
D08-701-1　D/L2/RM2 国内漕艇関係図書　一覧　その１：日本ボート協会（日本漕艇協会），技術書
■日本漕艇協会・日本ボート協会 ↓流通 ２０１７－７－１更新

題名／図書名 編著者・訳 発行年 発行 価格 頁 版 電子 ISBN/他code 流 国図 戸田 備考

ローイング 鈴木善照 1949 (社)日本漕艇協会 300 45 B6 - ×

ボート練習の安全対策 安全委員会 1974.11 (社)日本漕艇協会 300 45 B6 - ×

漕艇技術の基本，艇の修理と保存，取扱法 前田正，谷古茂 1975 (社)日本漕艇協会 650 46 B5 - ×

ローイングエルゴメータの取扱法と使用法の研究 総務部 1977.2 (社)日本漕艇協会 200 28 B5 - ×

認定コーチ用テキストブック　漕艇専門教科1978年版 1978 (社)日本漕艇協会 179 B5 - 全13章

公認コーチ用漕艇専門教科テキストブック・改訂新版 1980.11 (社)日本漕艇協会 2000 182 B5 - ×

日本漕艇協会機関誌 漕艇 保存版 － 1985 (社)日本漕艇協会 328 B5 - ×

漕艇コーチ入門/スポーツ指導員養成教本 前田　正 1986 (社)日本漕艇協会 1000 67 B5 - ×

漕艇コーチマニュアル 前田　正 1986 (社)日本漕艇協会 4000 382 B5 - × C級講習旧教本

FISAコーチング・デベロップメント・プログラ
ム　レベルⅠ，Ⅱ邦訳

強化部 1990.7 (社)日本漕艇協会 1000,
1000

- × 1990年強化指定選手トレーニ
ングマニュアル，トレーニング
記録表（強化指定選手用教
材）

ハリソンの漕法講座 D.Harrison 1994 (社)日本漕艇協会 1000 80 B5 - △ 月刊漕艇93/4-11

漕艇７５年 日本漕艇協会 1995 (社)日本漕艇協会 2000 150 B5 - △

ボート安全 日本漕艇協会 1997 (社)日本漕艇協会 600 40 B5 - ○

審判員の心得と号令，動作 審判委員会 1999 (社)日本ボート協会 B6 - ○ 審判員必携

競漕規則 日本ボート協会 2000 (社)日本ボート協会 300 A5 - ○

日本ボート競技データファイル 日本ボート協会 2001 (社)日本ボート協会 1000 119 B5 - ○

ROWING FOR ALL(初版) 日本ボート協会 2002 (社)日本ボート協会 - 212 B5 - × （限定配布）

ROWING FOR ALＬ（２版） 日本ボート協会 2003 (社)日本ボート協会 2000 235 B5 - ×

ROWING FOR ALL 日本ボート協会 2005 (社)日本ボート協会 2000 235 B5 - ○ 一部改訂

完全保存版/世界ボート選手権in岐阜 － 2006 日本ボート協会 1300 103 B5 - △ 月刊R.別冊

ローイング安全マニュアル2010 安全環境委員会 2010.3 日本ボート協会 94 A5 - ○

ローイング安全マニュアル2011 安全環境委員会 2011 日本ボート協会 A5 - ○

ローイング安全マニュアル2012 安全環境委員会 2012 日本ボート協会 A5 - ○

ローイング安全マニュアル2013 安全環境委員会 2013 日本ボート協会 A5 - ○

ローイング安全マニュアル2015 安全環境委員会 2014 日本ボート協会 A5 - ○

■技術書

題名／図書名 編著者・訳 発行年 発行 価格 頁 版 電子 ISBN 流 国図 戸田 備考

体操教範附録. 遊泳術,漕艇術之部 1889.08.0 川流堂 - 32 B7 ◎ ◎：ネット閲覧可能

東京英語学校競漕会 乗船心得書 1890 -

端艇漕法 石田　羊一郎 1894 -

体操教範附録. 遊泳術,漕艇術之部 1896.07.0 大日本陸海軍兵書出版 64 B7 ◎

内外遊戯全書・端艇競漕 遠山 1899 博文館 -

漕艇案内 : 附・遊泳術 木村浩吉 1899.07.0 兵事雑誌社 - 122 A6 ◎

漕艇教範 西川岳南 1900,06.0 日本体育会 90 B6 ◎

端艇漕艇術 高見沢宗蔵他 1902.10.0 尚栄堂，至誠堂他 93 B6 ◎ ，鳥飼英次郎

体操教範附録：游泳術，漕艇術の部 1902.10.0 鍾美堂 64 A6 ◎

