
道和書院　刊行物一覧（2021.9）

1969/4/1創業 1969 栄養学 宮島　俊名（著）
1969 学校保健管理 宮島　俊名（他編著）
1969 心理学：適応と人間理解のために 岸田　博（著）
1969 図解トランポリン 長谷川　輝紀（著）
1969 体育原理 石津　誠（著）
1969 体育心理学（体育理論叢書１） 長田　一臣（著）
1969 体育と法：体育事故と法的責任（体育理論叢書２） 長田　一臣（著）
1969 バレーボールの指導（体育実技叢書２） 笠原　茂（著） 滝山　将剛（著）
1969 レスリングの指導法（体育実技叢書１） 笠原　茂（著） 滝山　将剛（著）
1970 器械運動の指導（体育実技叢書５） 桧森　丈策（著） 長谷川　輝紀（著）
1970 女子体操競技の基礎（体育実技叢書４） 関　鈴子（著）
1970 スポーツと催眠 長田　一臣（著）
1970 体育測定（体育理論叢書３） 和泉　貞男（著）
1970 体育統計（体育理論叢書４） 和泉　貞男（著）
1970 バスケットボールの指導（体育実技叢書３） 関　鈴子（著）
1970 陸上競技史　明治編 山本　邦夫（著）
1971 競技の心理 長田　一臣（著）
1971 体育科教育法 阿部　忍（著）
1971 体育美学（体育理論叢書５） 松田　義之（著） 長谷川　輝紀（著）
1971 大学保健体育 大学保健体育研究会（編）
1971 陸上競技の指導（体育実技叢書６） 松田　義之（著） 長谷川　輝紀（著）
1971 日本体操実技史の研究 佐藤　友久（著）
1972 現代教育原理 福井　守（著）
1972 サッカーの指導（体育実技叢書９） 倉持　守三郎（他著）
1972 スポーツ人風土記　福島県 吉田　清計（著）
1972 体育社会学の方法と課題（体育社会学研究１）
1972 体操の指導（体育実技叢書８） 関　鈴子（著）
1972 フィジカルレクリエーションの指導（体育実技叢書７）森　朗（著）
1972 保健体育行事事典 石橋　武彦（他著）
1972 現代体操の構成と実践 佐藤　友久（著）
1972 体力の診断とトレーニング 石田　俊丸（著）
1972 幼児運動教育技術 浅田　隆夫（著）
1973 現代スポーツ論（体育社会学研究２） 体育社会学研究会（編）
1973 スポーツとセラピー 長田　一臣（著）
1973 青年心理学:青年の理解と創造性の開発（体育理論叢書６）岸田　博（著）
1974 競技の心理 長田　一臣（著）
1974 近代陸上競技史（全3巻） 山本　邦夫（著）
1974 体育とスポーツ集団の社会学（体育社会学研究３） 今村　浩明（他著）
1974 日本人の体力つくり 吉田　健一（著）
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1975 ３才から10才までの子供のトランポリン運動 長谷川　輝紀（他著）
1975 コミュニティ・スポーツの課題（体育社会学研究４） 厨　義弘（他著）
1975 スポーツの社会・経済的基礎 山本　正雄（他著）
1975 スポーツ人風土記　兵庫県　下 棚田　真輔（著）
1975 スポーツ人風土記　兵庫県　上 棚田　真輔（著）
1975 スポーツ人風土記　兵庫県　中 棚田　真輔（著）
1975 保健・体育プログラムの管理 ビュッチャー,C.A.（著） 伊藤　尭（訳）
1975 現代スポーツ論 藤原　健固（他著）
1975 体育社会学の方法と課題 近藤　義忠（他著）
1976 身体運動調節のシステム 永田　晟（著）
1976 スポーツと社会化 藤原　健固（著）
1976 居留外国人による神戸スポーツ草創史 棚田　真輔（著）
1976 体育・スポーツ指導者の現状と課題（体育社会学研究５）粂野　豊（他著）
1976 大学教養　保健体育 大学保健体育研究会（編）
1977 運動と生活の健康管理 宮島　俊名（著）
1977 スポーツ参与の社会学（体育社会学研究６） 影山　健（他著）
1977 体育とスポーツの周辺 青木　積之介（他著）
1977 居留外国人による横浜スポーツ草創史 山本　邦夫（著） 棚田　真輔（著）
1978 スポーツ政策論（体育社会学研究７） 森川　貞夫（他著）
1978 体操辞典 佐藤　友久（編） 森　直幹（編）
1979 栄養学概説 宮島　俊名（著）
1979 学校保健安全管理 宮島　俊名（著）
1979 スポーツ行動の文化社会学的基礎（体育社会学研究８）山本　清洋（他著）
1979 ソビエトのスポーツ リオーダン，J．（著） 藤原　健固（訳）
1979 大学教養保健体育 大学保健体育研究会（編）
1979 遊戯と運動文化 丹羽　劭昭（編）
1979 人間は変わりうるか：催眠法を用いた実験 長田　一臣（著）
1979 日本陸上競技史 山本　邦夫（著）
1980 スポーツ・マッサージ サルキゾフ・セラジーニ，I.M.（著） 山本　斌（他訳）
1980 ラグビーの指導（体育実技叢書10） 倉持　守三郎（他著）
