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（１） 体育の理論 （２１） アーチェリー （４１） セーリング　ヨット （６１） 野球　軟式野球

（２） 体育・スポーツの歴史・記念誌 （２２） ウエイトリフティング （４２） ソフトボール （６２） ラグビーフットボール

（３） スポーツ評論・文学 （２３） カヌー （４３） 体操・新体操 （６３） 陸上競技

（４） スポーツ医学・健康科学 （２４） 空手道 （４４） 卓球 （６４） レスリング

（５） トレーニング （２５） 弓道 （４５） ダンス （６５） 野外活動　キャンプ

（６） 体育測定運動能力測定　スポーツテスト （２６） グラウンド･ゴルフ （４６） テニス　ソフトテニス （６６） ウォーキング

（７） 体育施設管理運営 （２７） クレー射撃　ライフル射撃 （４７） トライアスロン （６７） スポーツ少年団

（８） 体育指導委員 （２８） 競馬 （４８） なぎなた （６８） 伝記

（９） スポーツクラブ　企業クラブ （２９） ゲートボール （４９） バウンスボール （６９） 体育・運動歌

（１０） 学校体育 （３０） 剣道 （５０） 馬術 （７０） 定期刊行物

（１１） 小体連 （３１） ゴルフ （５１） バスケットボール

（７１）

研究誌　

（１２） 中体連 （３２） サッカー （５２） バドミントン
・山陰体育学研究
・学会報「山陰体育」
・鳥取大学教養部紀要
・鳥取大学学芸学部研究報告
・鳥取大学教育学部研究報告
・鳥取大学教育地域科学部紀要
・鳥取大学地域学部紀要
・鳥取大学教育研究論集
・鳥取女子短期大学研究紀要
・鳥取短期大学研究紀要
・米子工業高等専門学校研究報告
・（鳥取県立鳥取東高等学校）研究紀要
・鳥取市教育論文集
・（赤碕小学校）研究紀要　

（１３） 高体連 （３３） 山岳・スポーツクライミング （５３） バレーボール

（１４） オリンピック・アジア大会 （３４） 自転車 （５４） ハンドボール

（１５） 国体　わかとり国体 （３５） 銃剣道 （５５） フェンシング

（１６） 障がい者スポーツ （３６） 柔道 （５６） 武道

（１７） 市民・県民体育大会
県民・生涯スポーツ　スポレク （３７） 水泳　スキューバダイビング （５７） ペタンク

（１８） レクリエーション （３８） スキー （５８） ボート

（１９） 体育スポーツ行事 （３９） スケート　アイスホッケー （５９） ボクシング

（２０） なわとび （４０） 相撲 （６０） ホッケー

（７２） 県郡市町村誌（史）

鳥取県　体育スポーツ文献目録　分類項目
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分類 書名 著者名 出版社 元号 出版年 所蔵 鳥取ゆかりについて 出版時の所属等
（書籍目次参考）

（１） 体育の理論 女子競技 三橋義雄（鳥取県出身） 広文堂 大正13 1924 個人蔵
（第２版：鳥取県立図書館）

（１） 体育の理論 体育即生活論 三橋喜久雄（鳥取県出身） 廣文堂 大正14 1925 鳥取県立図書館

（１） 体育の理論 体育を通しての児童のガイダンス
D.ラザール著
佐々木茂（旧大栄町出身）
石田保之（訳）

逍遥書院 昭和26 1951 鳥取大学図書館

（１） 体育の理論 浅川正一　論文集
浅川正一（鳥取大学）　著
東京教育大学体育学部競技研究
室／編

東京教育大学体育学部競技
研究室 昭和46 1971 個人蔵

（１） 体育の理論 日本近代体育の思想構造 入江克己（鳥取大学） 明石書店 昭和63 1988 鳥取大学図書館

（１） 体育の理論 大正自由体育の研究 入江克己（鳥取大学） 不昧堂出版 平成5 1993 鳥取大学図書館

（１） 体育の理論 運動会と日本近代 吉見俊哉　入江克己（鳥取大学）
（ほか）著 青弓社 平成11 1999 鳥取大学図書館

（２） 体育・スポーツの
歴史・記念誌 大正9年度　鳥取県運動年鑑 因伯時報社刊 大正9 1920 個人蔵 野球の先生　芝田茂雄　の参考図書

（２） 体育・スポーツの
歴史・記念誌 鳥取第一中学校　創立五十年 鳥取県立鳥取中学校　編 鳥取県立鳥取第一中学校 大正11 1922 鳥取県立図書館

（２） 体育・スポーツの
歴史・記念誌 鳥取県立米子高等女学校　我が校の健康教育 鳥取県立米子高等女学校 昭和13 1938 鳥取県立図書館

（２） 体育・スポーツの
歴史・記念誌 鳥取縣師範学校学友会誌14　昭和13年　運動部優勝特輯 露木孝男 昭和14 1939 鳥取県立図書館 運動部優勝特輯

（２） 体育・スポーツの
歴史・記念誌 鳥取家政学園　創立五十周年記念誌 松下政蔵／編 鳥取家政学園 昭和31 1956 鳥取県立図書館

（２） 体育・スポーツの
歴史・記念誌

鳥取県教育史
第二章　江戸時代第一期　P.23　第三節　武道の盛行
第三章　江戸時代第二期　P.84　第四節　武道師範家
P.179　第七節　第武場

鳥取県教育史編纂委員会 鳥取県教育委員会 昭和32 1957 鳥取県立図書館

（２） 体育・スポーツの
歴史・記念誌

鳥取県教育史　戦後編
P.380　第八章　体育保健
P.380　一.学校体育　P.399 二.社会体育　P.437 三.学校保
健　P.445　四.学校給食

鳥取県教育委員会 鳥取県教育委員会 昭和34 1959 鳥取県立図書館

（２） 体育・スポーツの
歴史・記念誌

鳥取県教育史
第一編　P.86　第三章　体育・スポーツの変革
P.86　第一節　戦後体育の刷新
P.86　一.占領下の学校体育　P.93　二.体育・スポーツ活
動の再開
P.100 　第二節　学校衛生の刷新と給食開始
P.100　一.学校保健への変革　P.102　二.児童生徒の疾病
予防　P.103　三.援助物資による給食開始

鳥取県教育史編さん委員会 鳥取県教育委員会 昭和54 1979 鳥取県立図書館

鳥取県体育スポーツ関連文献調査
定義：鳥取県在住・出身、著作の内容が鳥取県の事象 令和元年（2019）年６月１日現在

※個人蔵：油野
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（２） 体育・スポーツの
歴史・記念誌

鳥取県教育史
第二編　P.316　第六章　体育スポーツの振興
P.316　第一節　学校体育・保健の振興
P.316　一.学校体育の動向　P.320　二.健康教育の推進　
P.322　三.児童生徒・教職員の健康管理
P.326 　第二節　学校給食の普及
P.326　一.学校給食の普及　P.328 　二.学校給食法の施行
P.330 　第三節　スポーツの普及
P.330 一.県体育協会の発足と競技団体　P.332 二.県民体
育大会の開催と国民体育大会への参加
P.342　三.スポーツ施設の整備

鳥取県教育史編さん委員会 鳥取県教育委員会 昭和54 1979 鳥取県立図書館

（２） 体育・スポーツの
歴史・記念誌

鳥取県教育史
第三編　P.599 　第六章　体育・スポーツの振興
P.599 　第一節　学校体育の方向　P.599 　一.学習指導要
領の改善と教育研究
P.607　第二節　学校保健・学校安全への推進
P.607　一.学校保健法の制定と学校保健の振興　P.612　
二.日本学校安全会法の制定と学校安全の推進
P.614 第三節　学校給食の向上
P.614　一.学校給食の普及推進　P.617 二.学校給食の拡充
P.620　第四節　スポーツ活動の推進
P.620　一.社会体育指導者の養成と競技団体等の育成　
P.624　二.中体連・高体連の活動　P.631　三.国民体育大
会の参加と誘致計画　P.635 　四.スポーツ振興審議会の
設置と活動　P.638　五.オリンピック東京大会聖火リレー
　P.639 　六.レクリエーション活動の充実

鳥取県教育史編さん委員会 鳥取県教育委員会 昭和54 1979 鳥取県立図書館

（２） 体育・スポーツの
歴史・記念誌

鳥取県教育史
第四編　第一章　教育行政機構の改革と教育機関の整備
第一節　教育行政機構の改革
P.648　三.国民体育大会開催準備の充実
P.670　第七節　武道館の整備
P.670　一.　県営鳥取武道館の整備　P.673　二.県営米子
武道館の整備

鳥取県教育史編さん委員会 鳥取県教育委員会 昭和54 1979 鳥取県立図書館
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（２） 体育・スポーツの
歴史・記念誌

鳥取県教育史
P.1196　第九章　体育・スポーツの振興
P.1196　第一節　学校体育の充実
P.1196　一.総則第三体育の普及と運動能力　P.1205　
二.体育部活動の充実　P.1209　三.小学校体育連盟の発足
P.1211　第二節　学校保健・学校安全の充実
P.1211　一.健康教育の推進　P.1214　二.児童生徒の体位・
疾病　P.1222　三.安全教育・安全管理の推進　P.1229　
四.教職員の健康管理
P.1231　第三節　学校給食の充実
P.1231　一.完全給食の普及と給食費　P.1236　二.給食施
設設備の整備　P.1238　三.物資共同購入体制の整備　
P.1240　四.米飯給食と諸問題
P.1242　第四節　社会体育の振興
P.1242　一.指導者の養成　P.1246　二.社会体育施設等の
充実　P.1250　三.県体育協会の整備　P.1253　四.学校開
放と体力つくり運動　P.1260　五.体育・スポーツ振興の
基本方策　P.1261　六.大山国体の開催　P.1266　七.県民
体育大会の開催と国体参加
P.1275　第五節　国民体育大会の開催準備の推進　
P.1275　一.第四十回国民体育大会の誘致　P.1278　二.準
備委員会の発足と開催準備計画
P.1285 　第六節　県民総スポーツ運動の推進　P.1285　
一.推進の基本方針と推進組織　P.1287　二.スポーツの生
活化

鳥取県教育史編さん委員会 鳥取県教育委員会 昭和54 1979 鳥取県立図書館

（２） 体育・スポーツの
歴史・記念誌

鳥取県教育史
資料編
一.教育行政組織・施設等
P.102　（５）県スポーツ振興審議会の答申
四.教育関係団体役員等
P.160　6.鳥取県体育協会加盟団体一覧
五.教育調査統計
P.79　22　国民体育大会鳥取県選手団一覧表
P.81　23　県民体育大会参加者一覧表
P.82　24　県内社会体育施設設置状況

鳥取県教育史編さん委員会 鳥取県教育委員会 昭和54 1979 鳥取県立図書館

（２） 体育・スポーツの
歴史・記念誌

鳥取県教育史（第四巻）
第八編　体育・スポーツの振興
P.725　第一章　学校体育の振興
P.725　第一節　学校体育の基本方策　P.729　第二節　
指導体制の充実　P.732　第三節　スポーツテストの実施
　P.733　第四節　体育大会の開催と派遣
P.737　第二章　生涯スポーツの振興
P.737　第一節　生涯スポーツ振興の基本方策　P.739　
第二節　指導体制の充実　P.742　第三節　スポーツセン
ターの設置　P.744　第四節　県体育協会の充実
P.746　第五節　生涯スポーツの普及　P.749　第六節　
生涯スポーツ団体の育成　P.751　第七節　学校開放と
体力つくり運動　P.754　第八節　県民体育大会の開催　
P.759　第九節　全国スポーツ・レクリエーション祭への
参加

鳥取県教育史　第四巻編さん委
員会　編集 鳥取県教育委員会 平成11 1999 鳥取県立図書館
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（２） 体育・スポーツの
歴史・記念誌

鳥取県教育史（第四巻）
第八編　体育・スポーツの振興
P.761　第三章　競技スポーツの振興
P.761　第一節　競技力向上の基本方策　P.766　第二節
指導体制の充実　P.767　第三節　未普及競技の普及と定
着　P.768　第四節　競技力向上　P.774　第五節　国民
体育大会及び国際大会への参加
P.778　第四章　第四十回国民体育大会の開催
P.778　第一節　第四十回国民体育大会の誘致　P.779　
第二節　開催準備組織の設置　P.780　第三節　準備委員
会の発足と開催準備計画　P.793　第四節　選手強化の推
進　P.796　第五節　競技施設の整備　P.799　第六節　
第四十回国民体育大会の開催

鳥取県教育史　第四巻編さん委
員会　編集 鳥取県教育委員会 平成11 1999 鳥取県立図書館

（２） 体育・スポーツの
歴史・記念誌

鳥取県教育史（第四巻）
第八編　体育・スポーツの振興
P.804　第五章　第四十八回国民体育大会冬季大会スキー
競技会の開催
P.804　第一節　開催準備　P.805　第二節　開催準備組
織の設置　P.807　第三節　リハーサル大会（第四十一回
全国高等学校スキー大会）の開催　P.808　第四節　選手
強化の推進　P.809　第五節　競技施設の整備　P.811　
第六節　第四十八回国民体育大会冬季大会スキー競技会
の開催
P.813　第六章　平成七年度全国高等学校総合体育大会の
開催
P.813　第一節　平成七年度全国高等学校総合体育大会の
誘致　P.814　第二節　開催準備組織の設置と開催準備計
画　P.819　第三節　選手強化の推進　P.820　第四節　
競技施設の整備　P.822　第五節　平成七年度全国高等学
校総合体育大会の開催

鳥取県教育史　第四巻編さん委
員会　編集 鳥取県教育委員会 平成11 1999 鳥取県立図書館

（２） 体育・スポーツの
歴史・記念誌

鳥取県教育史（第四巻）
第八編　体育・スポーツの振興
P.824　第七章　社会体育施設等の整備と運営
P.824　第一節　県立社会体育施設等の整備と運営　
P.824　一.県営武道館の整備と運営　P.826　二.県立武道
館の整備　P.828　三.屋内プールの整備と運営　P.830　
四.ライフル射撃場の整備と運営　P.832　五.倉吉体育文
化会館の整備と運営
P.835　第二節　市町村社会体育施設の整備
P.837　第八章　健康教育の推進
P.837　第一節　健康教育の充実　P.841　第二節　学校
保健の充実　P.852　第三節　学校安全の充実　P.861　
第四節　学校給食の充実

鳥取県教育史　第四巻編さん委
員会　編集 鳥取県教育委員会 平成11 1999 鳥取県立図書館
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（２） 体育・スポーツの
歴史・記念誌

鳥取県教育史（第四巻）
資料
P.19　二.教育行政組織・施設等
P.35　6.各審議会の答申・建議　P.97（5）鳥取県スポー
ツ振興審議会
P.1　四.各種事業一覧及び調査統計等
P.48　7.国民体育大会入賞者一覧表　P.71　8.全国高校総
合体育大会入賞者等一覧表　

鳥取県教育史　第四巻編さん委
員会　編集 鳥取県教育委員会 平成11 1999 鳥取県立図書館

（２） 体育・スポーツの
歴史・記念誌 十年の歩み 鳥取県立鳥取農業高等学校 鳥取県立鳥取農業高等学校 昭和33 1958 鳥取県立図書館

（２） 体育・スポーツの
歴史・記念誌 鳥取西高　創立十周年記念誌 鳥取県立鳥取西高等学校 鳥取県立鳥取西高等学校 昭和33 1958 鳥取県立図書館

（２） 体育・スポーツの
歴史・記念誌

鳥取県立米子工業高等学校　創立三十五周年　米工
三十五年史 濱田保永　編 鳥取県立米子工業高等学校 昭和33 1958 鳥取県立図書館

（２） 体育・スポーツの
歴史・記念誌 鳥取県立青谷高等学校　創立十周年記念誌 鳥取県立青谷高等学校 鳥取県立青谷高等学校 昭和34 1959 鳥取県立図書館

（２） 体育・スポーツの
歴史・記念誌

鳥取県立鳥取工業高等学校　創立二十周年記念誌
鳥工廿年 鳥取県立鳥取工業高等学校 鳥取県立鳥取工業高等学校 昭和34 1959 鳥取県立図書館

（２） 体育・スポーツの
歴史・記念誌 鳥取県立八頭高等学校　創立十周年記念誌 鳥取県立八頭高等学校 鳥取県立八頭高等学校 昭和34 1959 鳥取県立図書館

（２） 体育・スポーツの
歴史・記念誌 鳥取県立鳥取商業高等学校　創立五十周年記念誌 鳥取県立鳥取商業高等学校 鳥取県立鳥取商業高等学校 昭和36 1961 鳥取県立図書館

（２） 体育・スポーツの
歴史・記念誌 鳥取県立境高等学校　創立二十周年記念誌 鳥取県立境高等学校 昭和37 1962 鳥取県立図書館

（２） 体育・スポーツの
歴史・記念誌 鳥取県立倉吉産業高等学校　創立七十周年記念誌 鳥取県立倉吉産業高等学校 鳥取県立倉吉産業高等学校 昭和38 1963 鳥取県立図書館

（２） 体育・スポーツの
歴史・記念誌 鳥取県立倉吉西高等学校　創立五十周年記念誌 鳥取県立倉吉西高等学校 鳥取県立倉吉西高等学校 昭和39 1964 鳥取県立図書館

（２） 体育・スポーツの
歴史・記念誌

鳥取県立鳥取西高等学校　創立90周年記念展覧会　出品
目録 鳥取県立鳥取西高等学校 鳥取県立鳥取西高等学校 昭和39 1964 鳥取県立図書館

（２） 体育・スポーツの
歴史・記念誌 鳥取県立倉吉農業高等学校　創立八十周年記念誌 塩見浅夫　編 鳥取県立倉吉農業高等学校 昭和40 1965 鳥取県立図書館

（２） 体育・スポーツの
歴史・記念誌

明治体育史の研究：体操伝習所を中心に
（新体育学講座：第37巻） 能勢修一（鳥取大学） 逍遥書院 昭和56 1981 鳥取大学図書館

（２） 体育・スポーツの
歴史・記念誌 体育の歩み　第９号　（鳥取県高等学校保健体育研究会） 鳥取県高等学校保健体育研究会

／編　横川滉／編
鳥取県高等学校保健体育研
究会 昭和41 1966 鳥取県立図書館

（２） 体育・スポーツの
歴史・記念誌 鳥取県立米子西高等学校　創立六十周年誌 鳥取県立米子西高等学校 鳥取県立米子西高等学校 昭和41 1966 鳥取県立図書館

（２） 体育・スポーツの
歴史・記念誌 鳥取県体育スポーツ史　（日本海新聞社） 日本海新聞社出版部／編

監修／鳥取県体育協会 日本海新聞社 昭和42 1967 鳥取県立図書館 P.540に県関係著書一覧あり

（２） 体育・スポーツの
歴史・記念誌 鳥取農業高等学校史 鳥取県立鳥取農業高等学校 鳥取県立鳥取農業高等学校 昭和42 1967 鳥取県立図書館

（２） 体育・スポーツの
歴史・記念誌 鳥取県立由良育英高等学校　創立六十周年記念誌 鳥取県立由良育英高等学校 鳥取県立由良育英高等学校 昭和42 1967 鳥取県立図書館

（２） 体育・スポーツの
歴史・記念誌 鳥取県立米子東高等学校　創立七十周年記念誌 創立七十周年記念誌編集委員会 鳥取県立米子東高等学校 昭和43 1968 鳥取県立図書館
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（２） 体育・スポーツの
歴史・記念誌 鳥取県立鳥取工業高等学校　創立三十周年記念誌 鳥取県立鳥取工業高等学校 鳥取県立鳥取工業高等学校 昭和43 1968 鳥取県立図書館

（２） 体育・スポーツの
歴史・記念誌

百年の年輪　鳥取県民の歩んできた道
P.111　明治後期　近代スポーツの始まり 徳永職男　監修・執筆 鳥取県 昭和43 1968 鳥取県立図書館

（２） 体育・スポーツの
歴史・記念誌

鳥取百年
教育編
教師列伝から
P.205林菊三郎　P.208林重浩　P.224三明太蔵　P.230浅村
忠晴　P.235三橋喜久雄　P.237田中武雄（上）　P.239田中
武雄（下）　P.241三橋義晴
P.244スポーツ略史（上）　P.246スポーツ略史（中）
P.248スポーツ略史（下）
P.251中等野球（上）　P.253中等野球（中）
P.255中等野球（下）　P.258戦後の学校体育　

松村英男　編集人 毎日新聞社 昭和43 1968 鳥取県立図書館

（２） 体育・スポーツの
歴史・記念誌 鳥取県立倉吉東高等学校創立六十年誌 創立六十周年記念誌編集委員会 鳥取県立倉吉東高等学校 昭和43 1968 鳥取県立図書館

（２） 体育・スポーツの
歴史・記念誌

鳥取県立法勝寺高等学校　創立七十周年　高校二十周年
記念誌 鳥取県立法勝寺高等学校 鳥取県立法勝寺高等学校 昭和44 1969 鳥取県立図書館

（２） 体育・スポーツの
歴史・記念誌 鳥取県立鳥取商業高等学校　創立六十年記念誌 鳥取県立鳥取商業高等学校 鳥取県立鳥取商業高等学校 昭和44 1969 鳥取県立図書館

（２） 体育・スポーツの
歴史・記念誌 鳥取県立青谷高等学校　創立二十周年記念誌 創立二十周年記念誌編集委員会 鳥取県立青谷高等学校 昭和44 1969 鳥取県立図書館

（２） 体育・スポーツの
歴史・記念誌 鳥取県立境港工業高等学校　創立五周年記念誌 鳥取県立境港工業高等学校 昭和44 1969 鳥取県立図書館

（２） 体育・スポーツの
歴史・記念誌 鳥取県立西部農業高等学校　開校記念誌 鳥取県立西部農業高等学校 鳥取県立西部農業高等学校 昭和45 1970 鳥取県立図書館

（２） 体育・スポーツの
歴史・記念誌

鳥取西高新聞　縮刷版
創立100周年記念　創刊号（昭和24）～ 125号（昭和46） 鳥取県立鳥取西高等学校 鳥取県立鳥取西高等学校 昭和46 1971 鳥取県立図書館

（２） 体育・スポーツの
歴史・記念誌 山陰地方における体操のはじまり　軽体操の普及 能勢修一（鳥取大学） 昭和47 1972 鳥取県立図書館 鳥取大学教授

（２） 体育・スポーツの
歴史・記念誌

鳥取県立鳥取東高等学校　創立五十周年記念誌
P.303　第四章　二中時代の校友会活動
－活動の概観と部史　付　体位と健康－
P.537　第九章　生徒会とクラブ活動
－生徒会活動、文化、運動クラブ概観、部史－

鳥取県立鳥取東高等学校　創立
五十周年記念誌編集委員会 鳥取県立鳥取東高等学校 昭和47 1972 鳥取県立図書館

（２） 体育・スポーツの
歴史・記念誌

鳥取県立米子工業高等学校　創立五十周年記念
五十年史 五十年史編集委員会 鳥取県立米子工業高等学校 昭和47 1972 鳥取県立図書館

（２） 体育・スポーツの
歴史・記念誌 鳥取県立倉吉工業高等学校　創立十周年記念誌 創立十周年記念誌編集委員会 鳥取県立倉吉工業高等学校 昭和47 1972 鳥取県立図書館

（２） 体育・スポーツの
歴史・記念誌 鳥取西工業高等学校　十年の歩み　創立十周年記念誌 創立十周年記念誌編集委員会 鳥取県立鳥取西工業高等学校 昭和48 1973 鳥取県立図書館

（２） 体育・スポーツの
歴史・記念誌 鳥取県立境港工業高等学校　創立10周年記念誌 鳥取県立境港工業高等学校 鳥取県立境港工業高等学校 昭和48 1973 鳥取県立図書館

（２） 体育・スポーツの
歴史・記念誌 鳥取城北高等学校　創立十周年記念誌 鳥取城北高等学校 記念誌編集委員会 昭和48 1973 鳥取県立図書館
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（２） 体育・スポーツの
歴史・記念誌

鳥取西高百年史（本文編）【非売品】
P.50　第二章　制度確立の時代（明治十九年～明治
三十二年）　P.52　第二節　尋常中学校の教育　P.62 2.諸
行事・第一回運動会開催　P.64　3.校友会の結成・野球部
創設
P.77　第三章　充実発展の時代（明治三十二年～明治
四十二年）　P.82 　2.諸行事・寒稽古　P.86 3.　東宮殿下
の行啓・綱曳・撃剣野仕合　P.89 4.校友会の活躍　・端
艇進水式と競漕・校内練兵場で運動会・撃剣・柔道部の
発足・武徳会青年大演武会
P.114　第四章　拡充発展の時代（Ⅰ）（明治四十二年～
大正十二年）
P.130　第四節　記念式典・記念事業と校友会の活躍
P.138　2.学校行事　・血湧き肉躍るマラソン・観海流の
大水泳・千代川の水泳講習　P.142 　3.校友会の活躍・陸
上競技部・野球部・柔道部・剣道部・弓道部創設・登山
部創設

鳥取西高百年史編纂委員会 昭和48 1973 鳥取県立図書館

（２） 体育・スポーツの
歴史・記念誌

鳥取西高百年史（本文編）【非売品】
P.163　第五章　拡充発展の時代（Ⅱ）（大正十二年～昭
和十二年）P.166　第二節　鳥取第一中学校の教育　P.166
　1.規則とその変遷・中学校剣道の発刊　P.178　2.多彩
な学校行事・各種体育行事　P.186　第三節　環境の整備
　1.教室の増築と施設の拡充・運動場の拡張・芝田記念
館
P.193　第四節　記念式典・記念事業と校友会の活躍　
P.195　2.校友会運動部の活躍・野球部の黄金時代・県下
を制覇した剣道部・柔道部の活躍・軟式から硬式庭球へ・
弓道部全国第二位となる・競技部の好記録・練習場を求
める水泳部
P.209　第六章　戦時体制の時代（昭和十二年～昭和
二十二年）P.219　2.戦時体制下の教育・砂丘柔道・
P.235　第七章　戦後混乱の時代　P.246　第三節　敗戦
後の混乱と学校生活　P.253　2.明るさをとり戻す学校・
スポーツの復興・伝統を回復した野球部

鳥取西高百年史編纂委員会 昭和48 1973 鳥取県立図書館

（２） 体育・スポーツの
歴史・記念誌

鳥取西高百年史（本文編）【非売品】
P.288　鳥取県立鳥取高等女学校編
P.319　第三章　充実発展の時代（Ⅰ）P.334　第四節　年
中行事の定着と女学生風俗　1.年中行事の定着・運動会
P.345　第四章　充実発展の時代（Ⅱ）　P.366　第四節　
体力増強の方針と新行事の登場　P.366　1.新行事の定着・
大山登山・銷夏学寮　P.369 2.全校一致の体力増強体制・
放課後運動・テニスの奨励・遠足の励行
P.379　第五章　昭和初期　P.402　第四節　記念事業　
P.405　２.澄宮殿下の行啓　マスゲーム参加　P.414　第
五節　校友会の活動と学校行事　P.414　1.体育部の活動・
陸上競技部等の活躍・新設の部など・衛生部　P.422　4.学
校行事・運動会・臨海学校
P.429 第六章　戦時体制下　P.454　第六節　戦時下の学
校生活　1.生徒の学校生活・運動部の活躍・運動会及び
鼓笛隊

鳥取西高百年史編纂委員会 昭和48 1973 鳥取県立図書館
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（２） 体育・スポーツの
歴史・記念誌

鳥取西高百年史（本文編）【非売品】
P.536　鳥取西高編
P.537　第一章　鳥取西高等学校発足前夜　P.545 　第三
節　新制高校の発足　1.鳥取第一高等学校・校友会活動
P.558　花房寿美太校長時代　P.592　第三節　マンモス
校運営　1.統合制による大規模運営・臨海学校と大山登
山　P.630　第五節　生徒の活動　P.651　2.クラブ活動の
概要・高い水準の運動部・スポーツとしての武道の復活
　P.658　3.運動部の活躍・硬式野球部・排球部・籠球部・
軟式庭球部・卓球部・水泳部・陸上競技部・拳闘部・音体部・
柔道部・相撲部・器体部・ソフトボール部・山岳部・剣道部・
軟式野球部・バドミントン部・弓道部・まとめ　P.716　6.西
高祭の開幕・運動会（祭）の推移　P.725　第七節　定時
制の教育　P.725　1.定時制の教育その１（昭和二十四年
度～三十年度）・クラブ活動　P.735　2.定時制の教育その
２（昭和三十一年度～三十五年度）・大山登山と修学旅行・
クラブ活動と県自連

鳥取西高百年史編纂委員会 昭和48 1973 鳥取県立図書館

（２） 体育・スポーツの
歴史・記念誌

鳥取西高百年史（本文編）【非売品】
鳥取西高編
P.766　第三章　小林俊治校長時代
P.780　第三節　教育・行事　P.795 その他・臨海学校
・大山登山中止　P.804 　第五節　生徒会活動　P.804 1.運
動・文化クラブの活動・悪条件下の運動クラブ・音体部
の偉業・岡村三姉妹の活躍・その他のクラブ活動　P.806 
2.ボート部誕生・県教委からの勧誘・ボート部誕生まで
P.807　3.オリンピック聖火リレー参加　・聖火リレー
・一斉スタート・本県のリレー隊編成・本校のリレー走
者たち　P.812　第六節　定時制・通信制の教育　1.定時
制の教育・野球部の全盛とクラブ活動

鳥取西高百年史編纂委員会 昭和48 1973 鳥取県立図書館

（２） 体育・スポーツの
歴史・記念誌

鳥取西高百年史（本文編）【非売品】
鳥取西高編
P829　第四章　木村耕造校長時代
P.831　第二節　教育・行事　P.843 ７.学校行事の変遷・
十キロ徒歩遠足・マラソン・陸上・球技　P.850　第三節
保健管理の充実と体力増強　P.851　2.体力増強をめざし
て・体力章検定・トレーニングコース　P.858 第六節　
生徒会の活動　P.858 1.運動部の活動・弓道部と音体部の
活躍　P.859 3.百年祭の年に二つの快挙・硬式野球部甲子
園出場・国体弓道で広沢が優勝　P.863 第八節　定時制・
通信制の教育　1.定時制の教育・グランドの夜間照明・
クラブ活動

鳥取西高百年史編纂委員会 昭和48 1973 鳥取県立図書館
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（２） 体育・スポーツの
歴史・記念誌

鳥取西高百年史（資料編）【非売品】
二.鳥取第一中学校
P.93　３.學校運営等　P.93 ～・藩校尚徳館の部　P.134・
鳥取一中O・Bと進駐軍の親睦野球
P.135　4.学校行事　P.135・第一回運動會……安長渡しの
河原　P.136・「久松艇」の進水式　P.139・武術寒稽古及
び第三學期大試合　P.146・鳥取道泳演技大會　P.146・
血湧き肉躍る鳥中のマラソン　P.147・観海流の大水泳　
P.172・夏季心身鍛錬計画案
P.175　5.クラブ活動 P.186　・第九回武徳會青年大演武
會参加　P.188・弓術・相撲部報（大正元年度）　P.189・
弓道部報告（昭和十三年度）　P.192・野球部報告（大正
五年度）　P.196・徒歩部報告（大正六年度）　P.197・庭球
部報告（大正七年度・昭和十三年度）　P.202・水泳部報
告（大正九年度・昭和十三年度）　P.208・篭球部報告（昭
和十三年度）　P.210・縣下中等學校驛傳競走報告（大正
十三年度）　P.212・陸上競技部報告（昭和十三年度）
P.216　6.施設 P.217・尚徳館配置図　P.223・運動場の拡
張

鳥取西高百年史編纂委員会 昭和48 1973 鳥取県立図書館

（２） 体育・スポーツの
歴史・記念誌

鳥取西高百年史（資料編）【非売品】
三.鳥取高等女學校
P.291　４.學校行事　P.294・第一回大山登山の記（大正
八年）　P.302・臨海學校（昭和十一年）　P.305・大山登山
記（昭和十一年）
P.316　5.クラブ活動　P.317・第一回縣下高等女學校庭球
大會の記（大正十二年）　P.317・校友會各部報告（昭和
五年）

鳥取西高百年史編纂委員会 昭和48 1973 鳥取県立図書館

（２） 体育・スポーツの
歴史・記念誌

鳥取西高百年史（資料編）【非売品】
四.鳥取西高等学校
P.366　3.学校運営　P.388・体育科年間計画表
P.395　４.学校行事　P.401・臨海学校・大山登山事実上
廃止　P.403・野営教育実践記録
六.諸統計　P.514・鳥取西高体力検定基準・合格者数（昭
和43）　P.515・鳥取西高クラブ成績一覧

鳥取西高百年史編纂委員会 昭和48 1973 鳥取県立図書館

（２） 体育・スポーツの
歴史・記念誌 鳥取西高創立百周年記念　資料展目録 鳥取県立鳥取西高等学校百年史

資料室
鳥取県立鳥取西高等学校百
年史資料室 昭和48 1973 鳥取県立図書館

（２） 体育・スポーツの
歴史・記念誌 米子工業高等専門学校　米子高専10年誌 米子高専10周年記念誌刊行委員会 米子工業高等専門学校 昭和49 1974 鳥取県立図書館

（２） 体育・スポーツの
歴史・記念誌

那岐教育　百年誌（鳥取県八頭郡智頭町立那岐小学校）
P.21－　体操“日本一”にまつわるエピソード

那岐小学校創立百周年記念事業
推進委員会
百年誌編集部／編

那岐小学校創立百周年記念
事業推進委員会 昭和49 1974 個人蔵
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（２） 体育・スポーツの
歴史・記念誌

鳥取市教育百年史
第三章　日清・日露戦争と鳥取市の教育
第一節　小学校教育の普及と義務教育年限の延長
P.186　四.教育思潮の変遷と教育界の活動　P.192　浜坂
に出かけた運動会
P.220　第三節　明治年間の女子教育の展開　P.225　運
動会と音楽会
P.268　第七節　明治時代の体育
P.268　一.学校体操のたどった道　・体操を導入した鈴木
と松岡　・軍事化への歩み　・生徒を兵式に編成　・体
操重視の訓令と女子　・豆袋を頭にのせて　・スェーデ
ン体操導入による混乱　・三橋喜久雄の登場
P.275　二.軌道に乗る学校衛生　・天然痘とコレラ　・赤
痢の大流行　・はつの校医任命　・児童手洗場を新設
・トラホームと肺結核
P.278　三.学校武道の発展　・武道復興のきざし　・復興
につくした剣客たち　・学校武道の発展
四.鳥取県スポーツの源流　・浜出から運動会へ　・先鞭
をうけた中学の運動会　・運動会には黒山の人出　・陸
上競技の源流　・鳥取中学の野球　・ボートと庭球

鳥取市教育委員会 鳥取市教育委員会 昭和49 1974 鳥取県立図書館

（２） 体育・スポーツの
歴史・記念誌

鳥取市教育百年史
第四章　大正デモクラシーと鳥取市の教育
第一節　大正期の小学校教育　P.303　四.国民教育の精神
と小学校の経営　P.307　臨海教育のはじまり
第六節　大正時代の体育
P.389　一.日本一といわれた学校体操　・スウェーデン体
操次第に鳥取へ　・三橋の影響全国へ　・峻烈を極めた
体操の検閲　・東の群馬西の鳥取　・軍事教育への歩み
P.393　二.学校武道と水泳　・師範の柔道部全国優勝
・千代川の神伝説
P.395　三.花開くスポーツ界　・公設運動場開場　・近代
オリンピック競技の導入　・野球の名門校鳥取中学
・少年野球の全盛時代　・女学校にテニス　・スキーを
広めた市体協
P.400　四.低調な学校衛生　・肺結核とトラホーム　・鳥
取市の学校医

鳥取市教育委員会 鳥取市教育委員会 昭和49 1974 鳥取県立図書館

（２） 体育・スポーツの
歴史・記念誌

鳥取市教育百年史
第五章　戦時体制と鳥取市の教育
第七節　昭和前期の体育　P.555　一.体操から体錬へ
・生命体操の導入　・学校教練と青年訓練所　・戦局の
進展と体力章検定　・体操から体錬へ　・学徒即精兵の
教育　P.559　二.小学校にも武道　・鳥取武徳殿と町の道
場　・小学校武道も必修科に　・武道も決戦即応
P.561　三.スポーツのたどった道　・スポーツの興隆と鳥
取市体協　・国防競技の登場　・少年野球と青年野球
・バスケットボールとバレーボール　・スキーとグライ
ダー
P.565　四.保健衛生と給食　・県学校衛生会議の答申
・付属小学校の学校衛生　・学校看護婦と学校歯科医
・遷喬の衛生教育と日本一の桃太郎　・戦争の激化と学
校衛生　・欠食児給食から栄養補給の給食

鳥取市教育委員会 鳥取市教育委員会 昭和49 1974 鳥取県立図書館
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（２） 体育・スポーツの
歴史・記念誌

鳥取市教育百年史
第六章　戦後の民主主義教育
第七節　戦後の体育　P.670　一.再発足した学校体育
・戦時体制の撤廃　・よみがえる体育県の面影
P.672　二.スポーツ時代の到来　・スポーツに生きる喜び・
市体育協会と活躍した国体　・盛況をつづける市民体育
祭　・再建された市立体育館　・松保地区に総合運動場
・水泳プールとスポーツ広場
P.678　三.体位の向上と体力の低下　・親より大きい子ど
もたち　もやしっ子と虫歯・近視　・学校保健会と米里
校の栄誉
P.681　四.定着した学校給食　・捕食給食から教育的給食
へ　・センター方式で完全給食　・学校給食会と調理員
の待遇

鳥取市教育委員会 鳥取市教育委員会 昭和49 1974 鳥取県立図書館

（２） 体育・スポーツの
歴史・記念誌

鳥取市教育百年史
資料
P.836　八.体育
116.体操術伝習　117.県令で通達した罰則　118.体操講習
会　119.中学校生徒の疾病表　120.鳥取市内の演武場　
121.公開運動場設置の建議書　122.第一回陸上競技大会の
記録　123.第一回山陰女子競技大会　124.鳥取市の校医手
当　125.学校給食規程　126.湖山小学校の剣道教材配当表
127.湖山小学校の薙刀教材配当表　128.気高郡体操会史
129.気高郡体操会の指導案

鳥取市教育委員会 鳥取市教育委員会 昭和49 1974 鳥取県立図書館

（２） 体育・スポーツの
歴史・記念誌

鳥取教育百年史余話　上
P.12　序章　３－（３）体育県の成立
八　ふしぎがられた音楽と体育　P.206　3.鈴木と松岡の
体操伝習
P.208　4.浜出にはじまる運動会　P.210　5.武道と教練　
十一　米子の町と先生の仕事　P.268　13.三明太蔵　（一）
野球選手権の放棄

篠村昭二 県政新聞社 昭和51 1976 鳥取県立図書館
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（２） 体育・スポーツの
歴史・記念誌

鳥取教育百年史余話　中　－新教育の潮流－
四　体育県としての鳥取　P.118　I.三橋喜久雄と鳥取師範
P.118　１.力と精神の体操　一.三橋の登場　P.120　２.普
通体操と兵式体操から　P.122　３.鳥取師範の体操人脈　
P.125　4.宝木の教師から鳥取へ　P.127　５.師範学校体育
の伝統　P.129　６.三橋の体操講習会　P.132　７.ほめら
れた気高と八頭　P.134　８.女教師にも跳躍の講習を
P.137　Ⅱ.体操講習会から体操検閲へ
P.137　１.男子の体操と女子の体操　P.139　２.女子体育
の改革　P.141　3.東伯郡の体育研究会　P.143　４.体操検
閲のはじまり　P.146　5.新教育運動と体操熱
P.149　Ⅲ.那岐の体操日本一
P.149　1.那岐の天覧体操　P.151 2.山本慶一の体操経営　
P.153　３.健康と進取的な気風を　P.156　４.体操のでき
ない体育家　P.158　5.体操学校を築いた人たち
P.161　6.育つ青年教師　P.163　７.小川清と鉄棒会　
P.153　８.那岐の教師の共同生活　P.168　９.那岐の子ど
もの体力検査　P.170　10.那岐体操が生んだもの
P.173　Ⅳ.体育県と三橋の課題
P.173　１.波動は八頭から　P.175　２.ひろがる体育熱と
警戒論　P.177　３.注目される鳥取県と三橋

篠村昭二 学兎社 昭和55 1980 鳥取県立図書館

（２） 体育・スポーツの
歴史・記念誌

鳥取教育百年史余話　下　高まる教育熱　－新教育の潮流２－
七.山陰の高等農林学校
P.203　12.高農敷地で競技大会　P.206　13.陸上競技の県
内普及
九.大正期の教師と教育界
P.251 14.倉敷甚一郎の体育
十.教えられた人たち
P.294　13.長尾寛治（二）鉄棒の予習復習　P.300　15.長
尾寛治（四）体操科の研究主任

篠村昭二 学兎社 昭和56 1981 鳥取県立図書館

（２） 体育・スポーツの
歴史・記念誌

八頭高等学校　五十年史
八頭高等女学校編
二.八頭高女創立期の10年
P.201　４.学校運営と諸活動
校友会活動と運動競技　臨海学校　大山登山
八頭高等学校編
一.新制八頭高等学校の成立　－昭和二三年度より二七年
度まで－
P.371　２.変動の五年間　－高等学校再編成まで－
クラブ活動
二.八頭高等学校の展開　－昭和二八年度より三七年度まで－
P.442 　２.制度の改革とその波紋
大山登山　臨海学校
三.急増期の八頭高校　－昭和三八年度より四四年度まで－
P.479　1.大規模化する八頭高　女子バレーの活躍
P.497　２.学園の近代化　野球部の健闘
五.若桜分校のあゆみ
P.579　３.全日制普通課程前期の項
クラブ活動対外試合等　男子バレー部三位入賞　スキー
選手の活躍

八頭高等学校　五十年史編纂委
員会 鳥取県立八頭高等学校 昭和50 1975 鳥取県立図書館
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（２） 体育・スポーツの
歴史・記念誌 鳥取県立倉吉農業高等学校　倉農九十年史 倉農創立90周年史編集委員会 鳥取県立倉吉農業高等学校 昭和50 1975 鳥取県立図書館

鳥取県立八頭高等学校　八頭高新聞　縮刷版　S24 ～ 50
創立五十年記念 鳥取県立八頭高等学校新聞部 鳥取県立八頭高等学校 昭和50 1975 鳥取県立図書館

（２） 体育・スポーツの
歴史・記念誌

鳥取家政学園　創立七十周年記念誌
集団教育
P.87　大山登山　P.95　臨海学校
校友会活動
P.127　排球班　P.130　卓球班　P.132　ソフトボール班
P.136　新体操班　P.141　陸上班

鳥取家政学園　創立七十周年記
念誌　編集委員 鳥取家政学園 昭和51 1976 鳥取県立図書館

（２） 体育・スポーツの
歴史・記念誌 鳥取県立境水産高等学校　創立三十周年記念誌 鳥取県立境水産高等学校 鳥取県立境水産高等学校 昭和51 1976 鳥取県立図書館

（２） 体育・スポーツの
歴史・記念誌

鳥取県立由良育英高等学校　由良育英高校新聞
縮刷版　創立七十周年記念

由良育英高等学校新聞部顧問
由良育英高等学校新聞部新友会 鳥取県立由良育英高等学校 昭和52 1977 鳥取県立図書館

（２） 体育・スポーツの
歴史・記念誌 鳥取県立鳥取西高等学校　校史資料目録　その１ 鳥取県立鳥取西高等学校 鳥取県立鳥取西高等学校 昭和52 1977 鳥取県立図書館

（２） 体育・スポーツの
歴史・記念誌 鳥取県立鳥取西高等学校　校史資料目録　その２ 鳥取県立鳥取西高等学校 鳥取県立鳥取西高等学校 昭和53 1978 鳥取県立図書館

（２） 体育・スポーツの
歴史・記念誌 因伯青春の系譜　鳥取一中の巻 鶴田憲次 鳥取西高等学校同窓会 昭和53 1978 鳥取県立図書館

（２） 体育・スポーツの
歴史・記念誌 鳥取県立青谷高等学校　創立三十周年記念誌 鳥取県立青谷高等学校 鳥取県立青谷高等学校 昭和53 1978 鳥取県立図書館

（２） 体育・スポーツの
歴史・記念誌

鳥取県立鳥取農業高等学校　創立三十周年記念誌
生徒の活動　
P.65 ～　一.生徒会活動と部活動の概況

鳥取農高創立三十周年記念誌編
集委員会 鳥取県立鳥取農業高等学校 昭和53 1978 鳥取県立図書館

（２） 体育・スポーツの
歴史・記念誌 鳥取県立倉吉東高等学校　創立70年誌 創立70周年記念誌編集委員会 鳥取県立倉吉東高等学校 昭和53 1978 鳥取県立図書館

（２） 体育・スポーツの
歴史・記念誌 鳥取県立境高等学校　境高校新聞縮刷版 鳥取県立境高等学校新聞部・執

行部
鳥取県立境高等学校創立
五十周年記念事業 昭和53 1978 鳥取県立図書館

（２） 体育・スポーツの
歴史・記念誌 鳥取農業高等学校　鹿野分校史 鳥取県立鳥取農業高等学校鹿野

分校記念事業
鳥取県立鳥取農業高等学校
鹿野分校同窓会 昭和54 1979 鳥取県立図書館

（２） 体育・スポーツの
歴史・記念誌 鳥取県立鳥取工業高等学校　創立四十周年記念誌 鳥取県立鳥取工業高等学校 鳥取県立鳥取工業高等学校 昭和54 1979 鳥取県立図書館

（２） 体育・スポーツの
歴史・記念誌

鳥取県立鳥取西高等学校　通信教育三十周年記念
みちのり

鳥取県立鳥取西高等学校通信制
課程

鳥取県立鳥取西高等学校通
信制課程 昭和54 1979 鳥取県立図書館

（２） 体育・スポーツの
歴史・記念誌 鳥取県立米子東高等学校　創立八十周年記念誌 鳥取県立米子東高等学校 鳥取県立米子東高等学校 昭和54 1979 鳥取県立図書館

（２） 体育・スポーツの
歴史・記念誌 鳥取県立米子南商業高等学校　創立五十周年記念誌 鳥取県立米子南商業高等学校 鳥取県立米子南商業高等学校 昭和54 1979 鳥取県立図書館

（２） 体育・スポーツの
歴史・記念誌 鳥取県立岩美高等学校　創立30周年記念誌 鳥取県立岩美高等学校 昭和54 1979 鳥取県立図書館

（２） 体育・スポーツの
歴史・記念誌 鳥取県立鳥取商業高等学校　創立七十年記念誌 鳥取県立鳥取商業高等学校 鳥取県立鳥取商業高等学校 昭和55 1980 鳥取県立図書館

（２） 体育・スポーツの
歴史・記念誌

日野上小学校創立六十五周年　校舎体育館改築記念誌　
銀杏

日野上小学校創立六十五周年校
舎体育館改築

日野上小学校校舎体育館建
設推進委員会 昭和55 1980 鳥取県立図書館



15

（２） 体育・スポーツの
歴史・記念誌 30周年記念誌　鳥取県中学校体育連盟 鳥取県中学校体育連盟／編

鳥取県中体連会長　有田泰之
鳥取県中学校体育連盟事務局
鳥取市立北中学校内

昭和56 1981 鳥取県立図書館

（２） 体育・スポーツの
歴史・記念誌 鳥取女子短期大学　十周年記念誌 鳥取女子短期大学十周年記

念誌編集委員会 昭和56 1981 鳥取県立図書館

（２） 体育・スポーツの
歴史・記念誌 鳥取東高六十年 鳥取県立鳥取東高等学校 鳥取県立鳥取東高等学校 昭和57 1982 鳥取県立図書館

（２） 体育・スポーツの
歴史・記念誌

鳥取県立日野産業高等学校　創立六十周年記念誌
P.347 ～生徒会活動
生徒会とクラブの活動　同窓生のクラブ活動の思い出

鳥取県立日野産業高等学校
創立六十周年記念誌編集委員会 鳥取県立日野産業高等学校 昭和57 1982 鳥取県立図書館

（２） 体育・スポーツの
歴史・記念誌 鳥取県立米子高等学校　創立十周年記念誌 鳥取県立米子高等学校 鳥取県立米子高等学校 昭和57 1982 鳥取県立図書館

（２） 体育・スポーツの
歴史・記念誌 鳥取県立倉吉工業高等学校　創立二十周年記念誌 創立二十周年記念誌編集委員会 鳥取県立倉吉工業高等学校 昭和57 1982 鳥取県立図書館

（２） 体育・スポーツの
歴史・記念誌

鳥取県立米子工業高等学校　創立60周年記念誌
米工六十年の年輪 鳥取県立米子工業高等学校 鳥取県立米子工業高等学校 昭和58 1983 鳥取県立図書館

（２） 体育・スポーツの
歴史・記念誌 鳥取県立鳥取西工業高等学校　鳥取西工高二十年誌 鳥取県立鳥取西工業高等学校 鳥取県立鳥取西工業高等学校 昭和58 1983 鳥取県立図書館

（２） 体育・スポーツの
歴史・記念誌

学校法人　米子北高等学校　創立25周年記念沿革誌
P.193 ～部活動編 学校法人　米子北高等学校 学校法人　米子北高等学校 昭和58 1983 鳥取県立図書館

（２） 体育・スポーツの
歴史・記念誌 鳥取県立倉吉産業高等学校　創立九十周年記念誌 鳥取県立倉吉産業高等学校 鳥取県立倉吉産業高等学校 昭和58 1983 鳥取県立図書館

（２） 体育・スポーツの
歴史・記念誌 鳥取県立境港工業高等学校　創立二十周年記念誌 鳥取県立境港工業高等学校 鳥取県立境港工業高等学校 昭和58 1983 鳥取県立図書館

（２） 体育・スポーツの
歴史・記念誌

鳥取大学三十年史
P.141　第３章　教育学部　第３節　学部における教育と
研究
P.240　第７項　保健体育科教室
P.657　第７章　教養部　第３節　教養部における教育研
究活動
P.716　第５項　保健体育系
P.766　第10章　事務局及び学生部　第２節　学生部
P.786　第３項　課外活動とその施設

鳥取大学創立30周年記念史編
集・刊行委員会 鳥取大学 昭和58 1983 鳥取県立図書館

（２） 体育・スポーツの
歴史・記念誌

米子工業高等専門学校　米子高専二十年誌
P.194　学生会活動
P.194－体育系クラブ・同好会小史　ほか

米子高専20周年記念誌編集委員会 米子工業高等専門学校 昭和59 1984 鳥取県立図書館

（２） 体育・スポーツの
歴史・記念誌 鳥取県立倉吉西高等学校　創立70周年記念誌 鳥取県立倉吉西高等学校 鳥取県立倉吉西高等学校 昭和59 1984 鳥取県立図書館

（２） 体育・スポーツの
歴史・記念誌 米子商業高等学校　創立30周年記念誌　あゆみ 米子商業高等学校 昭和60 1985 鳥取県立図書館

（２） 体育・スポーツの
歴史・記念誌 あゆみ　第28号（鳥取県小学校教育研究会体育部） 鳥取県小学校教育研究会体

育部 昭和59 1984 鳥取県立図書館

（２） 体育・スポーツの
歴史・記念誌 役員理事名簿（鳥取県中学校体育連盟） 鳥取県中学校体育連盟／編 鳥取県中学校体育連盟 昭和60 1985 鳥取県立図書館

（２） 体育・スポーツの
歴史・記念誌 鳥取スポーツ100年（山陰中央新報社） 山陰中央新報社／編 山陰中央新報社鳥取本社 昭和60 1985 鳥取県立図書館



16

（２） 体育・スポーツの
歴史・記念誌

鳥取県立倉吉農業高等学校　倉農百年史
第二章　拡充発展の時代　第二節　明治末期の倉農
P.76　七.体育関係クラブ活動
第三章　充実発展の時代　第二節　大正時代の本校教育
P.141　八.運動部の拡充　　天皇崩御と相撲大会　山野横
断競技から陸上競技へ　スキー部創設　団体マラソン奨
励
第四章　戦時体制と倉農　第四節　創立五十周年記念
P.238　二.記念行事　記念相撲大会　記念運動会
第五節　諸施設の拡充　P.248　三.相撲場
第六節　学校生活と主なできごと　P.253　一.学校生活　
体育活動と本校主催の体育大会
第五章　新制倉農の発足　第三節　新教育の展開
P.326　三.生徒会の活動　体育部の活動
第六章　農業近代化への対応　第四節　生徒会活動と学
校生活
P.466　一.生徒会の活動　体育部の活動　体育部の戦績

「倉農百年史」執筆・編纂委員会 鳥取県立倉吉農業高等学校
創立百周年記念実行委員会 昭和61 1986 鳥取県立図書館

（２） 体育・スポーツの
歴史・記念誌

鳥取女子高等学校　創立八十周年記念誌
第一章　創立八十周年記念事業　第一節　記念事業の取
組み
P.27　五.体育館　１.運動場竣工式　２.体育祭
第三章　学校の現況　第二節　校友会　P.388　三.体育部

創立八十周年記念誌編集委員会 鳥取女子高等学校 昭和61 1986 鳥取県立図書館

（２） 体育・スポーツの
歴史・記念誌 鳥取県立境水産高等学校　創立40周年記念誌 鳥取県立境水産高等学校 鳥取県立境水産高等学校 昭和61 1986 鳥取県立図書館

（２） 体育・スポーツの
歴史・記念誌 日本ファシズム下の体育思想 入江克己（鳥取大学） 不昧堂出版 昭和61 1986 鳥取大学図書館

（２） 体育・スポーツの
歴史・記念誌 体協会報　昭和51年度（第24号） 鳥取県体育協会 昭和51年度 鳥取県立図書館

（２） 体育・スポーツの
歴史・記念誌 体協会報　昭和60年度（第33号） 鳥取県体育協会 昭和61 1986 鳥取県立図書館

（２） 体育・スポーツの
歴史・記念誌 体協会報　平成２年度（第38号） 鳥取県体育協会 平成3 1991 鳥取県立図書館

（２） 体育・スポーツの
歴史・記念誌 体協会報　平成７年度（第43号） 鳥取県体育協会 平成8 1996 鳥取県立図書館

（２） 体育・スポーツの
歴史・記念誌 会史　（鳥取県小学校体育研究会） 鳥取県小学校体育研究会会史編

集委員会／編 鳥取県小学校体育研究会 昭和62 1987 鳥取県立図書館

（２） 体育・スポーツの
歴史・記念誌

鳥取県小学校体育研究会「会史」
鳥取県小学校体育研究会五十周年記念 「会史」編集委員会／編 鳥取県小学校体育研究会 平成20 2008 個人蔵

（２） 体育・スポーツの
歴史・記念誌 鳥取県立米子西高等学校　創立八十周年記念誌 創立八十周年記念誌編纂委員会 鳥取県立米子西高等学校 昭和62 1987 鳥取県立図書館

（２） 体育・スポーツの
歴史・記念誌 鳥取県立由良育英高等学校　八十周年記念誌 鳥取県立由良育英高等学校八十

周年記念誌係 鳥取県立由良育英高等学校 昭和62 1987 鳥取県立図書館

（２） 体育・スポーツの
歴史・記念誌 市民体育祭　30周年記念誌（鳥取市教育委員会） 鳥取市教育委員会 昭和63 1988 鳥取県立図書館

（２） 体育・スポーツの
歴史・記念誌 市民体育祭　60周年記念誌（鳥取市教育委員会） 鳥取市教育委員会 平成30 2018 個人蔵
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（２） 体育・スポーツの
歴史・記念誌 鳥取県立倉吉東高等学校　創立八十周年誌 創立八十周年記念誌編集委員会 鳥取県立倉吉東高等学校 昭和63 1988 鳥取県立図書館

（２） 体育・スポーツの
歴史・記念誌

鳥取県立倉吉東高等学校新聞縮刷版　1987年度
花なり若き友われら　青春の軌跡 鳥取県立倉吉東高等学校 昭和63 1988 鳥取県立図書館

（２） 体育・スポーツの
歴史・記念誌 10周年記念　郡家町体育協会のあゆみ 監修／郡家町教育委員会 郡家町体育協会

郡家町教育委員会内 平成1 1989 鳥取県立図書館 P.8　昭和63年度郡家町体育協会の機構　等

（２） 体育・スポーツの
歴史・記念誌

鳥取県立鳥取工業高等学校　創立五十周年記念誌
P.317 ～分掌及び生徒会部活動
部活動の足跡と現状（顧問原稿）
P.393 ～付
部活動の足跡　部活動の思い出（はがき寄稿文）

創立五十周年記念誌編集委員会 鳥取県立鳥取工業高等学校 平成1 1989 鳥取県立図書館

（２） 体育・スポーツの
歴史・記念誌

青谷高校四十年史
P.333 ～　第五章　生徒会とクラブ活動　－付PTA－

青谷高等学校創立四十周年記念
史刊行委員会

青谷高等学校創立四十周年
記念史刊行委員会 平成1 1989 鳥取県立図書館

（２） 体育・スポーツの
歴史・記念誌 鳥取県立米子東高等学校　創立九十周年記念誌 鳥取県立米子東高等学校 鳥取県立米子東高等学校 平成1 1989 鳥取県立図書館

（２） 体育・スポーツの
歴史・記念誌 鳥取県立米子南商業高等学校　創立六十周年記念誌 創立60周年記念誌編集委員会 鳥取県立米子南商業高等学校 平成1 1989 鳥取県立図書館

（２） 体育・スポーツの
歴史・記念誌

鳥取県立西部農業高等学校
養良校百二十周年・西部農高二十周年記念誌 鳥取県立西部農業高等学校 鳥取県立西部農業高等学校 平成1 1989 鳥取県立図書館

（２） 体育・スポーツの
歴史・記念誌

鳥取県立智頭農林高等学校　創立五十周年記念誌
第四章　智頭農林高等学校時代
P.162　十一.体操部全国高等学校選手権大会初優勝（昭和
31年８月９日）
P.163　十二.富山国体で初優勝を果たす（昭和33年10月23
日）
第六章　体操部の歩み
P.253　スポーツ教育を顧みて　前監督　米井泰治
P.255　活躍の足跡　P.280体操部史　P.283　OB会員名簿

鳥取県立智頭農林高等学校
創立五十周年記念誌編集委員会 鳥取県立智頭農林高等学校 平成2 1990 鳥取県立図書館

（２） 体育・スポーツの
歴史・記念誌

鳥取青年師範学校　鳥取大学鳥取青年師範学校　スポー
ツ小誌 久野齊／編 養性庵 平成2 1990 鳥取県立図書館 著者：気高町生まれ（大正1）

（２） 体育・スポーツの
歴史・記念誌

鳥取県立境高等学校　創立五十周年記念誌
第三章　生徒会・クラブ史　P.312 ～体育クラブ史　ほか

鳥取県立境高等学校　創立五十
周年記念事業実行委員会

鳥取県立境高等学校　創立
五十周年記念事業実行委員
会

平成2 1990 鳥取県立図書館

（２） 体育・スポーツの
歴史・記念誌 鳥取県立鳥取商業高等学校　創立八十年記念誌 鳥取県立鳥取商業高等学校 鳥取県立鳥取商業高等学校 平成2 1990 鳥取県立図書館

（２） 体育・スポーツの
歴史・記念誌

鳥取県立米子西高等学校　米子西高新聞縮刷版
第１号～第80号

鳥取県立米子西高等学校新聞部　
編 鳥取県立米子西高等学校 平成2 1990 鳥取県立図書館

（２） 体育・スポーツの
歴史・記念誌 鳥取県立日野産業高等学校　創立70周年記念誌　鏡が陵 鳥取県立日野産業高等学校創立

70周年記念 鳥取県立日野産業高等学校 平成2 1990 鳥取県立図書館

（２） 体育・スポーツの
歴史・記念誌

松柏学院　倉吉北高等学校　創立三十周年記念誌
P.80 ～生徒会クラブ活動成績 松柏学院　倉吉北高等学校 松柏学院　倉吉北高等学校 平成3 1991 鳥取県立図書館