游泳術及漕艇術衛生 河合静夫，関以雄校 1904.07.0 学校衛生編集局 109 A5 ◎

漕艇術 高杉新一郎 1906.04.0 民友社 168 A6 ◎

游泳術及漕艇術衞生 河合静夫，関以雄校 1907 二松堂書房 109 B6 ◎

体操教範附録 : 游泳術漕艇術 小島棟吉 1908.09.0 武揚堂 48 B7 ◎

漕艇術 大国寿吉 1920(T9) 弘文堂書房 492 A5 ◎

アルス運動大講座. 第1-12巻 ※１ 1926-1928 アルス ○

アルス文化大講座. 第1-12巻／漕艇の話 東竜太郎 1926-1928 アルス ○

漕艇 鷺島富造 1929 三省堂 - 133 A5 - × ○

師範大学講座　体育[第１～７巻] 田中寛一，寺沢厳男 1935-1940 建文館 …第５／漕艇(東俊郎)

漕艇を語る 大国寿吉（ひさきち） 1947 金尾文淵堂 281 A5 - × ○

漕艇とカヌー，体育シリーズ26 高木公三郎 1957.8.5 体育の科学社/杏林
書院

130 100 B6 - × 京都大

ボート百年 宮田　　勝善 1966 時事通信社 600 B6 B000JAA38U × －

改訂増補版　ボート百年 宮田　　勝善 1970 時事通信社 668 B6 B000J9NLSA × －

図解ボート：漕艇 1972 成美堂出版社 700 167 A5 × ○

改定新版　ボート百年 宮田　　勝善 1976.4.15 時事通信社 2000 695 B6 - ×

わが漕艇　My Rowing 永井　久雄 1977.06.0 ベースボールＭ社 2500 285 A5 4583017685 × ○

図解　ボート　漕艇 北川喜一郎 1981 成美堂出版社 1200 174 A5 ×

現代体育スポーツ大系(第１５巻) 浅見　俊雄　他 1984 講談社 - 101 B5 4061873156 △ ボート,カヌー他

ボート競技/講談社スポーツシリーズ 須藤　武幸 1987 講談社 1600 158 AB 406141478X ×

あるボートデザイナーの軌跡 堀内　浩太郎 1987 舵社 4800 B5 4807242016 ○

第四高等学校　ボート遭難の周辺 沖重　豊美 1994 沖重　豊美 - 46 B5 - × 1941年事故史

Basic Rowing Notes ローイングの基本に
関する５０章

佐藤　和實 1996.9 （一橋大学端艇部） B5 - ×

ローイングノート（S.フェアバーン) 笹田　豊茂　訳 2002 笹田　豊茂　訳 - 133 A4 - △

あるボートデザイナーの軌跡２ 堀内　浩太郎 2002 舵社 4500 314 B5 4807242024 ○ 競漕艇の工夫

スポーツTr科学：研究報告　第４巻(2001・2002) 楠木恭介他 2003.03.0 鹿屋体大 (87) A4 ○ Ｒエルゴの効果

ローイングマニュアル2003漕艇譜(Ⅰ） 小沢　哲史 2003.06.14 小沢　哲史 8000 474 A4 - × 絶版

フランスの漕艇理論 野津山喜晴 2003 東北大図南会東京 - 390 A4 - △ FFSA資料の邦訳

バイオメカニクス 金子，福永（編） 2004 杏林書院 7500 513 B5 4764410699 ○ p373-389

ローイングマニュアル（2005）漕艇譜Ⅱ 小沢　哲史 2005.06.14 小沢　哲史 8000 680 A4 - △

コーチ学入門 古城　庸夫 2005 江戸川大学 1500 203 A5 - ○

ロウイングマニュアル（2009）漕艇譜Ⅲ 小沢　哲史 2009.06.14 小沢　哲史 10000 1012 A4 - ○

ロウイングマニュアル（2016）漕艇譜４D 小沢　哲史 2016.06.14 小沢　哲史 10000 X A4 ◎ - ○ クラウド版

楽しみの軌跡　ローイングと船作り 堀内浩太郎 2016.11.03 堀内哲・井上洋子 非売品 128 B5 DVD付属 △ 偲ぶ会で配布

勝つ！ボート競技　スカル・スウィープ上達のコツ５０ 日ボート協会監修 2018.07.20 メイツ出版 1750 127 A5 978478042034 ◎ 〇

※１：　漕艇の歴史と組織(東竜太郎)／漕艇の歴史と組織(宮木昌常)／競艇の構造並に艤装(加藤熈彦)／漕法論(郷隆) ／漕艇力学(井口常雄，千葉四郎)／競漕コンデシヨン(千葉四
郎)／競漕水路(東俊郎，東陽一)／競漕審判規則と諸規則(宮木昌常)

