市村出版, 2011.9.
杉本

3F開架新体系
785.5//H56//8522
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購入希望図書とは・・・？

学部学生・大学院学生・臨床研修医が学習や研究に必要な資料をリクエストできるんだよ。

リクエストの対象になるのは、医学、看護学に関する資料（近接領域を含む）で、

マルチメディア資料もOK だよ。

教科書や、国家試験問題集、雑誌等は購入できないよ。でも、参考にさせてもらうね。

1人あたりの年間購入限度額が決まっていて、

学部学生: 30,000円、大学院学生・臨床研修医 ：50,000円 だよ。

申込みは、医学分館に置いてある用紙に記入してもいいけど、

Webサービスからもできるから、気軽に利用してね。

だけど図書館の予算には限りがあるから、リクエストされた資料をなんでも

購入することはできないんだ。購入は予算や選書基準に基づいて検討するけど、

なるべく希望に応える努力はするよ。

Let's Try。購入希望図書。

購入希望図書の詳しい説明は医学分館のHPをみてね。

医学分館HP→利用案内→購入希望・推薦図書

QRコードからアクセスしてね。

・・・？

読みたい分野の本があんまりないなぁ。

教えて、Google先生！！

これ。これ。この本が読みたい！

本屋さんで自分で買うしかないの？（ため息）

トボトボ（泣）

大丈夫！

そんな時は「購入希望図書」を利用するんだ。

購入希望図書を使ってみよう！
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