（２） 体育・スポーツの
歴史・記念誌 鳥取県立倉吉工業高等学校　創立三十周年記念誌 創立三十周年記念誌編集委員会 鳥取県立倉吉工業高等学校 平成3 1991 鳥取県立図書館

（２） 体育・スポーツの
歴史・記念誌 鳥取県立根雨高等学校　創立七十周年記念誌　双葉 鳥取県立根雨高等学校双葉同窓会 鳥取県立根雨高等学校双葉

同窓会 平成3 1991 鳥取県立図書館
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（２） 体育・スポーツの
歴史・記念誌

鳥取女子短期大学二十周年誌
P.206　三.　学生生活　P.214－（三）クラブ活動

鳥取女子短期大学二十周年
誌編集委員会 平成3 1991 鳥取県立図書館

（２） 体育・スポーツの
歴史・記念誌

昭和スポーツ史論　－明治神宮競技大会と国民精神総動
員運動－ 入江克己（鳥取大学） 不昧堂出版 平成3 1991 鳥取大学図書館

（２） 体育・スポーツの
歴史・記念誌 中体連誌　（1990）　第26号　（鳥取県中学校体育連盟誌） 鳥取県中学校体育連盟 鳥取県中学校体育連盟 平成3 1991 用瀬図書館

（２） 体育・スポーツの
歴史・記念誌 40周年記念誌　中体連

鳥取県中学校体育連盟会長
鶴石英治
鳥取県中学校体育連盟事務局　
鳥取市立西中学校内

蛍光社 平成4 1992 鳥取県立図書館

（２） 体育・スポーツの
歴史・記念誌 50周年記念誌　中体連 鳥取県中学校体育連盟 平成15 2003 鳥取市立中央図書館

（２） 体育・スポーツの
歴史・記念誌 鳥取県立鳥取西工業高等学校　鳥取西工高三十年誌 鳥取県立鳥取西工業高等学校 鳥取県立鳥取西工業高等学校 平成4 1992 鳥取県立図書館

（２） 体育・スポーツの
歴史・記念誌

鳥取県立米子高等学校　創立二十周年記念誌
P.114 ～クラブ活動史 鳥取県立米子高等学校

鳥取県立米子高等学校
創立二十周年記念事業実行
委員会

平成4 1992 鳥取県立図書館

（２） 体育・スポーツの
歴史・記念誌 日本スポーツ放送史 橋本一夫（鳥取県出身） 大修館書店 平成4 1992 鳥取県立図書館 著者：鳥取県生まれ（1932）

（２） 体育・スポーツの
歴史・記念誌 逢坂小学校誌 逢坂小学校誌編集部会／編 逢坂小学校体育館改築実行

委員会 平成4 1992 気高図書館

（２） 体育・スポーツの
歴史・記念誌 鳥取県立米子西高等学校　米子西高新聞　縮刷版 鳥取県立米子西高等学校新聞部　編 鳥取県立米子西高等学校 平成4 1992 鳥取県立図書館

（２） 体育・スポーツの
歴史・記念誌 鳥取県立倉吉産業高等学校　創立百周年記念誌 創立百周年記念誌編集委員会

（倉産高） 鳥取県立倉吉産業高等学校 平成5 1993 鳥取県立図書館

（２） 体育・スポーツの
歴史・記念誌 鳥取県立米子工業高等学校　創立七十周年記念　 鳥取県立米子工業高等学校 鳥取県立米子工業高等学校 平成5 1993 鳥取県立図書館

（２） 体育・スポーツの
歴史・記念誌

鳥取県立境港工業高等学校　創立30周年記念誌
P.135　生徒会・クラブ活動
P.146　鳥取県高等学校総合体育大会成績一覧（最近３年
間）

鳥取県立境港工業高等学校 鳥取県立境港工業高等学校 平成5 1993 鳥取県立図書館

（２） 体育・スポーツの
歴史・記念誌

鳥取県立倉吉東高等学校新聞縮刷版　1992年度
花なり若き友われら　青春の軌跡 鳥取県立倉吉東高等学校 平成5 1993 鳥取県立図書館

（２） 体育・スポーツの
歴史・記念誌 鳥取県体育協会史　（財団法人鳥取県体育協会） 鳥取県体育協会史編集委員会 財団法人鳥取県体育協会 平成6 1994 鳥取県立図書館 P191　参考文献のページあり

（２） 体育・スポーツの
歴史・記念誌 浦富海水浴場百周年記念誌　（岩美町） 岩美町 岩美町 平成6 1994 鳥取市立中央図書館

（２） 体育・スポーツの
歴史・記念誌

鳥取県立倉吉西高等学校　創立八十周年記念誌　立志
第三章　クラブ史　P.306　体育クラブ史

鳥取県立倉吉西高等学校　創立
八十周年記念事業実行委員会

鳥取県立倉吉西高等学校　
創立八十周年記念事業実行
委員会

平成6 1994 鳥取県立図書館

（２） 体育・スポーツの
歴史・記念誌 鳥取県立赤碕高等学校　写真で綴る創立30周年記念誌 鳥取県立赤碕高等学校 平成6 1994 鳥取県立図書館
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（２） 体育・スポーツの
歴史・記念誌

米子工業高等専門学校　米子高専三十年誌
第１編　30年の歩み
P.62　４章　学生指導－学生部を中心として－
P.64　２.課外活動　P.72　８.全国高専体育大会
第２編　学生生活
P.193　２章　学生生活の四季　P.195　２.体育祭（高専
祭体育の部）
P.204　３章　学生活動　P.206　２.クラブ・同好会の活
動

米子高専三十年誌編集委員会 米子高専専門学校 平成6 1994 鳥取県立図書館

（２） 体育・スポーツの
歴史・記念誌 鳥取県立米子西高等学校　創立九十周年記念誌　燦 創立九十周年記念誌編纂委員会 鳥取県立米子西高等学校 平成7 1995 鳥取県立図書館

（２） 体育・スポーツの
歴史・記念誌 明治期学校体育の研究　学校体操の確立過程 能勢修一（鳥取大学） 不昧堂出版 平成7 1995 鳥取県立図書館 元鳥取大学教授

P.391－400参考文献

体育・スポーツの
歴史・記念誌 米子商業高等学校　創立四十周年記念誌 米子商業高等学校 平成7 1995 鳥取県立図書館

（２） 体育・スポーツの
歴史・記念誌

鳥取県立由良育英高等学校　創立九十周年記念誌
P.21　第二章　育英中　由良高女時代
二.育英事業と育英中のスポーツ

鳥取県立由良育英高等学校
九十周年記念誌係

鳥取県立由良育英高等学校
九十周年記念誌係 平成9 1997 鳥取県立図書館

（２） 体育・スポーツの
歴史・記念誌 鳥取県立倉吉東高等学校　創立九十周年記念誌 創立九十周年記念誌係 鳥取県立倉吉東高等学校 平成10 1998 鳥取県立図書館

（２） 体育・スポーツの
歴史・記念誌 鳥取県立鳥取農業高等学校　創立五十周年記念誌 鳥取県立鳥取農業高等学校 鳥取県立鳥取農業高等学校 平成10 1998 鳥取県立図書館

（２） 体育・スポーツの
歴史・記念誌

鳥取県立岩美高等学校　創立五十周年記念誌
P.211 ～第四章　部活動の思い出と歩み　～運動部関係～ 鳥取県立岩美高等学校 鳥取県立岩美高等学校 平成10 1998 鳥取県立図書館

（２） 体育・スポーツの
歴史・記念誌

鳥取県立青谷高等学校　創立50年記念
昭和62年～平成８年を中心として
P.70　生徒会活動と部活動

鳥取県立青谷高等学校 鳥取県立青谷高等学校 平成10 1998 鳥取県立図書館

（２） 体育・スポーツの
歴史・記念誌 翔英学園　創立40周年記念誌 創立40周年記念事業準備委員会 翔英学園 平成10 1998 鳥取県立図書館

（２） 体育・スポーツの
歴史・記念誌 回顧記　（体育関係　上）（上道村体育協会） 西山重雄 西山重雄 平成11 1999 上道公民館

（境港市）
上道公民館（境港市）所蔵。
2018．5.31現在

（２） 体育・スポーツの
歴史・記念誌

続　回顧記（還暦を迎えた運動会）（体育関係　下）（上
道村体育会） 西山重雄 西山重雄 平成12 2000 上道公民館

（境港市）
上道公民館（境港市）所蔵。
2018．5.31現在

（２） 体育・スポーツの
歴史・記念誌 体育コース30年の歩み（鳥取県立由良育英高等学校） 鳥取県立由良育英高等学校 平成12 2000 鳥取県立図書館

（２） 体育・スポーツの
歴史・記念誌 ５周年記念誌　久松ジュニアスポーツクラブ 久松ジュニアスポーツクラブ 平成12 2000 鳥取県立図書館 P.95　久松JSCのあゆみ

（２） 体育・スポーツの
歴史・記念誌 高体連50周年記念誌 鳥取県高等学校体育連盟

創立50周年記念誌編集委員会 鳥取県高等学校体育連盟 平成12 2000 鳥取県立図書館

（２） 体育・スポーツの
歴史・記念誌

鳥取県立米子東高等学校　創立百周年記念誌　CD－
ROM ２枚付
P.424 ～部活動のあゆみ

鳥取県立米子東高等学校 鳥取県立米子東高等学校 平成12 2000 鳥取県立図書館

（２） 体育・スポーツの
歴史・記念誌 鳥取県立米子東高等学校　勝田ヶ丘の人物誌 勝田ヶ丘の人物誌編集委員会

鳥取県立米子東高等学校　
創立百周年記念事業実行委
員会

平成12 2000 鳥取県立図書館
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（２） 体育・スポーツの
歴史・記念誌 鳥取県立日野産業高等学校　創立八十周年記念誌 鳥取県立日野産業高等学校創立

八十周年記念誌編集委員会 鳥取県立日野産業高等学校 平成12 2000 鳥取県立図書館

（２） 体育・スポーツの
歴史・記念誌 松柏学院倉吉北高等学校　創立40周年記念誌 松柏学院　倉吉北高等学校 平成12 2000 鳥取県立図書館

（２） 体育・スポーツの
歴史・記念誌

鳥取城北高等学校専攻科
矢谷学園鳥取城北高等学校専攻科創立二十五周年記念誌
大成

鳥取城北高等学校専攻科 平成12 2000 鳥取県立図書館

（２） 体育・スポーツの
歴史・記念誌

鳥取県立淀江産業技術高等学校　創立130周年記念誌
「松奏の譜」
P.87 ～クラブ活動の記録

鳥取県立淀江産業技術高等学校
創立130周年記念事業実行委員
会

鳥取県立淀江産業技術高等
学校　創立130周年記念事
業実行委員会

平成13 2001 鳥取県立図書館

（２） 体育・スポーツの
歴史・記念誌

鳥取県立倉吉工業高等学校　創立四十周年記念誌
P.81 ～生徒会活動 創立四十周年記念誌編集委員会 鳥取県立倉吉工業高等学校 平成13 2001 鳥取県立図書館

（２） 体育・スポーツの
歴史・記念誌

鳥取大学五十年史
P.27　教育学部　研究の推移　P.48　保健体育教育
P.469　医療技術短期大学部　P.492　課外活動
学生生活　P.502　学生活動

鳥取大学創立50周年記念誌編
集・刊行委員会 鳥取大学 平成13 2001 鳥取県立図書館

（２） 体育・スポーツの
歴史・記念誌 鳥取県立米子高等学校　創立三十周年記念誌 鳥取県立米子高等学校

鳥取県立米子高等学校創立
三十周年記念事業実行委員
会

平成14 2002 鳥取県立図書館

（２） 体育・スポーツの
歴史・記念誌

鳥取県立根雨高等学校　創立八十二周年記念誌
第三章　生徒会・クラブ活動史
P.242　二.クラブ活動の記録　（一）運動部

鳥取県立根雨高等学校　同　双
葉同窓会

鳥取県立根雨高等学校　同
　双葉同窓会 平成14 2002 鳥取県立図書館

（２） 体育・スポーツの
歴史・記念誌

鳥取県立倉吉産業高等学校　創立百十周年記念誌
誇れる産高　我が母校
クラブ活動の思い出
P.103　野球部　P.124　ソフト部　P.134　カヌー部
P.140　陸上部　P.142　クラブ活動の記録

創立百十周年記念誌編集委員会 鳥取県立倉吉産業高等学校 平成14 2002 鳥取県立図書館

（２） 体育・スポーツの
歴史・記念誌 鳥取県立赤碕高等学校　写真で綴る　創立40周年記念誌 鳥取県立赤碕高等学校 鳥取県立赤碕高等学校 平成14 2002 鳥取県立図書館

（２） 体育・スポーツの
歴史・記念誌 鳥取県立米子西高等学校　米子西高家庭科記念誌 鳥取県立米子西高等学校 鳥取県立米子西高等学校 平成15 2003 鳥取県立図書館

（２） 体育・スポーツの
歴史・記念誌 鳥取県立鳥取農業高等学校　我が母校の記録 鳥取県立鳥取農業高等学校 鳥取県立鳥取農業高等学校 平成15 2003 鳥取県立図書館

（２） 体育・スポーツの
歴史・記念誌

鳥取県立鳥取西工業高等学校　校誌　40年の歩み
（CD １枚のみ） 鳥取県立鳥取西工業高等学校 鳥取県立鳥取西工業高等学校 平成15 2003 鳥取県立図書館

（２） 体育・スポーツの
歴史・記念誌

鳥取県立鳥取西高等学校　創立130周年記念写真集
写真で見る鳥取西高の歴史　CD－ROM付

鳥取県立鳥取西高等学校　創立
130周年記念事業実行委員会

鳥取県立鳥取西高等学校　
創立130周年記念事業実行
委員会

平成15 2003 鳥取県立図書館

（２） 体育・スポーツの
歴史・記念誌 鳥取県立鳥取西高等学校　家庭学科閉科記念誌 鳥取県立鳥取西高等学校 鳥取県立鳥取西高等学校　 平成15 2003 鳥取県立図書館

（２） 体育・スポーツの
歴史・記念誌

鳥取県立米子工業高等学校　創立80周年記念誌
CD－ROM編付
第３章　クラブ・同好会活動の足跡
－平成５年度から平成14年度までを主として－
P.164 ～クラブ・同好会の変遷　ほか

鳥取県立米子工業高等学校　創
立80周年記念事業実行委員会　
記念誌部　編集

鳥取県立米子工業高等学校
創立80周年記念事業実行委
員会

平成15 2003 鳥取県立図書館

（２） 体育・スポーツの
歴史・記念誌 鳥取県立鳥取東高等学校　創立八十周年記念誌 鳥取県立鳥取東高等学校創立

八十周年記念誌編集委員会 鳥取県立鳥取東高等学校 平成15 2003 鳥取県立図書館
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（２） 体育・スポーツの
歴史・記念誌 八頭郡体育誌（八頭郡体育会） 記念誌編集委員会 八頭郡体育会 平成16 2004 鳥取県立図書館 八頭体育と八頭郡体育会の歩み

（２） 体育・スポーツの
歴史・記念誌 米子松蔭高等学校創立五十周年記念誌 米子松蔭高等学校創立五十

周年記念誌編集委員会 平成17 2005 鳥取県立図書館

（２） 体育・スポーツの
歴史・記念誌

鳥取県立境水産高等学校　創立五十九年誌　五十九年の
航跡
座談会　回想と希望
P.178　クラブ活動　・文化・体育祭

鳥取県立境水産高等学校　創立
五十九年誌　編集委員会 鳥取県立境水産高等学校 平成17 2005 鳥取県立図書館

（２） 体育・スポーツの
歴史・記念誌

鳥取県立境高等学校　境高校家庭学科記念誌
浜にさく花：浜娘の夢紡いで67年 鳥取県立境高等学校 平成17 2005 鳥取県立図書館

（２） 体育・スポーツの
歴史・記念誌

鳥取県立境港工業高等学校　創立40周年記念誌
CD－ROM（１枚）付 鳥取県立境港工業高等学校 平成17 2005 鳥取県立図書館

（２） 体育・スポーツの
歴史・記念誌 気高郡小体連　28年のあゆみ 気高郡小学校体育連盟／編 気高郡小学校体育連盟 平成17 2005 気高図書館

（２） 体育・スポーツの
歴史・記念誌

体育
新修米子市史　第十巻　資料編近代抜刷（2005年）
第四章　文化　体育（P.572 ～ P.586）
二三五・西伯郡公設運動場の建設
二三六・米子体育協会の結成
二三七・ラジオ体操会

矢吹奎 矢吹奎 平成17 2005 個人蔵 新修米子市史　第十巻　資料編近代抜刷　
矢吹奎

（２） 体育・スポーツの
歴史・記念誌 鳥取敬愛高等学校　鳥取家政学園のあゆみ 鳥取敬愛高等学校 平成17 2005 鳥取県立図書館

（２） 体育・スポーツの
歴史・記念誌 我が母校の記録 鳥取湖陵高等学校美和分校 鳥取湖陵高等学校美和分校 平成18 2006 鳥取県立図書館

（２） 体育・スポーツの
歴史・記念誌

鳥取県立米子西高等学校　創立百周年記念誌　翠
P.273 ～部活動のあゆみ　体育部

鳥取県立米子西高等学校　
創立百周年記念誌編纂委員会 鳥取県立米子西高等学校 平成18 2006 鳥取県立図書館

（２） 体育・スポーツの
歴史・記念誌 鳥取県立鳥取西高等学校　定時制通信制　閉課程記念誌 鳥取県立鳥取西高等学校 鳥取県立鳥取西高等学校 平成19 2007 鳥取県立図書館

（２） 体育・スポーツの
歴史・記念誌

鳥取県立米子南高等学校　創立80周年記念誌　こころ燃
えて
P.251 ～部活動の記録　状況

創立80周年記念誌編集委員会 鳥取県立米子南高等学校 平成20 2008 鳥取県立図書館

（２） 体育・スポーツの
歴史・記念誌 鳥取県立由良育英高等学校　創立百周年記念誌 創立百周年記念誌編集委員会 鳥取県立由良育英高等学校 平成20 2008 鳥取県立図書館

（２） 体育・スポーツの
歴史・記念誌 鳥取中央育英高等学校　創立100周年記念誌 創立100周年記念誌編集委員会 鳥取中央育英高等学校 平成20 2008 鳥取県立図書館

（２） 体育・スポーツの
歴史・記念誌

鳥取県立日野高等学校　創立十周年記念誌
P.50 ～部活動の記録 鳥取県立日野高等学校 鳥取県立日野高等学校 平成21 2009 鳥取県立図書館
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（２） 体育・スポーツの
歴史・記念誌

鳥取県立倉吉東高等学校　創立百周年記念誌　DVD付
第1部　百周年沿革史　第一章　倉吉中学校時代
P.026 　Ⅲ.倉中の充実発展期　コラム「倉中時代の運動
会」
第五章　倉吉東高等学校の新時代
P.188　Ⅰ.竹田川河畔の新校舎へ　陸上競技部全国制覇
P.203　Ⅱ.新たな前新へ　第40回国民体育大会（秋季）県
内開催
P.214　Ⅲ.部活動、全国への飛躍
陸上競技部の活躍　ソフトボール部男子　全国大会準優
勝　選抜高校野球初出場　創部75年悲願実る　ラグビー
部花園初出場　第61回全国選抜高校野球大会出場（連続
出場）　夏の全国高校野球選手権大会初出場
第２部　青春の軌跡　第三章　部活動のあゆみ
P.347　Ⅱ.運動部の活動　インターハイ鳥取大会　運動部
の記録　コラム「鴨水会のアスリートたち」
第３部　母校に寄せる想い　回顧と展望
第四章　創立百周年記念事業　Ⅰ.野球部親善試合

創立百周年記念誌編集委員会 鳥取県立倉吉東高等学校 平成21 2009 鳥取県立図書館

（２） 体育・スポーツの
歴史・記念誌 翔英学園　創立50周年記念誌 創立50周年記念誌編集委員会 翔英学園 平成22 2010 鳥取県立図書館

（２） 体育・スポーツの
歴史・記念誌

鳥取県立鳥取商業高等学校　創立百周年記念誌
回想記　P.200　オリンピック出場手記
部活動の記録　平成十二年度～平成二十一年度
P.206 ～十年間の運動部記録
P.244 甲子園初出場

鳥取県立鳥取商業高等学校 鳥取県立鳥取商業高等学校 平成23 2011 鳥取県立図書館

（２） 体育・スポーツの
歴史・記念誌 鳥取県立米子高等学校　創立四十周年記念誌 鳥取県立米子高等学校

鳥取県立米子高等学校創立
四十周年記念事業実行委員
会

平成24 2012 鳥取県立図書館

（２） 体育・スポーツの
歴史・記念誌

鳥取県立倉吉総合産業高等学校　創立10周年記念誌
P.88 ～部活動のあゆみ 鳥取県立倉吉総合産業高等学校 鳥取県立倉吉総合産業高等

学校 平成25 2013 鳥取県立図書館

（２） 体育・スポーツの
歴史・記念誌

学校法人　矢谷学園　鳥取城北高等学校五〇周年記念誌
翔
第１章「50年のあゆみ」
P.86　部活動　体育部
P.116　健闘する部活動　栄光の記録
P.172　輝く毎日を、仲間とともに　文武両道　躍動する
生徒たち
第三章　生徒会活動　P.230 ～　部活動

鳥取城北高等学校五十周年誌編
纂委員会

鳥取城北高等学校五十周年
誌編纂委員会 平成25 2013 鳥取県立図書館

（２） 体育・スポーツの
歴史・記念誌 米子工業高等専門学校　米子高専の50年 米子高専50周年誌編集部会 米子工業高等専門学校 平成26 2014 鳥取県立図書館

（２） 体育・スポーツの
歴史・記念誌 鳥取県立境港総合技術高等学校創立10周年記念誌 鳥取県立境港総合技術高等学校

創立10周年記念誌編集委員
鳥取県立境港総合技術高等
学校同窓会わかとり会 平成26 2014 鳥取県立図書館

（２） 体育・スポーツの
歴史・記念誌

鳥取県立鳥取緑風高等学校　創立10周年記念誌
P.87 ～生徒会・部活動の記録

鳥取県立鳥取緑風高等学校創立
10周年記念誌編集委員 鳥取県立鳥取緑風高等学校 平成26 2014 鳥取県立図書館

（２） 体育・スポーツの
歴史・記念誌

鳥取県立倉吉西高等学校　創立百周年記念誌　立志
DVD1枚付 創立百周年記念事業実行委員会 鳥取県立倉吉西高等学校 平成27 2015 鳥取県立図書館

（２） 体育・スポーツの
歴史・記念誌 鳥取県立米子白鳳高等学校　創立10周年記念誌 鳥取県立米子白鳳高等学校 鳥取県立米子白鳳高等学校 平成27 2015 鳥取県立図書館
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（２） 体育・スポーツの
歴史・記念誌

郷土の体育　（鳥取県中学校体育指導者連盟）
（1962年３月現在の記録が掲載されている。※発行年不明） 鳥取県中学校体育指導者連盟 不明 不明 鳥取県立図書館

（３） スポーツ
評論・文学 輝く優勝旗 白川渥（鳥取ゆかり） PHP出版社 昭和23 1948 体育スポーツ書解題

掲載（不昧堂）

（３） スポーツ
評論・文学 冠スポーツの内幕　－スポーツイベントを狙え－ 谷口源太郎（鳥取県出身）／著 日本経済新聞社 昭和63 1988 Amazon

（３） スポーツ
評論・文学

空から女が降ってくる　スポーツ文化の誕生　Image 
collection 精神史発掘 富山太佳夫（日吉津村出身） 岩波書店 平成5 1993 鳥取県立図書館 訳者：富山氏　日吉津村出身（1947）

（３） スポーツ
評論・文学 スポーツの真実　｢迷走するスポーツ界の影と光」 谷口源太郎（鳥取県出身）／著 三一書房 平成8 1996 鳥取県立図書館

（３） スポーツ
評論・文学 スポーツを殺すもの 谷口源太郎（鳥取県出身）／著 花伝社 平成14 2002 鳥取県立図書館

（３） スポーツ
評論・文学

企業スポーツの撤退と混迷する日本のスポーツ　スポー
ツアドバンテージ･ブックレット

谷口源太郎（鳥取県出身）／ほ
か著　杉山茂／ほか編 創文企画 平成21 2009 鳥取県立図書館 著者：谷口氏　鳥取ゆかり

（３） スポーツ
評論・文学

スポーツ立国の虚像　スポーツを殺すもの　PART2
P.209－　Ⅵ.スポーツに明日はあるか　Ⅳ.スポーツとマ
スコミ　山下佐知子さんと語る

谷口源太郎（鳥取県出身）／著 花伝社 平成21 2009 鳥取県立図書館
P.209－　Ⅵ.スポーツに明日はあるか　Ⅳ．
スポーツとマスコミ　山下佐知子さんと語
る

（３） スポーツ
評論・文学 深くこの生を愛す　～教育行政四十八年の走跡～ 田渕康允（鳥取県在住） 中央印刷株式会社 平成26 2014 鳥取県立図書館

著者：（2014）鳥取県体育協会名誉会長　
わかとり国体と施設整備　全国高校総体の
誘致･第48回国体スキー競技会の開催準備の
余話等

（３） スポーツ
評論・文学 深くこの生を愛す【資料編】 田渕康允（鳥取県在住） 中央印刷株式会社 平成26 2014 鳥取県立図書館

著者：（2014）鳥取県体育協会名誉会長
第50回鳥取県民体育大会での開会あいさつ

（H8.11）
長野オリンピック聖火リレー出発式でのあ
いさつ（H10.1）

（４） スポーツ
医学・健康科学

鳥取市醇風小学校に於ける健康実態調査成績とその対策
について 三伯医師会／編 三伯医師会（鳥取） 昭和24 1949 体育スポーツ書解題

掲載（不昧堂）

（４） スポーツ
医学・健康科学 健康な生き方 杉靖三郎（鳥取県出身） 大泉書店 昭和31 1956 体育スポーツ書解題

掲載（不昧堂）

（４） スポーツ
医学・健康科学 ビジネスマンの健康　若々しく働くための医学 杉靖三郎（鳥取県出身） 実業之日本社 昭和32 1957 体育スポーツ書解題

掲載（不昧堂）

（４） スポーツ
医学・健康科学 ビジネスガールの健康 杉靖三郎（鳥取県出身） 実業之日本社 昭和33 1958 体育スポーツ書解題

掲載（不昧堂）

（４） スポーツ
医学・健康科学 健康と長寿 杉靖三郎（鳥取県出身） 全国地方銀行協会 昭和33 1958 体育スポーツ書解題

掲載（不昧堂）

（４） スポーツ
医学・健康科学 健康の科学 杉靖三郎（鳥取県出身） 修道社 昭和33 1958 体育スポーツ書解題

掲載（不昧堂）

（４） スポーツ
医学・健康科学 四十からの健康生活 杉靖三郎（鳥取県出身） 実業之日本社 昭和39 1964 体育スポーツ書解題

掲載（不昧堂）

（４） スポーツ
医学・健康科学 政界第十年　健康と福祉の社会を念願して 古井喜実（鳥取県出身） 昭和37 1962 鳥取市立中央図書館

（４） スポーツ
医学・健康科学

全国民の健康つくり運動を提唱する　幸福と繁栄と進歩
のために 古井喜実（鳥取県出身） 健康体操クラブ 昭和39 1964 鳥取市立中央図書館

（４） スポーツ
医学・健康科学 政界第十三年　盛りあがる健康つくり 古井喜実（鳥取県出身） 昭和40 1965 鳥取市立中央図書館
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（４） スポーツ
医学・健康科学 健康は自らつくる 古井喜実（鳥取県出身） 国民健康づくり運動協会 昭和41 1966 鳥取市立中央図書館

（４） スポーツ
医学・健康科学 教育統計報告書　学校基本調査・学校保健統計調査 鳥取県総務部統計課／編 鳥取県総務部統計課 昭和40 1965 体育スポーツ書解題

掲載（不昧堂）

（４） スポーツ
医学・健康科学 鳥取県の健康優良児と健康優良学校 河本英明 河本英明 昭和54 1979 鳥取市立中央図書館

（４） スポーツ
医学・健康科学 少年スポーツの指導者のための体育病理学 山崎郁雄（鳥取県在住）

吉川暢一 今井書店 昭和57 1982 鳥取県立図書館

（４） スポーツ
医学・健康科学

健康第一　指導案
望ましいからだづくりをめざして 小林甚市（鳥取市在住）／編　 幼児スポーツ教育研究会 昭和57 1982 鳥取県立図書館

小林氏：大正3年生まれ　鳥取市吉岡温泉町
在住　昭和54年　修立幼稚園教頭
幼児スポーツ教育研究会：（鳥取市扇町
110：（株）鳥取フレンド社内）

（４） スポーツ
医学・健康科学 幼児のからだづくり　指導の手びき　資料 小林甚市（鳥取市在住）／編　 幼児スポーツ教育研究会 不明 不明 鳥取県立図書館

小林氏：大正3年生まれ　鳥取市吉岡温泉町
在住　昭和54年　修立幼稚園教頭
幼児スポーツ教育研究会：（鳥取市扇町
110：（株）鳥取フレンド社内）

（４） スポーツ
医学・健康科学

健康な高校生活を送るために　タバコ、シンナー、砂糖
の害

（鳥取県立倉吉西高等学校）
鳥取県立倉吉西高等学校 鳥取県立倉吉西高等学校 昭和59 1984 鳥取県立図書館

（４） スポーツ
医学・健康科学

健康な高校生活を送るために　正しい食生活をめざして
（鳥取県立倉吉西高等学校） 鳥取県立倉吉西高等学校 鳥取県立倉吉西高等学校 昭和60 1985 鳥取県立図書館

（４） スポーツ
医学・健康科学 赤碕町小中学校　学校保健統計　第７集　昭和62年度 赤碕町小中連絡協議会保健

体育部 昭和62年度 1987年度 鳥取県立図書館

（４） スポーツ
医学・健康科学 ラングラウフスキーと健康づくり 倉敷千稔（鳥取県出身）

D.Lagersthom 他　監訳 平成1 1989 Amazon
鳥取県人物・人材情報リスト2017　P.307ス
ポーツより　倉敷氏　鳥取県出身　医学博
士

（４） スポーツ
医学・健康科学

健康は明るい笑顔をつくるもと
（鳥取県教委）

体力つくり鳥取県競技会
鳥取県教育委員会 平成1 1989 鳥取県立図書館

（４） スポーツ
医学・健康科学

健康は明るい笑顔をつくるもと　（ジョギング編）みんな
でスポーツを

（鳥取県教委）

体力つくり鳥取県競技会
鳥取県教育委員会 平成3 1991 鳥取県立図書館

（４） スポーツ
医学・健康科学

健康は明るい笑顔をつくるもと　ストレスコントロール
編　みんなでスポーツを

（鳥取県教委）

体力つくり鳥取県競技会
鳥取県教育委員会 平成4 1992 鳥取県立図書館

（４） スポーツ
医学・健康科学 現代社会における身体とスポーツ　（改訂版） 山根成之　入江克己　清水克哉

福元和行　他共著（鳥取県在住）学術図書出版社 平成2 1990 鳥取大学図書館

（４） スポーツ
医学・健康科学 くらしに役立つ健康ガイドⅡ 多田學（鳥取大学） 雲南健康倶楽部 平成2 1990 個人蔵

（４） スポーツ
医学・健康科学 くらしに役立つ健康ガイドⅢ 多田學（鳥取大学） 出雲ケーブルテレビジョン

KK 平成4 1992 個人蔵

（４） スポーツ
医学・健康科学 くらしに役立つ健康ガイドⅣ 多田學（鳥取大学） 出雲ケーブルテレビジョン

KK 平成6 1994 個人蔵

（４） スポーツ
医学・健康科学 酒津地区健康づくり活動のあゆみ 気高町／編　鳥取保健所／編 気高町 平成4 1992 気高図書館

（４） スポーツ
医学・健康科学 からだのしくみ全書　健康づくり編 飯野晃啓（鳥取大学） 東陽出版 平成2 2000 鳥取市立中央図書館



25

（４） スポーツ
医学・健康科学 健康教育指導の手引 鳥取県教育委員会体育保健課 平成4 2002 鳥取市立中央図書館

（４） スポーツ
医学・健康科学 健康･スポーツ科学の基礎

出村愼一／監修　池本幸雄（鳥
取県在住）／ほか編　
著／南雅樹（鳥取県在住）ほか

杏林書院 平成21 2009 鳥取県立図書館 編者：池本氏、著者：南氏　米子工業高等
専門学校　

（４） スポーツ
医学・健康科学 あなたのまちの運動教室リスト　 鳥取市中央保健センター 平成22 2010 鳥取市立中央図書館

（４） スポーツ
医学・健康科学

あなたのまちの運動教室リスト　広げよう、仲間をつく
り運動の輪 鳥取市中央保健センター 平成24 2012 鳥取市立中央図書館

（５） トレーニング 近代トレーニング　スポーツ科学講座１ 浅川正一（鳥取県出身）　共著 大修館書店 昭和40 1965 鳥取県立図書館

（５） トレーニング デイリーストレッチ体操 安田矩明（境港市出身）
小栗達也　勝亦紘一 大修館書店 昭和56 1981 鳥取大学図書館

（５） トレーニング ストレッチ体操 安田矩明（境港市出身）
小栗達也　勝亦紘一 大修館書店 昭和56 1981 鳥取県立図書館

（５） トレーニング トレーニング革命 小山裕史（鳥取県在住）／著 ベースボール･マガジン社 昭和60 1985 鳥取県立図書館

（５） トレーニング 夢の途中で　スポーツ･旅･ロマン・そして人を愛して 小山裕史（鳥取県在住）／著 講談社 昭和62 1987 鳥取県立図書館 P.80　わかとりの詩　P.84－　横山隆義、渡
辺ゆかり、森美乃里

（５） トレーニング スーパー・パワーアップ 安田矩明　監修 CBS・ソニー出版 平成2 1990 鳥取県立図書館

（５） トレーニング 新トレーニング革命 小山裕史（鳥取県在住）／著 講談社 平成3 1991 鳥取県立図書館

（５） トレーニング 県総合情報誌　鳥取now　平成５年　第20号　人物紹介
　「小山裕史（スポーツトレーナー）」

広報連絡協議会　（総務部
秘書課広報室） 平成5 1993 鳥取県立公文書館

（５） トレーニング 〔新訂版〕新トレーニング革命　初動負荷理論に基づくト
レーニング体系の確立と展開

小山裕史（鳥取県在住）／著　
陸上競技社／編 講談社 平成6 1994 鳥取県立図書館

（５） トレーニング 初動負荷理論による野球トレーニング革命 小山裕史（鳥取県在住） ベースボール・マガジン社 平成11 1999 鳥取県立図書館

（５） トレーニング 「奇跡」のトレーニング　初動負荷理論が「世界」を変える 小山裕史（鳥取県在住）／著 講談社 平成16 2004 鳥取県立図書館 P.7－　ワールドウィングへようこそ

（５） トレーニング 小山裕史のウォーキング革命　初動負荷理論で考える歩
き方と靴 小山裕史（鳥取県在住）／著 講談社 平成20 2008 鳥取県立図書館 P.186　ワールドウィング本部

（５） トレーニング ２ in １メソッドで腹筋を鍛え､ お腹を凹ますトレーニング 荒尾裕文（鳥取県出身） 新星出版社 平成26 2014 鳥取県立図書館
著者：鳥取県出身（1968）順天堂大卒　現
トヨタ自動車アルバルク東京コンディショ
ングコーチ兼トレーナー

（５） トレーニング 希望のトレーニング　彼らは初動負荷トレーニングで何
を見つけたのか

小山裕史（鳥取県在住）／監修
講談社／編 講談社 平成26 2014 鳥取県立図書館 P.175－　 小 山 裕 史　P.222－　 ワ ー ル ド

ウィングについて

（６）
体育測定
運動能力測定
スポーツテスト

體育測定の理論と方法 佐々木茂（旧大栄町出身）
竹中玉一／共著 中和書院　 昭和23 1948 鳥取大学図書館 鳥取県体育スポーツ史　P.540に掲載

（６）
（６）体育測定
運動能力測定
スポーツテスト

体育測定の理論と方法 佐々木茂（旧大栄町出身）
竹中玉一／共著 逍遥書院 昭和26 1951 鳥取大学図書館 鳥取県体育スポーツ史　P.540に掲載

（６）
体育測定
運動能力測定
スポーツテスト

体育測定 佐々木茂（旧大栄町出身）
竹中玉一／共著 蘭書房 昭和29 1954 鳥取大学図書館 鳥取県体育スポーツ史　P.540に掲載

（６）
体育測定
運動能力測定
スポーツテスト

スポーツテスト 松島茂善（旧泊村出身）
石河利寛　松田岩男　編著 第一法規出版 昭和39 1964 国立国会図書館 松島氏（旧泊村出身）
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（６）
（７）体育測定
運動能力測定
スポーツテスト

壮年体力テスト 松島茂善（旧泊村出身）　編著 第一法規出版 昭和43 1968 国立国会図書館 松島氏（旧泊村出身）

（６）
体育測定
運動能力測定
スポーツテスト

小学校スポーツテスト 松島茂善（旧泊村出身）　編著 第一法規出版 昭和43 1968 国立国会図書館 松島氏（旧泊村出身）

（６）
体育測定
運動能力測定
スポーツテスト

国民体力の現状：最近５か年の文部省調査による 松島茂善（旧泊村出身）　編著 第一法規出版 昭和45 1970 国立国会図書館 松島氏（旧泊村出身）

（６）
（７）体育測定
運動能力測定
スポーツテスト

鳥取県教育委員会保健体育研究　指定校発表報告書
昭和48年度
生徒の性格よりくる体育のとらへ方及び運動能力との関
連について

報告者：青木忠良・大前潔・
大谷洵子

鳥取県立青谷高等学校保健
体育科 昭和48 1973 鳥取県立図書館

（６）
体育測定
運動能力測定
スポーツテスト

児童生徒の運動能力調査報告書　昭和54年度 鳥取県教育委員会／編 鳥取県教育委員会 昭和55 1980 鳥取県立図書館

（６）
（８）体育測定
運動能力測定
スポーツテスト

児童生徒の運動能力調査報告書　昭和55年度 鳥取県教育委員会 昭和56 1981 鳥取県立図書館

（６）
体育測定
運動能力測定
スポーツテスト

児童生徒の運動能力調査報告書　昭和56年度 鳥取県教育委員会 昭和57 1982 鳥取県立図書館

（６）
（９）体育測定
運動能力測定
スポーツテスト

児童生徒の運動能力調査報告書　昭和57年度 鳥取県教育委員会／編 鳥取県教育委員会 昭和58 1983 鳥取県立図書館

（６）
体育測定
運動能力測定
スポーツテスト

児童生徒の運動能力調査報告書　昭和58年度 鳥取県教育委員会／編 鳥取県教育委員会 昭和59 1984 鳥取県立図書館

（６）
（10）体育測定
運動能力測定
スポーツテスト

児童生徒の運動能力調査報告書　昭和59年度 鳥取県教育委員会／編 鳥取県教育委員会 昭和60 1985 鳥取県立図書館

（６）
体育測定
運動能力測定
スポーツテスト

児童生徒の運動能力調査報告書　昭和60年度 鳥取県教育委員会／編 鳥取県教育委員会 昭和61 1986 鳥取県立図書館

（６）
（11）体育測定
運動能力測定
スポーツテスト

児童生徒の運動能力調査報告書　昭和61年度 鳥取県教育委員会／編 鳥取県教育委員会 昭和62 1987 鳥取県立図書館

（６）
体育測定
運動能力測定
スポーツテスト

児童生徒の運動能力調査報告書　昭和62年度 鳥取県教育委員会／編 鳥取県教育委員会 昭和63 1988 鳥取県立図書館

（６）
（12）体育測定
運動能力測定
スポーツテスト

運動能力テスト実施要項 鳥取県教育委員会 昭和63 1988 鳥取県立図書館

（６）
体育測定
運動能力測定
スポーツテスト

児童生徒の運動能力調査報告書　昭和63年度 鳥取県教育委員会／編 鳥取県教育委員会 平成1 1989 鳥取県立図書館
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（６）
（13）体育測定
運動能力測定
スポーツテスト

児童生徒の運動能力調査報告書　平成元年度 鳥取県教育委員会／編 鳥取県教育委員会 平成2 1990 鳥取県立図書館

（６）
体育測定
運動能力測定
スポーツテスト

児童生徒のスポーツテスト調査報告書　平成２年度 鳥取県教育委員会 平成3 1991 鳥取県立図書館

（６）
（14）体育測定
運動能力測定
スポーツテスト

児童生徒のスポーツテスト調査報告書　平成３年度 鳥取県教育委員会 平成4 1992 鳥取県立図書館

（６）
体育測定
運動能力測定
スポーツテスト

児童生徒のスポーツテスト調査報告書　平成４年度 鳥取県教育委員会 平成5 1993 個人蔵

（６）
（15）体育測定
運動能力測定
スポーツテスト

児童生徒のスポーツテスト調査報告書　平成５年度 鳥取県教育委員会 平成6 1994 個人蔵

（６）
体育測定
運動能力測定
スポーツテスト

児童生徒のスポーツテスト調査報告書　平成６年度 鳥取県教育委員会 平成7 1995 鳥取県立図書館

（６）
（16）体育測定
運動能力測定
スポーツテスト

児童生徒のスポーツテスト調査報告書　平成７年度 鳥取県教育委員会 平成8 1996 鳥取県立図書館

（６）
体育測定
運動能力測定
スポーツテスト

児童生徒のスポーツテスト調査報告書　平成８年度 鳥取県教育委員会 平成9 1997 鳥取県立図書館

（６）
（17）体育測定
運動能力測定
スポーツテスト

児童生徒の体力つくり　 鳥取県教育委員会 平成10 1998 鳥取県立図書館

（６）
体育測定
運動能力測定
スポーツテスト

児童生徒の体力つくり　平成10年度体力･運動能力調査結果
体力推進事業（平成10年度～ 11年度）平成11年度体力･
運動能力調査実施要項

鳥取県教育委員会 平成11 1999 鳥取県立図書館

（６）
（18）体育測定
運動能力測定
スポーツテスト

児童生徒の体力つくり
平成11年度新体力テスト調査結果　新体力テスト実施要項 鳥取県教育委員会 平成12 2000 鳥取県立図書館

（６）
体育測定
運動能力測定
スポーツテスト

児童生徒の体力つくり　平成12年度　平成12年度新体力
テスト調査結果　運動･体力に関する意識調査　新体力テ
スト実施要項

鳥取県教育委員会 平成13 2001 鳥取県立図書館

（６）
（19）体育測定
運動能力測定
スポーツテスト

児童生徒の体力つくり　平成13年度　平成13年度新体力
テスト調査結果　新体力テスト実施要項 鳥取県教育委員会 平成14 2002 鳥取県立図書館

（６）
体育測定
運動能力測定
スポーツテスト

児童生徒の体力つくり　平成14年度　平成14年度新体力
テスト調査結果 運動･体力に関する意識調査　新体力テ
スト実施要項

鳥取県教育委員会 平成15 2003 鳥取県立図書館

（６）
（20）体育測定
運動能力測定
スポーツテスト

児童生徒の体力つくり　平成15年度　平成15年度新体力
テスト調査結果 運動･体力に関する意識調査　新体力テ
スト実施要項

鳥取県教育委員会 平成16 2004 鳥取県立図書館
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（６）
体育測定
運動能力測定
スポーツテスト

児童生徒の体力つくり　平成16年度　平成16年度新体力
テスト調査結果 鳥取県教育委員会 平成17 2005 鳥取県立図書館

（６）
（21）体育測定
運動能力測定
スポーツテスト

児童生徒の体力つくり　平成17年度　平成17年度新体力
テスト調査結果 鳥取県教育委員会 平成18 2006 鳥取県立図書館

（６）
体育測定
運動能力測定
スポーツテスト

児童生徒の体力つくり　平成18年度　平成18年度新体力
テスト調査結果 鳥取県教育委員会 平成19 2007 鳥取県立図書館

（６）
（22）体育測定
運動能力測定
スポーツテスト

児童生徒の体力つくり　平成19年度　平成19年度新体力
テスト調査結果 鳥取県教育委員会 平成20 2008 鳥取県立図書館

（６）
体育測定
運動能力測定
スポーツテスト

児童生徒の体力つくり　平成20年度　平成20年度新体力
テスト調査結果 鳥取県教育委員会 平成21 2009 鳥取県立図書館

（６）
（23）体育測定
運動能力測定
スポーツテスト

児童生徒の体力つくり　平成21年度　平成21年度新体力
テスト調査結果 平成21年度全国体力･運動能力、運動習
慣等調査結果

鳥取県教育委員会 平成22 2010 鳥取県立図書館

（６）
体育測定
運動能力測定
スポーツテスト

児童生徒の体力つくり　平成22年度　平成22年度新体力
テスト調査結果 平成22年度全国体力･運動能力、運動習
慣等調査結果

鳥取県教育委員会 平成23 2011 鳥取県立図書館

（６）
（24）体育測定
運動能力測定
スポーツテスト

児童生徒の体力つくり　平成23年度　平成23年度新体力
テスト調査結果概要 鳥取県教育委員会 平成24 2012 鳥取県立図書館

（６）
体育測定
運動能力測定
スポーツテスト

児童生徒の体力つくり　平成24年度　新体力テスト調査
結果概要

鳥取県教育委員会事務局
スポーツ健康教育課／編 鳥取県教育委員会 平成25 2013 鳥取県立図書館

（６）
（25）体育測定
運動能力測定
スポーツテスト

児童生徒の体力つくり　平成25年度　新体力テスト調査
結果概要

鳥取県教育委員会事務局
スポーツ健康教育課／編 鳥取県教育委員会 平成26 2014 鳥取県立図書館

（６）
体育測定
運動能力測定
スポーツテスト

児童生徒の体力つくり　平成26年度　新体力テスト調査
結果概要

鳥取県教育委員会事務局
スポーツ健康教育課／編 鳥取県教育委員会 平成27 2015 鳥取県立図書館

（６）
（26）体育測定
運動能力測定
スポーツテスト

児童生徒の体力つくり　平成27年度　体力･運動能力調査
結果概要 鳥取県教育委員会 平成28 2016 鳥取県立図書館

（６）
体育測定
運動能力測定
スポーツテスト

児童生徒の体力つくり　平成28年度　体力･運動能力調査
結果概要 鳥取県教育委員会 平成29 2017 鳥取県立図書館

（６）
（27）体育測定
運動能力測定
スポーツテスト

児童生徒の体力つくり　平成29年度　体力・運動能力調
査結果概要 鳥取県教育委員会 平成30 2018 鳥取県立図書館

（７） 体育施設
管理運営 県政グラフ　第120号　スポーツの殿堂　県営武道館 総務部　広報文書課 昭和46 1971 鳥取県立公文書館

（７） 体育施設
管理運営 県政グラフ　第179号　県中部にスポーツ広場 総務部　広報文書課 昭和51 1976 鳥取県立公文書館
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（７） 体育施設
管理運営 体育施設管理・指導者講習会　昭和51年度 鳥取県教育委員会／編 鳥取県教育委員会 昭和51 1976 鳥取県立図書館

（７） 体育施設
管理運営 体育施設管理・指導者講習会　昭和51年度　資料 鳥取県教育委員会／編 昭和51 1976 鳥取県立図書館 昭和51年11月25日（三朝温泉会館）

（７） 体育施設
管理運営 学校体育施設開放運営者研修会　昭和54年度 鳥取県教育委員会 昭和54年度 鳥取県立図書館

（７） 体育施設
管理運営 学校体育施設開放運営者研修会資料　昭和56年度 鳥取県教育委員会 昭和56年度 鳥取県立図書館

（７） 体育施設
管理運営 学校体育施設開放運営者研修会資料　昭和57年度 鳥取県教育委員会 昭和57年度 鳥取県立図書館

（７） 体育施設
管理運営 学校体育施設開放運営者研修会資料　昭和58年度 鳥取県教育委員会 昭和58年度 鳥取県立図書館

（７） 体育施設
管理運営 学校体育施設開放運営者研修会資料　昭和59年度 鳥取県教育委員会 昭和59年度 鳥取県立図書館

（７） 体育施設
管理運営 学校体育施設開放運営者研修会資料　昭和61年度 鳥取県教育委員会 昭和61年度 鳥取県立図書館

（７） 体育施設
管理運営

県政グラフ　第232号　スポーツと憩いの広場に
布勢総合運動公園が誕生 総務部　広報文書課 昭和59 1984 鳥取県立公文書館

（７） 体育施設
管理運営

競技力の維持向上策と布勢総合運動公園のあり方につい
て　建議

鳥取県スポーツ振興審議会
（教育委員会　体育保健課） 平成1 1989 鳥取県立公文書館

（７） 体育施設
管理運営

広域共同プロジェクト　「氷ノ山周辺ヘルシー・スポーツ
ゾーン整備事業」推進プラン

衛生環境部　自然保護課／
兵庫県 平成4 1992 鳥取県立公文書館

（７） 体育施設
管理運営

鳥取県のアウトドア・スポーツ拠点整備に係わる基礎的
調査

（財）環境文化研究所
鳥取21企画センター（企画
部）

平成5 1993 鳥取県立公文書館

（７） 体育施設
管理運営

日野町「アウトドア・スポーツの里」整備方策策定調査・
研究事業　報告書 （株）テクネ研究所 平成7 1995 鳥取県立公文書館

（７） 体育施設
管理運営

関金町「アウトドア・スポーツの里」整備方策策定調査・
研究事業　報告書 （株）テクネ研究所 平成8 1996 鳥取県立公文書館

（８） 体育指導委員
全国体育指導委員研究協議会　第24回（鳥取県）
たくましい心とからだで豊かな社会
昭和58年11月17日～ 19日

鳥取県 昭和58 1983 鳥取県立図書館 昭和58年11月17日（木）～ 19日（土）

（８） 体育指導委員 全国体育指導委員研究協議会報告書　第24回（鳥取県）
昭和58年11月17日～ 19日

鳥取県
第24回全国体育指導委員研
究協議会
鳥取県実行委員会

昭和58 1983 鳥取県立図書館 昭和58年11月17日（木）～ 19日（土）

（９） スポーツクラブ
企業クラブ

鳥取銀行の歩み
P.466　21鳥取銀行クラブ活動
野球部、バドミントンクラブ、バレーボール部、サッカー
クラブ、柔道部

鳥取銀行 平成6 1994 鳥取県立図書館
P.466　21鳥取銀行クラブ活動　野球部、バ
ドミントンクラブ、バレーボール部、サッ
カークラブ、柔道部

（９） スポーツクラブ
企業クラブ

鳥取三洋電機　30年史（遠隔・部門編）
第４章　変革
P.77　第５節　わかとり国体に積極的に参加　鳥取県総
合優勝に貢献

鳥取三洋電機株式会社 鳥取三洋電機株式会社 平成8 1996 用瀬図書館
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（９） スポーツクラブ
企業クラブ

覗いてみよう！行ってみよう！あなたのまちのスポーツ
クラブ
鳥取県総合型地域スポーツクラブ活動紹介ブック

鳥取県体育協会 平成20 2008 鳥取県立図書館

（９） スポーツクラブ
企業クラブ

1941－2016　山陰合同銀行75年史
P.114 地域貢献活動
ごうぎん女子バドミントン部　ごうぎん軟式野球部

山陰合同銀行 平成28 2016 鳥取県立図書館 P.114 地域貢献活動　ごうぎん女子バドミ
ントン部　ごうぎん軟式野球部

（１０）学校体育 学校体育教科書 三橋義雄（鳥取県出身） ミカド商会 昭和2 1927 鳥取県立図書館

（１０）学校体育 本校の体育並に衛生（鳥取市遷喬尋常小学校） 鳥取市遷喬尋常小学校 鳥取市遷喬尋常小学校 昭和6 1931 鳥取県立図書館

（１０）学校体育 本校の体育並衛生教育の實際（鳥取市遷喬尋常小学校） 鳥取市遷喬尋常小学校 昭和11 1936 鳥取県立図書館

（１０）学校体育 体育の新研究（鳥取市日進小学校） 鳥取市日進小学校 昭和23 1948 鳥取県立図書館

（１０）学校体育 新しい学校体育の指導 佐々木茂（旧大栄町出身） 中和書院 昭和24 1949 国立国会図書館 鳥取県体育スポーツ史　P.540に掲載

（１０）学校体育 保健体育　教育大学講座27 浅川正一（鳥取県出身） 金子書房 昭和26 1951 国立国会図書館 鳥取県体育スポーツ史　P.540に掲載

（１０）学校体育 体育科教育法 前川峯雄　浅川正一（鳥取県出
身）（共著） 新思想社 昭和27 1952 鳥取大学図書館

（１０）学校体育 明治期学校体育の研究　学校体操の確立過程 能勢修一（鳥取ゆかり） 不昧堂出版 昭和30 1955 鳥取県立図書館

（１０）学校体育 新指導要領にもとずく　小学校体育指導書（運動編） 鳥取県小学校体育指導者連盟編
集委員

鳥取県小画工体育指導者連
盟 昭和30 1955 用瀬図書館

（１０）学校体育 体育及保健の指導方針事業概要　昭和33年度 鳥取県教育委員会／編 鳥取県教育委員会 昭和33 1958 体育スポーツ書解題
掲載（不昧堂）

（１０）学校体育 新しい体育　５年 浅川正一（鳥取県出身）／編 日本図書文化協会 昭和37 1962 鳥取県立図書館

（１０）学校体育 新しい体育　４年 浅川正一（鳥取県出身）／編 日本図書文化協会 昭和38 1963 鳥取県立図書館

（１０）学校体育 新しい体育　６年 浅川正一（鳥取県出身）／編 日本図書文化協会 昭和38 1963 鳥取県立図書館

（１０）学校体育 たいいくの手びき２　（八頭郡体育研究会） 八頭郡体育研究会／編 昭和38 1963 鳥取県立図書館

（１０）学校体育 体育　３年生の手引き　（八頭郡体育研究会） 八頭郡体育研究会／編 八頭郡小学校体育研究会 昭和39 1964 鳥取県立図書館

（１０）学校体育 八頭郡初等教育研究会　佐治会場　体育保健研究発表会
子供の体つくりをどうするか 佐治第３小学校／編 佐治第３小学校 昭和39 1964 佐治図書室

（１０）学校体育 鳥取県中学体育　実技編 鳥取県学校体育研究会中学校部会 暁教育図書 昭和40 1965 鳥取県立図書館

（１０）学校体育 全国小学校体育科学習研究発表大会　研究資料　第11回
（鳥取市小学校体育研究会） 鳥取市教育委員会／編 鳥取市小学校体育研究会 昭和45 1970 鳥取県立図書館

（１０）学校体育 鳥取県教育委員会指定校　体育研究発表会要項（日吉津
村立日吉津小学校） 日吉津村立日吉津小学校 昭和48 1973 鳥取県立図書館

（１０）学校体育

鳥取県教育委員会保健体育研究指定校発表報告書　昭和
48年度　
生徒の性格よりくる体育のとらへ方及び運動能力との関
連について

（鳥取県立青谷高等学校保健体育科）

鳥取県立青谷高等学校保健
体育科 昭和48 1973 鳥取県立図書館

（１０）学校体育 全国小学校体育科学習研究発表大会　研究資料　第12回 昭和48 1973 鳥取県立図書館

（１０）学校体育 因伯体育　創刊号　’77・3 編集責任者　井上賢一郎 発行責任者　武田和義
因伯体育事務局 昭和52 1977 個人蔵

（１０）学校体育 因伯体育　２号　上嶋誠教諭追悼号　’78・2 編集責任者　井上賢一郎 発行責任者　武田和義
因伯体育事務局 昭和53 1978 個人蔵

（１０）学校体育 因伯体育　３号　’79・8 編集責任者　井上賢一郎 発行責任者　武田和義
因伯体育事務局 昭和54 1979 個人蔵
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（１０）学校体育 因伯体育　４号　’81・3 編集責任者　井上賢一郎 昭和56 1981 個人蔵

（１０）学校体育 因伯体育　５号　’82・4 編集責任者　井上賢一郎 発行責任者　山根成之 昭和57 1982 個人蔵

（１０）学校体育 因伯体育　６号　’84・5 編集責任者　福元和行 発行責任者　山根成之 昭和59 1984 個人蔵

（１０）学校体育 昭和49年度　内地留学研修報告書
小学校体育における効果的な学習指導 鳥取市明治小学校　教諭　筧弘 昭和49 1974 個人蔵

（１０）学校体育
昭和49年度　内地留学研修報告書
競技・スポーツのあり方と競技を指導的立場から見た心
理学的考察

鳥取県立智頭農林高等学校
教諭　草刈啓修 昭和49 1974 個人蔵

（１０）学校体育
昭和49年度　内地留学研修報告書
学校体育における学習集団の考察　－運動種目と学習集
団について－

鳥取市立世紀小学校
教諭　田中芳夫 昭和49 1974 個人蔵

（１０）学校体育 昭和50年度　内地留学研修報告書
人間形成に果たす総則第三体育

鳥取県気高郡青谷町立青谷小学
校　教諭　中宇地政春 昭和50 1975 個人蔵

（１０）学校体育
昭和50年度　内地留学研修報告書
意欲的に創造性を高める体育学習　－ひとりひとりを伸
ばし　豊かな心を育てる指導－

鳥取県八頭郡八東町立安部小学
校　教諭　田島義則 昭和50 1975 個人蔵

（１０）学校体育 昭和51年度　内地留学研修報告書　
学校教育と学級経営　－小学校体育経営と学級経営－

鳥取県岩美郡岩美町立岩井小学
校　教諭　岩垣道雄 昭和51 1976 個人蔵

（１０）学校体育 昭和51年度　内地留学研修報告書　
小学校における体操の指導

鳥取市立東郷小学校
教諭　小谷哲夫 昭和51 1976 個人蔵

（１０）学校体育 昭和53年度　鳥取県学術・教育入賞論文
実践化をめざした体育（カード・ノート）指導

鳥取県八頭郡八東町立安部小学
校　教諭　田島義則 昭和53 1978 個人蔵

（１０）学校体育 昭和53年度　内地留学研修報告書
小学校体育と学習評価

鳥取県岩美郡岩美町立岩井小学
校　教諭　若松順道 昭和53 1978 個人蔵

（１０）学校体育 昭和58年度　内地留学研修報告書
体育における教育課程に即した指導計画の立案について

鳥取市立高草中学校　
教諭　山田俊治 昭和58 1983 個人蔵

（１０）学校体育
平成２年度　現職教育内地留学研修報告書
聴覚障害児のダンス学習（全国聾学校におけるダンス学
習指導実態調査を中心として）

鳥取県立鳥取聾学校　
教諭　井上茂子 平成2 1990 個人蔵

（１０）学校体育 平成５年度　内地留学研修報告書　
体育における施設・用具の工夫改善と場作りの工夫

鳥取県倉吉市立灘手小学校　
教諭　川口誠 平成5 1993 個人蔵

（１０）学校体育 平成５年度　内地留学研修報告書
体育授業研究

鳥取県気高郡鹿野町立鹿野小学校
教諭　長谷川誠一 平成5 1993 個人蔵

（１０）学校体育
平成６年度　内地留学研修報告書
体育科における教師の指導性についての研究
鳥取体育の歴史的変遷を通して

鳥取県鳥取市立久松小学校
教諭　鈴木伝男 平成6 1994 個人蔵

（１０）学校体育

生涯体育を志向した小学校体育　
生涯にわたり､ 運動に親しむ子どもを育てる学校体育の
研究
昭和56年度　後期　内地留学　東京学芸大学体育学　関
研究室

鳥取県八頭郡八東町立丹比小学校
鈴木弘 昭和57 1982 鳥取県立図書館 昭和56年度　後期　　内地留学　東京学芸

大学体育学　関研究室

（１０）学校体育

鳥取県教育委員会指定　総則「体育」　研究紀要　昭和58
年度
生活化をめざし　すすんでとりくむ　健康づくり（関金
町立山守小学校）

関金町立山守小学校 昭和58 1983 鳥取県立図書館
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（１０）学校体育 研究集録　第13集　躍動（鳥取市小学校体育研究会） 鳥取市小学校体育研究会 昭和59 1984 鳥取県立図書館

