
         

スポーツ関連分野の電子書籍コンテンツを精選してお届け致します 

スポーツ・健康科学  

スマートフォンでも 
快適に閲覧可能 

未所蔵タイトルは試し読みやリクエストが可能。 
リクエストに基づく選書で利用される電子図書館に 

KinoDenは、紀伊國屋書店がご提供する学術和書電子図書館サービスです。
読みやすいビューア、未購入タイトルも含めた全文検索、試し読み・リクエスト機
能など、長年の経験を活かし「本当に使われる電子図書館」をご提供致します。 

KinoDenのメリット 

書き込みやマークが
出来る!無料アプリ 

※実際の画面をご覧になりたい場合はお気軽に紀伊國屋書店までお問い合わせ下さい 

精選24タイトル 

同時アクセス1： 

 252,469円(税込) 

同時アクセス3： 

 402,738円(税込) 
※1点からご購入可 
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1   

スポーツのちから KP00016048 慶應義塾大学出版会 201610 PDF ¥8,078 ¥12,117 

松橋崇史/金子郁容/村林裕 9784766423723 

活気のあるまちには理由がある 
スポーツで人と人がつながれば、大きな「ちから」が生まれる。 
全国各地の成功事例から豊かなまちをつくるための考え方と方法を示す！ 

2   

日本スポーツ事典 KP00009283 日外アソシエーツ 200608 PDF ¥19,008 ¥28,512 

日外アソシエーツ 9784816919855 

東京オリンピックの１９６４年からセ・パ交流元年の２００５年まで、日本スポーツ
界の出来事を年月日順に一覧できる記録事典。プロ・アマを問わず、大会記録、通
算記録、引退や新団体設立などの主要なトピックを幅広く収録し、記憶に残るシーン、
気になることば・テーマをコラム記事で解説。巻末に競技や人名別に引ける便利な競
技別索引・人名索引付き。 

3   

スポーツは誰のためのものか KP00001726 慶應義塾大学出版会 201104 PDF ¥5,132 ¥7,698 

杉山茂 9784766418293   

4   

スポーツビジネス 最強の教科書 

【第２版】 
KP00007602 東洋経済新報社 201711 

EPUB 
リフロー 

¥14,256 ¥21,384 

平田竹男 9784492522219 

斯界の第一人者が、豊富な実例とともにエッセンスを体系的な知識として提示。 
 
 

5   

入門スポーツガバナンス KP00005335 東洋経済新報社 201404 
EPUB 
リフロー 

¥5,227 ¥7,840 

笹川スポーツ財団 9784492223406 

「日本スポーツ史上最大の危機」をどう乗り越えるのか！スポーツガバナンスに関する研
究と有識者によるリレーエッセイをｗｅｂ上に掲載してきた、その研究成果。 

6   

スポーツ・マネジメント入門 第２版 KP00005182 東洋経済新報社 201407 
EPUB 
リフロー 

¥4,752 ¥7,128 

広瀬一郎 9784492502600 

なぜオリンピックやワールドカップは、巨大ビジネスになったのか？スポーツ・ビジネスに携
わる者必読のテキスト、待望の改訂・第２版。 

7   

スポーツ産業論 KP00008473 大修館書店 199602 PDF ¥6,831 ¥10,245 

松田義幸 9784469263329 

「スポーツ産業とは何か」「スポーツ産業はいかにあるべきか」という課題に対して、産業
組織論からの視点、企業行動理論と消費者行動理論からの視点、マーケティング科
学からの視点の3点からテキストを構成。 

8   

プロスポーツクラブのマネジメント 第２版 KP00005274 東洋経済新報社 201304 
EPUB 
リフロー 

¥9,028 ¥13,543 

武藤泰明 9784492502495 

クラブチームの運営に携わる人の必読書。豊富な実例とともに普遍的・体系的な知識
を解説。最新の動向を反映した待望の第２版。 

9   

Ｊリーグの行動科学 KP00004516 白桃書房 201008 PDF ¥8,672 ¥11,761 

高橋潔 9784561265375 

Ｊリーグのビジネスとしてのあり方を探り、Ｊリーガーのキャリア選択やその課題を、調査
を通して明らかにする。チームプレーの中で磨かれる状況判断力や、リーダーシップなど、