国図：国立国会図書館蔵書　（ ◎：HP閲覧可能），　　戸田：戸田市立図書館蔵書
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D08-701-2　D/L2 国内漕艇関係図書　一覧　その２：地域協会・クラブの記念誌
■地域協会・クラブの記念誌

題名／図書名 編著者・訳 発行年 発行 価格 頁 版 電子 ISBN 流 国図 戸田 備考

京都帝国大学学友会端艇部史 〃端艇部 1927 〃端艇部 田島部長還暦記念

東京帝国大学漕艇部五十年史 帝大漕艇部 1936 帝大漕艇部 438 A5

愛知一中旭丘端艇部史 愛知県立旭丘高 1963 愛知県立旭丘高 ○

北大漕艇部二十年史 延与三知夫ほか 1969.09.0 北海道大学漕艇部 182 A5 堀内寿郎教授退官記念

天に五色の 七高造士館錦江艇友会 1978 七高造士館錦江艇友会 ○ 鹿児島

小樽漕艇六十年の航跡 〃編集委員会 1980 〃記念事業委員会

青森高校漕艇沿革史 1981.05.0 〃高漕艇部後援会 162 ○ ８０周年記念誌

漕魂　堀内寿郎 記念事業会 1981 記念事業会

一橋ボート百年の歩み 四神会 1983 四神会 ○

青森県漕艇沿革史 青森県漕艇協会 1986.10.0 青森県漕艇協会 311 × ○

漕友八十五年記念誌  愛知県立旭丘高 1986  愛知県立旭丘高 ○

見よ蒼溟につづきたる　三重県立津高漕艇百周年記念誌 記念事業実行委員会 1986 記念事業実行委員会 ○

愛知県漕艇協会50年史 愛知県漕艇協会 1986 愛知県漕艇協会 ○

思へば過ぎし : 宇和島中…・宇和島東高…沿革史 宇和島高ボート部 1987.08.0 宇和島高ボート部 199 B5 ○

漢の高祖　小樽潮陵高８０周年記念誌 〃事業委員会 1987 小樽潮陵漕艇倶楽部

航跡 : 全国高体連漕艇部35年の歩み 全国高体連漕艇部 1987.08.0 全国高体連漕艇部 - 277 B5 ○

戸田ボートコースと漕艇の歩み 戸田市立郷土博物館 1988.10.0 30 B5 ○ ○ 第4回特別展

百年のあゆみ 慶應義塾端艇部 1989 慶應義塾端艇部 ○

同志社ローイング１００年 同　記念誌編集委 1991 同志社艇友会 387 - ×

東京大学漕艇部百年史　　上・下巻 東大淡青会 1992 東大淡青会 ○

新潟中学端艇部・新潟高漕艇部部史　漕艇百年 青山艇友会 1993 青山艇友会 ○

悠久の流れに-北上川漕艇物語- 佐々木康郎 1994 三陸河北新報社 1,500 260 B6 4873410746 × ○ ○ 宮城県漕艇百年史

神漕九十年の歩み 神戸大/神漕会 1994 神戸大/神漕会 ○

偲湖　陵水艇友会七十周年 滋賀大陵水艇友会 1994 滋賀大陵水艇友会 ○

負けられっかい：七尾高校漕艇部45年の歩み 七尾高校漕艇部七星会 1995.03.0 北国新聞社 3000 205 A5 4833008769

漕道六十年 : 愛知県漕艇協会還暦記念誌 〃編集委員会 1995.10.0 愛知県漕艇協会 - 352 B5 ○ ○

北大漕艇部五十年史 編集委員会 1996 〃記念事業会

航跡 : 全国高体連漕艇部45年の歩み 全国高体連漕艇部 1997.08.0 全国高体連漕艇部 - 268 B5 ○

外語ボート７０年 東京外語艇友会 1997 東京外語艇友会 ○

島根県漕艇史 〃編集委員会 1998.07.0 島根県漕艇協会 - 225 B5 ○ ○

立教大学ボート部５０年の歩み セントポールズRC 1998 セントポールズRC ○

三菱ボートの歩み　全三菱レガッタ３０周年記念 三菱ボートクラブ 1998 三菱ボートクラブ ○

慶應義塾体育会端艇部１１０周年記念誌 慶應義塾端艇部 1999 慶應義塾端艇部 ○

偲湖　陵水艇友会七十五周年 滋賀大陵水艇友会 1999 滋賀大陵水艇友会 ○

クルーを信じて　自分を信じて 浦和一女ボート部 2000 浦和一女ボート部 ○ 創部五十周年記念誌