（１０）学校体育 研究集録　第14集　躍動（鳥取市小学校体育研究会） 鳥取市小学校体育研究会 昭和60 1985 鳥取県立図書館

（１０）学校体育 研究集録　第19集　躍動（鳥取市小学校体育研究会） 鳥取市小学校体育研究会 平成2 1990 鳥取県立図書館

（１０）学校体育

学習指導案　心と体のつよい郡家西の子どもをめざして
昭和60年度　第17回鳥取県小学校体育研究発表大会
八頭郡小学校教育研究大会

（郡家町立郡家西小学校）

郡家町立郡家西小学校 昭和60 1985 鳥取県立図書館 昭和60年度　第17回鳥取県小学校体育研究
発表大会　八頭郡小学校教育研究大会

（１０）学校体育
小･中学校及び高等学校体育担当者研究協議会資料　昭和
61年度

（鳥取県教育委員会）
鳥取県教育委員会 昭和62 1987 鳥取県立図書館

（１０）学校体育
教育時報　1987.1　188ゴウ
学校活性化の試み　体育コース・陶芸・情報処理教育
鳥取県立米子高等学校

鳥取県教育委員会 昭和62 1987 鳥取県立図書館 学校活性化の試み　体育コース・陶芸・情
報処理教育　鳥取県立米子高等学校

（１０）学校体育 体育（保健体育）科における集団行動指導の手引き
学校体育実技指導資料 鳥取県教育委員会 昭和63 1988 鳥取県立図書館

（１０）学校体育 改訂小学校教育課程講座　体育
杉山重利（鳥取県出身）
吉田瑩一郎
監修：文部省内教育課程研究会

ぎょうせい 平成1 1989 鳥取県立図書館

（１０）学校体育 八頭体育　第29号
昭和63年度　八頭郡体育研究会 富士原英男／編 河原・作用部会 平成1 1989 個人蔵

（１０）学校体育 赤白帽　1989.2　創刊号
昭和63年度研究実践集録　 二金の会 二金の会 平成1 1989 個人蔵

（１０）学校体育 赤白帽　1990.2　第２号 二金の会 二金の会 平成2 1990 個人蔵

（１０）学校体育 新しい保健体育　中学校　全　新訂 浅川正一（鳥取県出身）（ほか）
著 東京書籍 平成2 1990 鳥取大学図書館

（１０）学校体育 小学生スポーツ指導の手引き　 鳥取県教育委員会　体育保
健課　スポーツセンター 平成2 1990 鳥取県立公文書館

（１０）学校体育 ふれあい（鳥取県学校保健会養護教員部会） 鳥取県学校保健会養護教員部会
／編

鳥取県学校保健会養護教員
部会 平成3 1991 米子市立図書館

（１０）学校体育

平成４年度　鳥取県中学校体育研究発表大会
一人ひとりを見つめ伸ばす学習指導法の工夫とその評価
平成４年11月12日（木）会場：鹿野町立鹿野中学校
主催：鳥取県中学校教育研究会体育部会

鳥取県中学校教育研究会保
健体育部会 平成4 1992 個人蔵

（１０）学校体育 新･体育科教育 杉山重利（鳥取県出身）　園山
和夫／編 ぎょうせい 平成5 1993 鳥取県立図書館

（１０）学校体育 キーワード保健体育科教育 杉山重利（鳥取県出身）／ほか 不昧堂出版 平成8 1996 鳥取県立図書館

（１０）学校体育

中･四国小学校体育研究大会要領　第34回（平成８年度）
第27回鳥取県小学校体育研究発表大会
期日：平成８年10月18日　会場：鳥取市立湖山西小学校･
賀露小学校

平成8 1996 鳥取県立図書館 期日：平成８年10月18日
会場：鳥取市立湖山西小学校･賀露小学校

（１０）学校体育 小学校体育「めあて学習」の進め方　みんな仲よく楽し
い体育

杉山重利（鳥取県出身）　／
ほか　編 東洋館出版社 平成9 1997 鳥取県立図書館

（１０）学校体育 最新体育科教育法　教員採用試験受験者必携 杉山重利（鳥取県出身）
園山和夫／編 大修館書店 平成11 1999 鳥取県立図書館

（１０）学校体育 体育教育における教材構成の理論的基礎 江刺幸政（鳥取県出身） 創文企画 平成11 1999 鳥取県立図書館
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（１０）学校体育 新学習指導要領による体育授業シリーズ７　1　小学校体
育の授業　第１学年

杉山重利（鳥取県出身）　高橋
健夫　細江文利　池田延行／編 大修館書店 平成12 2000 Amazon

（１０）学校体育 新学習指導要領による体育授業シリーズ７　2　小学校体
育の授業　第２学年

杉山重利（鳥取県出身）　高橋
健夫　細江文利　池田延行／編 大修館書店 平成12 2000 Amazon

（１０）学校体育 新学習指導要領による体育授業シリーズ７　3　小学校体
育の授業　第３学年

杉山重利（鳥取県出身）　高橋
健夫　細江文利　池田延行／編 大修館書店 平成12 2000 Amazon

（１０）学校体育 新学習指導要領による体育授業シリーズ７　4　小学校体
育の授業　第４学年

杉山重利（鳥取県出身）　高橋
健夫　細江文利 池田延行／編 大修館書店 平成12 2000 Amazon

（１０）学校体育 新学習指導要領による体育授業シリーズ７　5　小学校体
育の授業　第５学年

杉山重利（鳥取県出身）　高橋
健夫　細江文利　池田延行／編 大修館書店 平成12 2000 Amazon

（１０）学校体育 新学習指導要領による体育授業シリーズ７　6　小学校体
育の授業　第６学年

杉山重利（鳥取県出身）　高橋
健夫　細江文利　池田延行／編 大修館書店 平成12 2000 Amazon

（１０）学校体育 新学習指導要領による体育授業シリーズ７　7　小学校体
育の授業　考え方・進め方

杉山重利（鳥取県出身）　高橋
健夫　細江文利　池田延行／編 大修館書店 平成12 2000 Amazon

（１０）学校体育 新学習指導要領による体育授業シリーズ２　高等学校体
育の授業　上

杉山重利（鳥取県出身）　高橋
健夫　園山和夫　細江文利　木
村清人／編

大修館書店 平成13 2001 Amazon

（１０）学校体育 新学習指導要領による体育授業シリーズ２　高等学校体
育の授業　下

杉山重利（鳥取県出身）　高橋
健夫　園山和夫　細江文利　木
村清人／編

大修館書店 平成13 2001 Amazon

（１０）学校体育 新学習指導要領による体育授業シリーズ２　中学校体育
の授業　上

杉山重利（鳥取県出身）　高橋
健夫　園山和夫　細江文利　木
村清人／編

大修館書店 平成13 2001 Amazon

（１０）学校体育 新学習指導要領による体育授業シリーズ２　中学校体育
の授業　下

杉山重利（鳥取県出身）　高橋
健夫　園山和夫　細江文利　木
村清人／編

大修館書店 平成13 2001 Amazon

（１０）学校体育 デジタル版　新しい小学校体育授業の展開　理論編２
P.267　理論編　第２章　運動会　鳥取大学　油野利博

小学校体育科教育実践講座刊行
会／編
永島惇正、高橋健夫、細江文利
／編集代表

（株）ニチブン 平成18 2006 個人蔵

（１０）学校体育 めざそう！保健体育教師　教師志望学生の応援テキスト 杉山重利（鳥取県出身）／編著 朝日出版社 平成22 2010 鳥取県立図書館

（１０）学校体育 みんなの体育　５年　（鳥取県版）　新版 浅川正一（鳥取県出身）／編 学研書籍 鳥取県立図書館

（１０）学校体育 みんなの体育　６年　（鳥取県版）　改訂版 浅川正一（鳥取県出身）／編 学研書籍 鳥取県立図書館

（１０）学校体育 教育課程　体育科　（鳥取県中部小学校体育研究会ほか）
鳥取県中部小学校体育研究
会 倉吉教育委員会 東伯地
区教育委員会連絡協議会

鳥取県立図書館

（１０）学校体育 体育科コース　教育目標･年間活動状況、地域社会との交流
（鳥取県立由良育英高等学校） 鳥取県立由良育英高等学校 鳥取県立図書館

（１１）小体連 小体連　日野　創刊号　２号 日野郡小学校体育連盟／編 日野郡小学校体育連盟 昭和54 1979 米子市立図書館 米子図書館所蔵郷土資料目録１　1989.3よ
り　P.139　運動競技

（１１）小体連 成果刊行誌　小体連第13号　（鳥取県小学校体育連盟） 鳥取県小学校体育連盟 平成1 1989 鳥取県立図書館

（１２）中体連 鳥取県中学校総合体育大会　第９回 鳥取県中学校体育連盟 昭和58 1983 鳥取県立図書館

（１２）中体連
鳥取県中学校総合体育大会　第12回
大会期日：昭和61年７月20日～ 22日　大会本部：鳥取市
立湖東中学校

鳥取県中学校体育連盟 昭和61 1986 鳥取県立図書館 大会期日：昭和61年7月20日～ 22日　大会
本部：鳥取市立湖東中学校
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（１２）中体連 鳥取県中学校総合体育大会　大会要項　第17回 鳥取県中学校体育連盟 平成3 1991 鳥取県立図書館

（１２）中体連
鳥取県中学校総合体育大会　第17回
大会期日：平成３年７月21日～ 22日　大会本部：倉吉市
立河北中学校

鳥取県中学校体育連盟 平成3 1991 鳥取県立図書館 大会期日：平成３年７月21日～ 22日　大会
本部：倉吉市立河北中学校

（１２）中体連 鳥取県中学校総合体育大会　大会要項　第17回 鳥取県中学校体育連盟 平成3 1991 鳥取県立図書館

（１２）中体連
鳥取県中学校総合体育大会　平成５年
大会期日：平成５年７月24日～ 25日　大会本部：米子市
立弓ヶ浜中学校

鳥取県中学校体育連盟 平成5 1993 鳥取県立図書館 大会期日：平成５年７月24日～ 25日　大会
本部：米子市立弓ヶ浜中学校

（１２）中体連
鳥取県中学校総合体育大会　平成６年
大会期日：平成６年７月23日～ 24日　大会本部：倉吉市
立倉吉東中学校

鳥取県中学校体育連盟 平成6 1994 鳥取県立図書館 大会期日：平成６年７月23日～ 24日　大会
本部：倉吉市立倉吉東中学校

（１２）中体連 鳥取県中学校総合体育大会　平成７年
大会期日：平成７年７月22日～ 25日 鳥取県中学校体育連盟 平成7 1995 鳥取県立図書館 大会期日：平成７年７月22日～ 25日

（１３）高体連 平成７年全国高等学校総合体育大会　鳥取県準備委員会
設立総会資料

平成７年度全国高等学校総
合体育大会
鳥取県、実行委員会

平成3 1991 鳥取県立図書館

（１３）高体連 平成７年全国高等学校総合体育大会　準備概要
（鳥取県実委） 鳥取県実行委員会 平成6 1994 鳥取県立図書館

（１３）高体連 視察調査報告書　平成６年度　平成７年度全国高等学校
総合体育大会

共同刊行　鳥取県高等学校推進
委員会

平成７年度全国高等学校総
合体育大会 平成6 1994 鳥取県立図書館

（１３）高体連 全国高等学校総合体育大会　開催申請書　平成７年度
（鳥取県教委・鳥取県高体連）

鳥取県教育委員会
鳥取県高等学校体育連盟 平成7 1995 鳥取県立図書館

（１３）高体連 全国高等学校総合体育大会　総合開会式記録集
（鳥取県実委）

平成７年度全国高等学校総
合体育大会
鳥取県､ 実行委員会

平成7 1995 鳥取県立図書館

（１３）高体連 全国高等学校総合体育大会　総合開会式プログラム
（鳥取県実委）

平成７年度全国高等学校総
合体育大会
鳥取県､ 実行委員会

平成7 1995 鳥取県立図書館

（１３）高体連 全国高等学校総合体育大会　大会ガイドブック
平成７年度　（鳥取県）

平成７年度全国高等学校総
合体育大会
鳥取県

平成7 1995 鳥取県立図書館

（１３）高体連 全国高等学校総合体育大会　デザイン　ガイドブック　
平成７年度　（鳥取県） 鳥取県 平成7 1995 鳥取県立図書館

（１３）高体連
全国高等学校総合体育大会　「一人一役」活動の手引き　
平成７年度

（鳥取県高等学校推進委員会）
鳥取県高等学校推進委員会 平成7 1995 鳥取県立図書館

（１３）高体連 全国高等学校総合体育大会　報告書　平成７年度
（鳥取市実委）

平成７年度全校高等学校総
合体育大会
鳥取市、実行委員会

平成8 1996 鳥取県立図書館

（１３）高体連
全国高等学校総合体育大会　「一人一役」活動の記録
平成７年度

（鳥取県高等学校推進委員会）

平成７年度全国高等学校総
合体育大会
鳥取県、高等学校推進委員
会

平成8 1996 鳥取県立図書館

（１３）高体連 全国高等学校総合体育大会　報告書　平成７年度
（鳥取県実委）

平成７年度全校高等学校総
合体育大会
鳥取県、実行委員会

平成8 1996 鳥取県立図書館
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（１３）高体連
中国04総体グラフ　永久保存版　平成16年度全国高等学
校総合体育大会

（山陰中央新報社）
山陰中央新報社 平成16 2004 鳥取県立図書館

（１３）高体連
全国高等学校総合体育大会　報告書　
平成16年度平成16年度全国高等学校総合体育大会　鳥取
市実行委員会／編

平成16年度全国高等学校総
合体育大会
鳥取市実行委員会

平成17 2005 鳥取県立図書館

（１３）高体連 鳥取県高等学校総合体育大会　第１回 鳥取県高等学校体育連盟／編 鳥取県高等学校体育連盟 昭和35 1960 鳥取県立図書館

（１３）高体連 鳥取県高等学校総合体育大会　第２回 鳥取県高等学校体育連盟／編 鳥取県高等学校体育連盟 昭和36 1961 鳥取県立図書館

（１３）高体連 鳥取県高等学校総合体育大会　第３回 鳥取県高等学校体育連盟／編 鳥取県高等学校体育連盟 昭和37 1962 鳥取県立図書館

（１３）高体連 鳥取県高等学校総合体育大会　第４回 鳥取県高等学校体育連盟／編 鳥取県高等学校体育連盟 昭和38 1963 鳥取県立図書館

（１３）高体連 鳥取県高等学校総合体育大会　　抜き刷り　第６回
第６回冒頭部分20pの抜き刷り 鳥取県高等学校体育連盟／編 鳥取県高等学校体育連盟 昭和46 1971 鳥取県立図書館

（１３）高体連 鳥取県高等学校総合体育大会　第６回 鳥取県高等学校体育連盟／編 鳥取県高等学校体育連盟 昭和46 1971 鳥取県立図書館

（１３）高体連 鳥取県高等学校総合体育大会　第７回 鳥取県高等学校体育連盟／編 鳥取県高等学校体育連盟 昭和47 1972 鳥取県立図書館

（１３）高体連 鳥取県高等学校総合体育大会　第８回 鳥取県高等学校体育連盟／編 鳥取県高等学校体育連盟 昭和48 1973 鳥取県立図書館

（１３）高体連 鳥取県高等学校総合体育大会　第９回 鳥取県高等学校体育連盟／編 鳥取県高等学校体育連盟 昭和49 1974 鳥取県立図書館

（１３）高体連 鳥取県高等学校総合体育大会　第10回 鳥取県高等学校体育連盟／編 鳥取県高等学校体育連盟 昭和50 1975 鳥取県立図書館

（１３）高体連 鳥取県高等学校総合体育大会　第12回 鳥取県高等学校体育連盟／編 鳥取県高等学校体育連盟 昭和52 1977 鳥取県立図書館

（１３）高体連 鳥取県高等学校総合体育大会　第13回 鳥取県高等学校体育連盟／編 鳥取県高等学校体育連盟 昭和53 1978 鳥取県立図書館

（１３）高体連 鳥取県高等学校総合体育大会　第14回 鳥取県高等学校体育連盟／編 鳥取県高等学校体育連盟 昭和54 1979 鳥取県立図書館

（１３）高体連 鳥取県高等学校総合体育大会　第15回 鳥取県高等学校体育連盟／編 鳥取県高等学校体育連盟 昭和55 1980 鳥取県立図書館

（１３）高体連 鳥取県高等学校総合体育大会　第16回 鳥取県高等学校体育連盟／編 鳥取県高等学校体育連盟 昭和56 1981 鳥取県立図書館

（１３）高体連 鳥取県高等学校総合体育大会　第17回 鳥取県高等学校体育連盟／編 鳥取県高等学校体育連盟 昭和57 1982 鳥取県立図書館

（１３）高体連 鳥取県高等学校総合体育大会　第18回 鳥取県高等学校体育連盟／編 鳥取県高等学校体育連盟 昭和58 1983 鳥取県立図書館

（１３）高体連 鳥取県高等学校総合体育大会　第19回 鳥取県高等学校体育連盟／編 鳥取県高等学校体育連盟 昭和59 1984 鳥取県立図書館

（１３）高体連 鳥取県高等学校総合体育大会　第20回 鳥取県高等学校体育連盟／編 鳥取県高等学校体育連盟 昭和60 1985 鳥取県立図書館

（１３）高体連 鳥取県高等学校総合体育大会　第21回 鳥取県高等学校体育連盟／編 鳥取県高等学校体育連盟 昭和61 1986 鳥取県立図書館

（１３）高体連 鳥取県高等学校総合体育大会　第22回 鳥取県高等学校体育連盟／編 鳥取県高等学校体育連盟 昭和62 1987 鳥取県立図書館

（１３）高体連 鳥取県高等学校総合体育大会　第23回 鳥取県高等学校体育連盟／編 鳥取県高等学校体育連盟 昭和63 1988 鳥取県立図書館

（１３）高体連 鳥取県高等学校総合体育大会　第24回 鳥取県高等学校体育連盟／編 鳥取県高等学校体育連盟 平成1 1989 鳥取県立図書館

（１３）高体連 鳥取県高等学校総合体育大会　第25回 鳥取県高等学校体育連盟／編 鳥取県高等学校体育連盟 平成2 1990 鳥取県立図書館

（１３）高体連 鳥取県高等学校総合体育大会　第26回 鳥取県高等学校体育連盟／編 鳥取県高等学校体育連盟 平成3 1991 鳥取県立図書館

（１３）高体連 鳥取県高等学校総合体育大会　第27回 鳥取県高等学校体育連盟／編 鳥取県高等学校体育連盟 平成4 1992 鳥取県立図書館

（１３）高体連 鳥取県高等学校総合体育大会　第28回 鳥取県高等学校体育連盟／編 鳥取県高等学校体育連盟 平成5 1993 鳥取県立図書館

（１３）高体連 鳥取県高等学校総合体育大会　第29回 鳥取県高等学校体育連盟／編 鳥取県高等学校体育連盟 平成6 1994 鳥取県立図書館

（１３）高体連 鳥取県高等学校総合体育大会　第30回 鳥取県高等学校体育連盟 平成7 1995 鳥取県立図書館

（１３）高体連 鳥取県高等学校総合体育大会　第31回 鳥取県高等学校体育連盟／編 鳥取県高等学校体育連盟 平成8 1996 鳥取県立図書館

（１３）高体連 鳥取県高等学校総合体育大会　第32回 鳥取県高等学校体育連盟／編 鳥取県高等学校体育連盟 平成9 1997 鳥取県立図書館

（１３）高体連 鳥取県高等学校総合体育大会　第33回 鳥取県高等学校体育連盟／編 鳥取県高等学校体育連盟 平成10 1998 鳥取県立図書館

（１３）高体連 鳥取県高等学校総合体育大会　第34回 鳥取県高等学校体育連盟 平成11 1999 鳥取県立図書館

（１３）高体連 鳥取県高等学校総合体育大会　第35回 鳥取県高等学校体育連盟 平成12 2000 鳥取県立図書館
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（１３）高体連 鳥取県高等学校総合体育大会　第36回 鳥取県高等学校体育連盟 平成13 2001 鳥取県立図書館

（１３）高体連 鳥取県高等学校総合体育大会　第37回 鳥取県高等学校体育連盟 平成14 2002 鳥取県立図書館

（１３）高体連 鳥取県高等学校総合体育大会　第38回 鳥取県高等学校体育連盟 平成15 2003 鳥取県立図書館

（１３）高体連 鳥取県高等学校総合体育大会　第39回 鳥取県高等学校体育連盟 平成16 2004 鳥取県立図書館

（１３）高体連 鳥取県高等学校総合体育大会　第40回 鳥取県高等学校体育連盟 平成17 2005 鳥取県立図書館

（１３）高体連 鳥取県高等学校総合体育大会　第41回 鳥取県高等学校体育連盟 平成18 2006 鳥取県立図書館

（１３）高体連 鳥取県高等学校総合体育大会　第45回 鳥取県高等学校体育連盟 平成22 2010 鳥取県立図書館

（１３）高体連 高体連　第６号 鳥取県高等学校体育連盟調査研
究部／編 鳥取県高等学校体育連盟 昭和40 1965 鳥取県立図書館

（１３）高体連 高体連　第７号 鳥取県高等学校体育連盟調査研
究部／編 鳥取県高等学校体育連盟 昭和41 1966 鳥取県立図書館

（１３）高体連 高体連　第８号 鳥取県高等学校体育連盟調査研
究部／編 鳥取県高等学校体育連盟 昭和42 1967 鳥取県立図書館

（１３）高体連 高体連　第９号 鳥取県高等学校体育連盟調査研
究部／編 鳥取県高等学校体育連盟 昭和43 1968 鳥取県立図書館

（１３）高体連 高体連　第10号 鳥取県高等学校体育連盟調査研
究部／編 鳥取県高等学校体育連盟 昭和44 1969 鳥取県立図書館

（１３）高体連 鳥取県高体連　第11号 鳥取県高等学校体育連盟／編 鳥取県高等学校体育連盟 昭和45 1970 鳥取県立図書館

（１３）高体連 鳥取県高体連　第12号 鳥取県高等学校体育連盟／編 鳥取県高等学校体育連盟 昭和46 1971 鳥取県立図書館

（１３）高体連 鳥取県高体連二十年の歩み 西本真一／編 鳥取県高等学校体育連盟 昭和46 1971 鳥取県立図書館

（１３）高体連 鳥取県高体連　第13号 鳥取県高等学校体育連盟／編 鳥取県高等学校体育連盟 昭和47 1972 鳥取県立図書館

（１３）高体連 鳥取県高体連　第14号 鳥取県高等学校体育連盟／編 鳥取県高等学校体育連盟 昭和48 1973 鳥取県立図書館

（１３）高体連 鳥取県高体連　第15号 鳥取県高等学校体育連盟／編 鳥取県高等学校体育連盟 昭和49 1974 鳥取県立図書館

（１３）高体連 鳥取県高体連　第16号 鳥取県高等学校体育連盟／編 鳥取県高等学校体育連盟 昭和50 1975 鳥取県立図書館

（１３）高体連 鳥取県高体連　第17号　昭和50年度 鳥取県高等学校体育連盟／編 鳥取県高等学校体育連盟 昭和51 1976 鳥取県立図書館

（１３）高体連 鳥取県高体連　第18号　昭和51年度 鳥取県高等学校体育連盟／編 鳥取県高等学校体育連盟 昭和52 1977 鳥取県立図書館

（１３）高体連 鳥取県高体連　第19号　昭和52年度 鳥取県高等学校体育連盟／編 鳥取県高等学校体育連盟 昭和53 1978 鳥取県立図書館

（１３）高体連 鳥取県高体連　第20号　昭和53年度　特集：歴代役員と
受賞者 鳥取県高等学校体育連盟／編 鳥取県高等学校体育連盟 昭和54 1979 鳥取県立図書館

（１３）高体連 鳥取県高体連　第21号　昭和54年度 鳥取県高等学校体育連盟／編 鳥取県高等学校体育連盟 昭和55 1980 鳥取県立図書館

（１３）高体連 鳥取県高体連　第22号　昭和55年度　昭和55年度受賞者 鳥取県高等学校体育連盟／編 鳥取県高等学校体育連盟 昭和56 1981 鳥取県立図書館

（１３）高体連 鳥取県高体連　第23号　昭和56年度 鳥取県高等学校体育連盟 昭和57 1982 鳥取県立図書館

（１３）高体連 鳥取県高体連　第24号　昭和57年度 鳥取県高等学校体育連盟／編 鳥取県高等学校体育連盟 昭和58 1983 鳥取県立図書館

（１３）高体連 鳥取県高体連　第25号　昭和58年度 鳥取県高等学校体育連盟／編 鳥取県高等学校体育連盟 昭和59 1984 鳥取県立図書館

（１３）高体連 鳥取県高体連　第26号　昭和59年度 鳥取県高等学校体育連盟事務局
／編 鳥取県高等学校体育連盟 昭和60 1985 鳥取県立図書館

（１３）高体連 鳥取県高体連　第27号　昭和60年度 鳥取県高等学校体育連盟事務局
／編 鳥取県高等学校体育連盟 昭和61 1986 鳥取県立図書館

（１３）高体連 高体連　第28号　昭和61年度 鳥取県高等学校体育連盟／編 鳥取県高等学校体育連盟 昭和62 1987 鳥取県立図書館

（１３）高体連 高体連　第29号　昭和62年度 鳥取県高等学校体育連盟／編 鳥取県高等学校体育連盟 昭和63 1988 鳥取県立図書館

（１３）高体連 鳥取県高体連　第30号　昭和63年度 鳥取県高等学校体育連盟／編 鳥取県高等学校体育連盟 平成1 1989 鳥取県立図書館
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（１３）高体連 鳥取県高体連　第31号　平成元年度 鳥取県高等学校体育連盟／編 鳥取県高等学校体育連盟 平成2 1990 鳥取県立図書館

（１３）高体連 鳥取県高体連　第32号　平成２年度 鳥取県高等学校体育連盟事務局
／編 鳥取県高等学校体育連盟 平成3 1991 鳥取県立図書館

（１３）高体連 高体連　第33号　平成３年度　 鳥取県高等学校体育連盟／編 鳥取県高等学校体育連盟 平成4 1992 鳥取県立図書館

（１３）高体連 鳥取県高体連　第34号　平成４年度 鳥取県高等学校体育連盟事務局
／編 鳥取県高等学校体育連盟 平成5 1993 鳥取県立図書館

（１３）高体連 高体連　第35号　平成５年度 鳥取県高等学校体育連盟／編 鳥取県高等学校体育連盟 平成6 1994 鳥取県立図書館

（１３）高体連 高体連　第36号　平成６年度 鳥取県高等学校体育連盟／編 鳥取県高等学校体育連盟 平成7 1995 鳥取県立図書館

（１３）高体連 高体連　第37号　平成７年度　平７総体記念特集 鳥取県高等学校体育連盟／編 鳥取県高等学校体育連盟 平成8 1996 鳥取県立図書館

（１３）高体連 高体連　第38号 鳥取県高等学校体育連盟／編 鳥取県高等学校体育連盟 平成9 1997 鳥取県立図書館

（１３）高体連 高体連　第39号　平成９年度 鳥取県高等学校体育連盟／編 鳥取県高等学校体育連盟 平成10 1998 鳥取県立図書館

（１３）高体連 高体連　第40号　平成10年度 鳥取県高等学校体育連盟／編 鳥取県高等学校体育連盟 平成11 1999 鳥取県立図書館

（１３）高体連 鳥取県高等学校体育連盟　創立50周年記念誌
鳥取県高等学校体育連
50周年記念誌編集委員会
／編

鳥取県高等学校体育連盟 平成12 2000 鳥取県立図書館

（１３）高体連 高体連　第41号　平成11年度 鳥取県高等学校体育連盟事務局
／編 鳥取県高等学校体育連盟 平成12 2000 鳥取県立図書館

（１３）高体連 高体連　第42号　平成12年度 鳥取県高等学校体育連盟事務局
／編 鳥取県高等学校体育連盟 平成13 2001 鳥取県立図書館

（１３）高体連 高体連　第43号　平成13年度 鳥取県高等学校体育連盟事務局
／編 鳥取県高等学校体育連盟 平成14 2002 鳥取県立図書館

（１３）高体連 高体連　第44号　平成14年度 鳥取県高等学校体育連盟事務局
／編 鳥取県高等学校体育連盟 平成15 2003 鳥取県立図書館

（１３）高体連 高体連　第45号　平成15年度 鳥取県高等学校体育連盟事務局
／編 鳥取県高等学校体育連盟 平成16 2004 鳥取県立図書館

（１３）高体連 高体連　第46号　平成16年度 鳥取県高等学校体育連盟事務局
／編 鳥取県高等学校体育連盟 平成17 2005 鳥取県立図書館

（１３）高体連 高体連　第47号　平成17年度 鳥取県高等学校体育連盟事務局
／編 鳥取県高等学校体育連盟 平成18 2006 鳥取県立図書館

（１３）高体連 高体連　第48号　平成18年度 鳥取県高等学校体育連盟／編 鳥取県高等学校体育連盟 平成19 2007 鳥取県立図書館

（１３）高体連 高体連　第49号　平成19年度 鳥取県高等学校体育連盟／編 鳥取県高等学校体育連盟 平成20 2008 鳥取県立図書館

（１３）高体連 高体連　第50号　平成20年度 鳥取県高等学校体育連盟／編 鳥取県高等学校体育連盟 平成21 2009 鳥取県立図書館

（１３）高体連 高体連　第51号　平成21年度 鳥取県高等学校体育連盟／編 鳥取県高等学校体育連盟 平成22 2010 鳥取県立図書館

（１３）高体連 高体連　第52号　平成22年度 鳥取県高等学校体育連盟 平成23 2011 鳥取県立図書館

（１３）高体連 高体連　第53号　平成23年度 鳥取県高等学校体育連盟 平成24 2012 鳥取県立図書館

（１３）高体連 高体連　第54号　平成24年度 鳥取県高等学校体育連盟 平成25 2013 鳥取県立図書館

（１３）高体連 高体連　第55号　平成25年度 鳥取県高等学校体育連盟 平成26 2014 鳥取県立図書館

（１３）高体連 高体連　第56号　平成26年度 鳥取県高等学校体育連盟 平成27 2015 鳥取県立図書館

（１３）高体連 高体連　第57号　平成27年度 鳥取県高等学校体育連盟 平成28 2016 鳥取県立図書館

（１３）高体連 高体連　第58号　平成28年度 鳥取県高等学校体育連盟 平成29 2017 鳥取県立図書館

（１３）高体連 高体連　第59号　平成29年度 鳥取県高等学校体育連盟 平成30 2018 鳥取県立図書館

（１４）オリンピック・
アジア大会 オリンピック大会と競技場（第11回－） 岸田日出刀（倉吉市出身） 丸善 昭和12 1937 体育スポーツ書解題

掲載（不昧堂）
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（１４）オリンピック・
アジア大会 古代オリンピアの祭典と競技 能勢修一（鳥取ゆかり） 和光書房 昭和31 1956 個人蔵

（１４）オリンピック・
アジア大会

県政写真ニュース　第41号　オリンピック聖火リレーの
練習　外 総務部　広報文書課 昭和39 1964 鳥取県立公文書館

（１４）オリンピック・
アジア大会 堤義明とオリンピック　野望の軌跡 谷口源太郎（鳥取県出身）／著 三一書房 平成4 1992 鳥取県立図書館

（１４）オリンピック・
アジア大会

アトランタオリンピック応援の旅　ワシントン・ニュー
ヨーク・ナイヤガラの滝

アトランタオリンピック八頭郡
視察団

アトランタオリンピック八
頭郡視察団 平成8 1996 用瀬図書館

（１４）オリンピック・
アジア大会 日の丸とオリンピック 谷口源太郎（鳥取県出身）／著 文藝春秋社 平成9 1997 鳥取県立図書館

（１４）オリンピック・
アジア大会 第13回アジア競技大会（バンコク）　応援の旅 バンコクアジア大会八頭郡視察団 バンコクアジア大会八頭郡

視察団 平成11 1999 用瀬図書館

（１４）オリンピック・
アジア大会 幻のオリンピック　1940年大会招致から返上まで 橋本一夫（鳥取県出身） 講談社 平成26 2014 鳥取県立図書館 著者：鳥取県生まれ（1932）

（１５）国体
わかとり国体 県政グラフ　第124号　大山国体を成功させよう　他 総務部　広報文書課 昭和46 1971 鳥取県立公文書館

（１５）国体
わかとり国体

県政グラフ　第128号　大山国体冬のスポーツの祭典
常陸宮殿下をお迎えして 総務部　広報文書課 昭和47 1972 鳥取県立公文書館

（１５）国体
わかとり国体

常陸宮・同妃両殿下御来県特別奉迎迎者名簿　昭和47年
２月（第27回国民体育大会冬季スキー） 鳥取県 昭和47 1972 鳥取県立公文書館

（１５）国体
わかとり国体

常陸宮・同妃両殿下ご来県ご日程　昭和47年２月（第27
回国民体育大会冬季スキー競技会） 鳥取県 昭和47 1972 鳥取県立公文書館

（１５）国体
わかとり国体

県政グラフ　第163号　昭和49年県政10大ニュース　60年
国体を鳥取県へ外９ 総務部　広報文書課 昭和49 1974 鳥取県立公文書館

（１５）国体
わかとり国体 国民体育大会の歩み 都道府県体育協会連絡協議会 昭和53 1978 鳥取市立図書館

（１５）国体
わかとり国体 国民体育大会の歩み　昭和54年版 都道府県体育協会連絡協議会 昭和54 1979 鳥取県立図書館

（１５）国体
わかとり国体 国民体育大会の歩み 都道府県体育協会連絡協議会 昭和55 1980 鳥取市立図書館

（１５）国体
わかとり国体

【ビデオ（三朝町）】第39回国民体育大会　テニス・ソフト・
馬術　開会式・集団演技　 町立みささ図書館 ビデオ

（１５）国体
わかとり国体

【ビデオ（三朝町）】第38回国民体育大会　テニス競技会
前橋市　 町立みささ図書館 ビデオ

（１５）国体
わかとり国体

福澤氏旧保存わかとり国体資料（現　鳥取県体育協会保
管）一式

【プログラム、グッズ、その他】
県体協保存目録

（１５）国体
わかとり国体

わかとり国体（追加資料）　気高町（少年男子バスケット
ボール競技会場）資料 （わかとり国体　気高町国民体育
大会事務局　元局長　田中収氏　旧所蔵資料） （現　鳥取
県体育協会保管）一式【報告書、その他】

県体協保存目録

（１５）国体
わかとり国体

設立総会　県民総スポーツ運動鳥取県推進委員会　
第40回国民体育大会鳥取県準備委員会 昭和52 1977 鳥取県立図書館

（１５）国体
わかとり国体 第40回国民体育大会鳥取県準備委員会　総会（次第） 第40回国民体育大会鳥取県

準備委員会 昭和53 1978 鳥取県立公文書館
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（１５）国体
わかとり国体 国民体育大会準備局事業概要　昭和55年度 第40回国民体育大会準備局 昭和55 1980 鳥取県立公文書館

（１５）国体
わかとり国体 国民体育大会準備局事業概要　昭和56年度 第40回国民体育大会準備局 昭和56 1981 鳥取県立公文書館

（１５）国体
わかとり国体 国民体育大会準備局事業概要　昭和57年度 第40回国民体育大会準備局 昭和57 1982 鳥取県立公文書館

（１５）国体
わかとり国体 国民体育大会準備局事業概要　昭和58年度 第40回国民体育大会準備局 昭和58 1983 鳥取県立公文書館

（１５）国体
わかとり国体 国民体育大会準備局事業概要　昭和59年度 第40回国民体育大会準備局 昭和59 1984 鳥取県立公文書館

（１５）国体
わかとり国体 国民体育大会準備局事業概要　昭和60年度 第40回国民体育大会準備局 昭和60 1985 鳥取県立公文書館

（１５）国体
わかとり国体 第40回国民体育大会開催申請書　わかとり国体（鳥取県） 鳥取県 昭和56 1981 鳥取県立図書館

（１５）国体
わかとり国体 第40回国民体育大会　開催申請書 （財）鳥取県体育協会

（教育委員会　体育保健課） 昭和56 1981 鳥取県立公文書館

（１５）国体
わかとり国体

教育時報　1982.7　170ゴウ　わかとり国体　天皇杯をめ
ざして進む国体選手強化 鳥取県教育委員会 昭和57 1982 鳥取県立図書館 わかとり国体　天皇杯をめざして進む国体

選手強化

（１５）国体
わかとり国体

県民運動推進の手びき　－明日へ向かってはばたこう　
わかとり国体－

わかとり国体県民運動推進
協議会　第40回国民体育大
会鳥取県実行委員会（教育
委員会　体育保健課）

昭和57 1982 鳥取県立公文書館

（１５）国体
わかとり国体 第40回国民体育大会　総合視察資料（鳥取県） 鳥取県 昭和57 1982 鳥取市立図書館

（１５）国体
わかとり国体 第37回　国民体育大会鳥取県予選会　実施要綱 （財）鳥取県体育協会

（教育委員会　体育保健課） 昭和57 1982 鳥取県立公文書館

（１５）国体
わかとり国体 くにびき国体　1982　第37回国民体育大会 山陰中央新報社 昭和57 1982 鳥取県立公文書館

（１５）国体
わかとり国体

県政だより　昭和57年１・２・４～ 12月号（No.262 ～
263・265 ～ 273）・９月国体特集 総務部　広報文書課 昭和57 1982 鳥取県立公文書館

（１５）国体
わかとり国体

県政だより　昭和58年１～ 12月号（No.274 ～ 285）・３
月国体特集号 総務部　広報文書課 昭和58 1983 鳥取県立公文書館

（１５）国体
わかとり国体 わかとり国体選手強化対策　昭和58年度

鳥取県教育委員会
鳥取県選手強化対策本部
鳥取県体育協会

昭和58年度 1983年度 鳥取県立図書館

（１５）国体
わかとり国体 わかとり国体選手強化対策　昭和60年度

鳥取県教育委員会
鳥取県選手強化対策本部
鳥取県体育協会

昭和60年度 1985年度 鳥取県立図書館

（１５）国体
わかとり国体

国民体育大会事務局事業概要　昭和58年度　わかとり国
体　（鳥取県） 鳥取県 昭和58 1983 鳥取県立図書館

（１５）国体
わかとり国体

明日へ向かってはばたこう　60年わかとり国体　ガイド
ブック

第40回国民体育大会鳥取県
実行委員会 昭和58 1983 鳥取県立公文書館

（１５）国体
わかとり国体

明日へ向かってはばたこう　60年わかとり国体　ガイド
ブック

第40回国民体育大会鳥取県
実行委員会 昭和59 1984 鳥取県立公文書館

（１５）国体
わかとり国体

明日へ向かってはばたこう　60年わかとり国体　ガイド
ブック

第40回国民体育大会鳥取県
実行委員会 昭和60 1985 鳥取県立公文書館
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（１５）国体
わかとり国体 県政グラフ　第230号　わかとり国体をめざして 総務部　広報文書課 昭和59 1984 鳥取県立公文書館

（１５）国体
わかとり国体

第40回国民体育大会集団演技　指導の手引き　わかとり
国体（鳥取県実委）

第40回国民体育大会鳥取県実行
委員会／編

第40回国民体育大会鳥取県
実行委員会 昭和59 1984 鳥取県立図書館

鳥取県立公文書館

（１５）国体
わかとり国体 第40回国民体育大会集団演技試案書（鳥取県実委） 第40回国民体育大会鳥取県

実行委員会 昭和59 1984 倉吉市立図書館

（１５）国体
わかとり国体 第40回国民体育大会　準備概要　第１集（鳥取県実委） 第40回国民体育大会鳥取県実行

委員会
第40回国民体育大会鳥取県
実行委員会 昭和59 1984 町立みささ図書館

（１５）国体
わかとり国体

第40回国民体育大会集団演技試案書　幼児部門（鳥取県
実委）

第40回国民体育大会鳥取県
実行委員会 昭和59 1984 鳥取市立図書館

（１５）国体
わかとり国体

第40回国民体育大会集団演技試案書　小学校部門（鳥取
県実委）

第40回国民体育大会鳥取県
実行委員会 昭和59 1984 鳥取市立図書館

（１５）国体
わかとり国体

第40回国民体育大会集団演技試案書　中学校部門（鳥取
県実委）

第40回国民体育大会鳥取県
実行委員会 昭和59 1984 鳥取市立図書館

（１５）国体
わかとり国体

第40回国民体育大会集団演技試案書　高校部門（鳥取県
実委）

第40回国民体育大会鳥取県
実行委員会 昭和59 1984 鳥取市立図書館

（１５）国体
わかとり国体

第40回国民体育大会集団演技試案書　婦人部門（鳥取県
実委）

第40回国民体育大会鳥取県
実行委員会 昭和59 1984 鳥取市立図書館

（１５）国体
わかとり国体 わかとり国体県民運動　「親切作文」文集

わかとり国体県民運動推進
協議会（第40回国民体育大
会事務局）

昭和59 1984 鳥取県立公文書館

（１５）国体
わかとり国体 わかとり国体　県民運動情報　第６～ 11号 わかとり国体県民運動推進

協議会 昭和59 1984 鳥取県立公文書館

（１５）国体
わかとり国体 第40回国民体育大会　施設概要 第40回国民体育大会鳥取県

実行委員会 昭和60 1985 鳥取県立公文書館

（１５）国体
わかとり国体

第40回国民体育大会夏・秋季大会　宿泊要項・宿泊業務
実施要領

第40回国民体育大会鳥取県
実行委員会 昭和60 1985 鳥取県立公文書館

（１５）国体
わかとり国体

第40回国民体育大会鳥取県実行委員会・県民総スポーツ
運動鳥取県推進委員会　役員、委員名簿（昭和60年６月
14日開催総会資料）

第40回国民体育大会
鳥取県実行委員会
県民総スポーツ運動鳥取県
推進委員会

昭和60 1985 鳥取県立公文書館

（１５）国体
わかとり国体 第40回国民体育大会　高松宮殿下　御来県御日程 第40回国民体育大会鳥取県

実行委員会 昭和60 1985 鳥取県立公文書館

（１５）国体
わかとり国体

第40回国民体育大会　三笠宮殿下・三笠宮妃殿下　御来
県御日程

第40回国民体育大会鳥取県
実行委員会 昭和60 1985 鳥取県立公文書館

（１５）国体
わかとり国体

第40回国民体育大会　三笠宮寛仁親王殿下・三笠宮寛仁
妃殿下　御来県御日程

第40回国民体育大会鳥取県
実行委員会 昭和60 1985 鳥取県立公文書館

（１５）国体
わかとり国体 第40回国民体育大会　三笠宮宜仁親王殿下　御来県御日程 第40回国民体育大会鳥取県

実行委員会 昭和60 1985 鳥取県立公文書館

（１５）国体
わかとり国体 第40回国民体育大会　秩父宮妃殿下　御来県御日程 第40回国民体育大会鳥取県

実行委員会 昭和60 1985 鳥取県立公文書館

（１５）国体
わかとり国体 わかとり国体　観光ガイドマップ BSS ／山陰放送・商工労

働部　通商観光課 昭和60 1985 鳥取県立公文書館

（１５）国体
わかとり国体

物産展示概要御説明書（わかとり国体秋季大会・天皇陛
下来県・仁風閣にての物産展視察） 商工労働部　通商観光課 昭和60 1985 鳥取県立公文書館
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（１５）国体
わかとり国体

鳥取県美術展覧会出品目録　第29回　第40回国民体育大
会スポーツ芸術 昭和60 1985 鳥取県立図書館

（１５）国体
わかとり国体

わかとり国体　第40回国民体育大会　1985　（新日本海新
聞社） 新日本海新聞社 昭和60 1985 鳥取県立図書館

（１５）国体
わかとり国体 第40回国民体育大会　わかとり国体　（写真集） 新日本海新聞社 昭和60 1985 鳥取県立公文書館

（１５）国体
わかとり国体

「わかとり国体」後における体育･スポーツの振興に関す
る基本方策について　答申 鳥取県スポーツ振興審議会 昭和60 1985 鳥取県立図書館

鳥取県立公文書館

（１５）国体
わかとり国体

わかとり国体　栄光への軌跡　第40回国民体育大会記念
アルバム　（山陰中央新報社） 山陰中央新報社 昭和60 1985 鳥取県立図書館

鳥取県立公文書館

（１５）国体
わかとり国体 第40回国民体育大会　写真アルバム１ 第40回国民体育大会鳥取県

実行委員会 昭和 鳥取県立公文書館

（１５）国体
わかとり国体 第40回国民体育大会　写真アルバム２ 第40回国民体育大会鳥取県

実行委員会 昭和 鳥取県立公文書館

（１５）国体
わかとり国体 第40回国民体育大会　写真アルバム３ 第40回国民体育大会鳥取県

実行委員会 昭和 鳥取県立公文書館

（１５）国体
わかとり国体 第40回国民体育大会　写真アルバム４ 第40回国民体育大会鳥取県

実行委員会 昭和 鳥取県立公文書館

（１５）国体
わかとり国体 第40回国民体育大会　写真アルバム５ 第40回国民体育大会鳥取県

実行委員会 昭和 鳥取県立公文書館

（１５）国体
わかとり国体 第40回国民体育大会　写真アルバム６ 第40回国民体育大会鳥取県

実行委員会 昭和 鳥取県立公文書館

（１５）国体
わかとり国体 第40回国民体育大会　写真アルバム７ 第40回国民体育大会鳥取県

実行委員会 昭和 鳥取県立公文書館

（１５）国体
わかとり国体 第40回国民体育大会　写真アルバム８ 第40回国民体育大会鳥取県

実行委員会 昭和 鳥取県立公文書館

（１５）国体
わかとり国体 第40回国民体育大会　写真ポケットアルバム１ 第40回国民体育大会鳥取県

実行委員会 昭和60 鳥取県立公文書館

（１５）国体
わかとり国体 第40回国民体育大会　写真ポケットアルバム２ 第40回国民体育大会鳥取県

実行委員会 昭和60 鳥取県立公文書館

（１５）国体
わかとり国体 第40回国民体育大会　写真ポケットアルバム３ 第40回国民体育大会鳥取県

実行委員会 昭和60 鳥取県立公文書館

（１５）国体
わかとり国体 第40回国民体育大会　写真ポケットアルバム４ 第40回国民体育大会鳥取県

実行委員会 昭和60 鳥取県立公文書館

（１５）国体
わかとり国体 第40回国民体育大会　写真ポケットアルバム５ 第40回国民体育大会鳥取県

実行委員会 昭和60 鳥取県立公文書館

（１５）国体
わかとり国体 国民体育大会秋季大会　総合ガイドブック　第40回 第40回国民体育大会鳥取県

実行委員会 昭和60 1985 鳥取県立図書館

（１５）国体
わかとり国体 第40回国民体育大会　秋季大会総合プログラム　 第40回国民体育大会鳥取県

実行委員会 昭和60 1985 鳥取県立図書館
鳥取県立公文書館

（１５）国体
わかとり国体

第40回国民体育大会夏季大会　競技日程・組合せ表（鳥
取県実委）

第40回国民体育大会鳥取県
実行委員会 昭和60 1985 鳥取県立図書館

鳥取県立公文書館

（１５）国体
わかとり国体 60年わかとり国体ガイドブック（鳥取県実委） 第40回国民体育大会鳥取県

実行委員会 昭和60 1985 鳥取県立図書館
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（１５）国体
わかとり国体 わかとり国体　夏季大会　総合ガイドブック 第40回国民体育大会鳥取県

実行委員会 昭和60 1985 鳥取県立公文書館

（１５）国体
わかとり国体 わかとり国体　秋季大会　総合ガイドブック 第40回国民体育大会鳥取県

実行委員会 昭和60 1985 鳥取県立公文書館

（１５）国体
わかとり国体 わかとり国体　月刊陸上競技　19巻12号 講談社 昭和60 1985 鳥取県立図書館

（１５）国体
わかとり国体

（第40回国民体育大会）わかとり国体　童謡メドレー（鳥
取県実委）

第40回国民体育大会鳥取県
実行委員会 昭和60 1985 鳥取市立図書館

（１５）国体
わかとり国体

第40回国民体育大会　秋季大会（鳥取市・気高町・国府
町実委）

鳥取市・気高町・国府町実行委
員会／編

鳥取市・気高町・国府町実
行委員会 昭和60 1985 鳥取市立図書館

（１５）国体
わかとり国体 わかとり国体　－夏季－　輸送計画書 第40回国民体育大会鳥取県

実行委員会 昭和60 1985 鳥取県立公文書館

（１５）国体
わかとり国体 第40回国民体育大会輸送計画書（倉吉市実委） 第40回国民体育大会倉吉市

実行委員会 昭和60 1985 倉吉市立図書館

（１５）国体
わかとり国体 第40回国民体育大会歓迎装飾資料（倉吉市実委） 第40回国民体育大会倉吉市

実行委員会 昭和60 1985 倉吉市立図書館

（１５）国体
わかとり国体 わかとり国体デザインガイドブック（鳥取県実委） 第40回国民体育大会鳥取県

実行委員会 昭和60 1985 倉吉市立図書館

（１５）国体
わかとり国体 第40回国民体育大会配宿計画一覧表（倉吉市教委） 倉吉市教育委員会 昭和60 1985 倉吉市立図書館

（１５）国体
わかとり国体 第40回国民体育大会実施概要（倉吉市教委） 倉吉市教育委員会 昭和60 1985 倉吉市立図書館

（１５）国体
わかとり国体

明日へ向かってはばたこう　わかとり国体（朝日新聞大
阪本社） 朝日新聞大阪本社宣伝部 昭和60 1985 倉吉市立図書館

（１５）国体
わかとり国体 第40回国民体育大会集団演技要項（鳥取県実委） 第40回国民体育大会鳥取県

実行委員会 昭和60 1985 倉吉市立図書館
鳥取県立公文書館

（１５）国体
わかとり国体 第40回国民体育大会夏季大会　集団演技係員業務要領 第40回国民体育大会鳥取県

実行委員会 昭和60 1985 鳥取県立公文書館

（１５）国体
わかとり国体 第40回国民体育大会秋季大会　集団演技係員業務要領 第40回国民体育大会鳥取県

実行委員会 昭和60 1985 鳥取県立公文書館

（１５）国体
わかとり国体 第40回国民体育大会　総合成績計算要領 第40回国民体育大会鳥取県

実行委員会 昭和60 1985 鳥取県立公文書館

（１５）国体
わかとり国体 第40回国民体育大会夏・秋季大会　記録速報ハンドブック 第40回国民体育大会鳥取県

実行委員会 昭和60 1985 鳥取県立公文書館

（１５）国体
わかとり国体 第40回国民体育大会報告書　（溝口町実委） 第40回国民体育大会溝口町実行

委員会／編
第40回国民体育大会溝口町
実行委員会 昭和60 1985 米子市立図書館

（１５）国体
わかとり国体

第40回国民体育大会　夏・秋季大会実施要項（日本体育
協会・文部省・鳥取県） 日本体育協会／編 日本体育協会・文部省・鳥

取県 昭和60 1985 米子市立図書館

（１５）国体
わかとり国体 第40回国民体育大会　特別号（鳥取編集出版グループ） 鳥取編集出版グループ／編 鳥取編集出版グループ 昭和60 1985 米子市立図書館

（１５）国体
わかとり国体

【ビデオ】　三朝町わかとり国体　
第40回国民体育大会わかとり国体　開催記録　ビデオ／
総集篇

昭和60 1985 町立みささ図書館 ビデオ
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（１５）国体
わかとり国体

【ビデオ】　栄光と感動の記録　
わかとり国体　昭和60年　第40回国民体育大会　ビデオ

（NHK鳥取放送局）
NHK鳥取放送局／企画 昭和60 1985 町立みささ図書館 ビデオ

（１５）国体
わかとり国体 大会旗・炬火リレー実施計画書（倉吉市実委） 第40回国民体育大会倉吉市

実行委員会 昭和60 1985 倉吉市立図書館

（１５）国体
わかとり国体 選手係必携 （倉吉市実委） 倉吉市実行委員会 昭和60 1985 倉吉市立図書館

（１５）国体
わかとり国体 お客様への心づかい（鳥取県実委） 第40回国民体育大会鳥取県

実行委員会 昭和60 1985 倉吉市立図書館

（１５）国体
わかとり国体 第40回国民体育大会倉吉市実行委員会　昭和60年度総会 第40回国民体育大会倉吉市

実行委員会 昭和60 1985 倉吉市立図書館

（１５）国体
わかとり国体 宿泊のしおり（倉吉市実委） 倉吉市実行委員会 昭和60 1985 倉吉市立図書館

（１５）国体
わかとり国体 宿泊の手引（倉吉市実委） 倉吉市実行委員会 昭和60 1985 倉吉市立図書館

（１５）国体
わかとり国体 医療救護実施要綱　清掃業務実施要綱（倉吉市実委） 倉吉市実行委員会 昭和60 1985 倉吉市立図書館

（１５）国体
わかとり国体

第40回国民体育大会　わかとり国体県民運動　住みよい
郷土にしよう　パズル

第40回国民体育大会鳥取県
実行委員会
原画作成　篠田ひでお

昭和60 1985 鳥取県立公文書館

（１５）国体
わかとり国体 第40回国民体育大会　募金感謝状 第40回国民体育大会鳥取県

実行委員会 昭和60 1985 鳥取県立公文書館

（１５）国体
わかとり国体

同和問題と国体の成功　－森下冷蔵（部落解放同盟鳥取
県連合会）講演記録－

第40回国民体育大会鳥取県
実行委員会 昭和60 1985 鳥取県立公文書館

（１５）国体
わかとり国体

このきずなに心をこめて　第40回国民体育大会婦人部門
1200人感動の声

集団演技婦人班（第40回国
民体育大会県団体事務局） 昭和60 1985 鳥取県立公文書館

（１５）国体
わかとり国体

よみがえるあの感動　第40回国民体育大会記念アルバム
（淀江町実委）

第40回国民体育大会淀江町
実行委員会 昭和61 1986 鳥取県立図書館

鳥取県立公文書館

（１５）国体
わかとり国体 国民体育大会鳥取予選会　実施要項（鳥取県教委） 鳥取県教育委員会 昭和61 1986 鳥取県立図書館

（１５）国体
わかとり国体 国民体育大会報告書　第40回（倉吉市実委） 第40回国民体育大会倉吉市実行

委員会／編
第40回国民体育大会倉吉市
実行委員会 昭和61 1986 鳥取県立公文書館

鳥取県立図書館

（１５）国体
わかとり国体 明日へはばたく　わかとり国体・市民の記録 第40回国民体育大会倉吉市

実行委員会 鳥取県立公文書館

（１５）国体
わかとり国体 第40回国民体育大会報告書（鳥取県実委） 第40回国民体育大会鳥取県実行

委員会／編
第40回国民体育大会鳥取県
実行委員会 昭和61 1986 鳥取県立図書館

（１５）国体
わかとり国体 第40回国民体育大会報告書　明日へ向かってはばたこう 第40回国民体育大会鳥取県

実行委員会 昭和61 1986 鳥取県立公文書館

（１５）国体
わかとり国体 第40回国民体育大会報告書（鳥取市実委） 第40回国民体育大会鳥取市

実行委員会 昭和61 1986 鳥取県立公文書館
鳥取県立図書館

（１５）国体
わかとり国体 第40回国民体育大会　報告書　郡家町 第40回国民体育大会郡家町

実行委員会 昭和61 1986 鳥取県立公文書館

（１５）国体
わかとり国体 わかとり国体民泊実践記録　郡家町 第40回国民体育大会郡家町

実行委員会 昭和61 1986 鳥取県立公文書館



44

（１５）国体
わかとり国体 行幸啓誌（第40回国民体育大会秋季大会　天皇陛下行幸） 鳥取県 昭和61 1986 鳥取県立公文書館

（１５）国体
わかとり国体 わかとり国体を振り返って

山住省二／著　監修･協力／朝
日新聞社鳥取支局　
編集人／伊藤出版事務所

綜合印刷出版株式会社 昭和61 1986 鳥取県立図書館 県国体事務局長（昭和58）　P.133資料編　
鳥取県国民体育大会事務局職員一覧

（１５）国体
わかとり国体 はばたき　わかとり国体総合優勝記念誌　 山陰中央新報社／編 鳥取県体育協会 昭和61 1986 鳥取県立図書館

鳥取県立公文書館

（１５）国体
わかとり国体 第40回国民体育大会　気高町（気高町実委） 国体事務局／編 第40回国民体育大会気高町

実行委員会 昭和61 1986 鳥取市立図書館

（１５）国体
わかとり国体 第40回国民体育大会報告書（気高町実委） 国体事務局／編 第40回国民体育大会気高町

実行委員会 昭和61 1986 鳥取県立公文書館
鳥取市立図書館

（１５）国体
わかとり国体 ふれあいと感動（国府町実委） 国府町 第40回国民体育大会国府町

実行委員会 昭和61 1986 国府町図書室

（１５）国体
わかとり国体 想い出　（国府町実委） 国府町 第40回国民体育大会国府町

実行委員会 昭和61 1986 国府町図書室

（１５）国体
わかとり国体 第40回国民体育大会　はばたけ　ふれあいの輪 第40回国民体育大会岸本町

実行委員会 昭和61 1986 鳥取県立公文書館

（１５）国体
わかとり国体 わかとり国体　式典音楽写真集 新日本海新聞社／編 式典音楽講習会推進協議会 昭和61 1986 鳥取市立図書館

（１５）国体
わかとり国体 明日へはばたく（倉吉市実委） 第40回国民体育大会倉吉市実行

委員会／企画
第40回国民体育大会倉吉市
実行委員会 昭和61 1986 倉吉市立図書館

（１５）国体
わかとり国体 わかとり国体集団演技写真集　幼児部門 新日本海新聞社／編 集団演技練習会推進協議会 昭和61 1986 鳥取市立図書館

（１５）国体
わかとり国体 わかとり国体集団演技写真集　小学校部門 新日本海新聞社／編 集団演技練習会推進協議会 昭和61 1986 鳥取市立図書館

（１５）国体
わかとり国体 わかとり国体集団演技写真集　中学校部門 新日本海新聞社／編 集団演技練習会推進協議会 昭和61 1986 鳥取市立図書館

（１５）国体
わかとり国体 わかとり国体集団演技写真集　婦人・郷土芸能部門 新日本海新聞社／編 集団演技練習会推進協議会 昭和61 1986 鳥取市立図書館

（１５）国体
わかとり国体 第40回国民体育大会　高校部門 新日本海新聞社／編 集団演技練習会推進協議会 昭和61 1986 米子市立図書館

（１５）国体
わかとり国体 第40回国民体育大会報告書（国府町実委） 第40回国民体育大会国府町実行

委員会
第40回国民体育大会国府町
実行委員会 昭和61 1986 鳥取県立公文書館

鳥取市立図書館

（１５）国体
わかとり国体 第40回国民体育大会　わかとり国体　報告書　境港市 第40回国民体育大会境港市

実行委員会 昭和61 1986 鳥取県立公文書館

（１５）国体
わかとり国体 第40回国民体育大会報告書（大山町実委） 大山町国体室 第40回国民体育大会大山町

実行委員会 昭和61 1986 大山町図書館

（１５）国体
わかとり国体 第40回国民体育大会報告書（大山町実委） 第40回国民体育大会大山町実行

委員会

第40回国民体育大会大山町
実行委員会　
会長　大山町長　入江正雄

昭和61 1986 鳥取県立公文書館
大山町図書館

（１５）国体
わかとり国体

第40回国民体育大会　わかとり国体開催記念写真集
ふれあいと感動の記録

第40回国民体育大会大山町
実行委員会 昭和61 1986 鳥取県立公文書館

（１５）国体
わかとり国体 第40回国民体育大会　わかとり国体を北條に迎えて 第40回国民体育大会北條町

実行委員会 昭和61 1986 鳥取県立公文書館
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（１５）国体
わかとり国体