ビジネスパーソンの参考となるヒントがそこにはあった。 

10   

最新 健康科学概論 KP00017411 朝倉書店 200512 PDF ¥7,603 ¥15,206 

緒方正名【監修】 
前橋明,大森豊緑【編著】 

9784254640335 

近年いよいよ関心の高まる健康科学，健康づくりについて，網羅的にかつ平明に解
説した大学・短大生向けテキスト。〔内容〕健康の意識／ストレスと健康／ライフステー

ジと健康管理／保健行動と健康管理システム／職業・作業活動と健康／他 

11   

賢いスポーツ少年を育てる KP00008479 大修館書店 201008 PDF ¥4,455 ¥6,681 

永井洋一 9784469267044 

技能を高めるだけでいいのか！？大人になると世界で通用しないのには理由がある…
考える力、判断する力を養う本。 

12   

実践に生かすスポーツ教養 第２版 KP00006853 東京電機大学出版局 200904 PDF ¥6,629 ¥9,943 

加藤知己【編著】 
9784501624408  
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13   

若さを伸ばすストレッチ KP00014592 平凡社 200910 
EPUBリフ
ロー 

¥1,710 ¥2,566 

伊藤マモル 9784582854923 

体の痛みやコリ、歪みを和らげ、心もリラックスさせるストレッチ。そのメカニズムを
詳述し、生活シーンに合わせて“使いこなす”ために、さまざまなポーズをプログラ
ム化して紹介！ 

14   

ベストプレイへのメンタルトレーニング KP00008481 大修館書店 200306 PDF ¥4,455 ¥6,681 

徳永幹雄 9784469265286 

本書では、自分の心理的競技能力を診断・評価しながら、優れた面は伸ばし、
不足している面を強化できるように、その手順や方法、具体的なメンタル強化
法を詳しく紹介している。 

15   

バレーボールのメンタルマネジメント KP00008474 大修館書店 200707 PDF ¥4,158 ¥6,237 

遠藤俊郎 9784469266252 

日本代表チーム等でメンタルサポートにたずさわってきたスポーツ心理学者が、
心を強化し、マネジメントすることによってベストのプレーを引き出す実践法を紹
介。日本代表チームも導入・実践した具体的内容が満載。 

16   

スポーツ基礎数理ハンドブック KP00017619 朝倉書店 200009 PDF ¥45,144 ¥90,288 

深代千之/柴山明 9784254690354 

スポーツ科学を学び，研究しようとする人にとって，基本的な数学や力学は必
須の道具である。その道具を活用できるよう基本的知識・方法を厳選し，著
者独自の工夫を加えて丁寧に解説。 

17   

スポーツを１０倍楽しむ統計学 KP00006321 化学同人 201505 PDF ¥4,752 ¥7,128 

鳥越規央 9784759816655  

スポーツでも重要になっているデータ解析。運動オンチでも統計オンチでも楽し
めるスポーツ統計学。データを知ればスポーツ観戦がさらに面白くなる！ 

18   

体力づくりのためのスポーツ科学 KP00017620 朝倉書店 200104 PDF ¥6,890 ¥13,780 

湯浅景元/青木純一郎/福永哲夫【編】 9784254690361  

健康なライフスタイルのための生活習慣・体力づくりをテーマに、生涯体育の観
点からまとめられた学生向けテキスト。〔内容〕大学生と体力／体力づくりのた
めのトレーニング／生活習慣と食事／女子学生の体力づくり／生涯にわたる
体力づくり 