米子東高等学校端艇部史 県立米子東高端艇部 2000.8 県立米子東高端艇部 ○ ○

京都大学端艇部百年史，医学部ボート部５０年誌　上巻 同誌編集委員会 2000.1 京大ボート部他 ○ ○

外語ボート１００年 東京外語艇友会 2001 東京外語艇友会 ○

東京工業大学端艇部１００年史 蔵前漕艇倶楽部 2001 蔵前漕艇倶楽部 ○

漕友百年記念誌 愛知県立旭丘高 2001 愛知県立旭丘高 ○

漕艇部の百年　早稲田ボート文化史 稲門艇友会 2002 稲門艇友会 ○

本荘高校ボート百年史 本荘艇友会 2002 本荘艇友会 ○

東北大学漕艇部百年史 同　百年史部会 2003.11.0 同　記念事業会 - 709 A4 - × ○ ○

長野県ボート協会　５０年誌 長野県ボート協会 2003 長野県ボート協会 ○

東京経済大学端艇部１００年史 東経大…葵水会 2004 東経大…葵水会 ○

明治大学体育会端艇部百年史 明大端艇部 2004 明大端艇部 ○

甲南大学漕艇部五十周年史 甲南艇友会 2004 甲南艇友会 ○

偲湖　陵水艇友会八十周年 滋賀大陵水艇友会 2004 滋賀大陵水艇友会 ○

BOAT　BOYS&GIRLS 鹿児島県ボート協会 2005 鹿児島県ボート協会 ○

神奈川県ボート協会五十年史 神奈川県ボート協会 2005 神奈川県ボート協会 ○

京都大学端艇部百年史，医学部ボート部５０年誌　下巻 同誌編集委員会 2007.04. 京大ボート部他 - 1136 A4 － － ○ 1957-2006年

法政大学体育会漕艇部50年史 : 1956～2006 法政大学橙友会 2007.11.0 法政大学橙友会 - 139 A4 ○ ○

静岡のボート６０年 〃編纂委員会 2007 静岡県ボート協会 - 150 A4 － － ○ ６０周年記念誌

（創立２０周年記念誌）２０年のあゆみ 〃編集委員会 2007 横浜市ボート協会 - 76 Ａ４ - △

時代を越えて端艇部略史 明大端艇部 2007 明大端艇部

学習院輔仁会漕艇部の歩み：since 1889 〃記念事業委員会 2009.03.0 〃記念事業委員会 266 B5 ○ ○ 後援会設立50周年記念

ＤＲＣ漕いで笑って３０年 道新ＲＣ 2009 道新ＲＣ 70 A4 -

札幌ボート協会７５周年記念誌 〃編集委員会 2009.10.24 札幌ボート協会 3000 358 A4 - ○
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D08-701-3　D/L2 国内漕艇関係図書　一覧　その３：読み物編

題名／図書名 編著者・訳 発行 発行 価格 頁 版 電子 ISBN 流 国図 戸田 備考

オールの泡 宮田　勝善 1941 宮田　勝善 - - ○

オリンパス 宮田　勝善 1948 宮田　勝善 - - ○

1948 新潮社(文庫) 280 24 A6 4101058016 ×

1975.1 旺文社(文庫) 400 24 A6 4010611510 ×

1986 埼玉福祉協会 3200 - △ 大活字

1951 新潮社 180 131 A6 4101076014

2000 青空文庫(internet) free - - - ○

岸道三という男 岸道三伝記刊行会 1965 岸道三伝記刊行会 ○

1978 講談社 980 A6 ×

1985 旺文社(文庫) 380 50 A6 4010616423 ×

1979 集英社(文庫) 360 4087510050 × 東大マローレガッタ優勝

ボートの三人男 丸谷才一 1976.7.10 岩波-中公文庫 4122053014 〇 改版３刷2016

さらば茨戸の湖よ-石狩川惜春譜 岩田茂・巴子 1979.09 講談社 △ 癌で逝った北大漕艇部員

テムズの水 阿川　弘之 1982.6 新潮社 215 20c
m

4103004118

北の都漕艇歌　追悼琵琶湖遭難 横井　幸雄 1983.11.0 新日本法規出版 1500 228 B6 － × ○ 四高(金沢大)