わかとり国体　集団演技写真集　総集編（上）（新日本海
新聞社） 新日本海新聞社／編集 新日本海新聞社 昭和61 1986 鳥取県立公文書館

鳥取市立図書館

（１５）国体
わかとり国体

わかとり国体　集団演技写真集　総集編（下）（新日本海
新聞社） 新日本海新聞社／編集 新日本海新聞社 昭和61 1986 鳥取県立公文書館

鳥取市立図書館

（１５）国体
わかとり国体 第40回国民体育大会　報告書（郡家町実委） 第40回国民体育大会郡家町

実行委員会 昭和61 1986 鳥取市立図書館

（１５）国体
わかとり国体 第40回国民体育大会報告書（米子市実委） 第40回国民体育大会米子市実行

委員会／編
第40回国民体育大会米子市
実行委員会 昭和61 1986 鳥取県立公文書館

米子市立図書館

（１５）国体
わかとり国体 第40回国民体育大会　報告書　みささ（三朝町実委） 第40回国民体育大会三朝町実行

委員会事務局／編
国民体育大会三朝町実行委
員会 昭和61 1986 鳥取県立公文書館

町立みささ図書館

（１５）国体
わかとり国体 第40回国民体育大会　報告書　赤碕町 第40回国民体育大会赤碕町

実行委員会 昭和61 1986 鳥取県立公文書館

（１５）国体
わかとり国体 第40回国民体育大会　報告書　溝口町 第40回国民体育大会溝口町

実行委員会 昭和61 1986 鳥取県立公文書館

（１５）国体
わかとり国体

第40回国民体育大会　実施計画書（60年わかとり国体）　
（三朝町実委）

第40回国民体育大会三朝町実行
委員会事務局／編

国民体育大会三朝町実行委
員会 昭和61 1986 町立みささ図書館

（１５）国体
わかとり国体

第40回国民体育大会報告書　明日にむかってはばたこう
わかとり国体　

（鳥取市実委）

第40回国民体育大会鳥取県実行
委員会事務局／編

〔鳥取市〕国民体育大会実
行委員会 昭和61 1986 町立みささ図書館

（１５）国体
わかとり国体

第40回国民体育大会　大会旗・炬火リレー実施要項　
（三朝町実委）

第40回国民体育大会三朝町実行
委員会事務局／編

国民体育大会三朝町実行委
員会 昭和61 1986 町立みささ図書館

（１５）国体
わかとり国体 国民体育大会鳥取県予選会実施要項（鳥取県教委） 鳥取県教育委員会 昭和61 1986 鳥取県立図書館

（１５）国体
わかとり国体 国民体育大会報告書　第40回（岩美町実委） 第40回国民体育大会岩美町実行

委員会事務局／編

第40回国民体育大会岩美町
実行委員会
事務局

昭和61 1986 鳥取県立公文書館
鳥取県立図書館

（１５）国体
わかとり国体 わかとり国体　記念アルバム　岩美町 第40回国民体育大会岩美町

実行委員会 昭和61 1986 鳥取県立公文書館

（１５）国体
わかとり国体

（県政画報）とっとり　N0.60・61　特集　わかとり国体
わかとり大会 総務部　広報文書課 昭和61 1986 鳥取県立公文書館

（１５）国体
わかとり国体

第43回国民体育大会　秋季大会　鳥取県選手団名簿　於
京都府

（財）鳥取県体育協会
（教育委員会　体育保健課） 昭和63 1988 鳥取県立公文書館

（１５）国体
わかとり国体

第45回国民体育大会　夏季大会・秋季大会　鳥取県選手
団名簿　於　福岡県

（財）鳥取県体育協会
（教育委員会　体育保健課） 平成2 1990 鳥取県立公文書館

（１５）国体
わかとり国体 ほほえみの木によせて　－国体ママさんのその後－ はくもくれんの会 平成2 1990 鳥取県立図書館 P.2わかとり国体の遺産　等

（１５）国体
わかとり国体 国体選手強化の手引き　平成２年度 鳥取県体育協会 平成2年度 1990年度 鳥取県立図書館

（１５）国体
わかとり国体 第45回国民体育大会中国ブロック大会　報告書 鳥取県実行委員会 平成2 1990 鳥取県立図書館

（１５）国体
わかとり国体

国民体育大会夏季大会･秋季大会　鳥取県選手団名簿
第45回 鳥取県体育協会 平成2 1990 鳥取県立図書館

（１５）国体
わかとり国体

国民体育大会夏季大会･秋季大会　鳥取県選手団名簿
第46回 鳥取県体育協会 平成3 1991 鳥取県立図書館
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（１５）国体
わかとり国体

行啓誌　（第48回国民体育大会冬季大会スキー競技会
「だいせん国体」皇太子殿下行啓） 総務部　秘書課広報室 平成5 1993 鳥取県立公文書館

（１５）国体
わかとり国体 だいせん国体　第48回国民体育大会冬季大会　ミニ旗

第48回国民体育大会冬季大
会スキー競技会鳥取県実行
委員会

平成5 1993 鳥取県立公文書館

（１５）国体
わかとり国体

学友公友そして心の友
P.9 ～県民総参加のわかとり国体　ほか 山住省二 山住省二 平成14 2002 鳥取県立図書館

（１５）国体
わかとり国体

平成22年度　開館20周年記念特別展　広報写真にみる
鳥取県　－戦後からわかとり国体まで－ 総務部　公文書館 平成22 2010 鳥取県立公文書館

（１５）国体
わかとり国体

第40回国民体育大会夏･秋季大会　実施要項　わかとり国
体（日体協） 日本体育協会 鳥取県立図書館

（１５）国体
わかとり国体

第40回国民体育大会夏･秋季大会　実施要項（案）
わかとり国体（日体協） 日本体育協会 鳥取県立図書館

（１５）国体
わかとり国体

委員名簿　県民総スポーツ運動鳥取県推進委員会
第40回国民体育大会　鳥取県準備委員会 鳥取県立図書館

（１６）障がい者
スポーツ

県政グラフ　臨時号　はばたこう　夢と希望の輪をひろ
げ　全国身体障害者スポーツ大会 総務部　広報文書課 昭和57 1982 鳥取県立公文書館

（１６）障がい者
スポーツ

第21回全国身体障害者スポーツ大会　プログラム　わか
とり大会 鳥取県 昭和60 1985 鳥取県立図書館

（１６）障がい者
スポーツ

わかとり大会　第21回全国身体障害者スポーツ大会
報道ガイドブック

第21回全国身体障害者スポー
ツ大会鳥取県実行委員会 昭和60 1985 鳥取県立公文書館

（１６）障がい者
スポーツ

わかとり大会　第21回全国身体障害者スポーツ大会報告
書（新日本海新聞社） 新日本海新聞社／編 昭和61 1986 鳥取県立図書館

（１６）障がい者
スポーツ

わかとり大会　第21回全国身体障害者スポーツ大会
報告書

第21回全国身体障害者ス
ポーツ大会鳥取県実行委員
会

昭和61 1986 鳥取県立公文書館

（１６）障がい者
スポーツ

第21回全国身体障害者スポーツ大会　準備概要　１
（鳥取県） 鳥取県 鳥取県立図書館

（１７）

市民・県民
体育大会
県民・生涯スポーツ
スポレク

スポーツ教室の計画と運営 松島茂善（旧泊村出身）　等 教育図書 昭和25 1950 国立国会図書館 松島氏（旧泊村出身）

（１７）

市民・県民
体育大会
県民・生涯スポーツ
スポレク

社会体育 松島茂善（旧泊村出身）
江橋慎四郎　編著 第一法規出版 昭和47 1972 国立国会図書館 松島氏（旧泊村出身）

（１７）

市民・県民
体育大会
県民・生涯スポーツ
スポレク

鳥取県民体育大会秋季大会競技番組　第７回　第７回国
民体育大会鳥取県予選 鳥取県教育委員会／ほか編 鳥取県教育委員会 昭和27 1952 鳥取県立図書館

（１７）

市民・県民
体育大会
県民・生涯スポーツ
スポレク

鳥取県民体育大会夏・秋季大会　第16回　兼第16回国民
体育大会鳥取県予選会 鳥取県／ほか編 鳥取県教育委員会 昭和36 1961 鳥取県立図書館
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（１７）

市民・県民
体育大会
県民・生涯スポーツ
スポレク

鳥取県民体育大会秋季大会　第21回 鳥取県教育委員会 昭和41 1966 鳥取県立図書館

（１７）

市民・県民
体育大会
県民・生涯スポーツ
スポレク

鳥取県民体育大会秋季大会　第25回 鳥取県／ほか編 鳥取県教育委員会 昭和45 1970 鳥取県立図書館

（１７）

市民・県民
体育大会
県民・生涯スポーツ
スポレク

鳥取県民体育大会秋季大会　第29回 鳥取県教育委員会 昭和49 1974 鳥取県立図書館

（１７）

市民・県民
体育大会
県民・生涯スポーツ
スポレク

鳥取県民体育大会秋季大会　第30回　総括プログラム 鳥取県／編 鳥取県 昭和50 1975 鳥取県立図書館

（１７）

市民・県民
体育大会
県民・生涯スポーツ
スポレク

鳥取県民体育大会秋季大会　第33回 鳥取県／編 鳥取県 昭和53 1978 鳥取県立図書館

（１７）

市民・県民
体育大会
県民・生涯スポーツ
スポレク

鳥取県民体育大会実施要項　第34回　スポーツで結ぶ人
の和　郷土の和 鳥取県／ほか編 鳥取県教育委員会 昭和54 1979 鳥取県立図書館

（１７）

市民・県民
体育大会
県民・生涯スポーツ
スポレク

鳥取県民体育大会　夏季大会　第37回 鳥取県／編 鳥取県 昭和57 1982 鳥取県立図書館

（１７）

市民・県民
体育大会
県民・生涯スポーツ
スポレク

鳥取県民体育大会　夏季大会　第38回 鳥取県 昭和58 1983 鳥取県立図書館

（１７）

市民・県民
体育大会
県民・生涯スポーツ
スポレク

鳥取県民体育大会　夏季大会　第39回 鳥取県 昭和59 1984 鳥取県立図書館

（１７）

市民・県民
体育大会
県民・生涯スポーツ
スポレク

鳥取県民体育大会　夏季大会　第40回 鳥取県／編 鳥取県 昭和60 1985 鳥取県立図書館

（１７）

市民・県民
体育大会
県民・生涯スポーツ
スポレク

鳥取県民体育大会　夏季大会　第41回 鳥取県／編 鳥取県 昭和61 1986 鳥取県立図書館

（１７）

市民・県民
体育大会
県民・生涯スポーツ
スポレク

鳥取県民体育大会　夏季大会　第42回 鳥取県／編 鳥取県 昭和62 1987 鳥取県立図書館
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（１７）

市民・県民
体育大会
県民・生涯スポーツ
スポレク

鳥取県民体育大会　夏季大会　第45回 鳥取県／編 鳥取県 平成2 1990 鳥取県立図書館

（１７）

市民・県民
体育大会
県民・生涯スポーツ
スポレク

鳥取県民体育大会　夏季大会　第46回 鳥取県／編 鳥取県 平成3 1991 鳥取県立図書館

（１７）

市民・県民
体育大会
県民・生涯スポーツ
スポレク

鳥取県民体育大会　夏季大会　第47回 鳥取県／編 鳥取県 平成4 1992 鳥取県立図書館

（１７）

市民・県民
体育大会
県民・生涯スポーツ
スポレク

鳥取県民体育大会　夏季大会　第48回 鳥取県 平成5 1993 鳥取県立図書館

（１７）

市民・県民
体育大会
県民・生涯スポーツ
スポレク

鳥取県民体育大会　夏季大会　第49回 鳥取県／編 鳥取県 平成6 1994 鳥取県立図書館

（１７）

市民・県民
体育大会
県民・生涯スポーツ
スポレク

鳥取県民体育大会　夏季大会　第53回 鳥取県 平成10 1998 鳥取県立図書館

（１７）

市民・県民
体育大会
県民・生涯スポーツ
スポレク

鳥取県民スポーツ･レクリエーション祭第１回･鳥取県民
体育大会　第55回 鳥取県 平成12 2000 鳥取県立図書館

（１７）

市民・県民
体育大会
県民・生涯スポーツ
スポレク

鳥取県民体育大会実施要項　第19回 鳥取県／ほか編 鳥取県教育委員会 鳥取県立図書館

（１７）

市民・県民
体育大会
県民・生涯スポーツ
スポレク

鳥取県民体育大会実施要項　第28回　兼第28回国民体育
大会鳥取県予選会 鳥取県／ほか編 鳥取県教育委員会 鳥取県立図書館

（１７）

市民・県民
体育大会
県民・生涯スポーツ
スポレク

鳥取県民体育大会実施要項　第29回　第29回国民体育大
会鳥取県予選会 鳥取県／ほか編 鳥取県教育委員会 鳥取県立図書館

（１７）

市民・県民
体育大会
県民・生涯スポーツ
スポレク

第37回　鳥取県民体育大会実施要項“みんなでスポーツを” （財）鳥取県体育協会（教
育委員会　体育保健課） 鳥取県立公文書館

（１７）

市民・県民
体育大会
県民・生涯スポーツ
スポレク

鳥取県民体育大会実施要項　第45回　みんなでスポーツを 鳥取県／ほか編 鳥取県教育委員会 鳥取県立図書館
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（１７）

市民・県民
体育大会
県民・生涯スポーツ
スポレク

鳥取県民体育大会実施要項　第46回　みんなでスポーツを 鳥取県／ほか編 鳥取県教育委員会 鳥取県立図書館

（１７）

市民・県民
体育大会
県民・生涯スポーツ
スポレク

鳥取県民体育大会実施要項　第32回　兼第32回国民体育
大会鳥取県予選会 共同刊行：鳥取県体育協会 鳥取県教育委員会 鳥取県立図書館

（１７）

市民・県民
体育大会
県民・生涯スポーツ
スポレク

鳥取県民体育大会実施要綱　第29回 鳥取県／ほか編 鳥取県教育委員会 鳥取県立図書館

（１７）

市民・県民
体育大会
県民・生涯スポーツ
スポレク

鳥取県民体育大会実施要綱　第28回 鳥取県／ほか編 鳥取県教育委員会 鳥取県立図書館

（１７）

市民・県民
体育大会
県民・生涯スポーツ
スポレク

鳥取県民体育大会実施要綱　第32回 鳥取県教育委員会 鳥取県立図書館

（１７）

市民・県民
体育大会
県民・生涯スポーツ
スポレク

みんなでスポーツを　県民総スポーツ運動 県民総スポーツ運動鳥取県
推進委員会 昭和52 1977 鳥取県立図書館

（１７）

市民・県民
体育大会
県民・生涯スポーツ
スポレク

県民のスポーツ　第27号 鳥取県体育指導委員協議会 昭和63 1988 鳥取県立図書館

（１７）

市民・県民
体育大会
県民・生涯スポーツ
スポレク

県民のスポーツ　第28号 鳥取県体育指導委員協議会 平成1 1989 鳥取県立図書館

（１７）

市民・県民
体育大会
県民・生涯スポーツ
スポレク

県民のスポーツ　第30号 鳥取県体育指導委員協議会 平成3 1991 鳥取県立図書館

（１７）

市民・県民
体育大会
県民・生涯スポーツ
スポレク

県民のスポーツ　第31号 鳥取県体育指導委員協議会 平成4 1992 鳥取県立図書館

（１７）

市民・県民
体育大会
県民・生涯スポーツ
スポレク

県民のスポーツ･運動に関する意識　調査報告書
（鳥取県教委） 鳥取県教育委員会 平成5 1993 鳥取県立図書館

（１７）

市民・県民
体育大会
県民・生涯スポーツ
スポレク

鳥取市民体育祭　第32回 平成1 1989 鳥取県立図書館
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（１７）

市民・県民
体育大会
県民・生涯スポーツ
スポレク

鳥取県民スポーツ･レクリエーション祭　第１回･鳥取県
民体育大会　第55回 鳥取県 平成12 2000 鳥取県立図書館

（１７）

市民・県民
体育大会
県民・生涯スポーツ
スポレク

さわやかスポーツとっとり
全国スポーツ・レクリエーション祭り鳥取に向けて
鳥取県生涯スポーツ啓発資料

鳥取県スポーツセンター 鳥取県スポーツセンター 平成12 2000 鳥取市立図書館

（１７）

市民・県民
体育大会
県民・生涯スポーツ
スポレク

鳥取県民スポーツ･レクリエーション祭　第３回　秋季大会 鳥取県 平成14 2002 鳥取県立図書館
鳥取県立公文書館

（１７）

市民・県民
体育大会
県民・生涯スポーツ
スポレク

鳥取県民スポーツ･レクリエーション祭　第４回　秋季大会 生活環境部　県民生活課 平成15 2003 鳥取県立公文書館

（１７）

市民・県民
体育大会
県民・生涯スポーツ
スポレク

鳥取県民スポーツ･レクリエーション祭　第５回　秋季大会 生活環境部　県民生活課 平成16 2004 鳥取県立公文書館

（１７）

市民・県民
体育大会
県民・生涯スポーツ
スポレク

鳥取県生涯スポーツ啓発資料　さわやかスポーツとっとり 鳥取県教育委員会／編 鳥取県スポーツセンター 平成16 2004 気高図書館

（１７）

市民・県民
体育大会
県民・生涯スポーツ
スポレク

全国スポーツ･レクリエーション祭　種目別大会ハンド
ブック　スポレク鳥取2006

（鳥取県準備委員会）

第19回全国スポーツ･レク
リエーション祭
鳥取県準備委員会

平成17 2005 鳥取県立図書館

（１７）

市民・県民
体育大会
県民・生涯スポーツ
スポレク

さわやかスポーツとっとり　全国スポーツ･レクリエー
ション祭鳥取に向けて

（鳥取県スポーツセンター）
鳥取県スポーツセンター 平成17 2005 鳥取県立図書館

（１７）

市民・県民
体育大会
県民・生涯スポーツ
スポレク

第19回全国スポーツ・レクリエーション祭スポレク鳥取
2006　協賛事業ガイドブック

（鳥取県実委）

第19回全国スポーツ･レク
リエーション祭
鳥取県実行委員会事務局

平成18 2006 鳥取県立図書館

（１７）

市民・県民
体育大会
県民・生涯スポーツ
スポレク

第19回全国スポーツ・レクリエーション祭　スポレク鳥
取2006　式典総合プログラム

（鳥取県実委）

第19回全国スポーツ･レク
リエーション祭
鳥取県実行委員会事務局

平成18 2006 鳥取県立図書館

（１７）

市民・県民
体育大会
県民・生涯スポーツ
スポレク

第19回全国スポーツ・レクリエーション祭　スポレク鳥
取2006　式典総合ガイドブック

（鳥取県実委）

第19回全国スポーツ･レク
リエーション祭
鳥取県実行委員会事務局

平成18 2006 鳥取県立図書館

（１７）

市民・県民
体育大会
県民・生涯スポーツ
スポレク

第19回全国スポーツ・レクリエーション祭　スポレク鳥
取2006　報告書

（日吉津村実委）
日吉津村実行委員会 平成18 2006 鳥取県立図書館
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（１７）

市民・県民
体育大会
県民・生涯スポーツ
スポレク

第19回全国スポーツ・レクリエーション祭　スポレク鳥
取2006　開会式プログラム

（鳥取県実委）

第19回全国スポーツ･レク
リエーション祭
鳥取県実行委員会事務局

平成18 2006 鳥取県立図書館

（１７）

市民・県民
体育大会
県民・生涯スポーツ
スポレク

第19回全国スポーツ・レクリエーション祭　スポレク鳥
取2006　報告書

（鳥取県実委）

第19回全国スポーツ･レク
リエーション祭
鳥取県実行委員会事務局

平成19 2007 鳥取県立図書館　
鳥取県立公文書館

（１７）

市民・県民
体育大会
県民・生涯スポーツ
スポレク

第19回全国スポーツ・レクリエーション祭スポレク鳥取
2006　鳥取市報告書

第19回全国スポーツ・レク
リエーション祭
鳥取県実行委員会

平成19 2007 鳥取県立図書館

（１７）

市民・県民
体育大会
県民・生涯スポーツ
スポレク

第19回全国スポーツ・レクリエーション祭　スポレク鳥
取2006　
ボランティアセンター報告書

第19回全国スポーツ･レク
リエーション祭
スポレク鳥取2006　ボラン
ティアセンター

平成19 2007 鳥取県立図書館
鳥取県立公文書館

（１７）

市民・県民
体育大会
県民・生涯スポーツ
スポレク

スポーツで結ぶ人の和郷土の輪　みんなでスポーツを
（体力つくり鳥取県協議会　鳥取県教育委員）

体力つくり鳥取県協議会
鳥取県教育委員会 鳥取県立図書館

（１７）

市民・県民
体育大会
県民・生涯スポーツ
スポレク

県政グラフ　第217号　スポーツでさわやか　自分にあっ
た体力づくりを 総務部　広報文書課 鳥取県立公文書館

（１７）

市民・県民
体育大会
県民・生涯スポーツ
スポレク

鳥取県社会体育研究大会　40 鳥取県教育委員会
鳥取県体育指導委員協議会 昭和41 1966 鳥取県立図書館

（１７）

市民・県民
体育大会
県民・生涯スポーツ
スポレク

鳥取県の社会体育　資料　昭和63年度　生涯スポーツ推
進事業 鳥取県教育委員会 昭和63 1988 鳥取県立図書館

鳥取県立公文書館

（１７）

市民・県民
体育大会
県民・生涯スポーツ
スポレク

鳥取県の社会体育　資料　平成元年度　生涯スポーツ推
進事業 鳥取県教育委員会 平成1 1989 鳥取県立図書館

鳥取県立公文書館

（１７）

市民・県民
体育大会
県民・生涯スポーツ
スポレク

鳥取県の社会体育　資料　平成２年度　生涯スポーツ推
進事業 鳥取県教育委員会 平成2 1990 鳥取県立図書館

鳥取県立公文書館

（１７）

市民・県民
体育大会
県民・生涯スポーツ
スポレク

鳥取県の社会体育　資料　平成３年度　生涯スポーツ推
進事業 鳥取県教育委員会 平成3 1991 鳥取県立図書館

（１７）

市民・県民
体育大会
県民・生涯スポーツ
スポレク

鳥取県の社会体育　資料　平成４年度　生涯スポーツ推
進事業 鳥取県教育委員会 平成4 1992 鳥取県立図書館
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（１７）

市民・県民
体育大会
県民・生涯スポーツ
スポレク

鳥取県の社会体育　資料　平成５年度　生涯スポーツ推
進事業 鳥取県教育委員会 平成6 1994 鳥取県立図書館

鳥取県立公文書館

（１７）

市民・県民
体育大会
県民・生涯スポーツ
スポレク

鳥取県の社会体育　資料　平成６年度　生涯スポーツ推
進事業 鳥取県教育委員会 平成7 1995 鳥取県立図書館

鳥取県立公文書館

（１７）

市民・県民
体育大会
県民・生涯スポーツ
スポレク

生涯スポーツ推進事業　昭和63年度　実技講習テキスト
「リズム体操に強くなろう」昭和63年度 鳥取県教育委員会 昭和63 1988 鳥取県立図書館

鳥取県立公文書館

（１７）

市民・県民
体育大会
県民・生涯スポーツ
スポレク

生涯スポーツ普及指導者養成講習会　テキスト 鳥取県教育委員会 平成3 1991 鳥取県立図書館

（１７）

市民・県民
体育大会
県民・生涯スポーツ
スポレク

生涯スポーツ推進事業　生涯スポーツ普及指導者養成講
習会　テキスト　平成４年度

鳥取県教育委員会　生涯学
習課 平成4 1992 鳥取県立公文書館

（１７）

市民・県民
体育大会
県民・生涯スポーツ
スポレク

生涯スポーツ推進事業　生涯スポーツ普及指導者養成講
習会　テキスト　平成５年度

鳥取県教育委員会　生涯学
習課 平成5 1993 鳥取県立図書館

鳥取県立公文書館

（１７）

市民・県民
体育大会
県民・生涯スポーツ
スポレク

とっとり生涯スポーツ＇91 鳥取県スポーツセンター 平成3 1991 鳥取県立図書館

（１７）

市民・県民
体育大会
県民・生涯スポーツ
スポレク

とっとり生涯スポーツ＇93 鳥取県教育委員会 平成5 1993 鳥取県立図書館

（１７）

市民・県民
体育大会
県民・生涯スポーツ
スポレク

生涯スポーツ　振興基礎資料
週に一度は“こころ”も“からだ”もリフレッシュ！

鳥取県教育委員会　生涯学
習課 平成5 1993 鳥取県立公文書館

（１７）

市民・県民
体育大会
県民・生涯スポーツ
スポレク

とっとり生涯スポーツ＇94　－エンジョイスポーツ
週に一度は“こころ”も“からだ”もリフレッシュ！－ 教育委員会　体育保健課 平成6 1994 鳥取県立公文書館

（１７）

市民・県民
体育大会
県民・生涯スポーツ
スポレク

とっとり生涯スポーツ＇99 鳥取県スポーツセンター 平成11 1999 鳥取県立図書館

（１７）

市民・県民
体育大会
県民・生涯スポーツ
スポレク

鳥取県の生涯スポーツ　平成８年度 鳥取県教育委員会 平成8 1996 鳥取県立図書館
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（１７）

市民・県民
体育大会
県民・生涯スポーツ
スポレク

鳥取県の生涯スポーツ　平成９年度 鳥取県教育委員会 平成9 1997 鳥取県立図書館

（１７）

市民・県民
体育大会
県民・生涯スポーツ
スポレク

鳥取県の生涯スポーツ　平成10年度 鳥取県教育委員会 平成10 1998 鳥取県立図書館

（１７）

市民・県民
体育大会
県民・生涯スポーツ
スポレク

鳥取県の生涯スポーツ　平成11年度 鳥取県教育委員会 平成11 1999 鳥取県立図書館

（１７）

市民・県民
体育大会
県民・生涯スポーツ
スポレク

鳥取県の生涯スポーツ　平成12年度 鳥取県教育委員会 平成12 2000 鳥取県立図書館

（１７）

市民・県民
体育大会
県民・生涯スポーツ
スポレク

鳥取県の生涯スポーツ　平成14年度 鳥取県教育委員会 平成14 2002 鳥取県立図書館
鳥取県立公文書館

（１７）

市民・県民
体育大会
県民・生涯スポーツ
スポレク

東部地区社会体育の取り組み　平成15年度 共同刊行：東部教育事務所 東部地区市町村社会体育担
当者 平成16 2004 鳥取県立図書館

（１７）

市民・県民
体育大会
県民・生涯スポーツ
スポレク

生涯スポーツの時代 西尾達雄（鳥取県在住） 時潮社 平成4 1992 鳥取大学図書館 西尾氏：鳥取大学

（１７）

市民・県民
体育大会
県民・生涯スポーツ
スポレク

子どものスポーツ活動ガイドライン　スポーツに取り組
む子どもたちと共に

（鳥取県教委）
鳥取県教育委員会 平成26 2014 鳥取県立図書館

鳥取県立公文書館

（１７）

市民・県民
体育大会
県民・生涯スポーツ
スポレク

高齢者スポーツ活動推進事業研究集録　57年度　
スポーツと生きがい　（泊村教育委員会） 泊村教育委員会／編 泊村教育委員会 昭和58 1983 鳥取市立図書館

（１７）

市民・県民
体育大会
県民・生涯スポーツ
スポレク

スポーツと生きがい　S57･58年度　高齢者スポーツ活動
推進事業研究紀要　

（泊村教育委員会）
泊村教育委員会／編 泊村教育委員会 昭和59 1984 鳥取県立図書館

鳥取県立公文書館

（１７）

市民・県民
体育大会
県民・生涯スポーツ
スポレク

高齢者の体力および生活活動の測定と評価 出村愼一／監修　池本幸雄（米
子高専）／ほか編 市村出版 平成27 2015 鳥取県立図書館 編者：池本氏　米子工業高等専門学校　教授

（１７）

市民・県民
体育大会
県民・生涯スポーツ
スポレク

鳥取県スポーツ総合振興計画 昭和47 1972 鳥取県立図書館
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（１７）

市民・県民
体育大会
県民・生涯スポーツ
スポレク

県民体育･スポーツの普及振興に関する基本方策について
答申 鳥取県スポーツ振興審議会 昭和51 1976 鳥取県立図書館

（１７）

市民・県民
体育大会
県民・生涯スポーツ
スポレク

鳥取市民総スポーツ運動に関する意識調査報告書　昭和
54年度

鳥取市民総スポーツ運動推
進委員会 昭和54 1979 鳥取市立図書館

（１７）

市民・県民
体育大会
県民・生涯スポーツ
スポレク

鳥取県スポーツ振興計画（案）　豊かなスポーツライフの
実現に向けて 鳥取県スポーツセンター 平成20 2008 鳥取県立図書館

（１７）

市民・県民
体育大会
県民・生涯スポーツ
スポレク

鳥取県スポーツ推進計画～すべての県民が豊かなスポー
ツ文化を享受できる鳥取県をめざして～　概要版

教育委員会　スポーツ健康
教育課 平成26 2014 鳥取県立公文書館

（１７）

市民・県民
体育大会
県民・生涯スポーツ
スポレク

鳥取県スポーツ推進計画～すべての県民が豊かなスポー
ツ文化を享受できる鳥取県をめざして～　

教育委員会　スポーツ健康
教育課 平成26 2014 鳥取県立公文書館

（１７）

市民・県民
体育大会
県民・生涯スポーツ
スポレク

鳥取市スポーツ推進計画 鳥取市教育委員会生涯学
習・スポーツ課 平成28 2016 鳥取市立図書館

（１７）

市民・県民
体育大会
県民・生涯スポーツ
スポレク

東伯郡青年大会（体育の部）兼第19回　鳥取県青年大会
予選会　第11回 東伯郡連合青年団 昭和50 1975 鳥取県立図書館

（１７）

市民・県民
体育大会
県民・生涯スポーツ
スポレク

東伯郡青年大会（体育の部）兼第20回　鳥取県青年大会
予選会　第12回 東伯郡連合青年団 昭和51 1976 鳥取県立図書館

（１７）

市民・県民
体育大会
県民・生涯スポーツ
スポレク

三朝町みんなのスポーツご案内　昭和57年度 三朝町教育委員会／編 三朝町教育委員会 昭和57年度 1982年度 鳥取県立図書館

（１８）レクリエーション 運動会を楽しく　アイディアのゲーム140種　スポーツ新
書111

田中良子（鳥取ゆかり）　
北島裕子共著 ベースボール・マガジン社 昭和37 1962 国立国会図書館

（１８）レクリエーション レクリエーション・ハンドブック　運動会を楽しく
（第２集）

田中良子（鳥取ゆかり）　
北島裕子共著 ベースボール・マガジン社 昭和57 1982 国立国会図書館

（１８）レクリエーション 運動会を楽しく　第１集　（アイディアのゲーム100）
スポーツ新書、レクリエーション・ハンドブック

田中良子（鳥取ゆかり）　
北島裕子共著 ベースボール・マガジン社 昭和58 1983 国立国会図書館

（１８）レクリエーション 運動会を楽しく　第２集　（アイディアのゲーム100）
スポーツ新書、レクリエーション・ハンドブック

田中良子（鳥取ゆかり）　
北島裕子共著 ベースボール・マガジン社 昭和57 1982 国立国会図書館

（１８）レクリエーション
レクリエーション･ハンドブック　生活を楽しく豊かにす
るいきいきあそび集

（鳥取県立赤碕高等学校保健体育科）

鳥取県立赤碕高等学校保健
体育科 平成9 1997 鳥取県立図書館
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（１８）レクリエーション
人とかかわりあう教育　レクリエーション指導の学習を
終えて
鳥取県立赤碕高等学校　健康スポーツコース３年３組

鳥取県立赤碕高等学校保健
体育科 平成10 1998 鳥取県立図書館

（１８）レクリエーション
人とかかわりあう教育　レクリエーション指導の学習を
終えて
鳥取県立赤碕高等学校　健康スポーツコース３年３組

鳥取県立赤碕高等学校保健
体育科 平成11 1999 鳥取県立図書館

（１８）レクリエーション 発達障害児のための運動レシピ　
スポーツレクリエーションへの展開 九重卓（鳥取県出身） 不昧堂出版 平成12 2000 鳥取県立図書館 九重（くのう）氏：S25米子市生まれ　早稲

田大卒　S63九重体育指導研究所主宰

（１８）レクリエーション 17歳が変わる！　人との関わり方を学ぶゲームと人間関
係体験 高塚人志（鳥取県在住） 小学館 平成13 2001 鳥取県立図書館

（１８）レクリエーション 自分が好きになっていく
高塚人志（鳥取県在住）／監修・
写真　
五木田勉／文･インタビュー

アリス館 平成15 2003 鳥取県立図書館

（１８）レクリエーション いのちを慈しむヒューマン・コミュニケーション授業 高塚人志（鳥取県在住） 大修館 平成19 2007 鳥取県立図書館

（１８）レクリエーション 準備いらずのクイック教室遊び 木村研（鳥取県出身） いかだ社 平成27 2015 鳥取県立図書館 木村氏：鳥取県出身（1949年）児童文学作家

（１９）体育
スポーツ行事

鳥取民俗第２号　
鳥取県の「力石」について　油野利博 鳥取民俗学会／編 鳥取民俗学会 昭和54 1979 鳥取県立図書館

（１９）体育
スポーツ行事

鳥取郷土文化72号
「力石」の民俗について 鳥取郷土文化研究会／編 鳥取郷土文化 昭和55 1980 鳥取県立図書館

（１９）体育
スポーツ行事

「因幡の菖蒲綱引き」行事調査報告書
気高町文化財報告　宝木と水尻の菖蒲綱行事 気高町教育委員会 昭和62 1987 鳥取県立図書館

（１９）体育
スポーツ行事

教育時報　1987.3　189ゴウ
郷土の文化財　国指定無形民俗文化財　因幡の菖蒲綱引き 鳥取県教育委員会 昭和62 1987 鳥取県立図書館

（１９）体育
スポーツ行事

山陰の風土　写真作品集　まつり・伝統行事・風俗風景
因幡の菖蒲綱引き 福島多暉夫 山陰の風土刊行会 平成2 1990 鳥取県立図書館

（１９）体育
スポーツ行事

重要無形民俗文化財　因幡の菖蒲綱引き
青谷の菖蒲綱引きとその他の調査記録 青谷連合菖蒲綱保存会／編 青谷連合菖蒲綱連合会 平成３ 1991 鳥取県立図書館

（１９）体育
スポーツ行事

鳥取県文化財調査報告書17
因幡の菖蒲綱引き 鳥取県教育委員会／編 鳥取県教育委員会 平成5 1993 鳥取県立図書館

（１９）体育
スポーツ行事

世界に架けよう　夢・青春　高等学校スポーツ国際交流
（1997）報告書 鳥取県教育委員会 平成9 1997 鳥取県立図書館

（１９）体育
スポーツ行事

世界に架けよう　夢・青春　高等学校スポーツ国際交流
（1999）報告書 鳥取県教育委員会 平成12 2000 鳥取県立図書館

鳥取県立公文書館

（１９）体育
スポーツ行事

世界に架けよう　夢・青春　高等学校スポーツ国際交流
（2000）報告書 鳥取県教育委員会 平成13 2001 鳥取県立図書館

鳥取県立公文書館

（１９）体育
スポーツ行事

世界に架けよう　夢・青春　高等学校スポーツ国際交流
（2001）報告書 鳥取県教育委員会 平成14 2002 鳥取県立図書館

鳥取県立公文書館

（１９）体育
スポーツ行事

世界に架けよう　夢・青春　高等学校スポーツ国際交流
（2002）報告書 鳥取県教育委員会 平成15 2003 鳥取県立図書館

鳥取県立公文書館

（１９）体育
スポーツ行事 第２回日韓スポーツ交流事業　報告書　平成14年度 （財）鳥取県体育協会（教

育委員会　体育保健課） 平成15 2003 鳥取県立公文書館

（１９）体育
スポーツ行事

ふるさと鳥取
私たちが伝える祭りと伝統行事
因幡の菖蒲綱引き

とっとり県民の日記念イベント
実行委員会／編

とっとり県民の日イベント
実行委員会 平成13 2001 鳥取県立図書館
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（１９）体育
スポーツ行事

ふるさと百景２　日本海テレビ制作番組
因幡の菖蒲綱引き 日本海テレビジョン放送 平成13 2001 鳥取県立図書館

（１９）体育
スポーツ行事

三朝のジンショ
三朝町無形の民俗文化財調査報告書１　大綱引き調査報告 三朝町教育委員会／編 三朝町教育委員会 平成14 2002 鳥取県立図書館

（１９）体育
スポーツ行事

三朝町　三徳川下流域（三朝温泉周辺部）の自然植生　
2002（第五報）
三朝温泉をひき立てる周囲の緑の自然
三朝のジンショ－大綱引き－調査事業関連

三朝町教育委員会／編 三朝町教育委員会 平成15 2003 鳥取県立図書館

（１９）体育
スポーツ行事 山陰の力石 高島慎助 岩田書院 平成20 2008 鳥取県立図書館

（１９）体育
スポーツ行事

とっとり民俗文化論
P.99　三朝の大綱引き・ジンショ　－菖蒲綱引きとの関
連を中心にー

坂田友宏 伯耆文化研究会 平成20 2008 鳥取県立図書館

（１９）体育
スポーツ行事 2009鳥取県－江原道　高校生スポーツ交流　報告書 （財）鳥取県体育協会 平成21 2009 鳥取県立公文書館

（１９）体育
スポーツ行事

岩美町の文化財
因幡の菖蒲綱引き
牧谷のはねそ踊り

岩美町教育委員会 平成27 2015 鳥取県立図書館

（１９）体育
スポーツ行事

にっぽん温故知新　ひととき　2016年５月号
P.18－29 　因但回廊ショウブ紀行に菖蒲綱引きの記事あり ウェッジ 平成28 2016 鳥取県立図書館

（１９）体育
スポーツ行事

政経レポート　旬刊2017.09.15
鳥取砂丘スポーツフェス　10月14日、15日 山陰政経研究所 平成29 2017 鳥取県立図書館 鳥取砂丘スポーツフェス　10月14日、15日

（１９）体育
スポーツ行事

体育学研究62巻（2017）１号　P.83－104 
伝統綱引きの現代性：鳥取市気高町水尻における「因幡
の菖蒲綱引き」に着目して

山田理恵（鹿屋体育大学） 平成29 2017 J－STAGE

（１９）体育
スポーツ行事

因幡の菖蒲綱引き　宝木と水尻の菖蒲綱行事重要無形民
俗文化財 気高町教育委員会 不明 鳥取県立図書館

（２０）なわとび 國民錬成　縄とび運動 浅川正一（日野郡出身） 西東社 昭和18 1943 個人蔵

（２０）なわとび 新しいなわ跳び運動 浅川正一（日野郡出身） 新体育社 昭和27 1952 国立国会図書館 鳥取県体育スポーツ史　P.540に掲載

（２１）アーチェリー
国民体育大会秋季大会　アーチェリー競技　第40回
昭和60年10月21日（月）～ 23日（水）　県立東郷湖羽合
臨海公園スポーツ広場

昭和60 1985 鳥取県立図書館 昭和60年10月21日（月）～ 23日（水）
県立東郷湖羽合臨海公園スポーツ広場

（２１）アーチェリー 第40回国民体育大会　カヌー競技会・アーチェリー競技
会　報告書

第40回国民体育大会東郷町
実行委員会 昭和61 1986 鳥取県立公文書館

（２１）アーチェリー
全国高等学校総合体育大会　アーチェリー競技　平成７
年度
第28回全国高等学校アーチェリー選手権大会

全国高等学校体育連盟 平成７ 1995 鳥取県立図書館

（２１）アーチェリー Tarzan　2015.12.10　
P.120－123　川中香緒里－アーチェリー選手 マガジンハウス 平成27 2015 鳥取県立図書館 P.120－123　川中香緒里 ‐ アーチェリー選手

（２２）ウエイト
リフティング

教育時報　1983.9　175ゴウ　わかとり国体　水泳　ウエ
イトリフティング 鳥取県教育委員会 昭和58 1983 鳥取県立図書館 わかとり国体　　水泳　ウエイトリフティ

ング

（２２）ウエイト
リフティング

国民体育大会秋季大会　ウエイトリフティング　第40回
昭和60年10月21日（月）～ 24日（木）　岩美町民体育館・
岩美中学校体育館

昭和60 1985 鳥取県立図書館 昭和60年10月21日（月）～ 24日（木）　岩
美町民体育館・岩美中学校体育館
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（２２）ウエイト
リフティング

全国高等学校総合体育大会　ウエイトリフティング競技
平成７年度　高松宮賜旗第42回全国高等学校　ウエイト
リフティング競技選手権大会

全国高等学校体育連盟 平成7 1995 鳥取県立図書館

（２３）カヌー 教育時報　1983.6　174ゴウ　わかとり国体　カヌー　柔
道 鳥取県教育委員会 昭和58 1983 鳥取県立図書館 わかとり国体　カヌー　柔道

（２３）カヌー 国民体育大会夏季大会　カヌー競技　第40回
昭和60年９月15日（日）～ 18日（水）東郷湖カヌー場

第40回国民体育大会東郷町
実行委員会 昭和60 1985 鳥取県立図書館

鳥取県立公文書館
昭和60年9月15日（日）～ 18日（水）
東郷湖カヌー場

（２３）カヌー 第40回国民体育大会　カヌー競技会・アーチェリー競技
会　報告書

第40回国民体育大会東郷町
実行委員会 昭和61 1986 鳥取県立公文書館

（２３）カヌー 鳥取県カヌー小史（鳥取県カヌー協会） 鳥取県カヌー小史編集委員会 鳥取県カヌー協会 昭和63 1988 鳥取県立図書館 P.8回顧　鳥取県カヌー協会設立のあゆみ

（２３）カヌー
くらら　2016.07　鳥取県中部地域みっちゃく生活情報誌
自分に打ち勝ち、勝利を掴む　倉吉総合産業高等学校カ
ヌー部

くららくらぶ編集室／企画・編 中広 平成28 2016 鳥取県立図書館 自分に打ち勝ち、勝利を掴む　倉吉総合産
業高等学校カヌー部

（２４）空手道 国民体育大会秋季大会　空手道競技　第40回
昭和60年10月21日（月）～ 23日（水）智頭町民体育館 昭和60 1985 鳥取県立図書館 昭和60年10月21日（月）～ 23日（水）

智頭町民体育館

（２４）空手道 実施報告／第40回国民体育大会空手道競技会（智頭町実
委）

第40回国民体育大会智頭町実行
委員会 智頭町 昭和60 1985 智頭町立図書館

（２４）空手道 第40回国民体育大会　空手道競技会記録写真（智頭町実
委）

第40回国民体育大会智頭町
実行委員会 昭和61 1986 智頭町立図書館

（２４）空手道 第40回国民体育大会　空手道競技会　実施報告（智頭町
実委）

第40回国民体育大会智頭町
実行委員会 昭和61 1986 鳥取県立公文書館

鳥取市立図書館

（２４）空手道 全国高等学校総合体育大会　空手道競技　平成７年度
第22回全国高等学校空手道選手権大会 全国高等学校体育連盟 平成7 1995 鳥取県立図書館

（２４）空手道 空手道四大流派基本形　DVDでよくわかる！ 宇佐美里香（鳥取県在住） ベースボール・マガジン社 平成26 2014 鳥取県立図書館

（２４）空手道
つばさ　2017.02　鳥取地域みっちゃく生活情報誌
世界一を挑めた技で空手を伝導　宇佐美里香　鳥取を空
手の聖地に！

つばさ編集室／企画・編 中広 平成29 2017 鳥取県立図書館 世界一を挑めた技で空手を伝導　宇佐美里
香　鳥取を空手の聖地に！

（２５）弓道
第26回中国高等学校弓道選手権大会鳥取大会　第21回中
国教職員弓道選手権大会
1983年６月17日～ 19日　鳥取県立武道館　弓道場

昭和58 1983 鳥取県立図書館 1983年6月17日～ 19日　鳥取県立武道館　
弓道場

（２５）弓道 鳥城弓道会　（昭和59） 鳥城弓道会／編 鳥城弓道会 昭和59 1984 鳥取県立図書館

（２５）弓道 国民体育大会夏季大会･秋季大会　弓道　第40回
昭和60年10月21日（月）～ 24日（木）　米子市営弓道場 鳥取県体育協会 昭和60 1985 鳥取県立図書館 昭和60年10月21日（月）～ 24日（木）

米子市営弓道場

（２５）弓道 鳥城弓道会　（昭和61） 鳥城弓道会／編 鳥城弓道会 昭和61 1986 鳥取県立図書館 鳥取西高弓道部　県大会　全国大会　等

（２５）弓道 全国高等学校総合体育大会　第40回全国高等学校弓道大
会　平成７年度 全国高等学校体育連盟 平成7 1995 鳥取県立図書館

（２５）弓道 鳥取県弓道連盟の歩み 記念誌発行委員会／編 鳥取県弓道連盟 平成25 2013

（２５）弓道
くらら　2017.01　鳥取県中部みっちゃく生活情報誌
鳥取県立倉吉西高等学校　弓道部　のびのび楽しく日本
一！

くららくらぶ編集室／企画・編 中広 平成28 2016 鳥取県立図書館 鳥取県立倉吉西高等学校　弓道部　のびの
び楽しく日本一！

（２６）グラウンド･ゴルフ グラウンド・ゴルフのすすめ
－高齢者からヤングまでの新しいファミリースポーツ

杉山重利（鳥取県出身）
朝井正教（鳥取県出身）他／編
日本グラウンド･ゴルフ協会　
監修

ベースボール･マガジン社 昭和59 1984 鳥取県立図書館
編者：杉山氏･朝井氏　鳥取ゆかり
P.104　参考資料　第１回鳥取県グラウン
ド・ゴルフ大会　開催要項および細則
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（２６）グラウンド･ゴルフ グラウンド・ゴルフ指導者講習会
昭和60年６月９日（日）　泊村総合運動場 鳥取県教育委員会 昭和60 1985 鳥取県立図書館 昭和60年6月9日（日）　泊村総合運動場

（２６）グラウンド･ゴルフ みんなで楽しむグラウンド・ゴルフ入門

杉山重利（鳥取県出身）島崎仁
朝井正教（鳥取県出身）／著　
監修／日本グラウンド・ゴルフ
協会

ベースボール・マガジン社 平成2 1990 鳥取県立図書館

（２６）グラウンド･ゴルフ グラウンドゴルフ発祥地大会　第２回
平成２年９月２日　鳥取県泊村泊小学校運動場

泊村グラウンドゴルフ
発祥地大会実行委員会 平成2 1990 鳥取県立図書館 平成2年9月2日　鳥取県泊村泊小学校運動場

（２６）グラウンド･ゴルフ もっと知りたいグラウンド･ゴルフ　生涯スポーツのすすめ

杉山重利（鳥取県出身）島崎仁
朝井正教（鳥取県出身）／編
監修：日本グラウンド・ゴルフ
協会

ベースボール･マガジン社 平成5 1993 鳥取県立図書館 編者：杉山氏･朝井氏　鳥取ゆかり

（２６）グラウンド･ゴルフ うまくなる！グラウンド･ゴルフ　技術 朝井正教（鳥取県出身） ベースボール･マガジン社 平成23 2011 鳥取県立図書館 著者：鳥取県出身

（２６）グラウンド･ゴルフ よくわかる！グラウンド･ゴルフ　基本 朝井正教（鳥取県出身） ベースボール･マガジン社 平成23 2011 鳥取県立図書館 著者：朝井氏　鳥取県出身　P.23鳥取県泊
村で考案される

（２６）グラウンド･ゴルフ 学んでおきたい！グラウンド･ゴルフ　上達編 朝井正教（鳥取県出身） ベースボール･マガジン社 平成26 2014 鳥取県立図書館 著者：鳥取県出身

（２６）グラウンド･ゴルフ 知っておきたい！グラウンド・ゴルフ　ルール編 朝井正教（鳥取県出身） ベースボール･マガジン社 平成26 2014 鳥取県立図書館 著者：朝井氏　鳥取県出身　P.21初代会長
には南部忠平氏が就任

（２６）グラウンド･ゴルフ

地域づくり　2016.05
楽しむスポーツイベントによる地域活性化　鳥取県湯梨浜町　小さな村から生まれたスポーツを全国へ
　
小学生がグラウンド・ゴルフ発祥の地へ終結　東原正治

地域活性化センター 平成28 2016 鳥取県立図書館

楽しむスポーツイベントによる地域活性化
鳥取県湯梨浜町　小さな村から生まれたス
ポーツを全国へ　
小学生がグラウンド・ゴルフ発祥の地へ終
結　東原正治

（２６）グラウンド･ゴルフ 鳥取県グラウンド・ゴルフ協会　35周年記念誌 鳥取県グラウンド・ゴルフ協会
／編

鳥取県グラウンド・ゴルフ
協会 平成29 2017 湯梨浜町図書館

（２６）グラウンド･ゴルフ とまり　グラウンドゴルフ発祥の地　鳥取／とまり（泊
村観光協会） 泊村観光協会 鳥取県立図書館

（２７）クレー射撃
ライフル射撃

国民体育大会秋季大会　クレー射撃　第40回
昭和60年10月21日（月）～ 24日（木）鳥取クレー射撃場 昭和60 1985 鳥取県立図書館 昭和60年10月21日（月）～ 24日（木）

鳥取クレー射撃場

（２７）クレー射撃
ライフル射撃

国民体育大会秋季大会　ライフル射撃　第40回
昭和60年10月21日（月）～ 24日（木）鳥取県営ライフル
射撃場

昭和60 1985 鳥取県立図書館 昭和60年10月21日（月）～ 24日（木）
鳥取県営ライフル射撃場

（２７）クレー射撃
ライフル射撃

第40回国民体育大会　ライフル射撃競技　報告書　（西伯
郡実委）

第40回国民体育大会西伯郡実行
委員会事務局／編

第40回国民体育大会西伯郡
実行委員会 昭和61 1986 鳥取県立公文書館

南部町図書館

（２８）競馬 【漫画】立川ウインズ通り１（競馬コミックシリーズ） 山松ゆうきち（倉吉市出身） 秋田書店 平成3 1991 鳥取県立図書館 競馬コミック　漫画　山松氏：倉吉市出身

（２８）競馬

騎手という稼業　－勝負と仁義のはざまで
P.47「男馬」か「女馬」か－角田晃一　（角田晃一・鳥取
県出身）
フジキセキの怖さ／一番ショックを受けてるだろう／乗
るか、なぎ倒されるか

小林常浩 アールズ出版 平成12 2000 北栄町図書館 角田晃一鳥取県出身　鳥取県人物・人材情
報リスト2017　P.307スポーツより

（２８）競馬 競馬があるから旅に出る 梅林敏彦（日野町出身・ルポラ
イター） 源平社 平成13 2001 鳥取県立図書館

（２８）競馬 皆生温泉の競馬場　戦前編 アオキヒロミ 今井出版 平成31 2019 鳥取県立図書館

（２９）ゲートボール 日本ゲートボール連合10年のあゆみ
P.158　鳥取県ゲートボール協会 10周年記念誌編纂委員会 日本ゲートボール連合 平成7 1995 鳥取県立図書館
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（２９）ゲートボール

日本ゲートボール連合20年のあゆみ
P.101　鳥取県ゲートボール協会
P.194－第13回全日本ゲートボール選手権大会　都道府県
別団体総合成績　第５位　鳥取県協会
P.213－第11回全国選抜ゲートボール大会　ミドルレ
ディースクラス　準優勝　富益レディース（鳥取）
P.216－第12回全国選抜ゲートボール大会　ミドルレ
ディースクラス　準優勝　富益レディース（鳥取）
P.269－第５回全国ジュニアゲートボール大会　ジュニア
男子１部クラス　優勝　鳥取若鳥（鳥取）

20周年記念誌編纂委員会 日本ゲートボール連合 平成17 2005 鳥取県立図書館

（３０）剣道 中学校剣道（鳥取県立第一中学校剣道部） 鳥取県立第一中学校剣道部 昭和8 1933 鳥取県立図書館

（３０）剣道 因伯剣豪太平記　上巻 栗山浩介 鳥取週報社 昭和32 1957 鳥取県立図書館

（３０）剣道 因伯剣豪太平記　下巻 滝沢恭輔 鳥取週報社 昭和32 1957 鳥取県立図書館

（３０）剣道 鳥取県剣道連盟名簿　（昭和32） 鳥取県剣道連盟 昭和32 1957 鳥取県立図書館

（３０）剣道 鳥取県剣道連盟会員名簿　（昭和36） 鳥取県剣道連盟 昭和36 1961 鳥取県立図書館

（３０）剣道 因伯剣道史考　鳥取郷土選書８ 山根幸恵／著　蓮仏重寿／編集
発行者 久松文庫 昭和36 1961 鳥取県立図書館

（３０）剣道 米中剣道部史　創立六十五周年記念 三保照雄／編 三保照雄 昭和39 1964 鳥取県立図書館

（３０）剣道 鳥城剣道部史（鳥取県立鳥取西高等学校　剣道部OB会） 山根幸恵／編集兼発行人　鳥取
西高等学校剣道部OB 

鳥取県立鳥取西高等学校　
剣道部OB会 昭和47 1972 鳥取県立図書館 著者：鳥取西高剣道部OB　P.155県営武道

館の設立　等

（３０）剣道 鳥城剣友会報（創刊号）（鳥取県立鳥取西高等学校） 鳥城剣友会　鳥取県立鳥取
西高等学校内 昭和48 1973 鳥取県立図書館 P.6－7鳥取西高剣道部創設90年記念事業の

報告　等

（３０）剣道 鳥取西高等学校創立100周年記念　剣道大会
昭和48年10月21日（日）　鳥取西高等学校講堂 昭和48 1973 鳥取県立図書館 昭和48年10月21日（日）鳥取西高等学校講堂

（３０）剣道 鳥取県剣道連盟役員名簿　昭和49年度 昭和49 1974 鳥取県立図書館

（３０）剣道 尚徳会史 山根幸恵 財団法人尚徳会 昭和49 1974 鳥取県立図書館 因伯尚徳会

（３０）剣道 因幡の鐔 山根幸恵 財団法人尚徳会 昭和50 1975 鳥取県立図書館 P.4因州駿河の系譜　等

（３０）剣道
鳥取県中学校総合体育大会　第２回　剣道競技の部
会場･期日：倉吉市立東中学校体育館　昭和51年６月13日

（日）
鳥取県中学校体育連盟 昭和51 1976 鳥取県立図書館 会場･期日：倉吉市立東中学校体育館

昭和51年6月13日（日）

（３０）剣道 鳥取・雖井蛙流　月刊剣道日本1976年11月号 P.63－71に
記載 梁取三義 スキージャーナル 昭和51 1976 鳥取県立図書館 P.63－71に記載

（３０）剣道 鳥取県剣道連盟　会員名簿　（昭和54） 鳥取県剣道連盟 昭和54 1979 鳥取県立図書館

（３０）剣道 第26回全日本東西対抗剣道大会
昭和55年９月28日（日）　鳥取武道館 全日本剣道連盟 昭和55 1980 鳥取県立図書館 昭和55年9月28日（日）鳥取武道館

（３０）剣道 鳥取藩剣道史 山根幸恵 渓水社 昭和57 1982 鳥取県立図書館

（３０）剣道
教育時報　1982.5　169ゴウ　
鳥取藩人物誌（15）　剣術雖井蛙流の祖　深尾角馬　福井
淳人

鳥取県教育委員会 昭和57 1982 鳥取県立図書館 鳥取藩人物誌（15）　剣術雖井蛙流の祖
深尾角馬　福井淳人

（３０）剣道 鳥取県中学校総合体育大会　第９回　剣道競技の部
会場・期日：鳥取武道館　昭和58年７月24日（日） 鳥取県中学校体育連盟 昭和58 1983 鳥取県立図書館 会場･期日：鳥取武道館　昭和58年7月24日

（日）

（３０）剣道 山根幸恵先生　剣道藩士受称記念祝賀会出席者名簿
昭和58年７月26日　ホテルニューオータニ鳥取 昭和58 1983 鳥取県立図書館 昭和58年7月26日　ホテルニューオータニ鳥取

（３０）剣道 武道学研究16巻（1984）１号（日本武道学会）
鳥取藩における雖井蛙流平法について 太田順康（筑波大学・大学院） 日本武道学会 昭和59 1984 J－STAGE

（個人蔵）
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（３０）剣道
国民体育大会秋季大会　剣道　第40回
昭和60年10月21日（月）～ 23日（水）県立鳥取西高校講
堂

昭和60 1985 鳥取県立図書館 昭和60年10月21日（月）～ 23日（水）　県
立鳥取西高校講堂

（３０）剣道 尚徳会叢書（1）　槍術範士　松田秀彦 山根幸恵 財団法人尚徳会 昭和60 1985 鳥取県立図書館
著者：鳥取西高剣道部顧問（昭和31）
P.100（3）鳥取県立第一中学校柔道教師
P.111（6）鳥取県商業高校武術教師　等

（３０）剣道 尚徳会百十年の歩み 尚徳会 昭和60 1985 鳥取県立図書館

（３０）剣道 太田義人　剣道修行七十年 太田義人先生　剣道九段昇段祝
賀会／編

太田義人先生　剣道九段昇
段祝賀会
財団法人尚徳会

昭和61 1986 鳥取県立図書館 P.8鳥取県スポーツ列伝

（３０）剣道 警察柔道剣道大会　中国管区内　昭和62年度
昭和62年10月８日（木）　鳥取武道館 中国管区警察局 昭和62 1987 鳥取県立図書館 昭和62年10月8日（木）　鳥取武道館

（３０）剣道 武道学研究20巻（1987）２号（日本武道学会）
鳥取藩における雖井蛙流平法に関する研究 太田順康（大阪教育大学） 日本武道学会 昭和62 1987 J－STAGE

（個人蔵）

（３０）剣道 中部剣道誌（中部剣道連盟） 中部剣道誌編集委員会／編 中部剣道連盟 昭和63 1988 鳥取県立図書館

（３０）剣道 （八東町立八東中学校）研究紀要　
人間性豊かでねばり強い　生徒の育成を目指す剣道指導 八東町立八東中学校 平成1 1989 鳥取県立図書館

（３０）剣道 鳥取県剣道連盟　会員名簿（平成２） 鳥取県剣道連盟 平成2 1990 鳥取県立図書館

（３０）剣道 常盤旗中学校　剣道大会第２回（鳥取城北高等学校） 鳥取城北高等学校 平成2 1990 鳥取県立図書館

（３０）剣道 八頭郡剣道考（八頭郡剣道連盟） 八頭郡剣道連盟 平成3 1991 鳥取県立図書館

（３０）剣道 太田義人先生　偲び草 太田義人先生　偲び草編集委員
会／編

太田義人先生　偲び草編集
委員会
財団法人尚徳会

平成5 1993 鳥取県立図書館

（３０）剣道 全国高等学校総合体育大会　剣道競技　平成７年度　
第42回全国高等学校剣道大会 全国高等学校体育連盟 平成7 1995 鳥取県立図書館

（３０）剣道 尚徳会叢書（２）　井蛙語海 宝暦4年（1754）5月25日　輯録
上野忠親／著　山根幸恵／編 財団法人尚徳会 平成8 1996 鳥取県立図書館 著者：上野忠親氏　池田光中側室 ｢匂」の