1980 学生の生活とスポーツ 江刺　正吾（著）
1980 写真でみる運動百科 小清水　英司（他著）
1980 体育授業の社会学 近藤　義忠（他著）
1980 体育法学の課題 伊藤　堯（著）
1981 社会人のレクリエーション・トランポリン入門 塩野　尚文（著）
1981 女子の器械運動 新谷　鈴子（他著）
1981 スポーツ指向と社会 藤原　健固（著）
1981 大学生のための保健体育教本 宇佐美　茂（他著）
1981 一流競技者の社会学 江刺　正吾（他著）
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1981 上達コース別スキー教本 高橋　藤樹（著） 北本　拓（著）
1981 体育・スポーツへの提言 吉田　健一（著）
1981 知的スポーツマンのためのテニス論 中山　厚生（著）
1982 体操六十五年の回想 佐藤　友久（著） 影山　健（他訳）
1982 現代のスポーツ：その神話と現実 コークリー，J．（著） 影山　健（他訳）
1982 子どものトランポリン運動：スポーツの素養づくり 塩野　尚文（著）
1982 体育・スポーツ社会学研究　1 岡田　猛（他著）
1983 スポーツの楽しさとは何か ジャキュース,T.D.（他編） 大橋　美勝（訳）
1983 スポッティング・テクニック：器械運動の幇助法 小清水　英司（他著）
1983 プレイヤーのためのバスケットボール 鯛谷　隆（著）
1983 保健体育講義ノート 國學院大學保健体育研究室（編）
1983 学校保健 宮島　俊名（著）
1983 体育・スポーツ社会学研究　2 丹羽　劭昭（他著）
1984 一般教養のための哲学 尾上　知明（著）
1984 運動と健康 保健体育理論研究会（編）
1984 カウンセリングの学び方 岸田　博（著） 中村　喜久子（他著）
1984 サッカー上達のプログラム 豊田　一成（編）
1984 バレーボールのゲームづくり 高橋　和之（著）
1984 国際政治とオリンピック 藤原　健固（著）
1984 体育・スポーツ社会学研究　3 菊　幸一（他著）
1984 体育の哲学的探求 阿部　忍（著）
1984 大学生の体育と保健 大学保健体育研究会（編）
1985 テニス・トレーニング 中山　厚生（著）
1985 健康管理：生活と運動と傷病の管理 宮島　俊名（著）
1985 女子体操の指導 新谷　鈴子（著） 松元　正竹（著）
1985 体育・スポーツ社会学研究　4 西村　秀樹（他著）
1986 これからのスポーツと体育 荒井　貞光（著）
1986 体育・スポーツ社会学研究　5 山本　清洋（他著）
1987 子どものスポーツを考える（体育・スポーツ社会学研究６）体育・スポーツ社会学研究会（編） 森川　貞夫（他著）
1987 ハーフコート・バスケットボール ハーシュラッグ，J．（著） 小椋　博（訳）
1987 大学生の体力テストハンドブック 全国大学体育連合体力テスト委員会（編）
1987 陸上運動の方法 関岡　康雄（編著） 天野　義裕（他著）
1988 現代スポーツを考える（体育・スポーツ社会学研究７）体育・スポーツ社会学研究会（編） 森川　貞夫（他著）
1988 体育・スポーツ社会学の源流：関西体育社会学研究会の歩み関西体育社会学研究会（編）
1988 バレーボールマインド：バレーボール的発想と技術のポイント吉田　敏明（著）
1989 イメージトレーニングの実際 海老沢　礼司（著）
1989 スポーツ，文化，パーソナリティ カルホーン，D．W．（著） 小椋　博（他訳）
1989 スポーツの社会的意味をさぐる（体育・スポーツ社会学研究８）根上　優（他著）
1989 スポーツ集団と選手づくりの社会学 三好　喬（他編）
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1989 ソウル五輪の軌跡 藤原　健固（著）
1989 健康と運動の科学 保健体育理論研究会（編）
1990 一般教養としての法学 伊藤　尭（著）
1990 スポーツの多様性をさぐる（体育・スポーツ社会学研究９）体育・スポーツ社会学研究会（編） 森川　貞夫（他著）
1990 来談者中心カウンセリング私論 岸田　博（著）
1990 陸上競技の方法 関岡　康雄（編著）
1991 新しい体育・スポーツ社会学をめざして（体育・スポーツ社会学研究10）山下　高行（他著）
1991 スポーツ六法 伊藤　堯（著） 山田　良樹（著）
1991 私のカウンセリング 中村　喜久子（著）
1991 人間体育試論：「Ｔ育」から「愛育」へ 沢田　和明（著）
1992 エアリアル・トレーニング：子どものトランポリン運動塩野　尚文（著）
1993 スポーツと健康 大学スポーツ教育研究会（編）
1993 北欧のスポーツ：スポーツは共有材 北欧スポーツ研究会（編）
1993 危機と人格形成 中込　四郎（著）
1993 地域づくりとスポーツの社会学 松村　和則（著）