安宅クルーの再会/同名(角川文庫） 読売新聞大阪 1984 角川書店 340 54 A6 4041561035 ○

たった一人のオリンピック ／スローカーブを
もう一球（角川文庫）

山際　淳司 1985 角川書店 340 25 A6 404154002X ○ 津田真男

栄光と狂気　（D．ハルバースタム著） 土屋政雄　訳 1987 TBSﾌﾞﾘﾀﾆｶ 1600 266 A5 4484871335 ○

ロウィング，ロウィング ／バットマンに栄冠を
（角川文庫）

山際　淳司 1988 角川書店 300 34 A6 4041540550 ○ 堀内俊介

湖（うみ）の子たちの夏 福本　武久 1988 筑摩書房 1200 398 B6 4480802762 ○ 京都新聞87.8-88.4

早慶レガッタの午後 佐山和夫 1994 ベースボールM社 2,233 4583031645 ○

がんばっていきまっしょい 敷村　良子 1996 マガジンハウス 1300 207 B6 4838707975 ○ 松山東高校

映画「がんばっていきまっしょい」フォトブッ
ク：伊予東高校女子ボート部漕艇日誌

佐々木淳 1998.10.0 ワニブックス 1,500 79 4847025040 ○

トゥルー・ブルー　（D．トポロスキー） 上田　一郎　訳 2002 （自費出版） - 260 A4 - △ 翻訳権取得

カシタス湖の戦い（B．A．ルイス著） 榊原　章浩　訳 2002 東北大学出版会 1800 307 46 4925085476 ○

エール大学対抗エイト物語 S.キースリング 2004 東北大学出版会 1800 238 B6 4925085794 ○ 榊原章浩訳

航跡　<ＫＥＩＯ号>の９人 比企　寿美子 2004 中央公論新社 1900 249 B6 4120035557 ○

レガッタを生んだ河 近藤　幹雄 2005 新風舎 840 47 B6 4797453745 ○

追憶の夏 水面にて　(On the Water) H.M.van den Brink 2005 扶桑社 1680 177 B6 4594050603 ○ 金原瑞人訳

艇差一尺：ある熱血オアズマンの青春 大杉 耕一 2008 文芸春秋 2000 309 B6 4160080454 △

銀河ベイブリッジ周航の夢 藤本　孝昭 2009 創元社 1000 ○

朝風にオールをとりて 谷澤直人 2009.12 東北大学出版会 6000 505 B5 4861631246 ○

あるボートマン文集抄 内藤　元巳 2011.12 内藤　元巳 - 72 A5 - △ 浜松北-一橋-ヤマハ

ヒトラーのオリンピックに挑んだ若者たち
ボートに託した夢

DJブラウン 2014.9.25 早川書房 3240 608 A5 KDL 9784152094858 ◎ 森内薫訳

「幻の東京オリンピック」の夢にかけた男:
日本近代スポーツの父・岸清一物語

古城　康夫 2016/4/26 春風社 2160 288 4861104848 〇 〇 〇

※漕艇・ロウイングがメイン・テーマではないが，漕艇関係者が著述し，および/または，漕艇のことも一部（～かなり）綴られている図書

ばいばい，フヒタ 藤田　直子 1994 読売新聞社 1300 62 A5 4643940034 △ 松江高専OB

かいちょうの時間 木野　廣一（ひろいち） 2008.1 友月書房 1000 86 A5 9784877873646 〇 大阪大，瀬田RC

隅田川の向こう側－私の昭和史 半藤　一利 2009 創元社 1575 352 B6 4422930466 ○

倫敦から来た近代スポーツの伝道師 高橋　孝蔵 2012.6.6 小学館　101新書 756 221 9784098251360 ◎ FWストレンジ

ペケレットの夏／シャガールの馬

ペケレットの夏/スポーツ小説名作選

虫明亜呂無

競漕／学生時代（新潮文庫） 久米　正雄

オリンポスの果実(新潮文庫） 田中　英光
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