甥

（３０）剣道 雖井蛙流兵法　上篇　
『剣道時代』2001年１月号（P.70－75）に記載 山本太一／文 体育とスポーツ出版社 平成12 2000 鳥取県立図書館 『剣道時代』2001年１月号（P.70－75）に記

載

（３０）剣道 雖井蛙流兵法　中篇　
『剣道時代』2001年２月号（P.54－58）に記載 山本太一／文 体育とスポーツ出版社 平成13 2001 鳥取県立図書館 『剣道時代』2001年２月号（P.54－58）に記

載

（３０）剣道 雖井蛙流兵法　下編　
『剣道時代』2001年３月（P.58－63）に記載 山本太一／文 体育とスポーツ出版社 平成13 2001 鳥取県立図書館 『剣道時代』2001年３月（P.58－63）に記載

（３０）剣道
PHP文庫　二十五人の剣豪　宮本武蔵から近藤勇まで
P.127　深尾角馬　泰平の世に、あるべき兵法道を求める
P.136　荒木又右衛門　怨嗟に突きうごかされた男の生き方

戸部新十郎 PHP研究所 平成14 2002 鳥取市立中央図書館

（３０）剣道 雖井蛙流平法　（財団法人尚徳会） 山根國弘／編 財団法人尚徳会 平成15 2003 鳥取県立図書館 参考書目多数

（３０）剣道 十年の証 倉吉道場「倉吉市営武道館
剣道教室」 平成23 2011 倉吉市立図書館

（３０）剣道 倉吉市剣道連盟史 倉吉市剣道連盟史編集委員会／編 倉吉市剣道連盟 平成27 2015 倉吉市立図書館

（３０）剣道 鳥取県剣道史　（鳥取県剣道連盟） 鳥取県剣道連盟剣道史編纂部／編 鳥取県剣道連盟 平成28 2016 鳥取県立図書館

（３０）剣道 脳を活性化させる剣道 湯村正仁（鳥取県在住） 体育とスポーツ出版社 平成28 2016 鳥取県立図書館 著者：湯村氏　鳥取県剣道連盟審議委員長

（３０）剣道 鳥取浜坂少年剣道クラブ小史　～ともに歩んで四半世紀～
精進　鳥取浜坂少年剣道クラブ　創立四十周年記念

平成29年古希記念　鳥取浜坂少
年剣道クラブ講師
山内幸夫

山内幸夫 平成29 2017 鳥取県立図書館
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（３０）剣道 井蛙正伝　（和本のゼロックス複写本） 深尾角馬　ほか 不明 不明 鳥取県立図書館 和本のゼロックス複写本

（３０）剣道 県高校総合体育大会　第14回　剣道競技の部
６月３日、４日　鳥取西高等学校 不明 不明 鳥取県立図書館 6月3日、4日　鳥取西高等学校

（３０）剣道

雖井蛙流夢想萬勝之巻
（雖井蛙流夢想万勝之巻 雖井蛙流平法利準之巻 雖井蛙流
平法無想秘極之巻 
和本のゼロックス複写本）

不明 不明 鳥取県立図書館
雖井蛙流夢想万勝之巻　雖井蛙流平法利準
之巻　雖井蛙流平法無想秘極之巻　和本の
ゼロックス複写本

（３１）ゴルフ 鳥取ゴルフ倶楽部会員名簿 鳥取ゴルフ倶楽部 昭和37 1962 鳥取県立図書館

（３１）ゴルフ 二十四年のあゆみ　永遠なれ米子ゴルフ場よ （米子カン
トリークラブ） 米子カントリークラブ 昭和57 1982 鳥取県立図書館

（３１）ゴルフ 二十四年のあゆみ　文字で綴る歴史 米子ゴルフ倶楽部／編　天満和人 米子ゴルフ倶楽部 昭和57 1982 鳥取市立中央図書館

（３１）ゴルフ 日本女子プロゴルフ選手権大会1993
開催コース“女神の郷”旭国際浜村温泉ゴルフ倶楽部 日本女子プロゴルフ協会 平成5 1993 鳥取県立図書館 開催コース“女神の郷”旭国際浜村温泉ゴ

ルフ倶楽部

（３１）ゴルフ 大山ゴルフクラブ20年の歩み 大山ゴルフクラブ 平成2 ？ 米子市立図書館 　

（３１）ゴルフ こはく　2017.04　米子地域みっちゃく生活情報誌
米子北斗中学校・高等学校　ゴルフ部 こはく編集室／企画・編 中広 平成29 2017 鳥取県立図書館 米子北斗中学校・高等学校　ゴルフ部

（３２）サッカー 全国社会人サッカー選手権記念大会　　第20回
第40回国民体育大会サッカー競技リハーサル大会 昭和59 1984 鳥取県立図書館

（３２）サッカー
国民体育大会秋季大会　サッカー　第40回
昭和60年10月21日（月）～ 25日（金）米子市営東山陸上
競技場ほか

昭和60 1985 鳥取県立図書館 昭和60年10月21日（月）～ 25日（金）米子
市営東山陸上競技場ほか

（３２）サッカー 第40回国民体育大会サッカー競技会　式典実施要領（岩
美町実委）

第40回国民体育大会　岩美
町実行委員会 昭和60 1985 鳥取県立図書館

（３２）サッカー 全国高等学校総合体育大会　サッカー競技　平成７年度 全国高等学校体育連盟 平成7 1995 鳥取県立図書館

（３２）サッカー 鳥取聾学校生徒写真集　がんばれ!!SC鳥取 高田啓一／編　写真／鳥取聾学
校生徒 遊人工房 平成14 2002 鳥取県立図書館

（３２）サッカー 小学生スポーツ指導の手引き　No. ３　小学生スポーツ
の考え方と進め方（サッカー） 鳥取県スポーツセンター作成 鳥取県教育委員会　体育保

健課　スポーツセンター 平成15 2003 鳥取県立公文書館

（３２）サッカー ポストモダン･ブックス　エーコとサッカー　
ピーター・P・トリフォナス／著
富山太佳夫・（日吉津村出身）
／訳

岩波書店 平成16 2004 鳥取県立図書館 訳者：富山氏　日吉津村出身（1947）

（３２）サッカー

都道府県展望　2007.07　586　知事が未来を探る、創る、
提言する
人口最小県からJリーグクラブ誕生を目指せ！ガイナーレ
鳥取！

全国知事会 平成19 2007 鳥取県立図書館 人口最小県からJリーグクラブ誕生を目指
せ！ガイナーレ鳥取！

（３２）サッカー 禁断の百雑技集　奥山蹴球雑技団サッカー・フットサル 奥山光洋（鳥取県出身） 白夜書房 平成20 2008 鳥取県立図書館 著者　鳥取県出身（1970）

（３２）サッカー 政経レポート　旬刊　2008，12，05
現代鳥取の基礎知識「ガイナーレ鳥取」 山陰政経研究所 平成20 2008 鳥取県立図書館 現代鳥取の基礎知識「ガイナーレ鳥取」

（３２）サッカー 蹴球奥義皆伝ノ書　奥山蹴球雑技団サッカー・フットサ
ル　Futsal navi series 奥山光洋（鳥取県出身） 白夜書房 平成21 2009 鳥取県立図書館 著者　鳥取県出身（1970）

（３２）サッカー 野人伝 岡野雅行（ガイナーレ鳥取） 新潮社 平成21 2009 個人蔵 ガイナーレ鳥取

（３２）サッカー 強小弐年　闘士　ガイナーレ鳥取2010　－J2昇格　熱闘
の軌跡－（新日本海新聞社） 吉岡利固／発行者 新日本海新聞社 平成22 2010 鳥取県立図書館
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（３２）サッカー
スクスクめいと　2010Summer　地域ではぐくむ子ども
の未来
ガイナーレ鳥取　サッカースクールで目指せJリーガー

スクスクめいと制作室／編 新日本海新聞社 平成22 2010 鳥取県立図書館 ガイナーレ鳥取　サッカースクールで目指
せJリーガー

（３２）サッカー 地域開発　No.554 地域ぐるみで経営を支えるガイナーレ
鳥取 中ノ森寿昭／文 日本地域開発センター 平成22 2010 鳥取県立図書館

（３２）サッカー
Peeba SPECIAL MATCH 2011　commemorative book
2011年７月24日　ガイナーレ鳥取VS徳島ヴォルティスの
試合会場で限定配布された記念冊子

Peeba 平成23 2011 鳥取県立図書館
2011年7月24日　 ガ イ ナ ー レ 鳥 取VS徳 島
ヴォルティスの試合会場で限定配布された
記念冊子

（３２）サッカー 【DVD】ガイナーレ鳥取の軌跡　約束の場所へ 中海テレビ放送／制作 平成23 2011 鳥取県立図書館 DVD １枚

（３２）サッカー 【漫画】News from Manga Kingdom Tottori　The Story 
of …Go For it! Gainare Tottori ラ・コミック／漫画制作 鳥取県文化観光局観光政策

課 平成23 2011 鳥取県立図書館

（３２）サッカー CLUB GUIDE 2011 GAINARE TOTTORI SC鳥取 平成23 2011 鳥取県立図書館

（３２）サッカー 碧い風　2011.07　きらめきの地域デザイン
スポーツの文化的価値を追求する　ガイナーレ鳥取

中国電力／企画　ジェイクリエ
イト／編集・制作 中国電力 平成23 2011 鳥取県立図書館 スポーツの文化的価値を追求する　ガイ

ナーレ鳥取

（３２）サッカー

わっか　2011 Autumn　WAKKA まちなかを応援する情
報誌
鳥取市中心市街地エリア情報誌
中心市街地再生への挑戦　ガイナーレ鳥取×まちなか

まちなか応援プロジェクト／編
鳥取市中心市街地活性化協
議会

『まちなかシェルジュ』
平成23 2011 鳥取県立図書館 中心市街地再生への挑戦　ガイナーレ鳥取

×まちなか

（３２）サッカー
政経レポート　旬刊　2011,12,15
ワイドインタビュー　「宮城出身Jリーガーの熱い思い」　
ガイナーレ鳥取奥山泰裕選手

山陰政経研究所 平成23 2011 鳥取県立図書館 ワイドインタビュー　「宮城出身Jリーガー
の熱い思い」　ガイナーレ鳥取奥山泰裕選手

（３２）サッカー CLUB GUIDE 2012 GAINARE TOTTORI　RELIEVE 
ALL　感動をともに×闘志を一つに SC鳥取 平成24 2012 鳥取県立図書館

（３２）サッカー Jリーグホームタウン　活動白書　P.56　ガイナーレ鳥取

博報堂DYメディアパートナー
ズ／編
博報堂DYスポーツマーケティ
ング／編

監修／公益財団法人
日本プロサッカーリーグ

（Jリーグ）
平成25 2013 鳥取県立図書館 P.56ガイナーレ鳥取

（３２）サッカー
禁断の百雑技集　増補改訂版　奥山蹴球雑技団サッカー・
フットサル
FUTSAL NAVI SERIES＋

奥山光洋（鳥取県出身） ガイドワークス 平成25 2013 鳥取県立図書館 著者　鳥取県出身（1970）

（３２）サッカー CLUB GUIDE 2013 GAINARE TOTTORI SC鳥取 SC鳥取 平成25 2013 鳥取県立図書館

（３２）サッカー つばさ　2014.03　鳥取地域みっちゃく生活情報誌
ガイナーレ鳥取 つばさ編集室／編 中広 平成26 2014 鳥取県立図書館 ガイナーレ鳥取

（３２）サッカー
こはく2016.04　米子地域みっちゃく生活情報誌
巻頭特集　ガイナーレ鳥取　柱谷哲二新監督「闘将」降
臨！　地域に誓うJ2昇格

こはく編集室／企画・編 中広 平成28 2016 鳥取県立図書館 巻頭特集　ガイナーレ鳥取　柱谷哲二新監
督「闘将」降臨！　地域に誓うJ2昇格

（３２）サッカー

サッカーをあきらめない　サッカー部のない高校から日
本代表へ－　岡野雅行
サッカー日本代表をはじめてワールドカップにみちびい
た岡野選手の物語！

岡野雅行／著　布施龍太／絵 KADOKAWA 平成30 2018 Amazon

（３２）サッカー GAINARE TOTTORI 応援ガイドブック 鳥取県立図書館

（３２）サッカー 【DVD】ガイナーレ鳥取の軌跡　Track in GAINARE 
TOTTORI SC鳥取 中海テレビ放送　SC鳥取 鳥取県立図書館 DVD

（３３）山岳・スポーツク
ライミング 大山雑記　下山神社縁由 嗒然 明治36 1903 鳥取県立図書館
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（３３）山岳・スポーツク
ライミング 伯耆の大山 池田喜市郎 大山寺 明治45 1912 鳥取県立図書館

（３３）山岳・スポーツク
ライミング 伯耆大山寺参拝と登山の栞 竹内芳之助 大山寺 大正8 1919 鳥取県立図書館

（３３）山岳・スポーツク
ライミング 大山雑記　杉坂弘感想録 杉坂弘 丙午出版社 昭和１ 1926 国立国会図書館

デジタルコレクション

（３３）山岳・スポーツク
ライミング 国立公園大山別刷　大山の地形、地質、動物植物（鳥取縣）鳥取縣 昭和9 1934 鳥取県立図書館

（３３）山岳・スポーツク
ライミング 国立公園大山　（鳥取縣） 鳥取縣 昭和9 1934 鳥取県立図書館

（３３）山岳・スポーツク
ライミング 山岳　第２号　（草鳴社山岳会） 岩崎清／編 草鳴社山岳会 昭和10 1935 鳥取県立図書館 大山

（３３）山岳・スポーツク
ライミング 伯耆大山に於ける遭難経過と真相 松江体育協会　編 松江体育協会 昭和12 1937 米子市立図書館 米子図書館所蔵郷土資料目録１　1989.3よ
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（３３）山岳・スポーツク
ライミング 日本山岳案内　第五集　スキー場（西部篇） 鐡道省山岳部／編 博文館 昭和16 1941 個人蔵 大山ほか

（３３）山岳・スポーツク
ライミング 遭難報告 操山会（第六高等学校報国団山

岳班）　編 操山会 昭和17 1942 米子市立図書館

（３３）山岳・スポーツク
ライミング わが山脈　田淵行男山岳写真集 田淵行男（日野郡出身） 誠文堂新光社 昭和27 1952 鳥取県立図書館

（３３）山岳・スポーツク
ライミング 写真集　大山の仲間たち 松岡嘉之 松岡嘉之 昭和57 1952 鳥取県立図書館 著者：松岡氏米子市生まれ（1944）

（３３）山岳・スポーツク
ライミング 山　MOUNTAIN　世界写真家シリーズ 田淵行男（日野郡出身） 平凡社 昭和31 1956 鳥取県立図書館

（３３）山岳・スポーツク
ライミング 大山国立公園　解説と案内 佐野勇一／著　大山山岳会／監

修 大山山岳会 昭和31 1956 鳥取県立図書館

（３３）山岳・スポーツク
ライミング ヒメギフチョウ 田淵行男（日野郡出身） 誠文社新光堂 昭和32 1957 鳥取県立図書館

（３３）山岳・スポーツク
ライミング 尾根路　朋文堂山岳文庫　田淵行男写真集 田淵行男（日野郡出身） 朋文堂 昭和33 1958 鳥取県立図書館

（３３）山岳・スポーツク
ライミング 大山 毎日新聞社／編 毎日新聞社 昭和33 1958 鳥取県立図書館

（３３）山岳・スポーツク
ライミング 高山蝶 田淵行男（日野郡出身） 朋文堂 昭和34 1959 鳥取県立図書館

（３３）山岳・スポーツク
ライミング 北壁　第４号　遠藤・精山・高橋・伊奈四君追悼誌 米子南高校山岳部　編 米子南高校山岳部 昭和34 1959 米子市立図書館 米子図書館所蔵郷土資料目録１　1989.3より
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（３３）山岳・スポーツク
ライミング 山のわかれ山の出会い 田中澄江（鳥取ゆかり） 講談社 昭和34 1959 国立国会図書館

デジタルコレクション

（３３）山岳・スポーツク
ライミング 鷲峯登山記念帖 岡垣益太郎 因伯時報社 昭和36 1961 鳥取県立図書館

（３３）山岳・スポーツク
ライミング アシナガバチの生態　小さなラガーたち 田淵行男（日野郡出身）／詩　

中原健二／作曲 講談社 昭和37 1962 鳥取県立図書館

（３３）山岳・スポーツク
ライミング

鳥取大学山岳部部報「山」第10号　－鳥大山岳部　六十
年の歩み－

鳥取大学山岳部／編　七條喜一
郎／編 鳥取大学山岳部 昭和56 1981 鳥取県立図書館 参考文献多数あり
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（３３）山岳・スポーツク
ライミング 大屏風呂､ 小屏風呂－伯耆大山－ 林原健蔵 林原健蔵 昭和38 1963 鳥取県立図書館

（３３）山岳・スポーツク
ライミング 槍・穂高・常念岳　ブルーガイドブックス15 田淵行男（日野郡出身）／写真 実業之日本社 昭和38 1963 鳥取県立図書館

（３３）山岳・スポーツク
ライミング 大山のハイキングコース 米子図書館山の会　編 米子図書館山の会 昭和38 1963 米子市立図書館

（３３）山岳・スポーツク
ライミング 大山遭難防止協会の事業と山岳遭難事故の状況 大山遭難防止協会　編 大山遭難防止協会 昭和38 1963 米子市立図書館

（３３）山岳・スポーツク
ライミング 大山事典（複写本） 鳥取県立米子図書館 昭和38 1963 鳥取県立図書館

（３３）山岳・スポーツク
ライミング 私の山岳写真集 田淵行男（日野郡出身）／写真 東京中日新聞社 昭和39 1964 鳥取県立図書館

（３３）山岳・スポーツク
ライミング ちょう　講談社のカラー百科 田淵行男（日野郡出身） 講談社 昭和39 1964 鳥取県立図書館

（３３）山岳・スポーツク
ライミング 創立50周年記念誌　上 米子山の会　編 米子山の会 昭和39 1964 米子市立図書館

（３３）山岳・スポーツク
ライミング 創立50周年記念誌　下 米子山の会　編 米子山の会 昭和39 1964 米子市立図書館

（３３）山岳・スポーツク
ライミング 追悼 米子山の会　編 米子山の会 昭和39 1964 米子市立図書館 米子図書館所蔵郷土資料目録１　1989.3より
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（３３）山岳・スポーツク
ライミング 北ア展望　田淵行男作品集 田淵行男（日野郡出身） 朝日新聞社 昭和41 1966 鳥取県立図書館

（３３）山岳・スポーツク
ライミング 大山の花（下）　昭和41年再版 伊田弘実 米子市観光協会 昭和41

再版 1966 鳥取県立図書館 昭和40初版　著者：伊田氏鳥取県生まれ

（３３）山岳・スポーツク
ライミング 大山の花（上）　昭和41年再版 伊田弘実 米子市観光協会 昭和41

再版 1966 鳥取県立図書館 著者：伊田氏鳥取県生まれ

（３３）山岳・スポーツク
ライミング 大山遭難報告 島根農科大学山岳部　編 島根農科大学山岳部・島根

大学山岳部 昭和41 1966 米子市立図書館

（３３）山岳・スポーツク
ライミング 山の時刻　田淵行男写真集 田淵行男（日野郡出身）／写真 朝日新聞社 昭和42 1967 鳥取県立図書館

（３３）山岳・スポーツク
ライミング

県政ダイジェストNo. ３　皇太子ご夫妻と　夏山の大山
－第８回国立公園大会と県下ご視察の記録－ 鳥取県広報文書課／編 鳥取県広報文書課 昭和42 1967 鳥取県立図書館

（３３）山岳・スポーツク
ライミング 大山と隠岐と出雲 木幅吹月／編 牧野出版社 昭和43 1968 個人蔵

（３３）山岳・スポーツク
ライミング 山の意匠　田淵行男写真集 田淵行男（日野郡出身）／詩　

中原健二／作曲 朝日新聞社 昭和46 1971 鳥取県立図書館

（３３）山岳・スポーツク
ライミング 山によせる心 田中澄江（鳥取ゆかり） 大和書房 昭和46 1971 個人蔵 疎開先　鳥取県

（３３）山岳・スポーツク
ライミング National Park DAISEN　長尾幹夫写真集 長尾幹夫 昭和47 1972 鳥取県立図書館

（３３）山岳・スポーツク
ライミング カラー　大山の花たち 伊田弘実 米子市観光協会 昭和48 1973 鳥取県立図書館 鳥取県生まれ

（３３）山岳・スポーツク
ライミング 須賀山雑記 山根達治 山根達治 昭和48 1973 鳥取県立図書館



65

（３３）山岳・スポーツク
ライミング 生態写真　ギフチョウ・ヒメギフチョウ 田淵行男（日野郡出身） 講談社 昭和49 1974 鳥取県立図書館

（３３）山岳・スポーツク
ライミング 浅間・八ヶ岳　麓からの山 田淵行男（日野郡出身）／写真 朝日新聞社 昭和49 1974 鳥取県立図書館

（３３）山岳・スポーツク
ライミング

10周年記念誌　1976　つなごう信頼のザイル　広げよう
縁の輪（鳥取県山岳協会）

鳥取県山岳協会10周年記念誌委
員会／編
写真協力　田賀久治　長尾幹雄

鳥取県山岳協会 昭和51 1976 鳥取県立図書館

（３３）山岳・スポーツク
ライミング 三鈷　鳥取県山岳協会十周年記念文集 鳥取県山岳協会十周年記念誌委

員会 鳥取県山岳協会 昭和51 1976 個人蔵

（３３）山岳・スポーツク
ライミング 安曇野　田淵行男写真文集 田淵行男（日野郡出身） 朝日新聞社 昭和51 1976 鳥取県立図書館

（３３）山岳・スポーツク
ライミング 大山・花の散歩 伊田弘實 山陰放送 昭和51 1976 鳥取県立図書館 著者　日野郡生まれ

（３３）山岳・スポーツク
ライミング 大山の野鳥 米子野鳥保護の会　長尾俊郎 山陰放送 昭和51 1976 鳥取県立図書館 米子野鳥保護の会

（３３）山岳・スポーツク
ライミング 大山　昭和52年度大山登山文集 植田浩一／ほか編 邑法第一中学校一年 昭和52 1977 鳥取県立図書館

（３３）山岳・スポーツク
ライミング 大山からこんにちは　No. １　頂上らくがき帖より 飯田千鶴／編 高橋豊明 昭和53 1978 鳥取県立図書館

（３３）山岳・スポーツク
ライミング

大山からこんにちは　No. ２　頂上小屋　ユートピア小屋
らくがき帖 高橋豊明／編 山崎旅館 昭和54 1979 鳥取県立図書館 米子図書館所蔵郷土資料目録１　1989.3よ
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（３３）山岳・スポーツク
ライミング 大雪の蝶 田淵行男（日野郡出身） 朝日新聞社 昭和53 1978 鳥取県立図書館

（３３）山岳・スポーツク
ライミング 原色大山の蘚類 野川茂 米子今井書店 昭和53 1978 鳥取県立図書館

（３３）山岳・スポーツク
ライミング 大山・石鎚と西国修験道　山岳宗教史研究叢書⑫ 宮家準／編 名著出版 昭和54 1979 鳥取県立図書館

（３３）山岳・スポーツク
ライミング 日本アルプスの蝶 田淵行男（日野郡出身） 学習研究社 昭和54 1979 鳥取県立図書館

（３３）山岳・スポーツク
ライミング 大山の蝶 松岡嘉之　三島寿雄 米子今井書店 昭和54 1979 鳥取県立図書館 著者　松岡氏　米子市生まれ　三島氏　境

港市生まれ

（３３）山岳・スポーツク
ライミング 自然美と史跡　大山の道づれ 伊田弘美／編 山陰放送 昭和54 1979 鳥取県立図書館 日野郡生まれ

（３３）山岳・スポーツク
ライミング 大山みち　－道標と石地蔵が語る大山信仰－ 淀江中央公民館歴史教室／編 淀江公民館 昭和54 1979 鳥取県立図書館

（３３）山岳・スポーツク
ライミング 詩集　白銀の大山　バッカス叢書１ 山下清三 バッカス社 昭和54 1979 個人蔵

（３３）山岳・スポーツク
ライミング 因幡の山やま　地域研究報告 鳥取県東部山岳研究会議／編 鳥取県東部山岳研究会議 昭和56 1981 鳥取県立図書館

（３３）山岳・スポーツク
ライミング 山の紋章・雪形 田淵行男（日野郡出身） 学習研究社 昭和56 1981 鳥取県立図書館

（３３）山岳・スポーツク
ライミング 尾根路Ⅱ　普及改訂版　田淵行男写真集 田淵行男（日野郡出身） 同時代社 昭和56 1981 鳥取県立図書館

（３３）山岳・スポーツク
ライミング 冬山遭難　大山の記録から 山陽新聞社 山陽新聞社 昭和56 1981 米子市立図書館 米子図書館所蔵郷土資料目録１　1989.3よ

り　P.138　運動競技
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（３３）山岳・スポーツク
ライミング 安曇野挽歌　田淵行男写真文集 田淵行男（日野郡出身） 朝日新聞社 昭和57 1982 鳥取県立図書館

（３３）山岳・スポーツク
ライミング 大山の自然と歴史のこえ 伊田弘實／編 鳥取県観光連盟 昭和57 1982 鳥取県立図書館

（３３）山岳・スポーツク
ライミング 安曇野の蝶　山の絵本 田淵行男（日野郡出身）／詩　

中原健二／作曲 講談社 昭和58 1983 鳥取県立図書館

（３３）山岳・スポーツク
ライミング 増補改訂　大山　花の散歩 伊田弘實 山陰放送 昭和58 1983 鳥取県立図書館 著者：伊田氏　明治44年鳥取県日野郡生まれ

（３３）山岳・スポーツク
ライミング 大山を歩く 松下順一・松下千鶴 たたら書房 昭和58 1983 鳥取県立図書館 著者：松下順一氏　米子市生まれ（1955）　

松下千鶴氏　赤碕町生まれ（1955）

（３３）山岳・スポーツク
ライミング 安曇野の蝶　山の絵本　特装限定版 田淵行男（日野郡出身） 講談社 昭和59 1984 鳥取県立図書館

（３３）山岳・スポーツク
ライミング

国民体育大会秋季大会　山岳競技プログラム　第40回
昭和60年10月20日～ 25日　大山山系 昭和60 1985 鳥取県立図書館 昭和60年10月20日～ 25日　大山山系

（３３）山岳・スポーツク
ライミング 黄色いテント 田淵行男（日野郡出身）／詩　

中原健二／作曲 実業之日本社 昭和60 1985 鳥取県立図書館

（３３）山岳・スポーツク
ライミング

教育時報　1985.1　180ゴウ　わかとり国体　軟式野球　
山岳 鳥取県教育委員会 昭和60 1985 鳥取県立図書館 わかとり国体　軟式野球　山岳

（３３）山岳・スポーツク
ライミング

極北に消ゆ　　植村直己捜索報告・追悼集
P.45　第二次捜索報告　広江研（鳥取県在住） 明治大学山岳部炉辺会編 山と渓谷社　MY BOOKS 昭和60 1985 個人蔵

（３３）山岳・スポーツク
ライミング 山嶺へ 牧野和春（岩美町出身） 牧野出版 昭和60 1985 鳥取県立図書館

（３３）山岳・スポーツク
ライミング 山とさと 木村純三 木村純三 昭和60 1985 米子市立図書館 米子図書館所蔵郷土資料目録１　1989.3より
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（３３）山岳・スポーツク
ライミング 第40回国民体育大会　山岳競技会　報告書

第40回国民体育大会関金・
江府・赤碕・大山町実行委
員会

昭和61 1986 鳥取県立公文書館

（３３）山岳・スポーツク
ライミング

わが友　植村直己
ドングリよもう一度帰って来て南極や野外学校の夢を聞
かせてくれ!!

廣江研（鳥取県在住） 立花書院 昭和61 1986 鳥取県立図書館

（３３）山岳・スポーツク
ライミング 山のアルバム　北アルプス回想 田淵行男（日野郡出身）／詩　

中原健二／作曲 講談社 昭和61 1986 鳥取県立図書館

（３３）山岳・スポーツク
ライミング 大山と中国山地　日本の名峰㉖ 吉田昭市 山と渓谷社 昭和61 1986 個人蔵

（３３）山岳・スポーツク
ライミング

国立公園大山指定50周年記念シンポジウム　「明日の大山
を考える」

国立公園大山指定50周年記念事
業実行委員会 昭和61 1986 鳥取県立図書館

（３３）山岳・スポーツク
ライミング

国立公園大山指定50周年記念大山のアルバム　－自然と
歴史－

国立公園大山指定51周年記念事
業実行委員会 大山国立公園協会 昭和61 1986 鳥取県立図書館

（３３）山岳・スポーツク
ライミング 山の手帖　田淵行男写真文集 田淵行男（日野郡出身） 朝日新聞社 昭和62 1987 鳥取県立図書館

（３３）山岳・スポーツク
ライミング 伯耆文庫２　大山の植物レポート　キャラボクの訴え 棚田耕吉／著　伯耆文庫刊行会

／企画編集 今井書店 昭和62 1987 鳥取県立図書館

（３３）山岳・スポーツク
ライミング

中国・四国の山　伯耆大山・氷ノ山・石鎚・剣山　アル
ペンガイド20（改訂第４版） アルペンガイド編集部／編 山と渓谷社 昭和63 1988 鳥取県立図書館
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（３３）山岳・スポーツク
ライミング 【漫画】　K 谷口ジロー（鳥取県出身）／画 リイド社 昭和63 1988 鳥取県立図書館

（３３）山岳・スポーツク
ライミング 大山国立公園　鳥取砂丘 鳥取県 昭和63 1988 鳥取県立図書館

（３３）山岳・スポーツク
ライミング 創立40周年記念誌（日本山岳会山陰支部） 日本山岳会山陰支部／編 日本山岳会山陰支部 昭和63 1988 倉吉市立図書館

（３３）山岳・スポーツク
ライミング 山陰の百山 日本山岳会山陰支部100山委員

会／編 日本山岳会山陰支部 平成1 1989 個人蔵

（３３）山岳・スポーツク
ライミング 未踏峰に立つ　バフシュタロ・ゾム

平岩竜彦　（鳥取大学工学部卒
（1989）　
鳥取大学農学部農学研究科修士
課程入学（1989））

鳥取大学山岳部出版会　顧
問　松岡節 平成1 1989 鳥取県立図書館

著者：平岩氏　鳥取大学工学部卒（1989）
鳥取大学農学部農学研究科修士課程入学

（1989）

（３３）山岳・スポーツク
ライミング 須賀ノ山雑記 山根達治／著　竹内富恵／編　

（八東町在住？） 「須賀ノ山雑記」編集委員会 平成1 1989 鳥取県立図書館 山根氏・竹内氏　八東町在住？　書籍より

（３３）山岳・スポーツク
ライミング 解題日本名山図会　My books　P.190大山 佐藤武雄 佐藤武雄　山と渓谷社 平成2 1990 鳥取県立図書館

（３３）山岳・スポーツク
ライミング 山渓山岳写真選集５　伯耆大山 吉田昭市 山と渓谷社 平成3 1991 鳥取県立図書館

（３３）山岳・スポーツク
ライミング

岡山・鳥取・島根県の山
謎の山・ロマンの旅　登山とハイキングコース徹底案内
全69コース　
ワンデルングガイド９

上島敬一 岳洋社 平成3 1991 鳥取県立図書館

（３３）山岳・スポーツク
ライミング 山渓山岳写真選集－５　伯耆大山 吉田昭市 山と渓谷社 平成3 1991 個人蔵

（３３）山岳・スポーツク
ライミング 大山百景　大山を歩む 川端兼一／画 川端兼一 平成3 1991 鳥取県立図書館

（３３）山岳・スポーツク
ライミング 自然へ愛をこめて　大山探訪 中国新聞社 平成3 1991 鳥取県立図書館

（３３）山岳・スポーツク
ライミング 大山　その自然と歴史 山陽新聞社 山陽新聞社 平成4 1992 鳥取県立図書館

（３３）山岳・スポーツク
ライミング 国立公園大山　自然みちづれ、大山ふれあいの旅 大山町観光協会 平成4 1992 鳥取県立図書館

（３３）山岳・スポーツク
ライミング 歴史と観光の山　大山 門脇史郎 平成4 1992 鳥取県立図書館

（３３）山岳・スポーツク
ライミング 田淵行男作品集Vol. １　

田淵行男（日野郡出身）／原著
原著　八巻康晴　企画編集　嶺
村昇治

田淵行男記念館　 平成5 1993 鳥取県立図書館

（３３）山岳・スポーツク
ライミング

「天山夢紀行」　中国西域友好登山隊'90報告書
1990年シルクロード「同人峰」からの報告（鳥取岳同人） 鳥取岳同人 平成5 1993 鳥取県立図書館

（３３）山岳・スポーツク
ライミング 花ごよみ大山

小西毅　棚田耕吉　川上明敏　
鷲見寛幸／著
朝日新聞社鳥取支局／編

米子今井書店 平成5 1993 鳥取県立図書館

（３３）山岳・スポーツク
ライミング 雪の谷山の声（伯耆大山からの生還記録あり） 高見和成 悠々社 平成6 1994 鳥取県立図書館 伯耆大山からの生還記録在り

（３３）山岳・スポーツク
ライミング 大山　ブナの森から　山田敏和写真集 山田敏和 今井書店 平成6 1994 鳥取県立図書館 東郷町生まれ
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（３３）山岳・スポーツク
ライミング 日本の大自然14　大山隠岐国立公園 森田敏隆／写真　田中薫／編集

人 毎日新聞社 平成6 1994 鳥取県立図書館

（３３）山岳・スポーツク
ライミング 国立公園大山　ガイドブック　1994夏 大山ガイドブック社 平成6 1994 鳥取県立図書館

（３３）山岳・スポーツク
ライミング

煌めきの氷壁
天狗沢事故報告書追悼集 福山山岳会 福山山岳会 平成6 1994 大山町図書館

（３３）山岳・スポーツク
ライミング 山は魔術師　私の山岳写真 田淵行男（日野郡出身） 実業之日本社 平成7 1995 鳥取県立図書館

（３３）山岳・スポーツク
ライミング

全国高等学校総合体育大会
第39回全国高等学校登山大会プログラム　平成７年度

鳥取県高体連登山部編集委員会
／編

平成７年度全国高等学校総
合体育大会
登山競技会場地３町実行委
員会

平成7 1995 鳥取県立図書館

（３３）山岳・スポーツク
ライミング 阿尼瑪卿V峰登頂報告書　鳥取大学山岳部創部70周年 鳥取大学山岳部／編 鳥取大学山岳部 平成7 1995 鳥取県立図書館

（３３）山岳・スポーツク
ライミング 山の季節　女声合唱組曲（田淵行男（日野郡出身）／詩）田淵行男（日野郡出身）／詩　

中原健二／作曲 音楽之友社 平成7 1995 鳥取県立図書館

（３３）山岳・スポーツク
ライミング 鳥取県の山　分県登山ガイド 藤原道弘 山と渓谷社 平成8 1996 鳥取県立図書館 東伯町生まれ

（３３）山岳・スポーツク
ライミング 大山文学散歩 川上廸彦　谷野允則 山陽新聞社 平成8 1996 鳥取県立図書館 川上氏　日野町生まれ　谷野氏　名和町生

まれ

（３３）山岳・スポーツク
ライミング 河野利晴写真集「魅せられて大山」 河野利晴 たたら書房 平成8 1996 鳥取県立図書館

（３３）山岳・スポーツク
ライミング 大山の頂上保護活動10年のあゆみ 大山の頂上を保護する会 平成8 1996 鳥取市立中央図書館

（３３）山岳・スポーツク
ライミング 図録　岡田紅陽･田淵行男の世界（※田淵氏　日野郡出身）田淵行男 田淵行男記念館 平成9 1997 日野町図書館

（３３）山岳・スポーツク
ライミング 日本の写真家11　田淵行男（※田淵氏　日野郡出身） 長野重一／ほか編 岩波書店 平成10 1998 鳥取県立図書館

（３３）山岳・スポーツク
ライミング 大山における山岳遭難事故発生状況 大山遭難防止協会　編 大山遭難防止協会 平成10 1998 米子市立図書館

（３３）山岳・スポーツク
ライミング 特別展「天狗と山伏」ガイドブック（鳥取県立博物館） 鳥取県立博物館／編 鳥取県立博物館 平成10 1998 鳥取県立図書館

（３３）山岳・スポーツク
ライミング 日本の名山19　大山 串田孫一　林原健蔵

高見和成／ほか編 博品社 平成10 1998 鳥取県立図書館

（３３）山岳・スポーツク
ライミング 特別展　天狗と山伏　修験道の世界（鳥取県立博物館） 鳥取県立博物館／編 鳥取県立博物館資料刊行会 平成10 1998 鳥取県立図書館

（３３）山岳・スポーツク
ライミング 日本の写真家11　田淵行男（※田淵氏　日野郡出身） 長野重一／ほか編 岩波書店 平成10 1998 鳥取県立図書館

（３３）山岳・スポーツク
ライミング 武並完治写真集　伯耆大山 武並完治 東京新聞出版局 平成10 1998 鳥取県立図書館

（３３）山岳・スポーツク
ライミング 大山・蒜山を歩く　フルカラー特選ガイド㉜ 岡本良治 山と渓谷社 平成10 1998 個人蔵

（３３）山岳・スポーツク
ライミング 花ごよみ大山Ⅱ

小西毅　棚田耕吉　川上明敏
鷲見寛幸・宮倉誠／著
朝日新聞社鳥取支局／編

米子今井書店 平成10 1998 鳥取県立図書館
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（３３）山岳・スポーツク
ライミング

「天山夢紀行」　中国西域友好登山隊＇97報告書
1997年シルクロード ｢ブルクット｣ からの報告（鳥取岳
同人）

鳥取岳同人 平成11 1999 鳥取県立図書館

（３３）山岳・スポーツク
ライミング

日本の名山15　富士山
生田春月（鳥取県出身）P.11「夜天の富士」

串田孫一　生田春月（鳥取県出
身）ほか／編 博品社 平成11 1999 鳥取県立図書館

（３３）山岳・スポーツク
ライミング 鳥取県境の山 日本山岳会山陰支部山陰の山研

究委員会／編 日本山岳会山陰支部 平成11 1999 鳥取県立図書館

（３３）山岳・スポーツク
ライミング

山毛欅林より　高見和成遺稿追悼集（大山北壁で事故の
ため亡くなった）

高見和成／著　
高見和成遺稿追悼集編集委員会
／編集

悠々社 平成11 1999 鳥取県立図書館 伯耆大山　著者　大山北壁で事故のため亡
くなった

（３３）山岳・スポーツク
ライミング 大山蒜山紀行 山本建三写真集 TOHO ART　BOOKS ２ 山本建三 詩　青木はるみ 東方出版 平成11 1999 鳥取県立図書館

（３３）山岳・スポーツク
ライミング 鳥取県の山　分県登山ガイド30　改訂第２版 藤原道弘 山と渓谷社 平成12 2000 鳥取県立図書館

（３３）山岳・スポーツク
ライミング 中国百名山 山と渓谷社大阪支局／編 山と渓谷社 平成12 2000 鳥取県立図書館

（３３）山岳・スポーツク
ライミング

大山・石鎚と西国修験道　山岳宗教史研究叢書12　第４
刷　オンデマンド版 宮家準 名著出版 平成12 2000 鳥取県立図書館

（３３）山岳・スポーツク
ライミング 大山爽風　北川英雄写真集 北川英雄 毎日新聞社 平成12 2000 鳥取県立図書館

（３３）山岳・スポーツク
ライミング 大山季彩 長田建三 米子プリント社 平成12 2000 個人蔵 淀江在住

（３３）山岳・スポーツク
ライミング 悠遊大山 松下順一／画・文 米子今井書店 平成12 2000 鳥取県立図書館

（３３）山岳・スポーツク
ライミング 大山王国　建国記念号　大山ファンクラブ・ガイドブック あっぷるはうす／編 あっぷるはうす企画 平成12 2000 鳥取県立図書館

（３３）山岳・スポーツク
ライミング 大山ファンクラブ・ガイドブック　大山王国VOL. ２ 大山王国アクション倶楽部　

あっぷるはうす／企画編集
大山山麓リゾート・観光推
進協議会 平成13 2001 鳥取県立図書館

（３３）山岳・スポーツク
ライミング 大山ファンクラブ・ガイドブック　大山王国VOL. ３ 大山王国アクション倶楽部

あっぷるはうす／企画編集
大山山麓リゾート・観光推
進協議会 平成14 2002 鳥取県立図書館

（３３）山岳・スポーツク
ライミング 大山ファンクラブ・ガイドブック　大山王国VOL. ４ 大山王国アクション倶楽部　

あっぷるはうす／企画編集 大山山麓観光推進協議会 平成15 2003 鳥取県立図書館

（３３）山岳・スポーツク
ライミング 大山ファンクラブ・ガイドブック　大山王国VOL. ５ 大山王国アクション倶楽部　

あっぷるはうす／企画編集 大山山麓観光推進協議会 平成16 2004 鳥取県立図書館

（３３）山岳・スポーツク
ライミング 大山讃歌　山田敏和写真集 山田敏和 東方出版 平成13 2001 鳥取県立図書館

（３３）山岳・スポーツク
ライミング 鳥取県百名山 中島篤巳 葦書房 平成14 2002 鳥取県立図書館

（３３）山岳・スポーツク
ライミング 【漫画】天駆　山嶽党３　ビッグコミックス 森秀樹（鳥取県出身・漫画家） 小学館 平成14 2002 鳥取県立図書館 鳥取県出身　漫画家

（３３）山岳・スポーツク
ライミング 大山の住人たち 森本満喜夫 今井出版 平成14 2002 鳥取県立図書館

（３３）山岳・スポーツク
ライミング

もどってきた植物たち
一木一石運動　大山頂上復元運動今日までの成果 大山の頂上を保護する会／編 大山の頂上を保護する会 平成14 2002 鳥取市立中央図書館
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（３３）山岳・スポーツク
ライミング

【新編】山の季節
（本書は写真集「山の季節」1969年朝日新聞社刊を一部抜
粋して新たに編み直し、写文集として構成した文庫オリ
ジナル）

田淵行男（日野郡出身）／写真・
文 小学館文庫 平成15 2003 鳥取県立図書館

本書は写真集「山の季節」1969年朝日新聞
社刊を一部抜粋して新たに編み直し、
写文集として構成した文庫オリジナル

（３３）山岳・スポーツク
ライミング 大山　道草の山歩き　小さくて大きな出会い 山田敏和　松下順一 今井出版 平成15 2003 鳥取県立図書館

（３３）山岳・スポーツク
ライミング 那岐山への旅　名付けの世界 高井薫 吉備人出版 平成16 2004 鳥取市立中央図書館

（３３）山岳・スポーツク
ライミング

百万年の時を刻む山を歩く　大山森林生態系尾後地区地
域ガイド 株式会社緑化技研／編 近畿中国森林管理局 平成16 2004 鳥取県立図書館

（３３）山岳・スポーツク
ライミング

ナチュラリスト　田淵行男の世界
（※田淵氏　日野郡出身）

企画監修／東京都写真美術館　
田淵行男記念館 山と渓谷社 平成17 2005 鳥取県立図書館

田 淵 行 男： 鳥 取 県 日 野 郡 黒 坂 村 生 ま れ
（1905.6）　父の転勤に伴い鳥取県内を移り
住む

（３３）山岳・スポーツク
ライミング

因幡之国牧谷村　山岳信仰寺院　龍王寺と金峯神社誌　
論説　紀州熊野信仰と金峯山　増補改訂 堀英明／編 堀英明 平成17 2005 鳥取県立図書館

（３３）山岳・スポーツク
ライミング 続　大山の住人たち 森本満喜夫 今井出版 平成17 2005 鳥取県立図書館

（３３）山岳・スポーツク
ライミング 鳥取県の山　分県登山ガイド30 藤原道弘 山と渓谷社 平成18 2006 鳥取県立図書館 著者　鳥取県出身（1946）

（３３）山岳・スポーツク
ライミング

氷ノ山・扇ノ山・那岐山　登山概念図　氷ノ山後山那岐
山国定公園

氷ノ山後山那岐山国定公園
協会 平成18 2006 鳥取県立図書館

（３３）山岳・スポーツク
ライミング 【CD】大山賛歌～わがこころの山～カバーソングス

原曲／大山賛歌「わがこころの
山」作詩／松田美代子　補作詩
／松井由利夫　作曲／川口真

企画・制作／鳥取県大山町
大山王国 平成18 2006 鳥取県立図書館 CD

（３３）山岳・スポーツク
ライミング

避暑地の大山は合宿・研修に最適！　大山の合宿　研修
の宿【小冊子】 大山旅館組合 平成18 2006 鳥取県立図書館

（３３）山岳・スポーツク
ライミング 輝け!!中年ヒィーヒィー登山隊 前田英人（TCC鳥取中央有線

放送株式会社） 今井出版 平成19 2007 鳥取県立図書館 P.83大山道は今･･･　等

（３３）山岳・スポーツク
ライミング 大山雑記（現代語版） 嗒然：著　大原俊二：現代語訳 平成19 2007 島根県立図書館

（３３）山岳・スポーツク
ライミング 山岳修験　第40号　三徳山特集 日本山岳修験学会／編 日本山岳修験学会 平成19 2007 鳥取県立図書館

（３３）山岳・スポーツク
ライミング

ヤルンカン　三十年目の記録　1974年日本大学ヤルンカ
ン登山隊 福嶋佑二（鳥取県出身） 福嶋佑二 平成19 2007 鳥取県立図書館 福嶋氏　鳥取県東伯郡由良宿出身　鳥取市

で歯科医院開業

（３３）山岳・スポーツク
ライミング

大山王国　歴史文化　探訪MAP　時代を彩る、歴史物語
集【小冊子】

大山山麓リゾート・観光推
進協議会 平成19 2007 鳥取県立図書館

（３３）山岳・スポーツク
ライミング

大山王国　歴史文化　探訪MAP　人々は大山をめざした
【小冊子】 大山山麓観光推進協議会 平成19 2007 鳥取県立図書館

（３３）山岳・スポーツク
ライミング

大山王国　自然スポーツ体験MAP　四季を愉しむ大山浴
【小冊子】 大山山麓観光推進協議会 平成19 2007 鳥取県立図書館

（３３）山岳・スポーツク
ライミング 大山　四季の景観 「大山・四季の景観」

刊行会 平成20 2008 個人蔵

（３３）山岳・スポーツク
ライミング

大山今昔写真集　明治・大正・昭和・平成時代の歴史を
語る 立花書院 平成20 2008 鳥取県立図書館

（３３）山岳・スポーツク
ライミング 伯耆大山の四季　藤原道弘写真集 藤原道弘 今井出版 平成20 2008 鳥取県立図書館 琴浦町生まれ
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（３３）山岳・スポーツク
ライミング 氷ノ山四季彩　狩野清道写真集 狩野清道 東方出版（株） 平成20 2008 鳥取県立図書館

（３３）山岳・スポーツク
ライミング

朝日ビジュアルシリーズ45　最新版　週刊日本百名山　
大山　伊吹山 郡司武・編集人 朝日新聞出版 平成20 2008 鳥取県立図書館

（３３）山岳・スポーツク
ライミング 大山を飛ぶ　春夏秋冬の景観　撮影　平成10年～平成19年 有限会社オキサービス／著・編 平成20 2008 鳥取県立図書館

（３３）山岳・スポーツク
ライミング 組曲　DAISEN【小冊子】 大山町観光協会　大山町観

光商工課 平成20 2008 鳥取県立図書館

（３３）山岳・スポーツク
ライミング わくわく山歩き　日帰りハイキング（鳥取・岡山・兵庫）山本宗明 今井書店鳥取出版企画室 平成21 2009 鳥取県立図書館

（３３）山岳・スポーツク
ライミング 日本の「分水嶺」をゆく　単独初踏破の全記録 細川舜司（倉吉市出身） 新樹社 平成21 2009 鳥取県立図書館 1942年　倉吉市生まれ　

（３３）山岳・スポーツク
ライミング 新　大山の蝶　変わる自然環境の中で 松岡嘉之 松岡嘉之 平成21 2009 鳥取県立図書館

（３３）山岳・スポーツク
ライミング ブナの森から紺碧の海へ…、大山パークウェイ。【小冊子】 大山パークウェイ協議会 平成21 2009 鳥取県立図書館

（３３）山岳・スポーツク
ライミング 山旅はるか　岳同人創立40周年記念誌 岳同人 平成22 2010 鳥取県立図書館

（３３）山岳・スポーツク
ライミング 創立60周年記念誌　（日本山岳会山陰支部） 日本山岳会山陰支部 平成22 2010 鳥取県立図書館

（３３）山岳・スポーツク
ライミング

日本山岳会山陰支部創立60周年記念事業－玉珠峰登山＆
青海省における登山交流－　
玉珠峰登山隊2009報告書　2009年６月25日～７月13日

日本山岳会山陰支部　
玉珠峰登山隊2009 ／編 平成22 2010 鳥取県立図書館

（３３）山岳・スポーツク
ライミング 鳥取県の山　分県登山ガイド30　改訂版 藤原道弘 山と渓谷社 平成22 2010 鳥取県立図書館

（３３）山岳・スポーツク
ライミング 扇ノ山登山概念図　氷ノ山後山那岐山国定公園 八頭町 平成22 2010 鳥取県立図書館

（３３）山岳・スポーツク
ライミング 寺脇昭男写真集　伯耆大山　孤高の秀峰を行く 寺脇昭男 日本写真企画 平成22 2010 鳥取県立図書館

（３３）山岳・スポーツク
ライミング 大山隠岐国立公園　パークガイド　大山 財団法人　自然公園財団 財団法人　自然公園財団 平成22 2010 鳥取県立図書館

（３３）山岳・スポーツク
ライミング

わくわく山歩き・続　日帰りハイキング（鳥取・島根・岡山・
兵庫） 山本宗明 今井書店鳥取出版企画室 平成23 2011 鳥取県立図書館

（３３）山岳・スポーツク
ライミング 大山・隠岐・三徳山　山岳信仰と文化的景観

鳥取環境大学建築・環境デザイ
ン学科／編
鳥取県教育委員会文化財課歴史
遺産室／編

鳥取環境大学建築・環境デ
ザイン学科
鳥取県教育委員会文化財課
歴史遺産室

平成23 2011 鳥取県立図書館

（３３）山岳・スポーツク
ライミング 大山を探る　大山領の札所 千田明　大山・西明院谷を守る

会　副会長　高橋幸男 大山新文化観光振興会 平成23 2011 鳥取県立図書館

（３３）山岳・スポーツク
ライミング

中国・四国の山　大山・蒜山・氷ノ山・比婆山連峰・冠山・
三瓶山　石鎚山・剣山・三嶺・
赤石山・竜王山・寒霞滝・稲叢山　ヤマケイアルペンガ
イド12

岡本良治　石川道夫／共著 山と渓谷社 平成24 2012 鳥取県立図書館

（３３）山岳・スポーツク
ライミング 秀峰大山　関盛徳写真集 関盛徳　撮影 綜合印刷出版 平成24 2012 個人蔵
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（３３）山岳・スポーツク
ライミング 祈りの山　大山　その歴史と自然 杉本良巳　鷲見寛幸／共著 ごとう印刷 平成24 2012 鳥取県立図書館 杉本氏　西伯郡生まれ　鷲見氏　西伯郡生

まれ

（３３）山岳・スポーツク
ライミング 大山隠岐国立公園　大山登山道総合案内【小冊子】 鳥取県 平成25 2013 鳥取県立図書館

（３３）山岳・スポーツク
ライミング

氷ノ山登山マップ　ようこそ！氷ノ山グリーンエコリ
ゾートエリアへ

わかさ氷ノ山自然ふれあい
の里
活性化協議会

平成25 2013 鳥取県立図書館

（３３）山岳・スポーツク
ライミング 瞬　matataku　Daisen kingdom Photobook 柄木孝志（大山王国／ JAPRO）

／写真・コピー 今井出版 平成25 2013 鳥取県立図書館

（３３）山岳・スポーツク
ライミング 大きな山のちょっといい出逢い　大山の旅【小冊子】 大山観光協会　大山観光局

大山町観光商工課 平成25 2013 鳥取県立図書館

（３３）山岳・スポーツク
ライミング

大山王国　自然・スポーツ体験MAP　自然と遊ぶ、体験
メニュー集【小冊子】

大山山麓リゾート・観光推
進協議会 平成25 2013 鳥取県立図書館

（３３）山岳・スポーツク
ライミング 悠々山歩き　中海圏域からの日帰りコース 安藤哲夫　土江恒好／著 山陰中央新報社 平成26 2014 鳥取県立図書館

（３３）山岳・スポーツク
ライミング 山と妖怪　ドイツ山岳伝説考 吉田孝夫（鳥取県出身） 八坂書房 平成26 2014 鳥取県立図書館 著者　鳥取県生まれ（1968）

（３３）山岳・スポーツク
ライミング 漫画　我が友　植村直己 岩田廉太郎／漫画

廣江研／原作 立花書院 平成26 2014 鳥取県立図書館

（３３）山岳・スポーツク
ライミング 写真作品集　神仏のおわします山　大山　その自然と歴史 福島多暉夫 「神仏のおわします山　大

山」刊行会 平成26 2014 鳥取県立図書館

（３３）山岳・スポーツク
ライミング 大山ハイキングコース【小冊子】 共同刊行　大山町観光案内所 大山町観光商工課 平成26 2014 鳥取県立図書館

（３３）山岳・スポーツク
ライミング 氷ノ山登山マップ　【小冊子】 氷ノ山自然ふれあい館　響

の森 平成26 2014 鳥取県立図書館

（３３）山岳・スポーツク
ライミング

安曇野のナチュラリスト　田淵行男
（※田淵氏　日野郡出身） 近藤信行 山と渓谷社 平成27 2015 鳥取県立図書館 田 淵 行 男： 鳥 取 県 日 野 郡 黒 坂 村 生 ま れ

（1905.6）　P.28日野川のほとり

（３３）山岳・スポーツク
ライミング 久松山を考える会　二十年のあゆみ 久松山を考える会 平成27 2015 鳥取市立中央図書館

（３３）山岳・スポーツク
ライミング 大山隠岐国立公園　【小冊子】 環境省 平成27 2015 鳥取県立図書館

（３３）山岳・スポーツク
ライミング

全国高体連ジャーナル31
ALL　JAPAN　HIGH　SCHOOL　ATHLETIC　
FEDERATION
P30－31 スポーツクライミングにおける一貫指導と環境
整備　人口最小県における選手強化の取り組み　鳥取県
立鳥取由良育英高等学校　安井博志

全国高等学校体育連盟 平成28 2016 鳥取県立図書館

（３３）山岳・スポーツク
ライミング 新日本山岳誌　改訂　日本山岳会創立110周年記念出版 日本山岳会／編 ナカニシヤ出版 平成28 2016 鳥取県立図書館

（３３）山岳・スポーツク
ライミング 鳥取文芸　第38号　特集　あんな山　こんな山 一般社団法人　鳥取市社会

教育事業団 平成28 2016 鳥取県立図書館

（３３）山岳・スポーツク
ライミング

【漫画】ヤングジャンプコミックスGJ愛蔵版　神々の山嶺
　上

谷口ジロー（鳥取県出身）／漫
画　夢枕獏／原作　
ホーム社／編

集英社 平成28 2016 鳥取県立図書館
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（３３）山岳・スポーツク
ライミング

【漫画】ヤングジャンプコミックスGJ愛蔵版　神々の山嶺
　中

谷口ジロー（鳥取県出身）／漫
画　夢枕獏／原作　
ホーム社／編

集英社 平成28 2016 鳥取県立図書館

（３３）山岳・スポーツク
ライミング

【漫画】ヤングジャンプコミックスGJ愛蔵版　神々の山嶺
　下

谷口ジロー（鳥取県出身）／漫
画　夢枕獏／原作　
ホーム社／編

集英社 平成28 2016 鳥取県立図書館

（３３）山岳・スポーツク
ライミング 昭和40年代にたどった　大山道 小谷善守 津山朝日新聞社 平成28 2016 鳥取県立図書館

（３３）山岳・スポーツク
ライミング 大山　ブナの森「水　物語」を巡る旅 大山町観光商工課

一般社団法人大山観光局 平成28 2016 鳥取県立図書館

（３３）山岳・スポーツク
ライミング

国立公園指定80周年　国立公園　大山　
～大山の頂上保護活動30年のあゆみ～　～大山の美化活
動40年のあゆみ～

大山の頂上を保護する会　大山
の美化を推進する会
／編集

大山の頂上を保護する会
大山の美化を推進する会　
今井出版

平成28 2016 鳥取県立図書館

（３３）山岳・スポーツク
ライミング 用瀬山系周辺登山ガイドマップ【小冊子】

鳥取市用瀬町総合支所産業
建設課内　用瀬町エコツー
リズム連絡会

平成28 2016 鳥取県立図書館

（３３）山岳・スポーツク
ライミング

日本遺産　－大山・伯耆・江府・米子－　「地蔵信仰が育
んだ日本最大の大山牛馬市」【小冊子】 大山町・大山町教育委員会 平成28 2016 鳥取県立図書館

（３３）山岳・スポーツク
ライミング

日本遺産　地蔵信仰が育んだ　日本最大の大山牛馬市　
【小冊子】

日本遺産大山山麓魅力発信
推進協議会 平成29 2017 鳥取県立図書館

（３３）山岳・スポーツク
ライミング 大山日本遺産物語　地蔵信仰と牛馬市 吉島潤承／作 東京印刷 平成29 2017 鳥取県立図書館

（３３）山岳・スポーツク
ライミング 名峰　大山：伯耆国　鳥取県【小冊子】 伯耆国「大山開山1300年祭」

実行委員会事務局 平成29 2017 鳥取県立図書館

（３３）山岳・スポーツク
ライミング 大山古道MAP まちづくり大山 平成29 2017 鳥取県立図書館

（３３）山岳・スポーツク
ライミング

山と高原地図54　大山・蒜山高原
大山　蒜山高原　大山寺　鏡ヶ成　毛無山
地図１枚　縮尺：１：50000　別冊付録あり（44ｐ）

鳥取県山岳協会　調査執筆 旺文社 平成29 2017 鳥取県立図書館

（３３）山岳・スポーツク
ライミング 豊島利通板画集　大山開山1300年記念 豊島利通 豊島利通、今井出版 平成29 2017 鳥取県立図書館

（３３）山岳・スポーツク
ライミング 鳥取周辺の山々を歩く 三澤和男（鳥取県在住） 平成29 2017 鳥取県立図書館 鳥取県在住　平成28年４月より

（３３）山岳・スポーツク
ライミング

山と高原55　大山・蒜山高原
三瓶山・比婆山・道後山
地図１枚　縮尺：１：50000

鳥取県山岳協会　調査執筆 旺文社 平成30 2018 鳥取県立図書館

（３３）山岳・スポーツク
ライミング

別冊歴史読本12　（第40巻第９号・869号）
〔記事〕伯耆国・大山歴史読本
読む・見る・歩く　おとなのための街歩きガイドブック

KADOKAWA 平成30 2018 鳥取県立図書館

（３３）山岳・スポーツク
ライミング 大山に魅せられた神話と伝承 門田眞知子 鳥取出版企画室 平成30 2018 鳥取県立図書館

（３３）山岳・スポーツク
ライミング

大いなる神仏の山大山　その歴史と民俗　
企画展図録　会期・会場：平成30年（2018）６月２日－
７月１日　
鳥取県立博物館

鳥取県立博物館　編 鳥取県立博物館 平成30 2018 鳥取県立図書館
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（３３）山岳・スポーツク
ライミング 24hours Tottori Daisen 24hours photo book 柄木孝志 合同印刷 平成30 2018 鳥取県立図書館