1994/3/19
鬼海高允逝去

1994 メンタルトレーニングワークブック 中込　四郎（編）

1995 スポーツ・レジャー社会学 清野　正義（編）
1995 気づかされていく私のこころ 岸田　博（著）
1995 健康科学 健康科学研究会（編）
1995 体育・スポーツ事故判例の研究 伊藤　堯（著）
1996 イメージがみえる 中込　四郎（編）
1996 スポーツ六法　平成8年版 伊藤　尭（他編）

Mar-97 心の豊かさを求めて 岸田　博（著）
Apr-97 スポーツと健康 身体運動文化学会（編）
Sep-97 カウンセリングにおけるカウンセラーの経験　クライエントの経験中村　喜久子（著） 中原　射鹿止（著）
Nov-97 トランポリン・シャトル競技 塩野　尚文（著）
Mar-98 トランポリン競技 大林　正憲（著）
Mar-98 やわらかいスポーツへの招待 奈良女子大学文学部スポーツ科学教室（編）
Mar-98 身体教育のアスペクト 身体運動文化学会（編）
Apr-98 スポーツタレントの科学的選抜 関岡　康雄（監）
Mar-99 スポーツ六法　平成11年度 伊藤　尭（他編）
Mar-99 陸上競技を科学する 関岡　康雄（編）
Apr-99 オリンピックは変わるか D・チェルナシエンコ（著） 小椋　博（訳）
Oct-99 歩行と登山の科学 平松　携（著）
Apr-00 スポーツマーケティング：交換過程の経営 スポーツマネジメント研究会（編訳）
May-00 スポーツ文化の現在（いま）（講座現代文化としてのスポーツ）鈴木　守（編著） 山本　理人（編著）
Aug-00 スポーツ事故ハンドブック 伊藤　尭（編著） 入澤　充（編著）
Oct-00 柔道の視点 竹内　善徳（編著） 柔道指導者研究会（編）
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Oct-00 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）
Oct-01 スポーツ／メディア／ジェンダー 鈴木　守（編著） 山本　理人（編著）
Apr-02 スポーツ六法　2002 伊藤　尭（他編）
Aug-02 子育てのポイント 中村　喜久子（著）
Nov-02 積極的健康学 藤井　一成（著）
Feb-03 スポーツ指導《新論》（講座現代文化としてのスポーツ３）鈴木　守（編著） 山本　理人（編著）
Apr-03 スポーツ六法　2003 スポーツ六法編集委員会（編）
Oct-03 体操・薙刀からスポーツへ 江刺　正吾（著）
Mar-04 コーチと教師のためのスポーツ論 関岡　康雄（編著）
Mar-04 教師をめざす人の法律学 入澤　充（著）
Mar-04 必携　スポーツ関係六法　2004 スポーツ関係六法編集委員会（編） 笠原　一也（編集代表）
Oct-04 サッカー文化の構図 鈴木　守（編著） 戸苅　晴彦（編著）
Dec-04 アスリートの心理臨床 中込　四郎（著）
Mar-05 改定版　健康科学 健康科学研究会（編）
Mar-05 必携　スポーツ関係六法　2005 スポーツ関係六法編集委員会（編） 笠原　一也（編集代表）
Apr-05 柔道指導Q＆A 尾形　敬史（著） 小俣　幸嗣（著）
Mar-06 必携　スポーツ関係六法　2006 スポーツ関係六法編集委員会（編）
Mar-06 教師のための法律学 入澤　充（著）
Mar-07 大学生の健康・スポーツ科学［第2版］ 大学生の健康・スポーツ科学研究会（編）
Mar-07 必携　スポーツ関係六法　2007 日本スポーツ学会（監） スポーツ関係六法編集委員会（編）
Mar-08 必携　スポーツ関係六法　2008 日本スポーツ学会（監） スポーツ関係六法編集委員会（編）
Apr-08 教育法要説 森部　英生（著） 入澤　充（著）
Apr-08 健康論 UEC健康・スポーツ科学部会（編）
May-08 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）
Jun-08 ゆるみ筋＆こわばり筋のコンディショニング 中村　好男（監） 矢野　史也（編）
Jul-08 スポーツ文化そしてオリンピックへの思い 笠原　一也（著）
Sep-08 ジュニア選手育成のための柔道コーチング論 柔道選手育成研究会（編）
May-09 山と花に魅せられて 平松　携（著）
Apr-10 スポーツ指導・実務ハンドブック スポーツ指導・実務ハンドブック編集委員会（編）日本スポーツ学会（監）
Apr-10 健康論［第2版］ UEC健康・スポーツ科学部会（編）
Apr-10 大学生の健康・スポーツ科学［第3版］ 大学生の健康・スポーツ科学研究会（編）
Aug-10 ゴルフをもっと楽しむためのからだとこころのトレーニング法北本　拓（著）
Jan-11 レルヒ　知られざる生涯 新井博（著）
Jun-11 柔道実技指導のヒント 尾形　敬史（著） 小俣　幸嗣（著）
Mar-12 大学生の健康・スポーツ科学［第4版］ 大学生の健康・スポーツ科学研究会（編著）
Jun-12 スポーツ指導・実務ハンドブック［第2版］ スポーツ指導・実務ハンドブック編集委員会（編）日本スポーツ学会（監）
Oct-12 スポーツの歴史と文化：スポーツ史を学ぶ 榊原　浩晃（編著）
Apr-13 スポーツ指導・実務ハンドブック　第2版ダイジェスト版スポーツ指導・実務ハンドブック編集委員会（編）
Jun-13 体育・スポーツ史にみる戦前と戦後 大熊　廣明（監修） 真田　久（編著）
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Aug-13 臨床スポーツ心理学 中込　四郎（著）
Sep-13 競技者のキャリア形成史に関する社会学的研究 吉田　毅（著）
Mar-14 デカルト哲学と身体教育 林　洋輔（著）
Mar-14 健康・スポーツ科学の基礎知識［改定版］ スポーツサイエンスフォーラム（編）
Mar-14 大学生の健康・スポーツ科学［第5版］ 大学生の健康・スポーツ科学研究会（編）
Sep-14 地域生活からみたスポーツの可能性 後藤　貴浩（著）
Feb-15 体育・スポーツ・武術の歴史にみる「中央」と「周縁」藤井　雅人（他編著）
Aug-15 スポーツカウンセリングの現場から 中込　四郎（編著）