19   

運動と栄養と食品 KP00017414 朝倉書店 200611 PDF ¥7,128 ¥14,256 

伏木亨【編】 9784254690415  
好評の『スポーツと栄養と食品』の姉妹書。 

20   

スポ－ツ傷害 KP00010832 中山書店 200710 PDF ¥46,440 ¥61,560 

越智隆弘【総編集】/越智光夫【専門編集】 9784521724010  

近年、幅広い年齢層でスポーツを楽しむようになり、スポーツ人口が増加してい
る。それに伴い、誤った理論や方法に基づくスポーツ傷害も増えてきた。本巻で
は、部位別のスポーツ傷害を多彩な図や症例写真を用いて詳述したのみなら
ず、スポーツ傷害を診察するために必要な運動生理学などの基礎医学から、
熱中症、貧血などの内科系疾患まで、簡潔にわかりやすく解説した。 

21   

美しく立つ KP00011507 文光堂 200705 PDF ¥4,276 ¥6,415 

渡會公治 9784830651489  

美しく立つことができ，上手に体を動かすことができれば，運動器を健康に保
つことができるという認識のもと、体操やストレッチ、トレーニング方法を紹介。ス
ポーツドクター、整形外科・リハビリ分野の医療関係者の必読書。 

22   

スポーツ医学常識のうそ KP00013736 全日本病院出版会 201006 PDF ¥10,501 ¥15,752 

横江清司 9784881170540  

全４３項目にわたる『常識のうそ』をスポーツ医学の大家である著者がわかりや
すく解説。整形外科医はもちろん、スポーツ医学関係者にオススメの一冊！ 

23   

あなたも名医！知っておこうよ、スポーツ医学 KP00015465 日本医事新報社 201706 PDF ¥8,316 ¥12,474 

大内洋 【監修】/服部惣一/山田慎 【編著】 9784784966509  

各診療科を横断するスポーツ医学の入門書。日常臨床で出合うスポーツ外
傷・障害を、症例をベースに提示し、エビデンスを取り込んで解説する。スポーツ
医学の基礎知識、運動器超音波についても取り上げる。 

24   

運動療法としてのピラティスメソッド KP00011571 文光堂 201711 PDF ¥9,028 ¥13,543 

近 良明【監修】/桑原匠司【編集】 9784830651854  

PARTIではピラティスの歴史、医療やコンディショニングの現場からピラティスに関
わる研究などの各論を、PARTIIでは部位別の機能改善を目的としたピラティス
アプローチを代表的なピラティスの器具を使用して解説している。 



◆ご注意 
・インターネット通信費などは図書館様にてご負担ください。 
・トライアル環境ではPDFの印刷、ダウンロードが出来ません。 
 

◆認証方法 
・IPアドレス認証（機関内ネットワーク限定） 
・以下リモートアクセスにも対応しています。 
 ①学認 
 ②リファラ認証：マイライブラリ等のクローズドな特定URLからのアクセス 
 ③シリアル認証：KinoDen個人アカウント（メール＆PW） 
         またはGoogle、Twitter、Facebookのアカウントと 
         専用シリアルコードの組み合わせによる認証。 
         シリアルコードは図書館による管理・通知。（30日有効期限） 

◆お申込み方法 
 最寄の営業部または以下へご連絡下さい。 

  申込書ご提出後、約10日間でセットアップ致します。 

ICT営業本部 電子書籍営業部  
TEL：03-5719-2501 Fax：03-5436-6921 
〒153-8504 東京都目黒区下目黒3-7-10   

ict_ebook@kinokuniya.co.jp 

学術電子図書館KinoDen  
無料トライアルのご案内 

選書支援システム 
SmartPLATON 

（紙との横断検索・試し読み可） 

スマートフォンでも 
快適に閲覧！ 

◆トライアル内容 
本番環境を1ヶ月間お試しいただけます。 
 ・搭載全コンテンツを「試し読み」できます。 
 ・選書支援システム＜SmartPLATON＞で、実際に発注できます。 
 →発注した書籍は、即時に「全文閲覧」できます。 
 ・リクエスト機能をお試しいただくことで利用者のニーズも掴めます。 