（３３）山岳・スポーツク
ライミング 大山の草花　霊峰スケッチ 矢田貝繁明 山陰中央新報社 平成30 2018 鳥取県立図書館

（３３）山岳・スポーツク
ライミング 大山のあそび方　Enjoy! Mt.Daisen 矢田貝繁明 今井出版 平成30 2018 鳥取県立図書館

（３３）山岳・スポーツク
ライミング 大山燦歌　松原幹夫写真集 松原幹夫　書：森田尾山 今井出版 平成30 2018 鳥取県立図書館

（３３）山岳・スポーツク
ライミング

たっぷり　とっとり　山GUIDE
山の日記念全国大会　in 鳥取　2018.8.11

企画・編集デザイン　今井印刷
株式会社

第３回「山の日」記念全国
大会　in 鳥取
実行委員会　事務局　
鳥取県生活環境部　「山の
日」大会推進課

平成30 2018 個人蔵

（３３）山岳・スポーツク
ライミング 「山の日」記念全国大会in鳥取　大会報告書　第３回 第３回「山の日」記念全国

大会in鳥取実行委員会 平成30 2018 米子市立図書館

（３３）山岳・スポーツク
ライミング 伯耆大山　神宿る山の博物誌 武並完治 株式会社ネイチュアエンタ

プライズ 平成30 2018 個人蔵

（３３）山岳・スポーツク
ライミング 鳥取県　大山絶景 佐々木俊和／写真 今井出版 平成30 2018 鳥取県立図書館

（３３）山岳・スポーツク
ライミング 大山百科 杉本良巳 大山開山1300年「大山百科」

刊行委員会 平成30 2018 鳥取県立図書館

（３３）山岳・スポーツク
ライミング 用瀬アルプス物語　三角山は因幡槍ヶ岳 徳永圀典 徳永日本学研究所 平成30 2018 鳥取県立図書館

（３３）山岳・スポーツク
ライミング 大山周辺の石造物－石塔・石仏 笹尾千恵子／（ほか）編 米子市立山陰歴史館 平成30 2018 鳥取県立図書館

（３３）山岳・スポーツク
ライミング 刻々の景観　心のふるさと大山 生田英明／著・写真 生田英明 平成30 2018 鳥取県立図書館

（３３）山岳・スポーツク
ライミング

大山　DAISEN
大山開山1300年記念誌

メビウス／制作
伯耆国「大山開山1300年祭」実
行委員会／協力

山陰中央新報社 平成30 2018 鳥取県立図書館

（３３）山岳・スポーツク
ライミング

山の日マガジン2018
P.20－23　山の日対談２　鳥取大山の魅力　－鳥取県知
事　平井伸治さん　国際山岳ガイド　近藤謙司

全国山の日協議会 平成30 2018 鳥取県立図書館

（３３）山岳・スポーツク
ライミング

山と高原地図54　氷ノ山　鉢伏・神鍋
地図１枚 中村圭志／調査執筆 昭文社 平成30 2018 鳥取県立図書館

（３３）山岳・スポーツク
ライミング 分県登山ガイド30　鳥取県の山 藤原道弘 山と渓谷社 平成30 2018 鳥取県立図書館

（３３）山岳・スポーツク
ライミング 山男の挽歌　詩集 熊谷美憲（智頭町生まれ） 鳥取出版企画室 平成30 2018 鳥取県立図書館

（３３）山岳・スポーツク
ライミング

自然を見つめた田淵行男展　
平成30年度　長野県立歴史館冬季展 長野県立歴史館 長野県立歴史館 平成30 2018 鳥取県立図書館

（３３）山岳・スポーツク
ライミング 伯耆国「大山開山1300年祭」報道記録集 伯耆国「大山開山1300年祭」

実行委員会 平成31 2019 鳥取県立図書館

（３３）山岳・スポーツク
ライミング 大山と三徳　その信仰と行事 坂田友宏　編著 今井出版 平成31 2019 米子市立図書館
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（３３）山岳・スポーツク
ライミング

日本代表ヘッドコーチが教えるスポーツクライミングテ
クニック＆トレーニング 安井博志／監修 日東書院本社 平成31 2019 鳥取県立図書館

（３３）山岳・スポーツク
ライミング

国立公園大山　
アドベンチャー＆自然体験　アスレチック・キャンプ・
ネイチャーツアー・ドッグラン

森の国 不明 不明 鳥取県立図書館

（３３）山岳・スポーツク
ライミング 国立公園大山登山のしおり 大山山岳会監修 鳥取県 不明 不明 鳥取県立図書館

（３３）山岳・スポーツク
ライミング 大山国立公園登山のしおり 大山山岳会監修　共同刊行　大

山国立公園協会 鳥取県 不明 不明 鳥取県立図書館

（３３）山岳・スポーツク
ライミング

鳥取県東伯郡琴浦町登山ガイドマップ　歴史と文化と人
情味あふれる町 琴浦町観光協会 不明 不明 鳥取県立図書館

（３３）山岳・スポーツク
ライミング 大山登山道総合案内　大山隠岐国立公園 鳥取県 不明 不明 鳥取県立図書館

（３３）山岳・スポーツク
ライミング

エリアマップ　山と高原地図67　山とスキー　大山・蒜
山高原
鏡ヶ成・桝水高原の大山スキー場

調査執筆　伊田弘實 昭文社 不明 不明 個人蔵

（３３）山岳・スポーツク
ライミング UW通信　100号記念特別発行 打吹ワンデリングクラブ 不明 不明 倉吉市立図書館

（３４）自転車 全国都道府県対抗自転車競技大会　第19回 昭和59 1984 倉吉市立図書館

（３４）自転車
国民体育大会秋季大会　自転車　第40回
昭和60年10月21日（月）～ 25日（金）　倉吉自転車競技場・
大山山麓自転車ロードレース

昭和60 1985 鳥取県立図書館
昭和60年10月21日（月）～ 25日（金）
倉吉自転車競技場・大山山麓自転車ロード
レース

（３４）自転車 自転車　第40回国民体育大会（倉吉市実委） 倉吉市実行委員会 昭和60 1985 倉吉市図書館

（３４）自転車 自転車競技会式典実施要綱　（倉吉市実委） 第40回国民体育大会倉吉市
実行委員会 昭和60 1985 倉吉市図書館

（３４）自転車 自転車競技実施計画書　（倉吉市実委） 倉吉市実行委員会 昭和60 1985 倉吉市図書館

（３４）自転車 自転車競技会式典実施要領　（倉吉市実委） 倉吉市実行委員会 昭和60 1985 倉吉市図書館

（３４）自転車 【漫画】にっぽん自転車王　ゴラク･コミックス 山松ゆうきち（倉吉市出身・漫
画家） 日本文芸社 平成2 1990 鳥取県立図書館

（３４）自転車
全国高等学校総合体育大会　自転車競技　平成７年度
秩父宮杯第46回全国高等学校対抗自転車競技選手権大会
第40回全国高等学校自転車道路競走中央大会

全国高等学校体育連盟 平成7 1995 鳥取県立図書館

（３４）自転車 グラニー・ギア　私の自転車物語 土屋朋子（鳥取県出身） 山と渓谷社 平成8 1996 鳥取県立図書館

（３４）自転車
MTB　チューンナップ・マニュアル　愛車の性能をアッ
プするMTBパーツの知識
MTB　tuneup manual

タキサイクル　中務博司（鳥取
県出身）） 山海堂 平成12 2000 鳥取県立図書館 タキサイクルの中務氏：鳥取県生まれ（昭

和33）タキサイクル：千葉県佐倉市

（３４）自転車 自転車が私にくれた贈りもの　Gift with BIKE 土屋朋子（鳥取県出身） まむかいブックスギャラ
リー 平成24 2012 鳥取県立図書館 1928年鳥取県出身　東京女子大学卒

（３４）自転車 教育時報　1983.3　173ゴウ　わかとり国体　自転車　バ
レーボール 鳥取県教育委員会 昭和58 1983 鳥取県立図書館 わかとり国体　自転車　バレーボール

（３５）銃剣道 鳥取県護国神社　銃剣道大会　第3回
昭和46年４月29日　鳥取市立体育館 日本郷友連盟鳥取県支部 昭和46 1971 鳥取県立図書館 昭和46年４月29日　鳥取市立体育館

（３５）銃剣道 第5回鳥取県護国神社奉納銃剣道大会
昭和48年４月29日　鳥取市立体育館 主催　鳥取県郷友連盟 鳥取県郷友連盟 昭和48 1973 鳥取県立図書館 昭和48年４月29日　鳥取市立体育館
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（３５）銃剣道 国民体育大会秋季大会　銃剣道　第40回
昭和60年10月21日（月）～ 23日（水）福部村民体育館 昭和60 1985 鳥取県立図書館 昭和60年10月21日（月）～ 23日（水）　

福部村民体育館

（３５）銃剣道 国民体育大会　銃剣道競技会報告書　（福部村実委） 第40回国民体育大会福部村実行
委員会事務局／編

第40回国民体育大会福部村
実行委員会 昭和61 1986 鳥取県立図書館

鳥取県立公文書館

（３６）柔道 小学校に於ける柔道と其の指導 宮脇泰軒（鳥取市出身） 明治図書 昭和12 1937 国立国会図書館 鳥取県体育スポーツ史　P.540に掲載

（３６）柔道 小学校武道柔道指導要目解説 宮脇泰軒（鳥取市出身） 明治図書 昭和14 1939 体育スポーツ書解題
掲載（不昧堂）

（３６）柔道 国民学校体錬科柔道講義 宮脇泰軒（鳥取市出身） 教育科学社 昭和16 1941 国立国会図書館 鳥取県体育スポーツ史　P.540に掲載

（３６）柔道

安藤輝夫先生　記念祝賀会出席者名簿　文部大臣体育功
労賞受賞

（鳥取市体育協会）
昭和50年11月19日　ナショナル会館

鳥取市体育協会 昭和50 1975 鳥取県立図書館 昭和50年11月19日　ナショナル会館

（３６）柔道 教育時報　1983.6　174ゴウ　わかとり国体　カヌー　柔道 鳥取県教育委員会 昭和58 1983 鳥取県立図書館 わかとり国体　カヌー　柔道

（３６）柔道 国民体育大会秋季大会　柔道競技　第40回
昭和60年10月21日（月）～ 23日（水）境港市民体育館 昭和60 1985 鳥取県立図書館 昭和60年10月21日（月）～ 23日（水）

境港市民体育館

（３６）柔道 第40回国民体育大会　柔道競技 鳥取県柔道連盟／編 鳥取県柔道連盟 昭和61 1986 境港市民図書館

（３６）柔道 警察柔道剣道大会　中国管区内　昭和62年度
昭和62年10月8日（木）　鳥取武道館 中国管区警察局 昭和62 1987 鳥取県立図書館 昭和62年10月8日（木）　鳥取武道館

（３６）柔道 自然体 若林文吾 若林文吾 平成1 1989 鳥取県立図書館 武道館小史の参考資料

（３６）柔道 全国高等学校総合体育大会　第44回全国高等学校柔道大
会　平成７年度 全国高等学校体育連盟 平成7 1995 鳥取県立図書館

（３６）柔道 八頭郡柔道の歩み　八頭郡柔道協会記念誌 八頭郡柔道協会事務局　奥田啓
一 八頭郡柔道協会 平成17 2005 鳥取市立中央図書館

（３６）柔道 米子東高等学校柔道部史－勝田ヶ丘柔道部史－ 鳥取県立米子東高等学校柔道部
史編纂刊行委員会

鳥取県立米子東高等学校
柔道部史編纂刊行委員会 平成19 2007 鳥取県立図書館

（３６）柔道 岡部平太　スポーツの巨人 隠岐鉄雄（琴浦町在住） 隠岐鉄雄 平成24 2012 鳥取県立図書館 著者：隠岐氏　琴浦町赤碕在住　米子東高
校柔道部出身

（３６）柔道 落葉の掃き寄せ　－米子東高等学校柔道部史補遺－ 隠岐鉄雄（琴浦町在住） 隠岐鉄雄 平成25 2013 鳥取県立図書館 著者：隠岐氏　琴浦町赤碕在住

（３７）
水泳
スキューバダイビ
ング

闘史　創部50周年記念誌　（鳥取二泳会記念誌編さん委員
会）

鳥取二泳会記念誌編さん委員会
／編

鳥取二泳会記念誌編さん委
員会 昭和55 1980 鳥取県立図書館

（３７）
水泳
スキューバダイビ
ング

隼プール創設50周年記念誌　栄光の飛沫
（鳥取県八頭郡隼水泳協会）

鳥取県八頭郡隼水泳協会
事務所　八頭郡八頭町隼小学校
内

鳥取県八頭郡隼水泳協会 昭和56 1981 鳥取県立図書館

（３７）
水泳
スキューバダイビ
ング

カッパの三平　水泳大会　水木しげるのおばけ学校　７ 水木しげる ポプラ社 昭和57 1982 鳥取県立図書館

（３７）
水泳
スキューバダイビ
ング

カッパの三平　水泳大会　ポプラ社文庫 水木しげる ポプラ社 昭和59 1984 鳥取県立図書館

（３７）
水泳
スキューバダイビ
ング

教育時報　1983.9　175ゴウ　わかとり国体　水泳　ウエ
イトリフティング 鳥取県教育委員会 昭和58 1983 鳥取県立図書館 わかとり国体　　水泳　ウエイトリフティ

ング
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（３７）
水泳
スキューバダイビ
ング

国民体育大会夏季大会　水泳　第40回
昭和60年９月15日（日）～ 18日（水）　
米子市営東山水泳場　鳥取県立米子工業高等学校プール

第40回国民体育大会米子市
実行委員会 昭和60 1985 鳥取県立図書館

鳥取県立公文書館

昭和60年９月15日（日）～ 18日（水）米子
市営東山水泳場　　鳥取県立米子工業高等
学校プール

（３７）
水泳
スキューバダイビ
ング

闘史　創部60周年記念誌（宮脇通明先生追悼）鳥取二泳
會　鳥取東高校水泳部

鳥取二泳会記念誌編さん委員会
／編
鳥取東高等学校内

鳥取二泳会記念誌編さん委
員会 平成2 1990 鳥取県立図書館 P.7鳥取二泳会60年の歩み　P.65鳥取二泳会

歴代10傑　等

（３７）
水泳
スキューバダイビ
ング

闘史　創部70周年記念誌（鳥取二泳会・関西二泳会） 鳥取二泳会・関西二泳会編集委
員会／編

鳥取二泳会・関西二泳会編
集委員会 平成15 2003 鳥取市立中央図書館

（３７）
水泳
スキューバダイビ
ング

中国地域高等学校選手権水泳競技大会　第41回
平成５年度全国高等学校総合体育大会　
第61回日本高等学校選手権水泳競技会中国地域予選会

中国高等学校体育連盟 平成7 1995 鳥取県立図書館

（３７）
水泳
スキューバダイビ
ング

水泳教室　情緒障害児（自閉症）（鳥取県教育研修セン
ター） 鳥取県教育研修センター 平成7 1995 鳥取県立図書館

（３７）
水泳
スキューバダイビ
ング

創立五十周年記念誌（鳥取県水泳連盟） 森本重美 鳥取県水泳連盟 平成8 1996 鳥取県立図書館

（３７）
水泳
スキューバダイビ
ング

米子水泳協会誌 米子水泳協会 平成14 2002 米子市立図書館

（３７）
水泳
スキューバダイビ
ング

カッパの三平　水泳大会　水泳大会と死神の巻　貸本版
河童の三平限定版BOX
1961年兎月書房刊（160円）の複製版

水木しげる 小学館クリエイティブ 平成22 2010 鳥取県立図書館 1961年兎月書房刊（160円）の複製版

（３７）
水泳
スキューバダイビ
ング

鳥取県マスターズ水泳協会二十周年記念誌 20周年記念事業実行委員会／編 鳥取県マスターズ水泳協会 平成22 2010 鳥取市立中央図書館

（３７）
水泳
スキューバダイビ
ング

健康･スポーツ科学における運動処方としての水泳･水中
運動

出村愼一／監修　池本幸雄／ほ
か編 杏林書院 平成28 2016 鳥取県立図書館

（３７）
水泳
スキューバダイビ
ング

水泳　昭和60年度（鳥取県水泳連盟） 鳥取県水泳連盟 昭和60年度 1985年度 鳥取県立図書館

（３７）
水泳
スキューバダイビ
ング

水泳　平成３年度（鳥取県水泳連盟） 鳥取県水泳連盟 平成3年度 1991年度 鳥取県立図書館

（３７）
水泳
スキューバダイビ
ング

水泳　平成20年度（鳥取県水泳連盟） 鳥取県水泳連盟 平成20年度 2008年度 鳥取県立図書館

（３７）
水泳
スキューバダイビ
ング

水泳　平成21年度（鳥取県水泳連盟） 鳥取県水泳連盟 平成21年度 2009年度 鳥取県立図書館

（３７）
水泳
スキューバダイビ
ング

水泳　平成22年度（鳥取県水泳連盟） 鳥取県水泳連盟 平成22年度 2010年度 鳥取県立図書館
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（３７）
水泳
スキューバダイビ
ング

岩美町観光マップ　水泳と青春と絆のストーリー
「Free ！」を観て岩美町を巡ろう！ 岩美町観光協会 鳥取県立図書館

（３７）
水泳
スキューバダイビ
ング

スキューバダイビング　みんなのスポーツ医学　２ 岸良光（鳥取県出身） 研成社 平成1 1989 個人蔵

（３８）スキー スキー地とツアーコース案内 大阪鐡道局 昭和10 1935 個人蔵

（３８）スキー 國立公園　大山とスキー 鳥取縣 鳥取懸 昭和10 1935 個人蔵

（３８）スキー 西日本総合スキー選手権（第27回国民体育大会実行委員
会）

第27回国民体育大会実行委員会
／編

第27回国民体育大会実行委
員会 昭和46 1971 米子市立図書館 米子図書館所蔵郷土資料目録１　1989.3よ

り　P.142　運動競技

（３８）スキー
第27回国民体育大会冬季大会　スキー競技会　協力会報
告書
1972年２月20日～ 23日　鳥取県大山スキー場

第27回国民体育大会
冬季大会スキー競技会大山
国体協力会

昭和47 1972 鳥取県立図書館 1972年2月20日～ 23日　鳥取県大山スキー場

（３８）スキー 第27回国民体育大会冬季大会スキー競技会　報告書
1972－2.20 ～ 23  於　鳥取県大山スキー場 鳥取県実行委員会 鳥取県実行委員会 昭和47 1972 個人蔵

（３８）スキー 第27回国民体育大会冬季大会　スキー競技会成績表（鳥
取県実委） 鳥取県実行委員会／編 鳥取県実行委員会 昭和47 1972 米子市立図書館

（３８）スキー 高松宮杯　第16回　1974
国立公園大山スキー場　昭和49年１月23・24・25日 昭和49 1974 鳥取県立図書館 国立公園大山スキー場　昭和49年１月23・

24・25日

（３８）スキー 創立50周年記念誌　鳥取県スキー連盟 鳥取県スキー連盟／編 鳥取県スキー連盟 昭和55 1980 鳥取県立図書館 P.7「鳥取県のスキー 50年を語る」座談会　
等

（３８）スキー 歩くスキーの手引き（鳥取県立大山青年の家） 大山青年の家 鳥取県立大山青年の家 昭和57 1982 鳥取県立図書館

（３８）スキー スキー界その顔と風景　素晴らしい出会い　長尾幹夫写
真集 長尾幹夫 トピア長尾企画 昭和58 1983 鳥取県立図書館

（３８）スキー スキーこの素晴らしき人たち　1987の記録　長尾幹夫写
真集 長尾幹夫 トピア長尾企画 昭和62 1987 米子市立図書館

（３８）スキー 米子スベロー会　創立60周年記念誌 米子スベロー会／編 米子スベロー会 昭和62 1987 鳥取県立図書館 米子図書館所蔵郷土資料目録１　1989.3より
P.148　運動競技

（３８）スキー 創立60周年記念誌　鳥取県スキー連盟 鳥取県スキー連盟／編 鳥取県スキー連盟 平成2 1990 鳥取県立図書館

（３８）スキー

平成３年度全国高等学校総合体育大会・第41回全国高等
学校スキー大会
鳥取県実行委員会設立総会資料　
平成３年５月30日　鳥取県庁講堂

鳥取県実行委員会 平成3 1991 鳥取県立図書館 平成３年５月30日　鳥取県庁講堂

（３８）スキー
第48回国民体育大会冬季大会　スキー競技会　鳥取県実
行委員会設立総会資料
平成３年５月30日　鳥取県庁講堂

鳥取県実行委員会 平成3 1991 鳥取県立図書館 平成３年５月30日　鳥取県庁講堂

（３８）スキー
平成３年度全国高等学校総合体育大会・第41回全国高等
学校スキー大会
平成４年２月４日～８日　鳥取県西伯郡大山町大山

全国高等学校体育連盟 平成4 1992 鳥取県立図書館 平成４年２月４日～８日　鳥取県西伯郡大
山町大山

（３８）スキー
第48回国民体育大会冬季大会　スキー競技会　平成４年度
鳥取県実行委員会総会資料
平成５年３月30日　県立図書館（大研修室）

鳥取県実行委員会 平成5 1993 鳥取県立図書館 平成５年３月30日　県立図書館（大研修室）

（３８）スキー 第48回国民体育大会冬季大会　スキー競技会（大山町）
開会式　閉会式　運営要領　式典関係業務要領 平成5 1993 鳥取県立図書館 鳥取県大山町

（３８）スキー 第48回国民体育大会冬季大会　スキー競技会（大山町）　 平成5 1993 鳥取県立図書館 鳥取県大山町
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（３８）スキー 第48回国民体育大会冬季大会　スキー競技会　報告書　
（大山町） 平成5 1993 鳥取県立図書館 鳥取県大山町

（３８）スキー 第48回国民体育大会　冬季大会スキー競技会（公開競技
バイアスロン競技会）報告書

第48回国民体育大会冬季大
会スキー競技会鳥取県実行
委員会

平成5 1993 鳥取県立公文書館

（３８）スキー
国定公園　わかさ氷ノ山　TOTTORI　WAKASA
HYOUNOSEN　SKIRESORT　
変化に富んだ５つのコース

若桜町観光協会 平成22 2010 鳥取県立図書館

（３８）スキー わかさ氷ノ山 若桜町観光協会 平成23 2011 鳥取県立図書館

（３８）スキー 海の見えるゲレンデ　５th Aniversary 平成26 2014 鳥取県立図書館

（３８）スキー 海の見えるゲレンデ　だいせんホワイトリゾート
2015－2016　SEASON 平成27 2015 鳥取県立図書館

（３８）スキー 海の見えるゲレンデ　遊べるシーンはいろいろ♪広い！
楽しい！キッズパークも充実！ だいせんホワイトリゾート 鳥取県立図書館

（３８）スキー 鳥取縣のスキー場 大山国立公園協会 鳥取県立図書館

（３８）スキー 氷ノ山スキー今昔 松田豊／編 平成4以降 1992以降 鳥取県立図書館

（３８）スキー わかさ氷ノ山（平成26年大会イベント情報あり） 若桜町観光協会 鳥取県立図書館 平成26年大会イベント情報あり

（３８）スキー 国定公園わかさ氷ノ山　冬でも心は温かい… 共同刊行　若桜町観光協会 若桜町 鳥取県立図書館

（３８）スキー
エリアマップ　山と高原地図67　山とスキー　大山・蒜
山高原　
鏡ヶ成・桝水高原の大山スキー場

調査執筆　伊田弘實 昭文社 個人蔵

（３９）スケート
アイスホッケー

教育時報　1982.12　172ゴウ　わかとり国体　相撲　ス
ケート　アイスホッケー 鳥取県教育委員会 昭和57 1982 鳥取県立図書館 わかとり国体　相撲　スケート　アイス

ホッケー

（４０）相撲
相撲　琴桜特集
雑誌相撲1968年８月号　雑誌大相撲1968年８月号の２冊
合綴

ベースボール・マガジン社 昭和43 1968 鳥取県立図書館 雑誌相撲1968年８月号　雑誌大相撲1968年8
月号の２冊合綴

（４０）相撲 尾車文五郎覚書　其二 辰己美代子 辰己美代子 昭和44 1969 鳥取県立図書館 P.8勝山芳蔵　P.21新年寄　尾車文五郎　
P.113荒岩亀之助

（４０）相撲 横綱琴桜　（「横綱琴桜」刊行会） 「横綱琴桜」刊行会／編集　発行 「横綱琴桜」刊行会 昭和49 1974 鳥取県立図書館 横綱琴桜

（４０）相撲 教育時報　1982.12　172ゴウ　わかとり国体　相撲　ス
ケート　アイスホッケー 鳥取県教育委員会 昭和57 1982 鳥取県立図書館 わかとり国体　相撲　スケート　アイス

ホッケー

（４０）相撲 国民体育大会秋季大会　相撲　第40回
昭和60年10月21日（月）～ 24日（木）東伯郡総合体育館 昭和60 1985 鳥取県立図書館 昭和60年10月21日（月）～ 24日（木）東伯

郡総合体育館

（４０）相撲 鳥取県子どものための伝記　第１巻　横綱琴桜　生田春
月　澤田廉三

鳥取県子どものための伝記刊行
会／編
鳥取県小学校国語教育研究会／
監修

クリエート上野 昭和61 1986 鳥取県立図書館 P.8－93　横綱琴桜

（４０）相撲 第40回国民体育大会　相撲競技会報告書 東伯町実行委員会 東伯町実行委員会事務局 昭和61 1986 鳥取県立公文書館
大山町図書館

（４０）相撲

鳥取県相撲関係資料
関係文献の複製合本
荒岩亀之助　写真　因幡伯耆力士名鑑　諸国相撲帳④山
陰の巻（下）江馬盛　等コピー

鳥取県立図書館 平成3 1991 鳥取県立図書館
関係文献の複製合本
荒岩亀之助　写真　因幡伯耆力士名鑑　諸
国相撲帳④山陰の巻(下)江馬盛　等コピー

（４０）相撲 荒岩亀之助 亀尾八洲雄 平成7 1995 米子市立図書館
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（４０）相撲 全国高等学校総合体育大会　第73回全国高等学校相撲選
手権大会　平成７年度 全国高等学校体育連盟 平成7 1995 鳥取県立図書館

（４０）相撲
第31回全国中学校相撲選手権大会　平成13年度全国中学
校体育大会
平成13年８月24日（金）～ 25日（土）東伯町総合体育館

東伯町 平成13 2001 鳥取県立図書館 平成13年8月24日（金）～ 25日（土）　東伯
町総合体育館

（４０）相撲
第31回全国中学校相撲選手権大会　報告書　平成13年度
全国中学校体育大会
平成13年８月24日（金）～ 25日（土）東伯町総合体育館

第31回全国中学校相撲選手権大
会東伯町
実行委員会事務局／編

第31回全国中学校相撲選手
権大会
東伯町実行委員会事務局

平成13 2001 鳥取県立図書館 平成13年8月24日（金）～ 25日（土）　東伯
町総合体育館

（４０）相撲 北条歴民文庫　第八集　因伯の大相撲力士たち 北条町歴史民俗資料館／編 北条町歴史民俗資料館 平成13 2001 鳥取県立図書館

（４０）相撲 大関　荒岩亀之助　ふるさと歴史散歩18 亀屋八洲雄 亀屋八洲雄 平成14 2002 鳥取県立図書館

（４０）相撲
ただのデブでは終わらない　小さなまちが育んだ大きな
女の子のストーリー
上田幸佳さん（琴浦町）

高木省一 グラフ社 平成19 2007 鳥取県立図書館 内容:上田幸佳さん（琴浦町）　関脇琴光喜
との出会い　等

（４０）相撲
鳥取民俗懇話会会報　2007.4　7ゴウ
因幡の民俗－因幡の相撲塚・相撲墓（スライド）－浅井
慶紀

森納 平成19 2007 鳥取県立図書館 因幡の民俗－因幡の相撲塚・相撲墓（スラ
イド）－浅井慶紀

（４０）相撲 ゲゲゲの鬼太郎　おばけ塾　妖怪大相撲の巻　角川つば
さ文庫Cみ1－2

水木しげる（境港市出身）　／
原作　絵　東亮太／文 角川書店 平成21 2009 鳥取県立図書館

（４０）相撲 伯耆文化研究　第12号
西伯耆における力士塚（墓）と碑　中田文人 伯耆文化研究会／編 伯耆文化研究会 平成22 2010 鳥取県立図書館 西伯耆における力士塚（墓）と碑　中田文

人

（４０）相撲 横綱　YOKOZUNA
P.90－　第53代横綱琴櫻傑将 武田葉月 講談社 平成25 2013 鳥取県立図書館 P.90－　第53代横綱琴櫻傑将

（４０）相撲 つばさ　2013.04　鳥取地域みっちゃく生活情報誌　城北
高校相撲部 つばさ編集室／企画・編 中広 平成25 2013 鳥取県立図書館 城北高校相撲部

（４０）相撲 第53代　横綱琴櫻傑将
佐渡ヶ嶽部屋／監修･協力　
漫画　岩田廉太郎／ラ・コミッ
ク

倉吉市企画振興部観光交流
課　発行 平成27 2015 鳥取県立図書館 琴櫻傑将

（４０）相撲 弱くても勝てる　強くても負ける 鳥取城北高等学校相撲部総監督
　石浦外喜義 幻冬舎 平成29 2017 鳥取県立図書館 はじめに　なぜ鳥取の一高校から､ 強い力

士が次々と育つのか?

（４０）相撲

ビジネスパートナー San－in　2017.04
強く育ててくれた鳥取へ恩返し　強い日本人力士をつく
りたい　
鳥取城北高等学校教員　相撲部顧問　レンチェンドルジ・
ガントゥクス

山陰経済研究所 平成29 2017 鳥取県立図書館

強く育ててくれた鳥取へ恩返し　強い日本
人力士をつくりたい　
鳥取城北高等学校教員　相撲部顧問　レン
チェンドルジ・ガントゥクス

（４０）相撲
土俵の群像
P.153－183　高校相撲部監督の日々　石浦外喜義（鳥取
城北高校校長）

岩崎友太郎 白水社 平成29 2017 鳥取県立図書館

（４０）相撲

ハッキヨイ!石浦関　郷土ゆかりの力士展
共同企画展「文化としてのスポーツ」期間・会場2017年
４月26日～５月30日鳥取県立図書館特別資料展示室　手
製本

鳥取県立図書館・鳥取県体
育協会 平成29 2017 鳥取県立図書館

（４１）相撲
最強部活の作り方　名門26校探訪
Sports　Graphic　Number　Books
P.167－177　私立鳥取城北高等学校相撲部

日比野恭三 文藝春秋 平成30 2018 鳥取県立図書館

（４０）相撲 第五十三代横綱琴櫻記念館【小冊子】 琴櫻記念館 鳥取県立図書館
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（４１）セーリング
ヨット

教育時報　1984.8　178ゴウ　わかとり国体　グランド
ホッケー　ヨット 鳥取県教育委員会 昭和59 1984 鳥取県立図書館 わかとり国体　グランドホッケー　ヨット

（４１）セーリング
ヨット

国民体育大会夏季大会　　ヨット競技　第40回
昭和60年９月15日（日）～ 18日（水）　境港公共マリー
ナ

第40回国民体育大会境港市
実行委員会 昭和60 1985 鳥取県立図書館

鳥取県立公文書館
昭和60年９月15日（日）～ 18日（水）境港
公共マリーナ

（４１）セーリング
ヨット

全国高等学校総合体育大会　ヨット競技　平成7年度　
第36回全国高等学校ヨット選手権大会 全国高等学校体育連盟 平成7 1995 鳥取県立図書館

（４１）セーリング
ヨット 鳥取大学ヨット部創部三十周年記念誌 鳥取大学ヨット部OB会 鳥取大学ヨット部OB会 平成9 1997 鳥取県立図書館

（４１）セーリング
ヨット

World Championship of International
F.J.Class:Sakaiminato, Japan 1987
JF級ヨット世界選手権大会 （国際FJ協会）

国際FJ協会 昭和62 1987 鳥取県立図書館

（４２）ソフトボール 教育時報　1984.3　177ゴウ　わかとり国体　ソフトボー
ル　ボクシング 鳥取県教育委員会 昭和59 1984 鳥取県立図書館 わかとり国体　ソフトボール　ボクシング

（４２）ソフトボール
国民体育大会秋季大会　ソフトボール競技　第40回
昭和60年10月21日（月）～ 24日（木）　米子市営スポー
ツ広場ほか

昭和60 1985 鳥取県立図書館 昭和60年10月21日（月）～ 24日（木）米子
市営スポーツ広場ほか

（４２）ソフトボール

全国高等学校総合体育大会　昭和61年度　第21回全国高
等学校男子ソフトボール大会　
燃えろ　かがやけ　たくましく
昭和61年８月７日（木）10日（日）

全国高等学校体育連盟 昭和61 1986 鳥取県立図書館 昭和61年８月７日（木）10日（日）

（４２）ソフトボール 第40回国民体育大会　ソフトボール（少年男子）競技会
報告書　（淀江町実委）

第40回国民体育大会淀江町実行
委員会事務局

第40回国民体育大会淀江町
実行委員会 昭和61 1986 鳥取県立公文書館

米子市立図書館

（４２）ソフトボール 西日本壮年ソフトボール大会　第10回
平成５年５月14日～ 16日（米子） 西日本ソフトボール協会 平成5 1993 鳥取県立図書館 平成５年５月14日～ 16日（米子）

（４２）ソフトボール
全国高等学校総合体育大会　女子ソフトボール競技
平成７年度
第47回全日本高等学校女子ソフトボール選手権大会

全国高等学校体育連盟 平成7 1995 鳥取県立図書館

（４２）ソフトボール
全国高等学校総合体育大会　男子ソフトボール競技　　
平成７年度
第30回記念全日本高等学校男子ソフトボール選手権大会

全国高等学校体育連盟 平成7 1995 鳥取県立図書館

（４２）ソフトボール 東因ソフトボールリーグ　創立二十周年記念誌 東因ソフトボールリーグ／編 平成16 2004 鳥取県立図書館

（４２）ソフトボール 東因ソフトボールリーグ　創立三十周年記念誌 東因ソフトボールリーグ／編 綜合印刷出版株式会社 平成26 2014 鳥取県立図書館

（４３）体操・新体操 体操袖鏡 中山政良（鳥取県出身） 村松彰道館 明治17 1884 鳥取県立図書館

（４３）体操・新体操 小学校体操教程 三橋喜久雄 松陽新報社 大正13 1924 体育スポーツ書解題
掲載（不昧堂）

（４３）体操・新体操 新しい學校體操 佐々部肇 神戸體育普及社 昭和6 1931 鳥取大学図書館

（４３）体操・新体操 小学校に於ける新（生命）体操の学習 三橋喜久雄 三橋体育研究所 昭和7 1932 体育スポーツ書解題
掲載（不昧堂）

（４３）体操・新体操 学校体操競技　体操編 安田光昭 伊藤書房 昭和9 1934 体育スポーツ書解題
掲載（不昧堂） 安田氏　鳥取県出身

（４３）体操・新体操 體操の根本問題 佐々部肇 光徳寺大乗仏教研究所 昭和10 1935 鳥取大学図書館 鳥取県体育スポーツ史　P.540に掲載

（４３）体操・新体操 生命体操の実際 三橋喜久雄　三橋義雄 三橋体育研究所 昭和10 1935 体育スポーツ書解題
掲載（不昧堂）

（４３）体操・新体操 勤労女性と体操　体育叢書 三橋喜久雄　（鳥取県出身） 大日本体育会 昭和19 1944 鳥取県立図書館
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（４３）体操・新体操 三橋喜久雄先生　藍綬褒章受章記念論文集　（※三橋氏　
鳥取県出身）

三橋喜久雄先生藍綬褒章受章記
念会／編集

三橋喜久雄先生藍綬褒章受
章記念会 昭和37 1962 鳥取県立図書館

（４３）体操・新体操 美しいスタイルと健康美　デビー・ドレイクの美容体操
杉靖三郎（日野町出身）　竹腰
美代子／共訳　
デビー・ドレイク／著

ベースボール・マガジン社 昭和38 1963 鳥取県立図書館

（４３）体操・新体操 肋木運動
福山清胤　森下孝／著
三橋喜久雄（鳥取県出身）／監
修

慶応通信 昭和39 1964 鳥取県立図書館

（４３）体操・新体操 デビー・ドレイクの美容体操
杉靖三郎（日野町出身）　竹腰
美代子／共訳　
デビー・ドレイク／著

ベースボール・マガジン社 昭和39 1964 鳥取県立図書館 杉氏　日野町出身

（４３）体操・新体操 智頭農林高校体操部25年のあゆみ 体操部OB会／編 鳥取県立智頭農林高等学校 昭和50 1975 鳥取県立図書館

（４３）体操・新体操
国民体育大会秋季大会　体操　第40回
昭和60年10月21日（月）～ 24日（木）米子市営体育館　
鳥取市民体育館

昭和60 1985 鳥取県立図書館 昭和60年10月21日（月）～ 24日（木）　米
子市営体育館　鳥取市民体育館

（４３）体操・新体操 教育時報　1985.3　181ゴウ　わかとり国体　体操　ラグ
ビーフットボール 鳥取県教育委員会 昭和60 1985 鳥取県立図書館 わかとり国体　体操　ラグビーフットボール

（４３）体操・新体操
教育時報　1988.3　193ゴウ　学校今昔物語（8）
勤倹・規律・沈勇・報恩　日本一体操校　日野郡日野町
立根雨小学校

鳥取県教育委員会 昭和63 1988 鳥取県立図書館 学校今昔物語（8）勤倹・規律・沈勇・報恩
日本一体操校　日野郡日野町立根雨小学校

（４３）体操・新体操 智頭農林高等学校　新体操部四十年の歩み 鳥取県立智頭農林高等学校新体
操部OB会 鳥取県立智頭農林高校 平成2 1990 鳥取県立図書館

（４３）体操・新体操 智頭杉棒体操 共同刊行　智頭杉棒体操協会
作:佐分利育代　写真:平井覚 智頭町教育委員会 平成3 1991 鳥取県立図書館

（４３）体操・新体操 気高中学校新体操部　十周年記念文集 記念文集刊行委員会／編 記念文集刊行委員会 平成3 1991 鳥取県立図書館

（４３）体操・新体操 キラリいい汗　巡回スポーツの日　健康体操巡回教室テ
キスト

県民総スポーツ運動鳥取県
推進委員会・鳥取県 平成3 1991 鳥取県立図書館

鳥取県立公文書館

（４３）体操・新体操 全国高等学校総合体育大会　新体操　平成７年度
全国高等学校新体操選手権大会 全国高等学校体育連盟 平成7 1995 鳥取県立図書館

（４３）体操・新体操 全国高等学校総合体育大会　体操競技　平成７年度
全国高等学校体操競技選手権大会 全国高等学校体育連盟 平成7 1995 鳥取県立図書館

（４３）体操・新体操 腕ふりダイエット　1日１回１分から始める！ 宮田トオル　イラスト　かねま
つかなこ（鳥取県出身） 新星出版社 平成22 2010 鳥取県立図書館 イラスト　かねまつかなこ氏：鳥取県出身

（1975年）

（４３）体操・新体操 やずっこ体操　人が輝き集い、夢広がるまち 八頭町役場 平成25 2013 鳥取県立図書館

（４３）体操・新体操 イキイキ赤ちゃん体操＆ベビーマッサージ　さあはじめ
ましょう！

山口千恵子（鳥取県出身）　服
部幸 かもがわ出版 平成25 2013 鳥取県立図書館 山口氏　1958年鳥取県生まれ　尼崎医療セ

ンター卒業

（４３）体操・新体操
つばさ　2017.02　鳥取地域みっちゃく生活情報誌　幼児
期の運動は、一生の財産！　
ちゃれきんぐ体操教室＆鳥取ジョイナススポーツクラブ

つばさ編集室／企画・編 中広 平成29 2017 鳥取県立図書館
幼児期の運動は、一生の財産！　ちゃれき
んぐ体操教室＆鳥取ジョイナススポーツク
ラブ

（４４）卓球
国民体育大会秋季大会　卓球　第40回
昭和60年10月21日（月）～ 25日（金）　青谷町農村漁業
者トレーニングセンター

昭和60 1985 鳥取県立図書館 昭和60年10月21日（月）～ 25日（金）　青
谷町農村漁業者トレーニングセンター

（４４）卓球 第40回国民体育大会　卓球競技　報告書 第40回国民体育大会青谷町
実行委員会 昭和61 1986 鳥取県立公文書館
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（４４）卓球

全日空杯ジャパンオープン国際卓球選手権大会報告書 第
１回
ANA Cup 1st JAPAN Open International Table Tennis 
Championships REPORT

全日空杯第1回ジャパンオープ
ン国際卓球選会
実行委員会／編

全日空杯第１回ジャパン
オープン
国際卓球選会実行委員会

平成1 1989 鳥取県立図書館

（４４）卓球 卓球さんありがとう　連続Vの怪物続田坂清子選手の手
記 坂口友吉（鳥取県在住）／編 坂口友吉 平成3 1991 鳥取県立図書館 坂口氏：（東郷町藤津）

（４４）卓球 平成三年清秋　迷選手を鍛えた名選手たち（二） 坂口友吉（鳥取県在住） 坂口友吉手書く 平成3 1991 鳥取県立図書館 坂口氏：（東郷町藤津）

（４４）卓球 全国高等学校総合体育大会　第64回全国高等学校卓球選
手権大会　平成7年度 全国高等学校体育連盟 平成7 1995 鳥取県立図書館

（４４）卓球 発足二十五年史　岩美郡卓球協会 発足25年史編集委員 平成14 2002 鳥取県立図書館 P4.岩美郡卓球協会25年のあゆみ

（４４）卓球 小学生スポーツ指導の手引き　No. ４　小学生スポーツ
の考え方と進め方（卓球） 鳥取県スポーツセンター作成 鳥取県教育委員会 平成15 2003 鳥取県立図書館

鳥取県立公文書館

（４４）卓球 創部65周年記念誌　鳥取東高卓球部 鳥取東高卓球部OB会／編 鳥取東高卓球部OB会 平成26 2014 鳥取県立図書館

（４５）ダンス 創立50周年記念誌　（日本フォークダンス連盟鳥取県支
部）

日本フォークダンス連盟鳥取県
支部／編

日本フォークダンス連盟鳥
取県支部 平成29 2017 鳥取県立図書館

（４６）テニス
ソフトテニス 全日本都市対抗テニス大会　第８回 昭和59 1984 倉吉市立図書館

（４６）テニス
ソフトテニス

国民体育大会秋季大会　テニス競技　第40回
昭和60年10月21日（月）～ 24日（木）　町営三朝テニス
場　倉吉市営庭球場

昭和60 1985 鳥取県立図書館 昭和60年10月21日（月）～ 24日（木）　町
営三朝テニス場　倉吉市営庭球場

（４６）テニス
ソフトテニス テニス競技実施要綱　第40回国民体育大会 昭和60 1985 倉吉市立図書館

（４６）テニス
ソフトテニス テニス競技会式典実施要項　（倉吉市実委） 第40回国民体育大会倉吉市

実行委員会 昭和60 1985 倉吉市立図書館

（４６）テニス
ソフトテニス テニス競技　（三朝町実委） 三朝町実行委員会 昭和60 1985 倉吉市立図書館

（４６）テニス
ソフトテニス テニス競技実施計画書（倉吉市実委） 倉吉市実行委員会 昭和60 1985 倉吉市立図書館

（４６）テニス
ソフトテニス テニス競技会式典実施要領　（倉吉市実委） 倉吉市実行委員会 昭和60 1985 倉吉市立図書館

（４６）テニス
ソフトテニス

第40回国民体育大会：テニス（少年男女）競技会　
高等学校野球（軟式）競技会　競技会係員携

第40回国民体育大会三朝町実行
委員会事務局／編

国民体育大会三朝町実行委
員会 昭和61 1986 町立みささ図書館

（４６）テニス
ソフトテニス 二十五周年記念誌　米子市テニス協会 米子テニス協会 米子テニス協会 平成2 1990 鳥取県立図書館 P.134鳥取県テニスランキング表　等

（４６）テニス
ソフトテニス 協会史　鳥取県のテニス（鳥取県テニス協会） 協会史編纂委員会／編 鳥取県テニス協会 平成4 1992 鳥取県立図書館

（４６）テニス
ソフトテニス

全国高等学校総合体育大会　テニス競技　平成７年度
第85回全国高等学校テニス選手権大会 全国高等学校体育連盟 平成7 1995 鳥取県立図書館

（４６）テニス
ソフトテニス 創立50周年記念誌　（湊山クラブ） 湊山クラブ 平成27 2015 鳥取県立図書館

（４６）テニス
ソフトテニス

教育時報　1982.9　171ゴウ わかとり国体　バドミントン
軟式庭球 鳥取県教育委員会 昭和57 1982 鳥取県立図書館 わかとり国体　バドミントン　軟式庭球

（４６）テニス
ソフトテニス

国民体育大会秋季大会　軟式庭球　第40回
昭和60年10月21日（月）～ 24日（木）鳥取市千代テニス
場

昭和60 1985 鳥取県立図書館 昭和60年10月21日（月）～ 24日（木）
鳥取市千代テニス場
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（４６）テニス
ソフトテニス テニスの心を求めて　日本一への道 （日南中女子庭球部） 日南中女子庭球部 日南中女子庭球部 昭和62 1987 鳥取県立図書館

（４６）テニス
ソフトテニス 江府町のソフトテニス （江府町体育協会ソフトテニス部） 江府町のソフトテニス編集委員

会／編
江府町体育協会ソフトテニ
ス部 平成10 1998 鳥取県立図書館

（４６）テニス
ソフトテニス

童球会誌　第14号　創立50周年記念号
（鳥取市立南中学校庭球部・ソフトテニス部同窓会）

鳥取市立南中学校庭球部・ソフ
トテニス部同窓会／編

鳥取市立南中学校庭球部・
ソフトテニス部同窓会 平成18 2006 鳥取県立図書館

（４７）トライアスロン 全日本トライアスロン皆生大会15周年記念誌 皆生トライアスロン協会／編 皆生トライアスロン協会 平成7 1995 米子市立図書館

（４７）トライアスロン ティンリー・トーク　これは極限からのメッセージである スコット・ティンリー／著
奥平謙二（八頭町出身）／訳 まんだらけ 平成8 1996 鳥取県立図書館 奥平氏　八頭町出身　昭和37生まれ

Tinley talk の翻訳

（４７）トライアスロン こはく　2014.07　米子地域みっちゃく生活情報誌
全日本トライアスロン皆生大会 こはく編集室／企画・編 中広 平成26 2014 鳥取県立図書館 全日本トライアスロン皆生大会

（４７）トライアスロン こはく　2017.05　米子地域みっちゃく生活情報誌
地域一丸で臨む 全日本トライアスロン皆生大会 こはく編集室／企画・編 中広 平成29 2017 鳥取県立図書館 地域一丸で臨む 全日本トライアスロン皆生

大会

（４７）トライアスロン 鳥取米子トライアスロン　トレーニング合宿ガイド 小原工（鳥取県出身）　監修 米子市観光協会 鳥取県立図書館

（４８）なぎなた 教育時報　1984.12　179ゴウ　わかとり国体　陸上　な
ぎなた 鳥取県教育委員会 昭和59 1984 鳥取県立図書館 わかとり国体　陸上　なぎなた

（４８）なぎなた 国民体育大会秋季大会　なぎなた　第40回
昭和60年10月21日（月）～ 23日（水）岸本町民体育館 昭和60 1985 鳥取県立図書館 昭和60年10月21日（月）～ 23日（水）

岸本町民体育館

（４８）なぎなた 第40回国民体育大会報告書　なぎなた競技会 第40回国民体育大会岸本町
実行委員会 昭和61 1986 鳥取県立公文書館

（４９）バウンスボール
第19回全国スポーツ・レクリエーション祭　スポレク鳥
取2006　
バウンスボール大会　BOUNCEBALL　22nd

第19回全国スポーツ･レク
リエーション祭
鳥取県実行委員会事務局

平成18 2006 鳥取県立図書館

（４９）バウンスボール
第19回全国スポーツ・レクリエーション祭　スポレク鳥
取2006　報告書
バウンスボール大会　

第19回全国スポーツ･レク
リエーション祭
鳥取県実行委員会

平成19 2007 南部町図書館

（５０）馬術
国民体育大会秋季大会　馬術　第40回
昭和60年10月21日（月）～ 24日（木）米子市特設馬術競
技場

昭和60 1985 鳥取県立図書館 昭和60年10月21日（月）～ 24日（木）
米子市特設馬術競技場

（５１）バスケットボール バスケットボール 三橋義雄 広文堂 大正15 1926 体育スポーツ書解題
掲載（不昧堂）

（５１）バスケットボール プレイヤーとコーチのためのバスケットボール 佐々木茂（旧大栄町出身）
石田啓／共著 中和書院 昭和24 1949 鳥取大学図書館 鳥取県体育スポーツ史　P.540に掲載

（５１）バスケットボール 図解バスケットボール 佐々木茂（旧大栄町出身） 不昧堂書店 昭和33 1958 国立国会図書館 鳥取県体育スポーツ史　P.540に掲載

（５１）バスケットボール バスケットボール　 佐々木茂（旧大栄町出身）
川井浩　細川磐／共著 学芸出版社 昭和35 1960 鳥取大学図書館

（５１）バスケットボール バスケットボール　増訂版 佐々木茂（旧大栄町出身）
川井浩　細川磐／共著 学芸出版社 昭和37

増訂版 1962 京都府立図書館

（５１）バスケットボール バスケットボール日本リーグ　鳥取大会　鳥取市民体育
館竣工記念 昭和49 1974 鳥取県立図書館

（５１）バスケットボール 羽合･北溟中学校バスケットボール部誌　創部25周年記念
（羽合バスケットボールクラブ） 羽合バスケットボールクラブ／編 羽合バスケットボールクラブ 昭和57 1982 鳥取県立図書館

（５１）バスケットボール わかとり国体強化　バスケット招待試合
昭和59年６月10日　鳥取産業体育館 鳥取県バスケットボール協会 昭和59 1984 鳥取県立図書館 昭和59年６月10日　鳥取産業体育館
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（５１）バスケットボール 教育時報　1984.1　176ゴウ　わかとり国体　バスケット
ボール　フェンシング 鳥取県教育委員会 昭和59 1984 鳥取県立図書館 わかとり国体　バスケットボール　フェン

シング

（５１）バスケットボール 国民体育大会秋季大会　バスケットボール競技　第40回
昭和60年10月21日（月）～ 25日（金）　鳥取産業体育館 昭和60 1985 鳥取県立図書館 昭和60年10月21日（月）～ 25日（金）

鳥取産業体育館

（５１）バスケットボール 第40回国民体育大会　わかとり国体　バスケットボール
競技会（少年男子）の記録

第40回国民体育大会気高町
実行委員会 昭和61 1986 鳥取県立公文書館

（５１）バスケットボール 鳥取県バスケットボール協会　創立40周年記念誌　「明日
に翔く」 記念誌編集委員会／編 鳥取県バスケットボール協会 平成1 1989 鳥取県立図書館 P5.鳥取県のバスケットボールの歩み　等

（５１）バスケットボール 三橋誠の想い出　白兎鰐の背を渡る 　　　 三橋明 平成5 1993 鳥取県立図書館

（５１）バスケットボール バスケットボールの心理学 山根成之（鳥取県在住） 不昧堂出版 平成6 1994 鳥取県立図書館

（５１）バスケットボール
全国高等学校総合体育大会　第48回全国高等学校バス
ケットボール選手権大会　
平成７年度

全国高等学校体育連盟 平成7 1995 鳥取県立図書館

（５１）バスケットボール 鳥取東高バスケットボール部史 鳥取東高バスケットボール部／編 部史編集委員会 平成7 1995 鳥取県立図書館

（５１）バスケットボール 篭友会誌　鳥取大学バスケットボール部　創立50周年記
念誌 篭友会／編 篭友会 平成11 1999 鳥取県立図書館

（５１）バスケットボール 20年の軌跡　（西部地区バスケットボール協会） 20周年記念誌編集委員会／編 西部地区バスケットボール
協会 平成12 2000 米子市立図書館

（５１）バスケットボール バスケットボールの楽しさ　－尚徳中･米子一中の回想－ 岡本達得（米子市出身）／編 岡本達得 平成18 2006 鳥取県立図書館

著者：米子市灘町生まれ（昭和５）後藤ヶ
丘中学校長（平成２）
P.11鳥取県立米子中学校3年～鳥取県立米子
西高等学校　P.21米子市尚徳中学校に採用
　等

（５２）バドミントン 教育時報　1982.9　171ゴウ わかとり国体　バドミントン
軟式庭球 鳥取県教育委員会 昭和57 1982 鳥取県立図書館 わかとり国体　バドミントン　軟式庭球

（５２）バドミントン
国民体育大会秋季大会　バドミントン競技　第40回　
昭和60年10月21日（月）～ 24日（木）県立由良育英高校
体育館

昭和60 1985 鳥取県立図書館 昭和60年10月21日（月）～ 24日（木）
県立由良育英高校体育館

（５２）バドミントン バドミントン30年史　（鳥取県バドミントン協会）
鳥取県バドミントン協会
創立30周年記念史編集委員会／
編

鳥取県バドミントン協会 昭和60 1985 鳥取県立図書館 第１章　県協会のあゆみ　等

（５２）バドミントン 第40回国民体育大会秋季大会　バドミントン競技　報告書 昭和61 1986 鳥取県立公文書館

（５２）バドミントン
全国高等学校総合体育大会　バドミントン競技　平成７
年度
第46回全国高等学校バドミントン選手権大会

全国高等学校体育連盟 平成7 1995 鳥取県立図書館

（５２）バドミントン バドミントン協会　50年史　（鳥取県バドミントン協会） 鳥取県バドミントン協会
創立50周年記念事業委員会／編 鳥取県バドミントン協会 平成16 2004 鳥取県立図書館

（５２）バドミントン 創立60周年記念誌　（鳥取県バドミントン協会）
60年の記録　（昭和29年度～平成26年度）

鳥取県バドミントン協会
創立60周年記念事業実行委員会
／編

鳥取県バドミントン協会 平成26 2014 個人蔵

（５３）バレーボール ヴァレーボール 三橋義雄 廣文堂 大正15 1926 国立国会図書館
デジタルコレクション

（５３）バレーボール バレーボール部史二十五年 鳥取県立八頭高等学校／編 鳥取県立八頭高等学校 昭和45 1970 米子市立図書館
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（５３）バレーボール
中国高等学校バレーボール選手権大会　第25回
昭和48年５月11日（金）、12日（土）、13日（日）米子市
民体育館　米子東高校体育館

中国高等学校体育連盟 昭和48 1973 鳥取県立図書館 昭和48年５月11日（金）、12日（土）、13日（日）
　米子市民体育館　米子東高校体育館

（５３）バレーボール
日韓高校生バレーボール大会　1977年8月24日（水）～
26日（金）
鳥取市民体育館　鳥取県中央体育館　米子市民体育館

鳥取県バレーボール協会 昭和52 1977 鳥取県立図書館
1977年８月24日（水）～ 26日（金）鳥取市
民体育館　鳥取県中央体育館　米子市民体
育館

（５３）バレーボール 球魂　30周年記念誌　（鳥取県高体連バレーボール専門
部）

鳥取県高体連バレーボール
専門部 昭和56 1981 鳥取県立図書館

（５３）バレーボール 教育時報　1983.3　173ゴウ　わかとり国体　自転車　バ
レーボール 鳥取県教育委員会 昭和58 1983 鳥取県立図書館 わかとり国体　自転車　バレーボール

（５３）バレーボール 全日本６人制バレーボール　実業団男女優勝大会　昭和
59年度 昭和59 1984 倉吉市立図書館

（５３）バレーボール
国民体育大会秋季大会　バレーボール　第40回
昭和60年10月21日（月）～ 24日（木）県立倉吉体育文化
会館

昭和60 1985 鳥取県立図書館 昭和60年10月21日（月）～ 24日（木）
県立倉吉体育文化会館

（５３）バレーボール バレーボール競技会代表者会議　（倉吉市実委） 第40回国民体育大会倉吉市
実行委員会 昭和60 1985 倉吉市立図書館

（５３）バレーボール バレーボール競技　（倉吉市実委） 倉吉市実行委員会 昭和60 1985 倉吉市立図書館

（５３）バレーボール バレーボール競技会式典実施要項　（倉吉市実委） 第40回国民体育大会倉吉市
実行委員会 昭和60 1985 倉吉市立図書館

（５３）バレーボール バレーボール　第40回国民体育大会 昭和60 1985 倉吉市立図書館

（５３）バレーボール バレーボール競技会　競技会役員必携　（倉吉市実委） 第40回国民体育大会倉吉市
実行委員会 昭和60 1985 倉吉市立図書館

（５３）バレーボール バレーボール競技実施計画書　（倉吉市実委） 倉吉市実行委員会 昭和60 1985 倉吉市立図書館

（５３）バレーボール バレーボール競技会式典実施要領　（倉吉市実委） 倉吉市実行委員会 昭和60 1985 倉吉市立図書館

（５３）バレーボール 年輪　シワーズ十周年　（バレーボール） シワーズ　（米子） シワーズ　（米子） 平成1 1989 鳥取県立図書館 バレーボール

（５３）バレーボール きずな　創部六十周年を記念して
（鳥取県立米子東高等学校バレーボール部OB）

鳥取県立米子東高等学校バレー
ボール部OB

鳥取県立米子東高等学校
バレーボール部OB 平成4 1992 鳥取県立図書館

（５３）バレーボール
全国高等学校総合体育大会　女子バレーボール競技　平
成７年度
全日本バレーボール高等学校女子選手権大会

全国高等学校体育連盟 平成7 1995 鳥取県立図書館

（５３）バレーボール
全国高等学校総合体育大会　男子バレーボール競技　平
成７年度
全日本バレーボール高等学校男子選手権大会

全国高等学校体育連盟 平成7 1995 鳥取県立図書館

（５３）バレーボール 創立五十周年記念誌　（鳥取県立鳥取工業高等学校バレー
ボールOB会）

鳥取県立鳥取工業高等学校バ
レーボールOB会 山口幸信 平成11 1999 岩美町図書館

（５３）バレーボール 試合で勝てる！バレーボールアタッカー　最強のポイン
ト50　コツがわかる本

山本隆弘（鳥取県出身）　／監
修 メイツ出版 平成26 2014 鳥取県立図書館 山本氏　鳥取県出身（1978年）　日本体育大

学卒

（５３）バレーボール 「決定力」に差がつく!　バレーボール　アタッカー　最
強のポイント50

山本隆弘（鳥取県出身）　／監
修 メイツ出版 平成30 2018 鳥取県立図書館

（５４）ハンドボール 教育時報　1982.7　170ゴウ　わかとり国体　レスリング
　ハンドボール 鳥取県教育委員会 昭和57 1982 鳥取県立図書館 わかとり国体　レスリング　ハンドボール