2016/1/5
片桐文子が移籍

Mar-16 大学生のための「健康」論 電気通信大学健康・スポーツ科学部会（編）

Nov-16 赤松林太郎　虹のように 赤松　林太郎（著）
May-17 中学・高校　陸上競技の学習指導 小木曽　一之（編著）
Feb-18 楽譜から音楽へ バルトルド・クイケン（著） 越懸　澤麻衣（訳）
Apr-18 フレーセーの花 ヴィルヘルム・ペッテション=ベリエル（著）小川　典子（著）

2018/12/3
事業承継

May-18 養護教諭の職務と法的責任 菅原　哲朗（著） 入澤　充（著）

2019/5/11
鬼海美乃里逝去

Apr-19 スポーツの歴史と文化　新版 新井　博（編著）

May-19 スポーツ・体育　指導・執務必携 笠原　一也（監） 園山　和夫（監）
Jun-19 オルガンの芸術 日本オルガニスト協会（監） 松居　直美（他編著）
Sep-19 健康・スポーツ科学の基礎知識　第3版 スポーツサイエンスフォーラム（編）二杉　茂（他著）
Jan-20 オルガン奏法 近藤　岳（編著）
Mar-20 オルケゾグラフィ トワノ・アルボー（著） 今谷　和徳（他編著）
May-20 チェロの100年史 ヴァレリー・ウォルデン（著） 松田　健（訳）
Oct-20 ルネサンス・初期バロックの歌唱法 ロバート・トフト（著） 髙久　桂（訳）
Mar-21 スキー研究　100年の軌跡と展望 日本スキー学会（編） 新井　博（他編著）
Jun-21 サッカーピラミッドの底辺から 後藤　貴浩（著）
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