（５４）ハンドボール
国民体育大会秋季大会　ハンドボール競技　第40回
昭和60年10月20日（日）～ 25日（金）　境港工業高校グ
ラウンドほか

昭和60 1985 鳥取県立図書館 昭和60年10月20日（日）～ 25日（金）　境
港工業高校グラウンドほか
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（５４）ハンドボール
全国高等学校総合体育大会　
高松宮賜杯第46回全日本高等学校ハンドボール選手権大
会　平成７年度

全国高等学校体育連盟 平成7 1995 鳥取県立図書館

（５５）フェンシング 教育時報　1984.1　176ゴウ　わかとり国体　バスケット
ボール　フェンシング 鳥取県教育委員会 昭和59 1984 鳥取県立図書館 わかとり国体　バスケットボール　フェン

シング

（５５）フェンシング
国民体育大会秋季大会　フェンシング競技　第40回
昭和60年10月20日（日）～ 25日（金）　河原町総合町民
体育館

昭和60 1985 鳥取県立図書館 昭和60年10月20日（日）～ 25日（金）　河
原町総合町民体育館

（５５）フェンシング 国民体育大会フェンシング競技会　（河原町実委） 第40回国民体育大会河原町
実行委員会 昭和60 1985 八頭町図書館

（５５）フェンシング 国民体育大会フェンシング競技会　記念写真集（河原町
実委）

第40回国民体育大会河原町
実行委員会 昭和60 1985 鳥取県立公文書館

鳥取市立中央図書館

（５５）フェンシング 第40回国民体育大会　フェンシング競技会　報告書（河
原町実委）

第40回国民体育大会河原町
実行委員会 昭和61 1986 鳥取県立公文書館

鳥取市立中央図書館

（５５）フェンシング
全国高等学校総合体育大会　フェンシング競技　平成７
年度
第41回全国高等学校フェンシング選手権大会

全国高等学校体育連盟 平成8 1996 鳥取県立図書館

（５６）武道 武藝傳統録　全　本藩　（和本） 加藤忠益／写 1866 鳥取県立図書館

（５６）武道 学校武術御法度書　和本 昭和30 1955 鳥取県立図書館

（５６）武道 鳥取藩武藝志 鈴木源太郎／編 因幡史学談話室 昭和34 1959 鳥取県立図書館

（５６）武道 郷土と博物館　1975.10　21カン（41）鳥取藩武芸史　
福井淳人 鳥取県立博物館 昭和50 1975 鳥取県立図書館 鳥取藩武芸史　福井淳人

（５６）武道 宮本武蔵著　五輪書より　『勝つ根性』 早川竹義（鳥取県在住） 田中印刷所 昭和55 1980 鳥取県立図書館 県バスケットボール協会常任理事（昭和24）
他

（５６）武道 昭和57年度　資料調査報告書第十集－武道関係資料－ 鳥取県立博物館 鳥取県立博物館 昭和58 1983 鳥取県立図書館

（５６）武道 尚徳会百十年の歩み (財)尚徳会 尚徳会 昭和60 1985 鳥取県立図書館 武道館小史の参考資料

（５６）武道 荒木又右衛門　三百五十年祭顕頌会記念誌 荒木又右衛門　三五〇年祭顕頌
会／編

荒木又右衛門　三五〇年祭
顕頌会 昭和62 1987 鳥取県立図書館

（５６）武道 武道館小史　（久松道志会） 久松道志会／編　(鳥取武道館
内)　代表　奥田益夫 久松道志会 平成2 1990 鳥取県立図書館

（５６）武道 武道論十五講 杉山重利（鳥取県出身）／編 不昧堂書店 平成14 2002 鳥取県立図書館

（５６）武道 新説　荒木又右衛門　（玄忠寺）
田中芳兼（鳥取市　玄忠寺第
二十八世住職）　
今井書店鳥取出版企画室／編集

玄忠寺 平成15 2003 鳥取県立図書館 著者　田中氏　玄忠寺第二十八世住職
荒木又右衛門遺品館主

（５６）武道 武道裏論 泉正樹（鳥取県生まれ） 文芸社 平成15 2003 個人蔵 著者　泉氏　1975年鳥取県生まれ　父は至
誠館館長（泉茂樹）

（５６）武道 鳥取藩武藝志
1959年因幡史学談話会刊の電子式複写による複製本 鈴木源太郎 鳥取県立図書館 平成23 2011 鳥取県立図書館 1959年因幡史学談話会刊の電子式複写によ

る複製本

（５６）武道 荒木又右衛門　（玄忠寺） 田中芳兼（鳥取市　玄忠寺第
二十八世住職） 玄忠寺 平成28 2016 鳥取県立図書館 著者　田中氏　玄忠寺第二十八世住職　荒

木又右衛門遺品館主

（５６）武道 鳥取藩　武道の概要
昭和15年７月12日放送　鳥取放送局　郷土文化史講座 鈴木卓郎 鳥取県立図書館 昭和15年７月12日放送　鳥取放送局　郷土

文化史講座

（５７）ペタンク 鳥取県ペタンク協会　設立20周年記念誌 鳥取県ペタンク協会20周年記念
誌編集委員会／編 鳥取県ペタンク協会 平成23 2011 鳥取県立図書館
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（５８）ボート ボートと共に　高校部活動の記録 松田千歳（米子市在住） 合同印刷 昭和50 1975 個人蔵

（５８）ボート 端艇日誌 米子東高等学校端艇部／編 米子東高等学校端艇部 昭和55 1980 米子市立図書館

（５８）ボート 国民体育大会夏季大会　漕艇　第40回
昭和60年９月15日（日）～ 18日（水）　錦海漕艇場 鳥取県体育協会 昭和60 1985 鳥取県立図書館 昭和60年９月15日（日）～ 18日（水）

錦海漕艇場

（５８）ボート 第40回国民体育大会夏季大会　漕艇 第40回国民体育大会夏季大
会米子市実行委員会 昭和60 1985 鳥取県立公文書館

（５８）ボート

全国高等学校総合体育大会　昭和61年度　第34回全国高
等学校漕艇選手権大会
昭和61年８月８日（木）～ 11日（日）　米子市錦海漕艇
競技場

全国高等学校体育連盟 昭和61 1986 鳥取県立図書館 昭和61年８月８日（木）～ 11日（日）
米子市錦海漕艇競技場

（５８）ボート 全国高等学校総合体育大会　漕艇競技　平成７年度
第43回全日本高等学校選手権競漕大会 全国高等学校体育連盟 平成7 1995 鳥取県立図書館

（５８）ボート 米子東高等学校端艇部史 鳥取県立米子東高等学校端艇部
史刊行委員会／編

鳥取県立米子東高等学校
端艇部史刊行委員会 平成12 2000 鳥取県立図書館

（５８）ボート 米子工業高等学校ボート部五十年史 鳥取県立米子工業高等学校ボー
ト部史編集委員会／編

鳥取県立米子工業高等学校
ボート部史編集委員会 平成15 2003 米子市立図書館

（５８）ボート 米子市民レガッタ50周年記念誌 米子市民レガッタ記念誌編集委
員会／編

米子市民レガッタ記念誌編
集委員会 平成30 2018 鳥取県立図書館

（５９）ボクシング 【漫画】青の戦士　Blue Fighter　アクション・コミックス 谷口ジロー（鳥取県出身）／画
　狩撫麻礼／作 双葉社 昭和57 1982 鳥取県立図書館

（５９）ボクシング 教育時報　1984.3　177ゴウ　わかとり国体　ソフトボー
ル　ボクシング 鳥取県教育委員会 昭和59 1984 鳥取県立図書館 わかとり国体　ソフトボール　ボクシング

（５９）ボクシング
国民体育大会秋季大会　ボクシング競技　第40回
昭和60年10月21日（月）～ 25日（金）溝口町立町民体育
館

昭和60 1985 鳥取県立図書館 昭和60年10月21日（月）～ 25日（金）
溝口町立町民体育館

（５９）ボクシング 【漫画】KNUCKLE WARS 1/ナックルウォーズ　アク
ション・コミックス

谷口ジロー（鳥取県出身）／画
狩撫麻礼／作 双葉社 昭和63 1988 鳥取県立図書館 谷口ジロー

（５９）ボクシング 【漫画】KNUCKLE WARS 2/ナックルウォーズ　アク
ション・コミックス

谷口ジロー（鳥取県出身）／画
狩撫麻礼／作 双葉社 昭和63 1988 鳥取県立図書館 谷口ジロー

（５９）ボクシング
フットワークよ永遠に　和田博雄写真集　心優しきボク
サーの卵たちへ捧ぐ　Bee Books
境港工業高校ボクシング部の写真

和田博雄（境港市出身） 光村原色版印刷所 平成3 1991 鳥取県立図書館

（５９）ボクシング 全国高等学校総合体育大会　ボクシング競技　平成７年度
第49回全国高等学校ボクシング選手権大会 全国高等学校体育連盟 平成7 1995 鳥取県立図書館

（５９）ボクシング
こはく　2018.08　米子地域みっちゃく生活情報誌
地元出身の女子高生ボクサー　入江聖奈さん･木下鈴花さ
ん　ライバルと高め合い目指すは二人で金メダル！

こはく編集室／企画・編 中広 平成30 2018 鳥取県立図書館
地元出身の女子高生ボクサー　入江聖奈さ
ん･木下鈴花さん　ライバルと高め合い目指
すは二人で金メダル！

（６０）ホッケー 教育時報　1984.8　178ゴウ　わかとり国体　グランド
ホッケー　ヨット 鳥取県教育委員会 昭和59 1984 鳥取県立図書館 わかとり国体　グランドホッケー　ヨット

（６０）ホッケー
国民体育大会秋季大会　ホッケー競技　第40回
昭和60年10月21日（月）～ 25日（金）　県立八頭高等学
校第１グラウンド　郡家町民運動場

昭和60 1985 鳥取県立図書館
昭和60年10月21日（月）～ 25日（金）　県
立八頭高等学校第1グラウンド　郡家町民運
動場

（６０）ホッケー 全国高等学校総合体育大会　ホッケー競技　平成７年度
男子第58回女子第37回全国高等学校ホッケー選手権大会 全国高等学校体育連盟 平成7 1995 鳥取県立図書館
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（６１）野球
軟式野球 科学的打法　大打者出でよ 吉田啓吉（鳥取県出身） 日本海書房 昭和26 1951 鳥取県立図書館

（６１）野球
軟式野球 花ひらく熱球　－因伯ベースボール50年史－上巻 滝沢恭輔 日本海新聞社 昭和33 1958 鳥取県立図書館 P.41山陰の早慶戦

（６１）野球
軟式野球 林　重浩先生の面影

林　重浩先生遺徳顕彰会　
（林氏　鳥取市出身）
会長　米原穣

昭和34 1959 個人蔵

（６１）野球
軟式野球 境高野球部二十年史 鳥取県立境高等学校野球部台球

会／編
鳥取県立境高等学校野球部
台球会 昭和43 1968 鳥取県立図書館

（６１）野球
軟式野球 白球と共に

岡本利之（西伯郡出身）
共同刊行　米子東高等学校野球
部OB会

米子東高等学校野球部後援
会 昭和45 1970 鳥取県立図書館

（６１）野球
軟式野球 野球の先生　芝田茂雄

松木敬治　林寿夫／編
（※松木氏　鳥取中学卒　林氏
　鳥取一中卒）

鳥取西高等学校野球倶楽部 昭和48 1973 鳥取県立図書館 編者:松木氏　鳥取中学29回卒　林氏　鳥取
一中54回卒　P.1鳥取中学時代

（６１）野球
軟式野球 米子もん　－米東野球の黄金時代－ 松田勝三 東京印刷株式会社 昭和51 1976 鳥取県立図書館 著者：鳥取県高等学校野球連盟　第１回功

労者表彰　米東野球の黄金時代

（６１）野球
軟式野球

第60回（昭和53年度）全国高等学校野球選手権大会記念
鳥取大会
昭和53年７月24日→29日　米子市湊山球場

監修／朝日新聞鳥取支局　
協力／鳥取県高校野球連盟 大広鳥取営業所／発行 昭和53 1978 鳥取県立図書館 昭和53年７月24日→29日　米子市湊山球場

（６１）野球
軟式野球 【漫画】おばけ野球チーム　水木しげるのおばけ学校１ 水木しげる（境港市出身） ポプラ社 昭和55 1980 鳥取県立図書館 漫画

（６１）野球
軟式野球 角三男　ベースボールアルバム24（※角氏　鳥取県出身）池田恒雄／編 恒文社 昭和56 1981 鳥取県立図書館

（６１）野球
軟式野球 エンターテイメントシリーズ　男はいつも淋しいヒーロー 小林繁（鳥取県出身） プロメテウス出版社 昭和58 1983 鳥取県立図書館

（６１）野球
軟式野球

第66回全国高等学校野球選手権大会　鳥取大会
昭和59年７月22日～ 28日　倉吉市営野球場 朝日新聞大阪事業開発室 昭和59 1984 鳥取県立図書館 昭和59年７月22日～ 28日　倉吉市営野球場

（６１）野球
軟式野球

秋季中国地区高等学校野球大会　第63回
第40回国民体育大会高等学校野球競技（硬式）リハーサ
ル大会

昭和59 1984 倉吉市立図書館

（６１）野球
軟式野球

国民体育大会秋季大会　高等学校野球（硬式）　第40回
昭和60年10月21日（月）～ 24日（木）　倉吉市営野球場
県立倉吉東高校グラウンド

昭和60 1985 鳥取県立図書館 昭和60年10月21日（月）～ 24日（木）
倉吉市営野球場　県立倉吉東高校グラウンド

（６１）野球
軟式野球 高等学校野球（硬式）競技会　式典実施要綱（倉吉市実委） 第40回国民体育大会倉吉市

実行委員会 昭和60 1985 倉吉市立図書館

（６１）野球
軟式野球 高等学校野球競技実施要項 昭和60 1985 倉吉市立図書館

（６１）野球
軟式野球 高等学校野球（硬式）　（倉吉市実委） 倉吉市実行委員会 昭和60 1985 倉吉市立図書館

（６１）野球
軟式野球

高等学校野球（硬式）競技　競技役員・競技補助員必携
（鳥取県高等学校野球連盟） 鳥取県高等学校野球連盟 昭和60 1985 倉吉市立図書館

（６１）野球
軟式野球 高等学校野球（硬式）競技会式典実施要領（倉吉市実委） 倉吉市実行委員会 昭和60 1985 倉吉市立図書館

（６１）野球
軟式野球 高等学校野球（硬式）競技実施計画書（倉吉市実委） 倉吉市実行委員会 昭和60 1985 倉吉市立図書館
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（６１）野球
軟式野球

白球に賭ける青春
（鳥取県立米子高等学校　No.1 ～ No.260） 鳥取県立米子高等学校 昭和61 1986 鳥取県立図書館 No.1 ～ No.260

（６１）野球
軟式野球

白球に賭ける青春２
（鳥取県立米子高等学校　No.261 ～ No.500） 鳥取県立米子高等学校 昭和62 1987 鳥取県立図書館 No.261 ～ No.500

（６１）野球
軟式野球 鳥取西高等学校野球部史 鳥取西高等学校野球部史編纂委

員会／編 鳥取県立鳥取西高等学校 昭和62 1987 鳥取県立図書館

（６１）野球
軟式野球

ガンバレ、倉吉東高！
（新日本海新聞社記事の複写製本） 昭和63 1988 鳥取県立図書館 新日本海新聞社記事の複写製本

（６１）野球
軟式野球 江川卓の球跡 宮本裕治（鳥取県在住）／編 江川卓引退１周年記念誌出

版事務局 昭和63 1988 鳥取県立図書館

（６１）野球
軟式野球

ジュニア･スポーツ･セレクション－5　〔投手編〕小林繁
の楽しい野球 小林繁（鳥取県出身） 小峰書店 平成1 1989 鳥取県立図書館

（６１）野球
軟式野球 ザ　野球塾　コーチの㊙テキスト 山根俊英（鳥取県出身） 神奈川新聞社 平成1 1989 鳥取市立中央図書館 山根氏：S3鳥取県生まれ

（６１）野球
軟式野球

倉吉東高野球部OB会名簿【特定】　付　甲子園出場記録・
ミニ部史 倉吉東高野球部OB会 平成1 1989 倉吉市立図書館

（６１）野球
軟式野球 林重浩先生 鳥取県立東高等学校／編 鳥取県立東高等学校 平成2 1990 鳥取県立図書館

（６１）野球
軟式野球

勝陵野球部回顧六十年　
（米子東高等学校　1958年刊の複製本） 岡本利之（西伯郡出身） 米子市立図書館 平成3 1991 鳥取県立図書館 米子東高等学校　1958年刊の複製本

（６１）野球
軟式野球

第73回全国高等学校野球選手権鳥取大会
昭和53年７月24日～ 29日　米子市営湊山球場 朝日新聞大阪事業開発室 平成3 1991 鳥取県立図書館 昭和53年７月24日～ 29日　米子市営湊山球

場

（６１）野球
軟式野球

スペース　1993.4　15カン4ゴウ（79）　ガンバレ！鳥取
西高野球部 スペース企画 平成5 1993 鳥取県立図書館 ガンバレ！鳥取西高野球部

（６１）野球
軟式野球 鳥取県立米子東高等学校野球部史１ 鳥取県立米子東高等学校

野球部史編纂委員会 平成7 1995 鳥取県立図書館

（６１）野球
軟式野球 青谷高校野球部創部二十周年記念誌 青谷高校野球部創部二十周年記

念誌刊行委員会／編 青谷高校野球部後援会 平成7 1995 鳥取県立図書館

（６１）野球
軟式野球 おばけ野球チーム　ポプラ社文庫 水木しげる（境港市出身） ポプラ社 平成7 1995 鳥取県立図書館 漫画

（６１）野球
軟式野球

【漫画】砂漠の野球部１　少年サンデーコミックス
（架空の鳥取の高校が登場する） コージィ城倉 小学館 平成7 1995 鳥取県立図書館 漫画

（６１）野球
軟式野球

【漫画】砂漠の野球部２　少年サンデーコミックス
（架空の鳥取の高校が登場する） コージィ城倉 小学館 平成7 1995 鳥取県立図書館 漫画

（６１）野球
軟式野球

【漫画】砂漠の野球部３　少年サンデーコミックス
（架空の鳥取の高校が登場する） コージィ城倉 小学館 平成8 1996 鳥取県立図書館 漫画

（６１）野球
軟式野球

【漫画】砂漠の野球部４　少年サンデーコミックス
（架空の鳥取の高校が登場する） コージィ城倉 小学館 平成8 1996 鳥取県立図書館 漫画

（６１）野球
軟式野球

【漫画】砂漠の野球部５　少年サンデーコミックス
（架空の鳥取の高校が登場する） コージィ城倉 小学館 平成8 1996 鳥取県立図書館 漫画

（６１）野球
軟式野球

【漫画】砂漠の野球部６　少年サンデーコミックス
（架空の鳥取の高校が登場する） コージィ城倉 小学館 平成8 1996 鳥取県立図書館 漫画

（６１）野球
軟式野球

【漫画】砂漠の野球部７　少年サンデーコミックス
（架空の鳥取の高校が登場する） コージィ城倉 小学館 平成9 1997 鳥取県立図書館 漫画
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（６１）野球
軟式野球

【漫画】砂漠の野球部８　少年サンデーコミックス
（架空の鳥取の高校が登場する） コージィ城倉 小学館 平成9 1997 鳥取県立図書館 漫画

（６１）野球
軟式野球

【漫画】砂漠の野球部９　少年サンデーコミックス
（架空の鳥取の高校が登場する） コージィ城倉 小学館 平成9 1997 鳥取県立図書館 漫画

（６１）野球
軟式野球

【漫画】砂漠の野球部10　少年サンデーコミックス
（架空の鳥取の高校が登場する） コージィ城倉 小学館 平成9 1997 鳥取県立図書館 漫画

（６１）野球
軟式野球

【漫画】砂漠の野球部11　少年サンデーコミックス
（架空の鳥取の高校が登場する） コージィ城倉 小学館 平成9 1997 鳥取県立図書館 漫画

（６１）野球
軟式野球 鳥取西高等学校　野球部史（続１）　－創設百周年記念－ 鳥取西高等学校野球部史編纂委

員会／編 鳥取県立鳥取西高等学校 平成8 1996 鳥取県立図書館 P.1　昭和61年～平成７年概観

（６１）野球
軟式野球 鳥取西高等学校野球部　創立百周年を迎えて 林寿夫 林寿夫 平成8 1996 鳥取県立図書館 「鳥城」第29号　平成８年３月刊の抜刷

（６１）野球
軟式野球 少年　米子少年野球連盟20周年記念誌 米子少年野球連盟２０周年記念

実行
米子少年野球連盟20周年記
念実行 平成8 1996 米子市立図書館 米子図書館所蔵郷土資料目録１　1989.3よ

り　P.143　運動競技

（６１）野球
軟式野球 少年　米子少年野球連盟30周年記念誌 米子少年野球連盟／編 米子少年野球連盟 平成18 2006 米子市立図書館

（６１）野球
軟式野球 倉吉東高等学校野球部史 倉吉東高野球部OB会／編 倉吉東高野球部OB会 平成9 1997 鳥取県立図書館

（６１）野球
軟式野球 講談社現代新書1460　投球論 川口和久（鳥取県出身） 講談社 平成11 1999 鳥取県立図書館 著者:鳥取県生まれ　鳥取城北高卒

（６１）野球
軟式野球 根雨高硬式野球部　創部二十周年記念誌 鳥取県立根雨高等学校 平成11 1999 鳥取県立図書館

（６１）野球
軟式野球 初動負荷理論による野球トレーニング革命 小山裕史（鳥取市出身） ベースボール・マガジン社 平成11 1999 鳥取県立図書館

（６１）野球
軟式野球

鳥取県高校野球史　鳥取県高等学校野球連盟50周年記念
誌

鳥取県高校野球史編纂委員会／編
鳥取県立鳥取西高等学校内

鳥取県高等学校野球連盟
鳥取県立倉吉東高等学校内 平成12 2000 鳥取県立図書館 参考文献多数あり

（６１）野球
軟式野球

野村ノートの読み方　個を再生し、組織を立てる
カッパ・ブックス 角盈男（鳥取県出身） 光文社 平成12 2000 鳥取県立図書館

（６１）野球
軟式野球 双葉文庫　イチロー“メジャー４割”への挑戦 角盈男（鳥取県出身）監修 双葉社 平成13 2001 米子市立図書館

（６１）野球
軟式野球 反逆の左腕 川口和久（鳥取県出身） ネコ・パブリッシング 平成13 2001 鳥取県立図書館

（６１）野球
軟式野球 巨人原監督に学ぶ　部下の心を掴むマネジメント術 角盈男　元巨人軍･野球解説者

（鳥取県出身） 河出書房新社 平成14 2002 鳥取県立図書館

（６１）野球
軟式野球

プロ野球「人を動かす」技術！　名監督・名コーチにみ
る組織管理、人材登用の極意
日文新書

角盈男（鳥取県出身） 日本文芸社 平成14 2002 鳥取県立図書館

（６１）野球
軟式野球

第84回全国高等学校野球選手権　鳥取大会
平成14年７月20日～ 28日　倉吉市営野球場 朝日新聞鳥取支局／監修 朝日新聞大阪事業開発室 平成14 2002 鳥取県立図書館 平成14年７月20日～ 28日　倉吉市営野球場

（６１）野球
軟式野球 甲子園に至るまでの心の研究 朝西知徳（鳥取県在住） 新風社 平成15 2003 鳥取大学図書館

朝西氏：1965年横浜市出身　1997年米子商
業高校コーチ　2003年現在米子松陰高校教
諭

（６１）野球
軟式野球 岩美高校野球部　10周年記念誌　報道で見る10年の歩み 鳥取県立岩美高等学校野球

部 平成16 2004 岩美町図書館
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（６１）野球
軟式野球 完全版　プロ野球人国記　中国編 （株）ベースボール・マガジン社 （株）ベースボール・マガ

ジン社 平成16 2004 米子市立図書館

（６１）野球
軟式野球 巨人帝国崩壊　－スポーツの支配者たち 谷口源太郎（鳥取県出身）／著 花伝社 平成17 2005 鳥取県立図書館

（６１）野球
軟式野球 全国高等学校野球選手権大会　鳥取大会　87 朝日新聞鳥取総局／監修

鳥取県高等学校野球連盟／協力 朝日新聞大阪事業開発室 平成17 2005 気高図書館

（６１）野球
軟式野球 米子市役所野球部史 米子市役所野球部史編集委員会

／編 米子市役所野球部OB会 平成18 2006 鳥取県立図書館 第１部米子市役所野球部60年の歩み

（６１）野球
軟式野球 第88回全国高等学校野球選手権　鳥取大会

制作／鳥取朝日広告社　監修／
朝日新聞鳥取総局
協力／鳥取県高等学校野球連盟

朝日新聞社大阪知的財産セ
ンター 平成18 2006 鳥取県立図書館 平成18年７月15日～ 23日　鳥取県立布勢総

合運動公園野球場

（６１）野球
軟式野球 ＤＶＤ上達レッスン　野球ピッチング 川口和久（鳥取県出身）／監修 成美堂出版 平成18 2006 鳥取県立図書館 川口氏　鳥取県生まれ（19959年）鳥取城北

高卒

（６１）野球
軟式野球 鳥取キタロウズ　VS　山口きららマウントG 鳥取県ベースボールクラブ／編 平成18 2006 倉吉市立図書館

（６１）野球
軟式野球 鳥取キタロウズ　VS　茨城ゴールデンゴールズ 鳥取県ベースボールクラブ／編 平成18 2006 倉吉市立図書館

（６１）野球
軟式野球

第89回全国高等学校野球選手権　鳥取大会
平成19年７月14日～ 22日　米子市民球場

制作／鳥取朝日広告社　監修／
朝日新聞鳥取総局
協力／鳥取県高等学校野球連盟

朝日新聞社大阪知的財産セ
ンター 平成19 2007 鳥取県立図書館 平成19年７月14日～ 22日　米子市民球場

（６１）野球
軟式野球

第90回全国高等学校野球選手権　記念鳥取大会
平成20年７月12日～ 20日　倉吉市営球場

制作／鳥取朝日広告社　監修／
朝日新聞鳥取総局
協力／鳥取県高等学校野球連盟

朝日新聞社知的財産セン
ター 平成20 2008 鳥取県立図書館 平成20年７月12日～ 20日　倉吉市営球場

（６１）野球
軟式野球

戦後（昭和21年度･22年度）　鳥取の中等（現高校）
野球　復活の頃　私の見聞、回顧録 有田一彦（旧河原町在住） 平成20 2008 鳥取県立図書館 著者:河原町北村在住

（６１）野球
軟式野球 第90回記念大会　祝　甲子園出場　鳥取西高野球物語 林壽夫／編 林壽夫 平成20 2008 鳥取県立図書館

（６１）野球
軟式野球

親善野球試合　旧鳥取中学　旧杵築中　（鳥取西高）（大
社高）
平成20年５月６日岩美町営野球場

共同刊行　大社高等学校 鳥取県立鳥取西高等学校 平成20 2008 鳥取県立図書館 平成20年５月６日岩美町営野球場

（６１）野球
軟式野球 「日本の魔球」がメジャーを制す　宝島社新書264 角盈男（鳥取県出身） 宝島社 平成20 2008 鳥取県立図書館 角氏　鳥取県生まれ（1956年）米子工業高

校卒

（６１）野球
軟式野球 潜在力をひきだすコーチ論 角盈男（鳥取県出身） 講談社 平成１２ 2000 湯梨浜図書館 鳥取県人物・人材情報リスト2017　P.307ス

ポーツより

（６１）野球
軟式野球 野村ノートの読み方 角盈男（鳥取県出身） 光文社 平成１２ 2000 鳥取県立図書館 鳥取県人物・人材情報リスト2017　P.307ス

ポーツより

（６１）野球
軟式野球

第91回全国高等学校野球選手権　鳥取大会
平成21年７月18日～ 26日　コカ・コーラウエストスポー
ツパーク

朝日新聞大阪事業開発室 平成21 2009 鳥取県立図書館 平成21年７月18日～ 26日　コカ・コーラウ
エストスポーツパーク

（６１）野球
軟式野球

シリーズにっぽんの高校野球【地域限定エディション】
⑮中国編
B.B.MOOK676　スポーツシリーズNo.548 

池田哲雄 （株）ベースボール・マガ
ジン社 平成22 2010 米子市立図書館

（６１）野球
軟式野球

情熱のサイドスロー　小林繁物語
（※小林氏　鳥取県出身） 近藤隆生 竹書房 平成22 2010 鳥取県立図書館 P.15－　第１章　赤碕
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（６１）野球
軟式野球 トスクカップ争奪少年野球フェスティバル　20年のあゆみ 新日本海新聞社 平成23 2011 鳥取市立中央図書館

（６１）野球
軟式野球 鳥取県立米子東高校野球部史２ 鳥取県立米子東高等学校野球部

史編纂委員会／編

鳥取県立米子東高等学校勝
陵野球クラブ・
野球部後援会

平成23 2011 鳥取県立図書館

（６１）野球
軟式野球 19歳の甲子園　－昭和31年夏　高校野球熱闘譜－ 長島康夫（鳥取県立米子東高校

出身） 河出書房新社 平成23 2011 鳥取県立図書館 著者:鳥取県立米子東高校　エースとして2
度甲子園出場　P.53米子東高校野球部入部

（６１）野球
軟式野球

第93回全国高等学校野球選手権　鳥取大会
平成23年７月16日～ 24日　倉吉市営野球場

制作／鳥取朝日広告社　監修／
山陰アサヒ・アド
協力／鳥取県高等学校野球連盟

朝日新聞社知的財産セン
ター 平成23 2011 鳥取県立図書館 平成23年７月16日～ 24日　倉吉市営野球場

（６１）野球
軟式野球

第95回全国高等学校野球選手権　記念鳥取大会
平成25年７月13日～ 27日　どらやきドラマチックパーク
米子市民球場

制作／鳥取朝日広告社　監修／
山陰アサヒ・アド
協力／鳥取県高等学校野球連盟

朝日新聞社知的財産セン
ター 平成25 2013 鳥取県立図書館 平成25年７月13日～ 27日　どらやきドラマ

チックパーク米子市民球場

（６１）野球
軟式野球

B.B.MOOK972　地域別高校野球シリーズ04　
中国の高校野球〔岡山、広島、鳥取、島根、山口〕 ベースボール･マガジン社 平成25 2013 鳥取県立図書館

P.14宮本洋二郎（米子東高）　P.16坂本昇(倉
吉北）　P.28角盈男（米子工高）　P.43鹿田一
郎　等

（６１）野球
軟式野球

高校野球という名の青春映画
スポーツ心理学を応用した熱血指導の軌跡 朝西知徳（鳥取県在住） 現代図書 平成25 2013 境港市民図書館

（６１）野球
軟式野球

鳥取西高創立140周年記念　招待試合　鳥取西　VS　関
西学院
2013年10月20日　コカ・コーラウエストスポーツパーク
野球場

鳥取県立鳥取西高等学校 平成25 2013 鳥取県立図書館 2013年10月20日　コカ・コーラウエストス
ポーツパーク野球場

（６１）野球
軟式野球

第53回山陰高等学校野球大会　平成26年度
2014年６月６日～６月８日　コカ・コーラウエストパー
ク野球場

鳥取県高等学校野球連盟
島根県高等学校野球連盟 平成26 2014 鳥取県立図書館 2014年６月６日～６月８日　コカ・コーラ

ウエストパーク野球場

（６１）野球
軟式野球

さいとう市立ｘさいとう高校野球部　甲子園でエースし
ちゃいました

（羽合温泉が登場する文学作品）
あさのあつこ 講談社 平成26 2014 鳥取県立図書館 羽合温泉が登場する文学作品

（６１）野球
軟式野球

鳥取県立倉吉東高等学校野球部史　倉吉東高等学校野球
部100周年記念誌 倉吉東高野球部OB会／編 倉吉東高野球部OB会 平成27 2015 鳥取県立図書館

（６１）野球
軟式野球

【改訂版】白球と共に　S4512.20発行　H28.4.5改訂版発行
（米子東高等学校野球部後援会　ほか） 岡本利之（西伯郡出身）

米子東高等学校野球部後援
会
米子東高等学校野球部OB会
改訂版発行者　衣笠協子　
米子東高等学校勝陵野球ク
ラブ

平成28 2016 鳥取県立図書館

著者:西伯郡出身（大正５）米子東高野球部
監督等　P.112米子東高のユニフォーム
P.202我が米中時代　P.208境中学(高校)監督
のころ　等

（６１）野球
軟式野球 鳥取西高等学校野球部史（続3） 鳥取西高等学校野球部史編集委

員会／編 鳥取県立鳥取西高等学校 平成29 2017 鳥取県立図書館 P1.　平成18年～２年概観

（６１）野球
軟式野球 甲子園風土記　西日本編 朝日新聞社／編 朝日新聞社 昭和53 1978 米子市立図書館 米子図書館所蔵郷土資料目録１　1989.3よ

り　P.135　運動競技

（６１）野球
軟式野球

国民体育大会秋季大会　高校野球（軟式）　40回
昭和60年10月21日（月）～ 23日（水）　町営三朝球場 昭和60 1985 鳥取県立図書館 昭和60年10月21日（月）～ 23日（水）

町営三朝球場

（６１）野球
軟式野球

国民体育大会秋季大会　軟式野球　第40回
昭和60年10月21日（月）～ 24日（木）県立布勢総合運動
公園野球場

昭和60 1985 鳥取県立図書館 昭和60年10月21日（月）～ 24日（木）
県立布勢総合運動公園野球場

（６１）野球
軟式野球

教育時報　1985.1　180ゴウ　わかとり国体　軟式野球　
山岳 鳥取県教育委員会 昭和60 1985 鳥取県立図書館 わかとり国体　軟式野球　山岳
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（６１）野球
軟式野球

第40回国民体育大会：テニス（少年男女）競技会　
高等学校野球（軟式）競技会　競技会係員携（三朝町実委）

第40回国民体育大会三朝町実行
委員会事務局／編

国民体育大会三朝町実行委
員会 昭和61 1986 町立みささ図書館

（６１）野球
軟式野球 鳥取社会人軟式野球大会　10年のあゆみ 鳥取社会人軟式野球連合会 平成1 1989 鳥取県立図書館

（６２）ラグビー
フットボール

中国高等学校ラグビーフットボール大会第26回　
国民体育大会ラグビーフットボール競技　リハーサル大
会第40回
昭和58年5月7日（土）・8日（日）　
県立倉吉東高等学校グラウンド　県立倉吉工業高等学校
第２グラウンド

昭和58 1983 鳥取県立図書館
昭和58年５月７日（土）・８日（日）　県立
倉吉東高等学校グラウンド　県立倉吉工業
高等学校第２グラウンド

（６２）ラグビー
フットボール

国民体育大会秋季大会　ラグビーフットボール　第40回
昭和60年10月21日（月）～ 25日（金）米子市営東山球技
場

昭和60 1985 鳥取県立図書館 昭和60年10月21日（月）～ 25日（金）米子
市営東山球技場

（６２）ラグビー
フットボール

教育時報　1985.3　181ゴウ　わかとり国体　体操　ラグ
ビーフットボール 鳥取県教育委員会 昭和60 1985 鳥取県立図書館 わかとり国体　体操　ラグビーフットボール

（６２）ラグビー
フットボール ラグビーフットボール競技　（米子市実委） 米子市実行委員会 昭和60 1985 倉吉市立図書館

（６２）ラグビー
フットボール ラグビーフットボール競技会　式典実施要綱（倉吉市実委） 第40回国民体育大会倉吉市

実行委員会 昭和60 1985 倉吉市立図書館

（６２）ラグビー
フットボール ラグビー・フットボール競技会式典実施要領（倉吉市実委） 倉吉市実行委員会 昭和60 1985 倉吉市立図書館

（６２）ラグビー
フットボール ラグビー・フットボール競技実施計画書（倉吉市実委） 倉吉市実行委員会 昭和60 1985 倉吉市立図書館

（６３）陸上競技 山陰小学校陸上競技大会プログラム　第５回
大正15年10月２日～３日　由良グラウンド 鳥取県育英中学陸上競技部 昭和1 1926 鳥取県立図書館 大正15年10月２日～３日　由良グラウンド

（６３）陸上競技 オリンピック叢書　障碍競走 浅川正一（日野郡出身） 成美堂書店 昭和13 1938 個人蔵

（６３）陸上競技 陸上競技入門　（スポーツシリーズ3） 南部忠平 明倫閣 昭和22 1947 個人蔵

（６３）陸上競技 陸上競技 浅川正一（日野郡出身） 山海堂 昭和24 1949 個人蔵 鳥取県体育スポーツ史　P.540に掲載

（６３）陸上競技 陸上競技　改訂 浅川正一（日野郡出身） 山海堂 昭和29 1954 鳥取大学図書館

（６３）陸上競技 体育技術論　（陸上競技編）　体育学講座四巻 浅川正一（日野郡出身） 杏林書院 昭和26 1951 国立国会図書館 鳥取県体育スポーツ史　P.540に掲載

（６３）陸上競技 あおぐ感激の日章旗　私の陸上競技生活（スポーツ新書）南部忠平　山内リエ編 ベースボールマガジン社 昭和31 1956 個人蔵

（６３）陸上競技 あおぐ感激の日章旗　私の陸上競技生活　スポーツ新書９ 南部忠平述　山内リエ編著 ベースボールマガジン社 昭和31 1956 個人蔵

（６３）陸上競技 写真と図解による陸上競技 浅川正一（日野郡出身）　古藤
高良／共著 大修館書店 昭和33 1958 鳥取大学図書館

（６３）陸上競技 写真と図解による陸上競技　新訂版 浅川正一（日野郡出身）　古藤
高良／共著 大修館書店 昭和39 1964 鳥取大学図書館

（６３）陸上競技 陸上鳥取　第１号（昭和34年５月） 鳥取県教育委員会体育保健課
鳥取陸上競技協会 昭和34 1959 個人蔵

（６３）陸上競技 陸上鳥取　第２号（昭和34年９月） 鳥取県教育委員会体育保健課
鳥取陸上競技協会 昭和34 1959 個人蔵

（６３）陸上競技 陸上鳥取　第３号（昭和35年２月） 鳥取県教育委員会体育保健課
鳥取陸上競技協会 昭和35 1960 個人蔵

（６３）陸上競技 陸上鳥取　第４号（昭和35年６月） 鳥取県教育委員会体育保健課
鳥取陸上競技協会 昭和35 1960 個人蔵

（６３）陸上競技 陸上鳥取　第５号（昭和36年１月） 鳥取陸上競技協会 昭和36 1961 個人蔵
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（６３）陸上競技 陸上鳥取　第６号（昭和36年６月） 鳥取県教育委員会体育保健課
鳥取陸上競技協会 昭和36 1961 個人蔵

（６３）陸上競技 陸上鳥取　第７号　昭和36年度　 昭和36 1961 個人蔵

（６３）陸上競技 陸上鳥取　第８号（昭和37年５月） 昭和37 1962 個人蔵

（６３）陸上競技 陸上鳥取　第９号（昭和38年２月） 鳥取陸上競技協会 昭和38 1963 個人蔵

（６３）陸上競技 陸上鳥取　第10号（昭和39年１月） 鳥取陸上競技協会 昭和39 1964 個人蔵

（６３）陸上競技 陸上鳥取　第11号（昭和39年２月） 鳥取陸上競技協会 昭和39 1964 個人蔵

（６３）陸上競技 陸上鳥取　第15号（昭和41年２月） 鳥取陸上競技協会 昭和41 1966 個人蔵

（６３）陸上競技 陸上鳥取　第16号（昭和41年６月） 鳥取陸上競技協会 昭和41 1966 個人蔵

（６３）陸上競技 陸上鳥取　第18号（昭和42年２月） 鳥取陸上競技協会 昭和42 1967 個人蔵

（６３）陸上競技 陸上鳥取　第21号（昭和43年２月） 鳥取陸上競技協会 昭和43 1968 個人蔵

（６３）陸上競技 陸上鳥取　第23号（昭和43年６月） 鳥取陸上競技協会 昭和43 1968 個人蔵

（６３）陸上競技 陸上鳥取　第30号（昭和45年６月） 鳥取陸上競技協会 昭和45 1969 個人蔵

（６３）陸上競技 陸上鳥取　第33号（昭和46年７月） 鳥取陸上競技協会 昭和46 1971 個人蔵

（６３）陸上競技 陸上鳥取　第35号（昭和47年１月） 鳥取陸上競技協会 昭和47 1972 個人蔵

（６３）陸上競技 陸上鳥取　第36号（昭和47年７月） 鳥取陸上競技協会 昭和47 1972 個人蔵

（６３）陸上競技 陸上鳥取　第37号（昭和47年11月） 鳥取陸上競技協会 昭和47 1972 個人蔵

（６３）陸上競技 陸上鳥取　第38号（昭和48年１月） 鳥取陸上競技協会 昭和48 1973 個人蔵

（６３）陸上競技 陸上鳥取　第39号（昭和48年７月） 鳥取陸上競技協会 昭和48 1973 個人蔵

（６３）陸上競技 陸上鳥取　第40号（昭和48年12月） 鳥取陸上競技協会 昭和48 1973 個人蔵

（６３）陸上競技 陸上鳥取　第42号（昭和49年４月） 鳥取陸上競技協会 昭和49 1974 個人蔵

（６３）陸上競技 陸上鳥取　第43号（昭和49年７月） 鳥取陸上競技協会 昭和49 1974 個人蔵

（６３）陸上競技 陸上鳥取　第44号（昭和49年12月） 鳥取陸上競技協会 昭和49 1974 個人蔵

（６３）陸上競技 陸上鳥取　第45号（昭和50年２月） 鳥取陸上競技協会 昭和50 1975 個人蔵

（６３）陸上競技 陸上鳥取　第46号（昭和50年８月） 鳥取陸上競技協会 昭和50 1975 個人蔵

（６３）陸上競技 陸上鳥取　第48号（昭和51年１月） 鳥取陸上競技協会 昭和51 1976 個人蔵

（６３）陸上競技 陸上鳥取　第49号（昭和51年９月） 鳥取陸上競技協会 昭和51 1976 個人蔵

（６３）陸上競技 陸上鳥取　第50号（昭和51年12月） 鳥取陸上競技協会 昭和51 1976 個人蔵

（６３）陸上競技 陸上鳥取　第51号（昭和52年１月） 鳥取陸上競技協会 昭和52 1977 個人蔵

（６３）陸上競技 陸上鳥取　第52号（昭和52年12月） 鳥取陸上競技協会 昭和52 1977 個人蔵

（６３）陸上競技 陸上鳥取　第53号（昭和53年１月） 鳥取陸上競技協会 昭和53 1978 個人蔵

（６３）陸上競技 陸上鳥取　第54号（昭和54年１月） 鳥取陸上競技協会 昭和54 1979 個人蔵

（６３）陸上競技 陸上鳥取　第55号（昭和54年３月） 鳥取陸上競技協会 昭和54 1979 個人蔵

（６３）陸上競技 陸上鳥取　第56号（昭和55年１月） 鳥取陸上競技協会 昭和55 1980 個人蔵

（６３）陸上競技 陸上鳥取　第57号（昭和55年３月） 鳥取陸上競技協会 昭和55 1980 個人蔵

（６３）陸上競技 陸上鳥取　第62号（昭和59年１月） 鳥取陸上競技協会 昭和59 1984 個人蔵

（６３）陸上競技 陸上鳥取　第63号（昭和60年１月） 鳥取陸上競技協会 昭和60 1985 個人蔵

（６３）陸上競技 陸上鳥取　第69号（平成３年１月） 鳥取陸上競技協会 平成3 1991 個人蔵

（６３）陸上競技 陸上鳥取　第70号（平成４年１月） 鳥取陸上競技協会 平成4 1992 個人蔵

（６３）陸上競技 陸上鳥取　第73号（平成７年１月） 鳥取陸上競技協会 平成7 1995 個人蔵
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（６３）陸上競技 陸上鳥取　第78号（平成12年１月） 鳥取陸上競技協会 平成12 2000 個人蔵

（６３）陸上競技 陸上鳥取　第79号（平成13年１月） 鳥取陸上競技協会 平成13 2001 個人蔵

（６３）陸上競技 陸上鳥取　第82号（平成16年７月） 鳥取陸上競技協会 平成16 2004 個人蔵

（６３）陸上競技 陸上鳥取　第83号（平成17年１月） 鳥取陸上競技協会 平成17 2005 個人蔵

（６３）陸上競技 陸上鳥取　第86号（平成20年１月） 鳥取陸上競技協会 平成20 2008 個人蔵

（６３）陸上競技 陸上鳥取　第87号（平成21年１月） 鳥取陸上競技協会 平成21 2009 個人蔵

（６３）陸上競技 陸上鳥取　第88号（平成22年１月） 鳥取陸上競技協会 平成22 2010 個人蔵

（６３）陸上競技 陸上競技の指導　 浅川正一（日野郡出身） 雄山閣 昭和35 1960 鳥取大学図書館

（６３）陸上競技 南部忠平自伝 南部忠平（元　鳥取女子短大学
長） ベースボールマガジン社 昭和39 1964 個人蔵 南部氏：1990（平成２）年　 元 鳥取女子

短期大学学長

（６３）陸上競技 南部忠平顕彰会報告書 南部忠平顕彰会 南部忠平顕彰会　札幌市体
育連盟事務局 昭和39 1964 個人蔵

（６３）陸上競技
中国高等学校陸上競技対抗選手権大会第18回　中国地区
予選会
1965年６月25日～ 27日　倉吉陸上競技場

昭和40 1965 鳥取県立図書館 1965年６月25日～ 27日　倉吉陸上競技場

（６３）陸上競技 陸上競技　写真と図解による 浅川正一（日野郡出身）共著　
古藤高良　共著 大修館書店 昭和41 1966 鳥取県立図書館 浅川氏　日野郡出身

（６３）陸上競技 昭和41年度　鳥取県陸上競技30傑表 陸上競技記録愛好会　矢吹奎／
編 矢吹奎 昭和42 1967 個人蔵 矢吹氏：鳥取県西伯郡 鳥取陸協記録部長

（６３）陸上競技 昭和42年度　鳥取県陸上競技30傑集 鳥取陸上競技協会記録部 鳥取陸上競技協会記録部 昭和43 1968 個人蔵

（６３）陸上競技 昭和43年度　鳥取県陸上競技30傑集 鳥取陸上競技協会記録部 鳥取陸上競技協会記録部 昭和44 1969 個人蔵

（６３）陸上競技 昭和44年度　鳥取県陸上競技30傑集 鳥取陸上競技協会記録部 鳥取陸上競技協会記録部 昭和45 1970 個人蔵

（６３）陸上競技 昭和45年度　鳥取県陸上競技30傑集 鳥取陸上競技協会記録部 鳥取陸上競技協会記録部 昭和46 1971 個人蔵

（６３）陸上競技 昭和46年度　鳥取県陸上競技10傑集 鳥取県陸上競技協会 鳥取県陸上競技協会 昭和47 1972 個人蔵

（６３）陸上競技 昭和47年度　鳥取県陸上競技記録集 鳥取陸上競技協会記録部 鳥取県陸上競技協会 昭和48 1973 個人蔵

（６３）陸上競技 昭和47年度　鳥取県陸上競技30傑 鳥取県陸上競技協会記録部 鳥取県陸上競技協会記録部 昭和48 1973 個人蔵

（６３）陸上競技 昭和48年度　鳥取県陸上競技30傑 鳥取県陸上競技協会記録部 鳥取県陸上競技協会記録部 昭和49 1974 個人蔵

（６３）陸上競技 昭和49年度　鳥取県陸上競技記録集 鳥取県陸上競技協会 鳥取県陸上競技協会 昭和50 1975 個人蔵

（６３）陸上競技 昭和50年度　鳥取県陸上競技記録集 鳥取県陸上競技協会 鳥取県陸上競技協会 昭和51 1976 個人蔵

（６３）陸上競技 昭和51年度　鳥取県陸上競技記録集 鳥取県陸上競技協会 鳥取県陸上競技協会 昭和52 1977 個人蔵

（６３）陸上競技 昭和52年度　鳥取県陸上競技記録集 鳥取県陸上競技協会 鳥取県陸上競技協会 昭和53 1978 個人蔵

（６３）陸上競技 昭和53年度　鳥取県陸上競技記録集 鳥取県陸上競技協会 鳥取県陸上競技協会 昭和54 1979 個人蔵

（６３）陸上競技 昭和54年度　鳥取県陸上競技記録集 鳥取県陸上競技協会 鳥取県陸上競技協会 昭和55 1980 個人蔵

（６３）陸上競技 鳥取県陸上競技記録集　昭和55年度 鳥取陸上競技協会 昭和55 1980 鳥取県立図書館

（６３）陸上競技 鳥取県陸上競技記録集　昭和56年度 鳥取陸上競技協会 昭和56 1981 鳥取県立図書館

（６３）陸上競技 鳥取県陸上競技記録集　昭和57年度 鳥取陸上競技協会 昭和58 1983 個人蔵

（６３）陸上競技 鳥取県陸上競技記録集　昭和58年度 鳥取陸上競技協会 昭和59 1984 個人蔵

（６３）陸上競技 鳥取県陸上競技記録集　昭和59年度 鳥取陸上競技協会 昭和59 1984 鳥取県立図書館

（６３）陸上競技 鳥取県陸上競技記録集　昭和60年度 鳥取陸上競技協会 昭和61 1986 鳥取県立図書館

（６３）陸上競技 鳥取県陸上競技記録集　昭和61年度 鳥取陸上競技協会 昭和62 1987 鳥取県立図書館

（６３）陸上競技 鳥取県陸上競技記録集　昭和62年度 鳥取陸上競技協会 昭和63 1988 鳥取県立図書館
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（６３）陸上競技 鳥取県陸上競技記録集　昭和63年度 鳥取陸上競技協会 平成1 1989 鳥取県立図書館

（６３）陸上競技 鳥取県陸上競技記録集　平成元年度 鳥取陸上競技協会 平成2 1990 鳥取県立図書館

（６３）陸上競技 鳥取県陸上競技記録集　平成２年度 鳥取陸上競技協会 平成3 1991 鳥取県立図書館

（６３）陸上競技 鳥取県陸上競技記録集　平成３年度 鳥取陸上競技協会 平成4 1992 鳥取県立図書館

（６３）陸上競技 鳥取県陸上競技記録集　平成４年度 鳥取陸上競技協会 平成5 1993 鳥取県立図書館

（６３）陸上競技 鳥取県陸上競技記録集　平成５年度 鳥取陸上競技協会 平成6 1994 鳥取県立図書館

（６３）陸上競技 鳥取県陸上競技記録集　平成６年度 鳥取陸上競技協会 平成7 1995 鳥取県立図書館

（６３）陸上競技 鳥取県陸上競技記録集　平成７年度 鳥取陸上競技協会 平成8 1996 鳥取県立図書館

（６３）陸上競技 鳥取県陸上競技記録集　平成８年度 鳥取陸上競技協会 平成9 1997 鳥取県立図書館

（６３）陸上競技 鳥取県陸上競技記録集　平成９年度 鳥取陸上競技協会 平成10 1998 鳥取県立図書館

（６３）陸上競技 鳥取県陸上競技記録集　平成10年度 鳥取陸上競技協会 平成11 1999 鳥取県立図書館

（６３）陸上競技 鳥取県陸上競技記録集　平成11年度 鳥取陸上競技協会 平成12 2000 鳥取県立図書館

（６３）陸上競技 鳥取県陸上競技記録集　平成12年 鳥取陸上競技協会 平成13 2001 鳥取県立図書館

（６３）陸上競技 鳥取県陸上競技記録集　平成13年 鳥取陸上競技協会 平成14 2002 鳥取県立図書館

（６３）陸上競技 鳥取県陸上競技記録集　平成14年 鳥取陸上競技協会 平成15 2003 鳥取県立図書館

（６３）陸上競技 鳥取県陸上競技記録集　平成15年 鳥取陸上競技協会 平成16 2004 鳥取県立図書館

（６３）陸上競技 鳥取県陸上競技記録集　2004年（平成16年） 鳥取陸上競技協会 平成17 2005 鳥取県立図書館

（６３）陸上競技 鳥取県陸上競技記録集　2005年（平成17年） 鳥取陸上競技協会 平成18 2006 鳥取県立図書館

（６３）陸上競技 鳥取県陸上競技記録集　2006年（平成18年） 鳥取陸上競技協会 平成19 2007 鳥取県立図書館

（６３）陸上競技 鳥取県陸上競技記録集　2007年（平成19年） 鳥取陸上競技協会 平成20 2008 鳥取県立図書館

（６３）陸上競技 鳥取県陸上競技記録集　2008年（平成20年） 鳥取陸上競技協会 平成21 2009 鳥取県立図書館

（６３）陸上競技 鳥取県陸上競技記録集　2009年（平成21年） 鳥取陸上競技協会 平成22 2010 鳥取県立図書館

（６３）陸上競技 鳥取県陸上競技記録集　2010年（平成22年） 鳥取陸上競技協会 平成23 2011 鳥取県立図書館

（６３）陸上競技 鳥取県陸上競技記録集　2011年（平成23年） 鳥取陸上競技協会 平成24 2012 鳥取県立図書館

（６３）陸上競技 鳥取県陸上競技記録集　2012年（平成24年） 鳥取陸上競技協会 平成25 2013 鳥取県立図書館

（６３）陸上競技 鳥取県陸上競技記録集　2013年（平成25年） 鳥取陸上競技協会 平成26 2014 鳥取県立図書館

（６３）陸上競技 鳥取県陸上競技記録集　2014年（平成26年） 鳥取陸上競技協会 平成27 2015 鳥取県立図書館

（６３）陸上競技 鳥取県陸上競技記録集　2015年（平成27年） 鳥取陸上競技協会 平成28 2016 鳥取県立図書館

（６３）陸上競技 鳥取県陸上競技記録集　2016年（平成28年） 鳥取陸上競技協会 平成29 2017 鳥取県立図書館

（６３）陸上競技 鳥取県陸上競技記録集　2017年（平成29年） 鳥取陸上競技協会 平成30 2018 個人蔵

（６３）陸上競技 南部忠平寄贈資料目録 北海道開拓記念館開設準備事務
所

北海道開拓記念館開設準備
事務所 昭和45 1970 個人蔵

（６３）陸上競技 私の競技歴 浅村忠晴（旧羽合町出身） 浅村八重子　沢住辰蔵 昭和47 1972 鳥取県立図書館 浅村氏　羽合町出身

（６３）陸上競技 鳥取県中学校駅伝競走大会第13回　昭和48年11月10日
（土） 鳥取県中学校体育連盟 昭和48 1973 鳥取県立図書館 昭和48年11月10日（土）

（６３）陸上競技 駅伝競走　第28回　米子－鳥取　1973年11月17日（土）
18日（日） 昭和48 1973 鳥取県立図書館 1973年11月17日（土）18日（日）

（６３）陸上競技 ペースメーカー　駅伝　創刊号　（鳥取西高等学校） 鳥取西高等学校 昭和50 1975 鳥取県立図書館

（６３）陸上競技 走れ　健康をつくるランニング 山西哲郎（鳥取市出身） 成美堂出版 昭和51 1976 鳥取県立図書館

（６３）陸上競技 四季のランニング　不昧堂新書22 山西哲郎（鳥取市出身） 不昧堂出版 昭和53 1978 鳥取県立図書館

（６３）陸上競技 山西哲郎の走る世界　ランナーズ・ブックス 山西哲郎（鳥取市出身） ランナーズ 昭和55 1980 鳥取県立図書館
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（６３）陸上競技 ランニングライフ　ジョギングからマラソンまで 山西哲郎（鳥取市出身） 不昧堂出版 昭和56 1981 鳥取市立中央図書館

（６３）陸上競技 美しくなるジョギングの秘密　BIGMAN　SPECIAL　
スポーツ編２ 山西哲郎（鳥取市出身）指導 世界文化社 昭和56 1981 鳥取県立図書館

（６３）陸上競技 ほるぷ自伝選集/スポ－ツに生きる19　南部忠平自伝 南部忠平 ベ－スボ－ル･マガジン社 昭和56 1981 個人蔵

（６３）陸上競技 栄光の三段跳び　南部忠平物語 川嶋康男 北海道新聞社 昭和56 1981 個人蔵

（６３）陸上競技 スポーツQ&Aシリーズ　ランニング・ワンポイントコーチ 山西哲郎（鳥取市出身）山路啓
司　有吉正博 大修館書店 昭和58 1983 Amazon

（６３）陸上競技 ただひとすじに　米鉄駅伝部の歩み 米村淳（鳥取市在住） 米村淳 昭和59 1984 鳥取県立図書館 著者:鳥取市徳尾在住　P.13米子－鳥取間駅
伝競走大会　P.285綾木杯マラソン大会　等

（６３）陸上競技 昭和59年度　鳥取県中学校陸上競技20傑 昭和59年
度 1984年度 個人蔵

（６３）陸上競技 教育時報　1984.12　179ゴウ　わかとり国体　陸上　な
ぎなた 鳥取県教育委員会 昭和59 1984 鳥取県立図書館 わかとり国体　陸上　なぎなた

（６３）陸上競技 若桜・氷ノ山・中高齢者全国マラソン大会　第10回
昭和59年５月13日（日）　町村合併30周年記念 昭和59 1984 鳥取県立図書館 昭和59年５月13日（日）町村合併30周年記

念

（６３）陸上競技 私のスポ－ツ人生　対話講座なにわ塾叢書13 講話者　南部忠平　大阪府「な
にわ塾」編 ブレ－ンセンタ－ 昭和59 1984 個人蔵

（６３）陸上競技
国民体育大会秋季大会　陸上競技　第40回
昭和60年10月21日（月）～ 25日（金）　鳥取県立布勢総
合運動公園陸上競技場

昭和60 1985 鳥取県立図書館 昭和60年10月21日（月）～ 25日（金）鳥取
県立布勢総合運動公園陸上競技場

（６３）陸上競技 第31回　全日本中学校通信陸上競技　鳥取県大会
昭和60年７月13日　県立布勢総合運動公園陸上競技場 鳥取県教育委員会 昭和60 1985 鳥取県立図書館 昭和60年７月13日　県立布勢総合運動公園

陸上競技場

（６３）陸上競技 山西哲郎の自然流マラソン読本　走れ！風を切って 山西哲郎（鳥取市出身） ランナーズ 昭和60 1985 鳥取市立中央図書館

（６３）陸上競技 八頭高　陸上史　（鳥取県立八頭高等学校陸上競技部） 鳥取県立八頭高等学校陸上競技
部／編

鳥取県立八頭高等学校陸上
競技部 昭和61 1986 鳥取県立図書館

（６３）陸上競技 読売駅伝　－30年の歩み－ 米村淳　元米鉄監督 米村淳（鳥取市在住） 昭和63 1988 鳥取県立図書館 著者:元米鉄監督　鳥取市徳尾在住　P.158鳥
取県読売駅伝競走大会

（６３）陸上競技 紺碧の空に仰ぐ感激の日章旗 南部忠平 ベ－スボ－ル･マガジン社 昭和63 1988 個人蔵

（６３）陸上競技 ランナーズブック 山西哲郎 窓社 平成１ 1989 鳥取市立中央図書館

（６３）陸上競技 マラソン黄金時代～瀬古が駆け抜けた～ 宮本裕治（鳥取県在住）編著 1980年代マラソン史誌編纂
委員会 平成1 1989 個人蔵

（６３）陸上競技 米子－鳥取間駅伝　第45回　平成２年11月17日、18日 鳥取陸上競技協会 平成2 1990 鳥取県立図書館 平成２年11月17日、18日

（６３）陸上競技 日本海マラソン大会　第９回　平成２年３月18日（布勢
陸上競技場） 新日本海新聞社 平成2 1990 鳥取県立図書館 平成２年３月18日（布勢陸上競技場）

（６３）陸上競技 大栄町すいか・ながいも健康マラソン大会　第３回　平
成２年７月８日 教育委員会教育課／編 大栄町役場 平成2 1990 鳥取県立図書館 平成２年７月８日

（６３）陸上競技
教育時報　1990.10　203ゴウ
私の実践　鍛え、磨き、支え合う集団づくり　－女子駅
伝チームを指導して－

鳥取県教育委員会 平成2 1990 鳥取県立図書館 私の実践　鍛え、磨き、支え合う集団づく
り　―女子駅伝チームを指導して－

（６３）陸上競技 陸上競技の方法 関岡康雄／編著　油野利博（鳥
取市在住）／ほか著 道和書院 平成2 1990 個人蔵

（６３）陸上競技 米子－鳥取間駅伝　第46回　平成3年11月16日、17日 鳥取陸上競技協会 平成3 1991 鳥取県立図書館 平成３年11月16日、17日

（６３）陸上競技 米子－鳥取間駅伝競走大会記念誌　45年の記録 山陰中央新報社／編 鳥取陸上競技協会 平成3 1991 鳥取県立図書館
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（６３）陸上競技 大因伯　　1991.4　70カン2ゴウ（692）
県出身の森下・山下ともにマラソンで優勝 大因伯 平成3 1991 鳥取県立図書館 県出身の森下・山下ともにマラソンで優勝

（６３）陸上競技 大因伯　　1991.10　70カン5ゴウ（695）
山下佐知子選手　世界陸上女子マラソンで堂々の2位 大因伯 平成3 1991 鳥取県立図書館 山下佐知子選手　世界陸上女子マラソンで

堂々の２位

（６３）陸上競技 大因伯　　1992.4　7 １カン3ゴウ（699）
森下・山下選手五輪キップを手中に 大因伯 平成4 1992 鳥取県立図書館 森下・山下選手五輪キップを手中に

（６３）陸上競技 鳥取砂丘健康マラソン大会　プログラム　第11回
平成3年4月7日　鳥取砂丘シーサイドコース 日本海テレビ放送 平成3 1991 鳥取県立図書館 平成３年４月７日　鳥取砂丘シーサイド

コース

（６３）陸上競技 山西哲郎の走る世界 山西哲郎（鳥取市出身） ランナーズ 平成3 1991 鳥取県立図書館 1980年刊の再刊

（６３）陸上競技 中学校体育実践指導全集　第４巻ー陸上競技

吉本修、青木眞／編　
油野利博（鳥取市在住）、
広田誠一（鳥取県出身）／ほか
著

（株）日本教育図書センター 平成４ 1992 個人蔵

（６３）陸上競技 全日本マスターズ陸上競技選手権大会　記録･写真集第13回
1992年９月11日～ 13日　布勢陸上競技場

全日本マスターズ陸上競技
選手権大会 平成４ 1992 鳥取県立図書館 1992年９月11日～ 13日　布勢陸上競技場

（６３）陸上競技 昭和のイダ天男たち 米村淳　元米鉄監督 米村淳（鳥取市在住） 平成４ 1992 鳥取県立図書館 著者:鳥取市徳尾在住

（６３）陸上競技 元気な足　ウォーキング実践編 山西哲郎（鳥取市出身） 現代けんこう出版 平成4 1992 鳥取県立図書館

（６３）陸上競技
勝利への「伴走者」　－コーチたちの闘い　
P.23　精神の成熟がつくるドラマ　宗茂ー谷口浩美、森
下広一らを支える

橋本克彦 時事通信社 平成4 1992 鳥取県立図書館 森下広一：鳥取県出身　鳥取県人物・人材
情報リスト2017　P.307スポーツより

（６３）陸上競技 浜村温泉海岸なぎさマラソン全国大会４
気高町／編
なぎさマラソン全国大会事務局
／編

平成4 1992 気高図書館

（６３）陸上競技 浜村温泉海岸なぎさマラソン全国大会12
気高町／編
なぎさマラソン全国大会事務局
／編

平成12 2000 気高図書館

（６３）陸上競技 岡﨑正巳先生顕彰碑建立記念誌（※岡崎氏　旧鹿野町） 岡﨑正巳先生顕彰碑建立発起人会 岡﨑正巳先生顕彰碑建立発
起人会 平成５ 1993 鳥取県立図書館 岡﨑正巳氏:鹿野町

（６３）陸上競技 陸上競技部30年史

編集協力者　横山幸夫,御古修,
平野宏幸,黒松悟司,
松田稔,高塚賀人,石指陽規,藤田
博司,定常信一,
谷口和弘,明石誠.御古昭憲,松本
淳,山脇隆史,
園博行,山下有司,川上洋一,加登
脇至

東伯町立東伯中学校 平成6 1994 個人蔵

（６３）陸上競技
全国高等学校総合体育大会
秩父宮賜杯第48回全国高等学校　陸上競技対校選手権大
会　平成７年度

全国高等学校体育連盟 平成７ 1995 鳥取県立図書館

（６３）陸上競技 日本海マラソン大会　第15回　平成８年３月31日（布勢
陸上競技場） 新日本海新聞社 平成8 1996 鳥取県立図書館 平成8年3月31日　（布勢陸上競技場）

（６３）陸上競技 都道府県対抗　全日本マスターズ駅伝　第９回＇96　記
録・写真集　鳥取大会

都道府県対抗全日本マス
ターズ駅伝大会実行 平成8 1996 鳥取県立図書館

（６３）陸上競技 駅伝競走の歩みを追って 八頭郡体育会体育誌編集室 鳥取県八頭郡体育会 平成8 1996 用瀬図書館
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（６３）陸上競技 中国マスターズ陸上競技連盟　創立15周年記念史
中国マスターズ十五年史

中国マスターズ陸上競技連
盟
創立15周年記念史編集委員
会

平成9 1997 鳥取県立図書館

（６３）陸上競技 大栄町すいか・ながいも健康マラソン大会　第10回
1997年７月６日　お台場公園 大栄町役場 平成9 1997 鳥取県立図書館 1997年７月６日　お台場公園

（６３）陸上競技 都道府県対抗　全日本マスターズ駅伝　第10回＇97　記
録・写真集

全日本マスターズ駅伝
記録写真集編集委員

都道府県対抗全日本マス
ターズ駅伝大会実行 平成9 1997 鳥取県立図書館

（６３）陸上競技 都道府県対抗　全日本マスターズ駅伝　第11回＇98　記
録・写真集

全日本マスターズ駅伝
記録写真集編集委員

都道府県対抗全日本マス
ターズ駅伝大会実行 平成10 1998 鳥取県立図書館

（６３）陸上競技
研究誌「挑戦」130号　南部忠平氏　追悼号　北海道陸上
競技資料・記録事典
1912年（明治45年）～ 1997年（平成９年）

笹岡征雄 笹岡征雄 平成10 1998 個人蔵

（６３）陸上競技 世界へ跳ぶ　南部忠平さんを偲んで 南部忠平記念財団　理事長堂垣
内尚弘 南部忠平記念財団 平成10 1998 個人蔵

（６３）陸上競技 協会史　（鳥取陸上競技協会） 協会史編集委員会／編 鳥取陸上競技協会 平成11 1999 鳥取県立図書館

（６３）陸上競技 鳥取師範陸上競技部史
高塚泰次郎（鳥取県出身）　川
口光雄（旧気高町出身）　油野
利博（鳥取市在住）　編

富士書店出版企画室 平成11 1999 鳥取県立図書館

（６３）陸上競技 中・高校生の中長距離走トレーニング
（Training for young distance runnersの翻訳）

ラリー・グリーン／著　ルース・
パティ／著
山西哲郎（鳥取市出身）／ほか
訳

大修館書店 平成11 1999 鳥取県立図書館 Training for young distance runnersの翻訳

（６３）陸上競技 人間の記録117　南部忠平「南部忠平自伝」 南部忠平 日本図書センタ－ 平成11 1999 個人蔵

（６３）陸上競技 陸上三昧 矢吹奎（鳥取県出身） 創栄出版 平成13 2001 鳥取県立図書館
著者：鳥取県生まれ（1933）　鳥取陸協　P.36
盛山玲世（芙蓉）のこと　P.99山下佐知子
　アトランタ断念　等

（６３）陸上競技 アスリート鳥取　2002年３月　第４号 鳥取陸上競技協会／編集
写真提供:新日本海新聞社 鳥取陸上競技協会 平成14 2002 個人蔵

（６３）陸上競技 アスリート鳥取　2002年９月　第５号 鳥取陸上競技協会／編集
写真提供:新日本海新聞社 鳥取陸上競技協会 平成14 2002 個人蔵

（６３）陸上競技 アスリート鳥取　2003年９月　第７号 鳥取陸上競技協会／編集
写真提供:新日本海新聞社 鳥取陸上競技協会 平成15 2003 個人蔵

（６３）陸上競技 アスリート鳥取　2007年３月　第14号 鳥取陸上競技協会／編集
写真提供:新日本海新聞社 鳥取陸上競技協会 平成19 2007 個人蔵

（６３）陸上競技 アスリート鳥取　2008年３月　第16号 鳥取陸上競技協会／編集
写真提供:新日本海新聞社 鳥取陸上競技協会 平成20 2008 個人蔵

（６３）陸上競技 アスリート鳥取　2008年３月　第17号 鳥取陸上競技協会／編集
写真提供:新日本海新聞社 鳥取陸上競技協会 平成20 2008 個人蔵

（６３）陸上競技 アスリート鳥取　2009年９月　第18号 鳥取陸上競技協会／編集
写真提供:新日本海新聞社 鳥取陸上競技協会 平成21 2009 個人蔵

（６３）陸上競技 アスリート鳥取　2009年９月　第19号 鳥取陸上競技協会／編集
写真提供:新日本海新聞社 鳥取陸上競技協会 平成21 2009 個人蔵

（６３）陸上競技 アスリート鳥取　2010年９月　第21号 鳥取陸上競技協会／編集
写真提供:新日本海新聞社 鳥取陸上競技協会 平成22 2010 個人蔵
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（６３）陸上競技 アスリート鳥取　2011年３月　第22号 鳥取陸上競技協会／編集
写真提供:新日本海新聞社 鳥取陸上競技協会 平成23 2011 個人蔵

（６３）陸上競技 アスリート鳥取　2011年９月　第23号 鳥取陸上競技協会／編集
写真提供:新日本海新聞社 鳥取陸上競技協会 平成23 2011 個人蔵

（６３）陸上競技 アスリート鳥取　2012年３月　第24号 鳥取陸上競技協会／編集
写真提供:新日本海新聞社 鳥取陸上競技協会 平成24 2012 個人蔵

（６３）陸上競技 アスリート鳥取　2013年３月　第25号 鳥取陸上競技協会／編集
写真提供:新日本海新聞社 鳥取陸上競技協会 平成25 2013 個人蔵

（６３）陸上競技 アスリート鳥取　2014年３月　第26号 鳥取陸上競技協会／編集
写真提供:新日本海新聞社 鳥取陸上競技協会 平成26 2014 個人蔵

（６３）陸上競技 アスリート鳥取　2017年３月　第29号 鳥取陸上競技協会／編集　
写真提供:新日本海新聞社 鳥取陸上競技協会 平成29 2017 個人蔵

（６３）陸上競技 女性と中高年へのジョギング･マラソンのすすめ 橋本巌（鳥取市出身） 清風堂書店 平成15 2003 鳥取県立図書館 著者:鳥取市生まれ（1941）　鳥取東高卒

（６３）陸上競技 政経レポート　旬刊　2003.07.25
100キロ完走の醍醐味にちなんおろちマラソン　三森政治 山陰経済研究所 平成15 2003 鳥取県立図書館 100キロ完走の醍醐味にちなんおろちマラソ

ン　三森政治

（６３）陸上競技 南部忠平記念財団「30周年記念誌」 財団法人　南部忠平記念財団発
行 中央デザイン印刷 平成15 2003 個人蔵

（６３）陸上競技 襷つなぐ
（鳥取大学附属中学校駅伝部　1999－2004） 油野利博（鳥取市在住）／編 油野利博 平成17 2005 鳥取県立図書館 鳥取大学附属中学校駅伝部　1999－2004

（６３）陸上競技 ランニングの世界１　特集　楽しく走る 山西哲郎（鳥取市出身）／編 明和出版 平成17 2005 鳥取県立図書館

（６３）陸上競技 ランニングの世界２　特集　ランニングと脳 山西哲郎（鳥取市出身）／編 明和出版 平成18 2006 鳥取県立図書館

（６３）陸上競技 ランニングの世界３　特集　駆ける女たち 山西哲郎（鳥取市出身）／編 明和出版 平成18 2006 鳥取県立図書館

（６３）陸上競技 ランニングの世界４　特集　甦る中高年 山西哲郎（鳥取市出身）／編 明和出版 平成19 2007 個人蔵

（６３）陸上競技 ランニングの世界５　特集　ブームで終わるな！ 山西哲郎（鳥取市出身）／編 明和出版 平成19 2007 個人蔵

（６３）陸上競技 ランニングの世界６　特集　走る大会大好き 山西哲郎（鳥取市出身）／編 創文企画 平成20 2008 鳥取県立図書館

（６３）陸上競技 ランニングの世界７　特集　ランニングは地球を救えるか 山西哲郎（鳥取市出身）／責任
編集 創文企画 平成21 2009 個人蔵

（６３）陸上競技 ランニングの世界８　特集　なぜ走るのか 山西哲郎（鳥取市出身）／責任
編集 創文企画 平成21 2009 鳥取県立図書館

（６３）陸上競技 ランニングの世界９　特集　夏のマラソンを考える 山西哲郎（鳥取市出身）／責任
編集 創文企画 平成22 2010 鳥取県立図書館

（６３）陸上競技 ランニングの世界10　特集　龍馬走伝 山西哲郎（鳥取市出身）／責任
編集 創文企画 平成22 2010 鳥取県立図書館

（６３）陸上競技 ランニングの世界11　特集　ランナー的生活を考える 山西哲郎（鳥取市出身）／責任
編集 創文企画 平成23 2011 鳥取県立図書館

（６３）陸上競技 ランニングの世界12　特集　大震災を超えて走る 山西哲郎（鳥取市出身）／責任
編集 創文企画 平成23 2011 鳥取県立図書館

（６３）陸上競技 ランニングの世界13　特集　ランニングの底力 山西哲郎（鳥取市出身）／責任
編集 創文企画 平成24 2012 鳥取県立図書館

（６３）陸上競技 ランニングの世界14　特集　センス・オブ・ランニング 山西哲郎（鳥取市出身）／責任
編集 創文企画 平成24 2012 鳥取県立図書館

（６３）陸上競技 ランニングの世界15　特集　走る道を拓く 山西哲郎（鳥取市出身）／責任
編集 創文企画 平成25 2013 鳥取県立図書館
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（６３）陸上競技 ランニングの世界16　特集　いかに走るか 山西哲郎（鳥取市出身）／責任
編集 創文企画 平成25 2013 鳥取県立図書館

（６３）陸上競技 ランニングの世界17　特集　ランニングと社会貢献 山西哲郎（鳥取市出身）／責任
編集 創文企画 平成26 2014 鳥取県立図書館

（６３）陸上競技 ランニングの世界18　特集　トレイルランニング再考 山西哲郎（鳥取市出身）／責任
編集 創文企画 平成26 2014 鳥取県立図書館

（６３）陸上競技 ランニングの世界19　特集　みんなで創る市民ランニン
グ大会

山西哲郎（鳥取市出身）／責任
編集 創文企画 平成27 1015 個人蔵

（６３）陸上競技 ランニングの世界20　特集　走り続けた私たちの10年 山西哲郎（鳥取市出身）／責任
編集 創文企画 平成27 2015 個人蔵

（６３）陸上競技 ランニングの世界21　特集　楽しきかなマラニック 山西哲郎（鳥取市出身）／責任
編集 創文企画 平成28 2016 個人蔵

（６３）陸上競技 ランニングの世界22　特集　私にふさわしい走り方を創る 山西哲郎（鳥取市出身）／責任
編集 創文企画 平成29 2017 個人蔵

（６３）陸上競技 ランニングの世界23　特集　走る楽しさ、走る喜び 山西哲郎（鳥取市出身）／責任
編集 創文企画 平成30 2018 個人蔵

（６３）陸上競技 鳥取県駅伝物語 平野寿光　田中秀実／編 砂丘自分史研究所 平成18 2006 鳥取県立図書館 P.69－71駅伝参考文献のページあり

（６３）陸上競技 続　陸上三昧 矢吹奎 矢吹奎 平成19 2007 個人蔵

（６３）陸上競技 北栄町すいか・ながいも健康マラソン大会　第22回　
2009年７月５日　お台場公園 北栄町マラソン実行委員会 平成21 2009 鳥取県立図書館 2009年７月５日　お台場公園

（６３）陸上競技 ランニングダイアリー 山西哲郎（鳥取市出身）／著 不昧堂出版 平成21 2009 鳥取県立図書館

（６３）陸上競技 2009　西高陸上部　鳥取西高等学校陸上競技部 鳥取西高等学校陸上競技部 鳥取西高等学校陸上競技部 平成２１ 2009 個人蔵

（６３）陸上競技 鳥西陸上　TORINISHI　ATHLETE CLUB　VOL.2
鳥取西高等学校陸上競技部 鳥取西高等学校陸上競技部 鳥取西高等学校陸上競技部 平成22 2010 個人蔵

（６３）陸上競技 スタートライン 福留史朗（鳥取県出身）暮らし
の手帖社／編 福留史朗 平成23 2011 鳥取県立図書館 著者:鳥取県生まれ（1957）

（６３）陸上競技 マラソンに賭けた半生 君野弘明（若桜町在住） 今井書店鳥取出版企画室 平成23 2011 鳥取県立図書館
著者：若桜町生まれ（1933）　P.69第29回米
子－鳥取間駅伝　P.74第1回若桜氷ノ山中高
齢者全国マラソン等

（６３）陸上競技 15年の歩み（鳥取陸上競技協会女子部） 鳥取陸上競技協会女子部 平成23 2011 鳥取県立図書館

（６３）陸上競技 凛として颯爽と　鳥取県立鳥取商業高等学校　陸上競技部 鳥取県立鳥取商業高等学校　陸
上競技部

鳥取県立鳥取商業高等学校
陸上競技部 平成24 2012 個人蔵

（６３）陸上競技 山陰マラソン事情
～山陰を走ろう！山陰の走りつくし情報満載～ 松尾賢一 東京印刷株式会社　編集・

印刷 平成24 2012 個人蔵

（６３）陸上競技 マラソン哲学　日本のレジェンド　12人の提言
P.91－119　山下佐知子　P.175－201　森下広一

小森貞子／著　月刊陸上競技／
編 講談社 平成27 2015 鳥取県立図書館 P.91－119　山下佐知子　P.175－201　森下

広一

（６３）陸上競技 鳥取マスターズ30周年記念史　2015 鳥取マスターズ陸上競技連盟 平成27 2015 鳥取県立図書館

（６３）陸上競技 三途の川を走って渡ろう　中高年のためのランニング指南 山西哲郎 柏艪舎 平成28 2016 個人蔵

（６３）陸上競技
正しいマラソン
どうすれば走り続けられるか？
タイムを縮めるロジックとは？

金哲彦（著・編集）　山本正彦
（著）　河合美香（著）
山下佐知子（鳥取県出身）（著）

サイエンス・アイ新書 平成29 2017 個人蔵

（６３）陸上競技 マラソン一筋 君野弘明（若桜町在住） 鳥取出版企画室 平成30 2018 鳥取県立図書館 著者　君野氏　若桜町在住

（６３）陸上競技 不滅のランナー　人見絹枝 田中良子(鳥取ゆかり） 右文書院 平成30 2018 個人蔵
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（６３）陸上競技 第31回もちがせ流しびなマラニック大会 もちがせ流しびなマラニッ
ク大会実行委員会（主催） 平成30 2018 鳥取県立図書館

（６３）陸上競技 陸上競技者の手帳　昭和62年度 鳥取陸上競技協会 昭和62 1987 個人蔵

（６３）陸上競技 陸上競技者の手帳　昭和63年度 鳥取陸上競技協会 昭和63 1988 個人蔵

（６３）陸上競技 陸上競技者の手帳　平成元年度 鳥取陸上競技協会 平成1 1989 鳥取県立図書館

（６３）陸上競技 陸上競技者の手帳　平成２年度 鳥取陸上競技協会 平成2 1990 鳥取県立図書館

（６３）陸上競技 陸上競技者の手帳　平成３年度 鳥取陸上競技協会 平成3 1991 鳥取県立図書館

（６３）陸上競技 陸上競技者の手帳　平成４年度 鳥取陸上競技協会 平成4 1992 個人蔵

（６３）陸上競技 陸上競技者の手帳　平成５年度 鳥取陸上競技協会 平成5 1993 個人蔵

（６３）陸上競技 陸上競技者の手帳　平成６年度 鳥取陸上競技協会 平成6 1994 個人蔵

（６３）陸上競技 陸上競技者の手帳　平成７年度 鳥取陸上競技協会 平成7 1995 個人蔵

（６３）陸上競技 陸上競技者の手帳　平成８年度 鳥取陸上競技協会 平成8 1996 個人蔵

（６３）陸上競技 陸上競技者の手帳　平成９年度 鳥取陸上競技協会 平成9 1997 個人蔵

（６３）陸上競技 陸上競技者の手帳　平成10年度 鳥取陸上競技協会 平成10 1998 個人蔵

（６３）陸上競技 陸上競技者の手帳　平成11年度 鳥取陸上競技協会 平成11 1999 個人蔵

（６３）陸上競技 陸上競技者の手帳　平成12年度 鳥取陸上競技協会 平成12 2000 個人蔵

（６３）陸上競技 陸上競技者の手帳　平成13年度 鳥取陸上競技協会 平成13 2001 個人蔵

（６３）陸上競技 陸上競技者の手帳　平成14年度 鳥取陸上競技協会 平成14 2002 個人蔵

（６３）陸上競技 陸上競技者の手帳　平成15年度 鳥取陸上競技協会 平成15 2003 個人蔵

（６３）陸上競技 陸上競技者の手帳　平成16年度 鳥取陸上競技協会 平成16 2004 個人蔵

（６３）陸上競技 陸上競技者の手帳　平成17年度 鳥取陸上競技協会 平成17 2005 個人蔵

（６３）陸上競技 陸上競技者の手帳　平成18年度 鳥取陸上競技協会 平成18 2006 個人蔵

（６３）陸上競技 陸上競技者の手帳　平成19年度 鳥取陸上競技協会 平成19 2007 個人蔵

（６３）陸上競技 陸上競技者の手帳　平成20年度 鳥取陸上競技協会 平成20 2008 個人蔵

（６３）陸上競技 陸上競技者の手帳　平成21年度 鳥取陸上競技協会 平成21 2009 個人蔵

（６３）陸上競技 陸上競技者の手帳　平成22年度 鳥取陸上競技協会 平成22 2010 個人蔵

（６３）陸上競技 陸上競技者の手帳　平成23年度 鳥取陸上競技協会 平成23 2011 個人蔵

（６３）陸上競技 陸上競技者の手帳　平成24年度 鳥取陸上競技協会 平成24 2012 個人蔵

（６３）陸上競技 陸上競技者の手帳　平成25年度 鳥取陸上競技協会 平成25 2013 個人蔵

（６３）陸上競技 陸上競技者の手帳　平成26年度 鳥取陸上競技協会 平成26 2014 個人蔵

（６３）陸上競技 陸上競技者の手帳　平成27年度 鳥取陸上競技協会 平成27 2015 個人蔵

（６３）陸上競技 陸上競技者の手帳　平成28年度 鳥取陸上競技協会 平成28 2016 個人蔵

（６３）陸上競技 陸上競技者の手帳　平成29年度 鳥取陸上競技協会 平成29 2017 個人蔵

（６３）陸上競技 陸上競技者の手帳　平成30年度 鳥取陸上競技協会 平成30 2018 個人蔵

（６４）レスリング 教育時報　1982.7　170ゴウ　わかとり国体　レスリング
　ハンドボール 鳥取県教育委員会 昭和57 1982 鳥取県立図書館 わかとり国体　レスリング　ハンドボール

（６４）レスリング
国民体育大会秋季大会　レスリング　第40回 
昭和60年10月21日（月）～ 24日（木）　赤碕町農業者トレー
ニングセンター

昭和60 1985 鳥取県立図書館 昭和60年10月21日（月）～ 24日（木）　赤
碕町農業者トレーニングセンター
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（６４）レスリング
全国高等学校総合体育大会
三笠宮賜牌　第42回全国高等学校　レスリング選手権大
会　平成７年度

全国高等学校体育連盟 平成7 1995 鳥取県立図書館

（６４）レスリング 鳥取県レスリング協会　40周年記念誌 鳥取県レスリング協会／編 鳥取県レスリング協会 平成21 2009 倉吉市立図書館

（６５）野外活動
キャンプ 用瀬キャンプ手帖　昭和39年度 用瀬町教育委員会 用瀬町教育委員会 昭和39 1964 用瀬図書館

（６５）野外活動
キャンプ

野外活動（キャンプ）ハンドブック 感動あるキャンプを
求めて　

（鳥取県立赤碕高等学校保健体育科）

鳥取県立赤碕高等学校保健
体育科 平成10 1998 鳥取県立図書館

（６６）ウォーキング 鳥取市みんなで歩こう会三十周年記念誌 鳥取市みんなで歩こう会 平成10 1998 鳥取県立図書館

（６６）ウォーキング ふれあいウォーキングマップ
鳥取市34地区他おすすめのウォーキングコースをご紹介

「元気プラン　とっとり市計画」
をすすめる会／編 鳥取市保健センター 平成16 2004 鳥取市立中央図書館

（６６）ウォーキング ふれあいウォーキングマップ
気高地区とっておきウォーキングコースをご紹介 気高地区保健センター 平成18 2006 鳥取市立中央図書館

（６６）ウォーキング しかの　ふれあいウォーキングMap　四季薫まち鹿野 鹿野町ウォーキングMap作成委
員会 鳥取市鹿野町総合支所 平成19 2007 鳥取市立中央図書館

（６６）ウォーキング

あおや　自然を満喫　歴史に親しむ　ふれあいウォーキ
ングマップ
青谷町５地区より、楽しく歩けるとっておきコースをご
紹介します

青谷町健康づくり地区推進委員
会／編 青谷町総合支所 平成19 2007 鳥取市立中央図書館

（６６）ウォーキング もちがせふれあいウォーキングマップ 用瀬町ウォーキングマップ作成
委員会／編

鳥取市用瀬町用瀬町健康づ
くり地区推進委員会 平成21 2009 鳥取市立中央図書館

（６６）ウォーキング ふくべふれあいウォーキングマップ 福部町ウォーキングマップ作成
委員会／編 福部町総合支所 平成22 2010 鳥取市立中央図書館

（６６）ウォーキング こくふふれあいウォーキングマップ　新元気プラン 国府町ウォーキングマップ作成
委員会／編 鳥取市国府町総合支所 平成23 2011 鳥取市立中央図書館

（６６）ウォーキング とっとり琴浦を歩こう！　観光ウォーキングガイド11
コース 鳥取県　琴浦町 平成23 2011 鳥取県立図書館

（６６）ウォーキング とりっぽ（歩）公式ガイドブック
「とりっぽ（歩）」を使ってとっとり19の道を歩こう！ 鳥取県 平成24 2012 鳥取市立中央図書館

（６６）ウォーキング
ふれあいさじウォーキングMAP
佐治の五し「梨、和紙、話、石、星」、そして歴史・自然
をめぐる旅!!

佐治ウォーキングマップ作成委
員会（ほか）／編 鳥取市佐治町総合支所 平成24 2012 鳥取市立中央図書館

（６６）ウォーキング
かわはらふれあいウォーキングマップ
季節を通し楽しめるお散歩マップ！全10コースをご紹介
します。

河原町ウォーキングマップ作成
委員会／編 河原町総合支所 平成25 2013 鳥取市立中央図書館

（６６）ウォーキング 三朝温泉　歩いて健康!!ウォーキングマップ 三朝温泉観光協会 平成26 2014 鳥取県立図書館

（６６）ウォーキング 大山ハイキングコース 大山町観光商工課 大山町観光案内所 平成26 2014 鳥取県立図書館

（６６）ウォーキング 湯梨浜Ark　最強のウォーキングリゾートブック　
Yurihama－Ark 湯梨浜町 平成26 2014 鳥取県立図書館

（６６）ウォーキング
ゆりはまWalkng Resort 
milimili　私の大好きなげんきウォーキング
～ love,warm,nature ～

湯梨浜町商工会 平成28 2016 鳥取県立図書館

（６６）ウォーキング 鳥取県倉吉市打吹山トレッキング　Course Map 倉吉白壁土蔵群観光案内所 平成28 2016 鳥取県立図書館
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（６６）ウォーキング 山陰海岸ジオパークトレイルガイド 山陰海岸ジオパークトレイ
ル協議会事務局 平成28 2016 鳥取県立図書館

（６６）ウォーキング ワールド・トレイルズ・カンファレンス鳥取大会報告書
第６回ウォーキングによる健康・地域づくりの国際会議

ワールド・トレイルズ・カ
ンファレンス鳥取大会実行
委員会事務局

平成29 2017 倉吉市立図書館

（６７）スポーツ少年団 青雲　車尾スポーツ少年団野球部　（車尾ホークス） 車尾ホークス編集部／編 車尾ホークス父兄会 昭和54 1979 鳥取県立図書館

（６７）スポーツ少年団 鳥取県スポーツ少年団交流大会　昭和61年度 鳥取県スポーツ少年団 昭和61 1986 鳥取県立図書館

（６７）スポーツ少年団 鳥取県スポーツ少年団のしおり　平成２年度 鳥取県スポーツ少年団 平成2 1990 鳥取県立図書館

（６７）スポーツ少年団 鳥取県スポーツ少年団のしおり　平成３年度 鳥取県スポーツ少年団 平成3 1991 鳥取県立図書館

（６７）スポーツ少年団 鳥取県スポーツ少年団のしおり　平成８年度 鳥取県スポーツ少年団 平成8 1996 鳥取県立図書館

（６７）スポーツ少年団 鳥取県スポーツ少年団のしおり　平成10年度 鳥取県スポーツ少年団 平成10 1998 鳥取県立図書館

（６７）スポーツ少年団 鳥取県スポーツ少年団のしおり　平成11年度 鳥取県スポーツ少年団 平成11 1999 鳥取県立図書館

（６７）スポーツ少年団 鳥取県スポーツ少年団のしおり　平成12年度 鳥取県スポーツ少年団 平成12 2000 鳥取県立図書館

（６７）スポーツ少年団 鳥取県スポーツ少年団のしおり　平成14年度 鳥取県スポーツ少年団 平成14 2002 鳥取県立図書館

（６７）スポーツ少年団
鳥取県スポーツ少年団リーダー会　10周年記念誌
Tottori Junior Leaders Club 10years Commemorative 
book

代表者　西尾庄平
鳥取県スポーツ少年団リーダー会

鳥取県スポーツ少年団リー
ダー会 平成17 2005 鳥取県立図書館

（６７）スポーツ少年団 みんなのスポーツ少年団　とっとり県Vol.1 鳥取県スポーツ少年団 平成26 2014 鳥取県立図書館

（６８）伝記 林菊三郎先生の風貌 花房寿美太／編 林菊三郎先生御在職五十年
記念集刊行会 昭和35 1960 鳥取市立中央図書館

（６８）伝記 大村一蔵を偲ぶ 大村一蔵　執筆 大村一蔵追悼集刊行会 昭和40 1965 鳥取県立図書館

（６８）伝記

灯火を掲げた人々 :教育者の伝記
P.125－岸信秀蔵（元　鳥取大学教授）、
生いたちの記，鳥取師範を卒業し体操教師となる、新体
操のあけぼの、体操の神様－すぐれた指導法－、輝かし
い業績、その人柄と健康法、余禄

藤島正之 教育春秋社 昭和41 1966 国立国会図書館
デジタルコレクション

（６８）伝記 異色卒業生列伝　１　－明治・大正の快男児－　大村一
蔵 林寿夫 昭和47 1972 鳥取県立図書館

（６８）伝記 異色卒業生列伝　４　林（猫山）菊三郎伝
鳥取西高「鳥城」第十号（昭和52年３月刊）に寄稿別冊 林寿夫 昭和52 1977 鳥取県立図書館

（６８）伝記
異色卒業生列伝　５　鹿田一郎伝
鳥取西高「鳥城」第十一号（昭和53年３月刊）に寄稿別
冊

林寿夫 昭和53 1978 鳥取県立図書館

（６８）伝記 あの人この人　私の交友録 安田光昭（鳥取県在住） 「あの人この人」刊行会 昭和55 1980 鳥取県立図書館 P.102米子中学校柔道仲間　等

（６８）伝記 私心がないから皆が活きる　アシックス・世界を駆け抜
けるの記 鬼塚喜八郎（鳥取市出身）／著 日本実業出版社 昭和62 1987 鳥取県立図書館

（６８）伝記 私の歩んだ道　私の交遊抄 田中稔 田中稔 昭和63 1988 鳥取市立中央図書館

（６８）伝記 私の履歴書　－鬼塚喜八郎 鬼塚喜八郎（鳥取市出身）／著 日本経済新聞社 平成3 1991 鳥取県立図書館 2.オニツカタイガーシューズ

（６８）伝記 私の履歴書　（南部忠平） 南部忠平 鳥取女子短期大学 平成4 1992 鳥取市立中央図書館

（６８）伝記 次のリレー走者へ　守部浩遺稿・追悼集
守部浩遺稿・追悼集編集委員会
／編
鳥取久松山岳会

守部裕子 平成5 1993 鳥取市立中央図書館 守部浩氏：鳥取県出身
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（６８）伝記 「天狗クラブ」怪傑伝　元気と正義の男たち
P.211－224 大村一蔵 横田順弥 朝日ソノラマ 平成5 1993 鳥取県立図書館

（６８）伝記 萬壽 白岩庄市 白岩武士 平成6 1994 鳥取市立中央図書館

（６８）伝記 若き起業家たちへ　転んだら起きればいい！　わが体験
的企業経営論

株式会社　アシックス会長　鬼
塚喜八郎（鳥取市出身）／著 PHP研究所 平成12 2000 鳥取県立図書館

（６８）伝記 ある体育教師の生涯　－大杉喜秀先生の一生－ 清水幸雄　川口光雄（旧気高町
出身）　／著 富士書店出版企画室 平成13 2001 鳥取県立図書館

著者：川口氏　気高町生まれ（大正12）　1．
鳥取時代の大杉喜秀先生　2．鳥取県の陸上
競技会への貢献

（６８）伝記 鳥取県気高町の　猫山三兄弟 林壽夫 林壽夫 平成15 2003 鳥取県立図書館

（６８）伝記 オニツカタイガー物語 Editor＆Writer　鈴木めぐみ　
他 ピエ･ブックス 平成17 2005 鳥取県立図書館 P.86　創設　鬼塚喜八郎

（６８）伝記

地球科学　61巻　321－327
地学者列伝　大村一蔵：青年とスポーツと地質学を愛し
た豪傑 小松直幹 平成19 2007 J－STAGE

（６８）伝記 ベースボール･マガジン社新書013　オニツカの遺伝子 折山淑美／著 ベースボール･マガジン社 平成20 2008 鳥取県立図書館 第５章　オニツカスピリッツ　この大いな
る遺産　P.179　鬼塚喜八郎という男

（６８）伝記 エルザの夢 佐々木えるざ 西村書店 平成21 2009 鳥取県立図書館

（６８）伝記

鳥取市の志　鳥取市小中学校道徳郷土資料集
第１編（平成25年12月）
岡野雅行　鬼塚喜八郎　岸本幸子　前島博之　山下佐知子
第２編（平成29年３月）
山根幸恵

鳥取市教育委員会学校教育課指
導係／編 鳥取県立図書館 平成22 2014 鳥取県立図書館

（６８）伝記 鳥取市歴史博物館開館10周年記念展覧会　世界のオニツカ
アシックス創業者　鬼塚喜八郎と故郷･鳥取 学芸員　横山展宏／編集･執筆 鳥取市歴史博物館 平成22 2014 鳥取県立図書館 第Ⅲ章　鬼塚喜八郎と故郷･鳥取

（６８）伝記 見学！　日本の大企業　アシックス こどもくらぶ／編さん ほるぷ出版 平成28 2016 鳥取県立図書館 P.6－　鬼塚株式会社の創業

（６８）伝記 カープのスカウト宮本洋二郎　マエケンをカープに導い
た男

柳本元晴　元「週刊ベースボー
ル」編集長 彩流社 平成29 2017 境港市民図書館 宮本洋二郎氏：米子東高校出身

（６９）体育・運動歌 新編　國語讀本　歌曲並ニ遊戯法　全
鳥取縣師範学校教諭　菅沼松彦
鳥取縣師範学校教諭　永井幸次
　合著

鳥取　田中活版所印刷 明治35 1902 鳥取県立図書館

（６９）体育・運動歌 家庭教育　運動唱歌　上巻 大和田建樹作歌　田村虎蔵（鳥
取県出身）作曲 濱本伊三郎 明治37 1904 個人蔵

（６９）体育・運動歌 家庭教育　運動唱歌　下巻
大和田建樹（ほか）作歌　
田村虎蔵（鳥取県出身）（ほか）
作曲

濱本伊三郎 明治37 1904 個人蔵

（７０）定期刊行物 新體育　創刊號（昭和６年１月）－12號（昭和６年12月）
（日本体育大学図書館蔵） 體育同人會 新体育社 昭和6 1931 日本体育大学図書館

（７０）定期刊行物

眞體育　（「新體育」の継続前誌）　創刊號（昭和７年１月）
－154號（昭和19年12月）

（日本体育大学図書館蔵）
125号（昭和17年６月）－152号（昭和19年10月）（油野蔵）

（欠：146号・147号）

大日本體育道人會 三橋體育研究所 昭和7 ～
昭和19

1932 ～
1944

日本体育大学図書館
・

個人蔵

（７０）定期刊行物 日本體道　（「新體育」の継続後誌）　第155号（昭和20年
１月）

大日本體育道人會／編　
代表者　三橋喜久雄 日本體道研究所 昭和20 1945 個人蔵
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（７０）定期刊行物

機関誌　眞體育　５号（昭和28年春）－193号（昭和44年
11月）

（欠：6号・8－28号・30号・35号・40号・60号・62号・64
－67号・69号・71号・72号・74－77号・80－83号・85－88号・
92－95号・98号・103－111号・113号・114号・116号・117号・
119－121号・123－191号）

財団法人三橋体育研究／編
代表者　三橋喜久雄 財団法人三橋体育研究所 昭和28 ～

昭和44
1953 ～
1969 個人蔵

（７１）研究誌 山陰体育学研究　第１号
鳥取高等農業学校のスポーツ活動について 大熊広明（鳥取大学教育学部） 日本体育学会山陰支部 昭和60 1985 個人蔵

（７１）研究誌 山陰体育学研究　第１号
生後発育に伴う神経　－筋の生理・組織化学的研究

廣田誠一（筑波大学体育研究科）
石原昭彦 日本体育学会山陰支部 昭和60 1985 個人蔵

（７１）研究誌 山陰体育学研究　第１号
水泳選手の筋力と泳力との相関について 池本幸雄（兵庫教育大学大学院）日本体育学会山陰支部 昭和60 1985 個人蔵

（７１）研究誌 山陰体育学研究　第１号
幼児・児童の泳ぎ方（技術）の習得に関する研究 池本幸雄（兵庫教育大学大学院）日本体育学会山陰支部 昭和60 1985 個人蔵

（７１）研究誌
山陰体育学研究　第２号
教科教育学の学問的位置と性格について　－体育科教育
学の建設に向けて－

入江克己（鳥取大学教育学部） 日本体育学会山陰支部 昭和61 1986 個人蔵

（７１）研究誌 山陰体育学研究　第２号
体操におけるグループリズムとその発生要因について 松本典子（鳥取女子短期大学） 日本体育学会山陰支部 昭和61 1986 個人蔵

（７１）研究誌
山陰体育学研究　第２号
児童の平衡能の発達に関する研究　－一輪車乗りの上達
過程を通して－

池本幸雄（倉吉市立河北小学校）日本体育学会山陰支部 昭和61 1986 個人蔵

（７１）研究誌
山陰体育学研究　第２号
ダンス即興表現の発達について　－聴覚障害児を対象と
して－

佐分利育代（鳥取大学教育学部）日本体育学会山陰支部 昭和61 1986 個人蔵

（７１）研究誌 山陰体育学研究　第３号
創作舞踊にみられる運動特性について

加藤朋子（鳥取県立歯科衛生専
門学校）
原英喜（国学院大学体育研究室）
加藤敏明（鳥取大学教養部）

日本体育学会山陰支部 昭和62 1987 個人蔵

（７１）研究誌
山陰体育学研究　第３号
グループによる即興表現について　－聴覚障害児のダン
ス学習を対象として－

佐分利育代（鳥取大学教育学部）日本体育学会山陰支部 昭和62 1987 個人蔵

（７１）研究誌
山陰体育学研究　第３号
ボール投げ運動におけるスナップに関する研究
－プレスケールを用いた手掌面接球圧の測定－

加藤敏明（鳥取大学教養部） 日本体育学会山陰支部 昭和62 1987 個人蔵

（７１）研究誌
山陰体育学研究　第３号
ラット脊髄における連筋支配・遅筋支配運動
ニューロンの位置分布およびサイズについて

廣田誠一（鳥取県立鳥取西高等
学校） 日本体育学会山陰支部 昭和62 1987 個人蔵

（７１）研究誌
山陰体育学研究　第３号
ウォーミングアップが全身持久能力に及ぼす影響につい
ての実験的研究（その１）

清水克哉（鳥取大学教養部） 日本体育学会山陰支部 昭和62 1987 個人蔵

（７１）研究誌 山陰体育学研究　第４号
山陰体育学会を回顧して 福岡富雄 日本体育学会山陰支部 平成1 1989 個人蔵
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（７１）研究誌

山陰体育学研究　第４号
バスケットボールにおける３ポイントショットの分析的
研究（1）
－力学的理論値と実際および動作分析によるいくつかの
知見について－

加藤敏明（鳥取大学教養部）　
岸本良裕（東京学芸大学）古村
溝（鹿児島経済大学）　宇田川
貴生（鳥取県立青谷高校）林原
志保（鳥取大学教育学部）

日本体育学会山陰支部 平成1 1989 個人蔵

（７１）研究誌
山陰体育学研究　第５号
幼児における運動能力の発達　－遅生れと早生れの差に
注目して－

油野利博（鳥取大学教育学部） 日本体育学会山陰支部 平成2 1990 個人蔵

（７１）研究誌

山陰体育学研究　第６号
子どもにおけるスポーツの社会化に関する一考察
－子どもの社会科能力の形成過程からみた組織的スポー
ツの検討－

吉田毅（鳥取大学教育学部） 日本体育学会山陰支部 平成3 1991 個人蔵

（７１）研究誌 山陰体育学研究　第７号
島田正蔵の体育科教育論とその実践 入江克己（鳥取大学教育学部） 日本体育学会山陰支部 平成4 1992 個人蔵

（７１）研究誌 山陰体育学研究　第７号
スポーツクラブ員の不満足構造 福元和行（鳥取大学教養部） 日本体育学会山陰支部 平成4 1992 個人蔵

（７１）研究誌 山陰体育学研究　第９号
国民体育政策と大正二年「学校体操教授要目」 西尾達雄（鳥取大学教育学部） 日本体育学会山陰支部 平成6 1994 個人蔵

（７１）研究誌
山陰体育学研究　第９号
地域のスポーツ・クラブの練習の快適性を規定する要因
の分析

福元和行（鳥取大学教養部） 日本体育学会山陰支部 平成6 1994 個人蔵

（７１）研究誌 山陰体育学研究　第10号
近代体育における個別化・社会科論の系譜 入江克己（鳥取大学教育学部） 日本体育学会山陰支部 平成7 1995 個人蔵

（７１）研究誌 山陰体育学研究　第10号
第二次朝鮮教育令（1922年）下の学校体育政策 西尾達雄（鳥取大学教育学部） 日本体育学会山陰支部 平成7 1995 個人蔵

（７１）研究誌
山陰体育学研究　第10号
バスケットボールにおけるガードプレーヤーのリードに
関するコーチの意識

山根成之（鳥取大学教育学部） 日本体育学会山陰支部 平成7 1995 個人蔵

（７１）研究誌 山陰体育学研究　第10号
地域スポーツクラブの女子の参加を規定する要因の分析

福元和行（鳥取大学教育学部）
遠藤勝恵（山口大学教育学部） 日本体育学会山陰支部 平成7 1995 個人蔵

（７１）研究誌
山陰体育学研究　第10号
小学校のスポーツテストにおける連続さか上がりについ
て

油野利博（鳥取大学教育学部）
下前博司（鳥取県日南町立石見
西小学校）　
泉本基夫（鳥取県立鳥取東高等
学校）

日本体育学会山陰支部 平成7 1995 個人蔵

（７１）研究誌
山陰体育学研究　第10号
山陰地方における中学校教員のダンス教育に対する意識
と指導状況について

廣兼志保（島根大学教育学部）
佐分利育代（鳥取大学教育学部）日本体育学会山陰支部 平成7 1995 個人蔵

（７１）研究誌
山陰体育学研究　第11号
体力テストにおけるエアロビックパワー測定についての
リズムステップテストの検討

加藤敏明　清水克哉　西沢富江
（鳥取大学医学部）　
波多野義郎（東京学芸大学教育
学部）　宇田川貴生（鳥取大学
教育学部大学院）　河上英仁（山
陰みなと博覧会協会）　美田里
美（鳥取大学健康スポーツ科学）

日本体育学会山陰支部 平成8 1996 個人蔵
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（７１）研究誌
山陰体育学研究　第11号
地域社会における女子のスポーツの実施を規定する要因
の分析

福元和行（鳥取大学教育学部）
遠藤勝恵（山口大学教育学部） 日本体育学会山陰支部 平成8 1996 個人蔵

（７１）研究誌
山陰体育学研究　第12号
地域スポーツにおけるA運動者行動を規定する要因の分
析

福元和行（鳥取大学教育学部）
遠藤勝恵（山口大学教育学部） 日本体育学会山陰支部 平成9 1997 個人蔵

（７１）研究誌
山陰体育学研究　第12号
障害児のダンス学習における能力混合のグループでの即
興表現の効果

佐分利育代（鳥取大学教育学部）日本体育学会山陰支部 平成9 1997 個人蔵

（７１）研究誌

山陰体育学研究　第14号
教員養成系学生のキャンプカウンセラー体験に関する基
礎的研究
カウンセラー初体験から得られる自己成長について

近藤剛（鳥取女子短期大学幼児
教育学科） 日本体育学会山陰支部 平成11 1999 個人蔵

（７１）研究誌 山陰体育学研究　第14号
中高年女性の骨強度に与える運動及び生活習慣の影響

加藤敏明（鳥取大学医学部）清
水克哉（同）
加藤朋子（近畿大学豊岡短期大
学）島根三佳（同）

日本体育学会山陰支部 平成11 1999 個人蔵

（７１）研究誌

山陰体育学研究　第14号
幼児における調整力の発達について（１）
－歩行運動・リズム跳び・静的平衡能の発達様相につい
て

加藤朋子（近畿大学豊岡短期大
学）島根三佳（同）
加藤敏明（鳥取大学医学部）清
水克哉（同）

日本体育学会山陰支部 平成11 1999 個人蔵

（７１）研究誌
山陰体育学研究　第17号
高齢女性における長期的運動習慣が健康増進と医療費削
減に及ぼす効果

加藤敏明ほか
（鳥取大学医学部社会医学講座
病態運動学分野）

日本体育学会山陰支部 平成14 2002 個人蔵

（７１）研究誌
山陰体育学研究　第19号
学校体育の危機をどのように乗り越えるか
－小学校教員養成課程の学生と教員への問題提起ー

西尾達雄（鳥取大学教育地域科
学部） 日本体育学会山陰支部 平成16 2004 個人蔵

（７１）研究誌
山陰体育学研究　第19号
高校野球における投手の障害発症に関する研究　ー大会
日程の問題点に注目してー

清水克哉（鳥取大学医学部）
大林優子（鳥取大学医学部）
紙本庸由（鳥取大学教育地域科
学部）

日本体育学会山陰支部 平成16 2004 個人蔵

（７１）研究誌 山陰体育学研究　第20,21号
児童用体育学習動機尺度の信頼性・妥当性の検討

伊藤豊彦（島根大学教育学部）
藤田志保美（鳥取市立浜村小学
校）

日本体育学会山陰支部 平成18 2006 個人蔵

（７１）研究誌
山陰体育学研究　第20,21号
小学校高学年におけるターボジャブを用いた投運動の動
作評価と教材化について

横田博昭（鳥取大学大学院）
油野利博（鳥取大学地域学部）
國土将平（鳥取大学地域学部）

日本体育学会山陰支部 平成18 2006 個人蔵

（７１）研究誌 学会報「山陰体育」創刊号
地方体育研究と山陰体育学会の在り方 福岡富雄 山陰体育学会 昭和53 1978 個人蔵

（７１）研究誌 学会報「山陰体育」創刊号
新学習指導要領における保健体育の問題点について 柳川協 山陰体育学会 昭和53 1978 個人蔵

（７１）研究誌 学会報「山陰体育」創刊号
新体育原理の提言 村上義治 山陰体育学会 昭和53 1978 個人蔵

（７１）研究誌 学会報「山陰体育」第２号
鳥取県における桜井恒次郎の体操講習 大熊広明 山陰体育学会 昭和54 1979 個人蔵
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（７１）研究誌 学会報「山陰体育」第２号
ダンス学習指導に関する研究 佐分利育代 山陰体育学会 昭和54 1979 個人蔵

（７１）研究誌 学会報「山陰体育」第３号
運動の楽しさと体育の学習指導

引田俊一　武田和義　入江克己
永井康宏 山陰体育学会 昭和55 1980 個人蔵

（７１）研究誌 学会報「山陰体育」第３号
走運動における重量負荷の影響について 清水克哉 山陰体育学会 昭和55 1980 個人蔵

（７１）研究誌 学会報「山陰体育」第３号
三橋喜久雄の体育論 大熊広明 山陰体育学会 昭和55 1980 個人蔵

（７１）研究誌 学会報「山陰体育」第３号
鳥取の綱引行事 油野利博 山陰体育学会 昭和55 1980 個人蔵

（７１）研究誌 学会報「山陰体育」第３号
毛管運動の効果とその背景 村上義治 山陰体育学会 昭和55 1980 個人蔵

（７１）研究誌 学会報「山陰体育」第５号
明治末の鳥取における「マラソン」大会 大熊広明 山陰体育学会 昭和57 1982 個人蔵

（７１）研究誌 学会報「山陰体育」第５号
体育（教科としての保健体育）の保健の学力論 柳川協 山陰体育学会 昭和57 1982 個人蔵

（７１）研究誌 学会報「山陰体育」第５号
ダンスの学習内容について 佐分利育代 山陰体育学会 昭和57 1982 個人蔵

（７１）研究誌 学会報「山陰体育」第５号
このごろの体育に思うこと 浅川正一 山陰体育学会 昭和57 1982 個人蔵

（７１）研究誌 鳥取大学教養部紀要　第７巻　鳥取国体の条件分析と構
想－国体論その４－ 山西長太郎 鳥取大学教養部 昭和48 1973 鳥取県立図書館

（７１）研究誌 鳥取大学教養部紀要　第８巻　捕球に関する一考察 山根成之 鳥取大学教養部 昭和50 1975 鳥取県立図書館

（７１）研究誌 鳥取大学教養部紀要　第九巻
陸上競技における中距離走のペースに関する実験的研究 清水克哉 鳥取大学教養部 昭和51 1976 鳥取県立図書館

（７１）研究誌 鳥取大学教養部紀要　第十巻
女子籠球選手の有酸素的作業能力に関する研究 清水克哉 鳥取大学教養部 昭和52 1977 鳥取県立図書館

（７１）研究誌 鳥取大学教養部紀要　第11巻
体育広報論－レジャー・サーヴィスの理念を求めてー 山下秋二 鳥取大学教養部 昭和52 1977 鳥取県立図書館

（７１）研究誌 鳥取大学教養部紀要　第13巻
飛球コースの予測について 山根成之 鳥取大学教養部 昭和54 1979 鳥取県立図書館

（７１）研究誌
鳥取大学教養部紀要　第13巻
持久走時の重量負荷が呼吸循環機能に及ぼす影響につい
て

清水克哉 鳥取大学教養部 昭和54 1979 鳥取県立図書館

（７１）研究誌 鳥取大学教養部紀要　第13巻
大学公開講座〈スポーツ教室〉にみる運動者行動の概観 山下秋二 鳥取大学教養部 昭和54 1979 鳥取県立図書館

（７１）研究誌
鳥取大学教養部紀要　第15巻
地域体育指導者に関する研究－特に施設開放指導者の役
割を中心に－

福元和行 鳥取大学教養部 昭和56 1981 鳥取県立図書館

（７１）研究誌
鳥取大学教養部紀要　第16巻
地域体育指導者に関する研究－公営体育館と学校開放の
指導者の条件－

福元和行 鳥取大学教養部 昭和57 1982 鳥取県立図書館

（７１）研究誌
鳥取大学教養部紀要　第17巻
地域体育指導者に関する研究－地域スポーツクラブの指
導者の役割について－

福元和行 鳥取大学教養部 昭和58 1983 鳥取県立図書館
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（７１）研究誌 鳥取大学教養部紀要　第18巻
国体に関する研究－鳥取国体に関する県民の意識調査－

山根成之　入江克己　清水克哉
福元和行 鳥取大学教養部 昭和59 1984 鳥取県立図書館

（７１）研究誌
鳥取大学教養部紀要　第20巻
国体に関する研究（第２報）－鳥取国体に関する県民の
意識調査－

山根成之　福元和行　 鳥取大学教養部 昭和61 1986 鳥取県立図書館

（７１）研究誌
鳥取大学教養部紀要　第22巻
ウォーミングアップが全身持久能力に及ぼす影響につい
ての実験的研究（その２）

清水克哉 鳥取大学教養部 昭和63 1988 鳥取県立図書館

（７１）研究誌
鳥取大学教養部紀要　第22巻
脚関節に加わる衝撃力の大きさからみたジョギングと
ウォーキングの比較

加藤敏明 鳥取大学教養部 昭和63 1988 鳥取県立図書館

（７１）研究誌
鳥取大学教養部紀要　第25巻
選手強化を妨げている要因分析－鳥取県の強化コーチを
対象とした調査から－

山根成之 鳥取大学教養部 平成3 1991 鳥取県立図書館

（７１）研究誌
鳥取大学教養部紀要　第26巻
体育授業の指導法に関する研究－バスケットボール教材
について－

山根成之　清水克哉　加藤敏明 鳥取大学教養部 平成4 1992 鳥取県立図書館

（７１）研究誌
鳥取大学教養部紀要　第26巻
心理的要因が持久走時間および呼吸循環機能の応答に及
ぼす影響について

清水克哉 鳥取大学教養部 平成4 1992 鳥取県立図書館

（７１）研究誌
鳥取大学教養部紀要　第26巻
地域スポーツ指導者に関する研究－スポーツ・クラブ指
導者に求められる条件についてー

福元和行　遠藤勝恵 鳥取大学教養部 平成4 1992 鳥取県立図書館

（７１）研究誌
鳥取大学教養部紀要　第26巻
ウェルネスの観点からみた大学生のライフスタイルと運
動量について

加藤敏明 鳥取大学教養部 平成4 1992 鳥取県立図書館

（７１）研究誌
鳥取大学教養部紀要　第27巻
ローイングにおけるピッチとトルクが呼吸循環機能に及
ぼす影響について

清水克哉　加藤敏明　寺井一正 鳥取大学教養部 平成5 1993 鳥取県立図書館

（７１）研究誌 鳥取大学教養部紀要　第27巻
地域スポーツ・クラブのメンバーの満足要因の分析 福元和行　遠藤勝恵 鳥取大学教養部 平成5 1993 鳥取県立図書館

（７１）研究誌

鳥取大学教養部紀要　第27巻
バスケットボールにおける３ポイントショットの分析的
研究（２）
－熟練した３ポイントシューターによって投射された
ボールの飛翔軌跡と放物線弾道との差異について－

加藤敏明　清水克哉　岩本良裕
古村溝　糀治公 鳥取大学教養部 平成5 1993 鳥取県立図書館

（７１）研究誌
鳥取大学教養部紀要　第28巻
選手強化を妨げている要因分析（Ⅱ）－TSMI 尺度にみ
られる特性－

山根成之 鳥取大学教養部 平成6 1994 鳥取県立図書館

（７１）研究誌 鳥取大学教養部紀要　第28巻
持久走時における重量負荷の影響について 清水克哉　加藤敏明　竹内隆夫 鳥取大学教養部 平成6 1994 鳥取県立図書館

（７１）研究誌

鳥取大学教養部紀要　第28巻
地域スポーツ指導者に関する研究　
－厳格なスポーツ・クラブ指導者への支持度を規定する
要因の分析－

福元和行　遠藤勝恵 鳥取大学教養部 平成6 1994 鳥取県立図書館
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（７１）研究誌

鳥取大学教養部紀要　第28巻
バスケットボールにおける３ポイントショットの分析的
研究（3）：
３ポイントショットを成功させるための連係プレイにつ
いて

加藤敏明　清水克哉　岩本良裕
古村溝　兜金亮子　
糀治公　宇田川貴生

鳥取大学教養部 平成6 1994 鳥取県立図書館

（７１）研究誌 鳥取大学学芸学部研究報告　自然科学　第４巻　
海女の体力調査 山本万壽 鳥取大学学芸学部 昭和28 1953 鳥取県立図書館

（７１）研究誌 鳥取大学学芸学部研究報告　自然科学　第５巻
Basket BallのShoot成功率について 山本万壽 鳥取大学学芸学部 昭和29 1954 鳥取県立図書館

（７１）研究誌
鳥取大学学芸学部研究報告　自然科学　第６巻
中国四国に於けるろう児の体力について（調査並に普通
児との比較研究）

山本万壽 鳥取大学学芸学部 昭和30 1955 鳥取県立図書館

（７１）研究誌 鳥取大学学芸学部研究報告　自然科学　第８巻
バスケットボール選手の体格について 山本万寿 鳥取大学学芸学部 昭和32 1957 鳥取県立図書館

（７１）研究誌
鳥取大学学芸学部研究報告・人文科学　第10巻第１号～
第11巻第２号　合綴
課外体育指導者の研究

山本萬寿 鳥取大学学芸学部 昭和34 1959 鳥取県立図書館

（７１）研究誌
鳥取大学学芸学部研究報告・教育科学　第１巻～第３巻
合綴
学校ダンスについて

佐藤翠 鳥取大学学芸学部 昭和34 1959 鳥取県立図書館

（７１）研究誌

鳥取大学学芸学部研究報告・教育科学　第１巻～第３巻
合綴
時代的背景における「徒手体操」の立場－特に我が国学
校教育の変遷の過程において

山西長太郎 鳥取大学学芸学部 昭和34 1959 鳥取県立図書館

（７１）研究誌

鳥取大学学芸学部研究報告・教育科学　第１巻～第３巻
合綴
時代的背景における「徒手体操」の立場２－特に我が国
学校教育の変遷の過程において

山西長太郎 鳥取大学学芸学部 昭和34 1959 鳥取県立図書館

（７１）研究誌
鳥取大学学芸学部研究報告・教育科学　第１巻～第３巻
合綴
サイクリングのエネルギー代謝について

山本万寿 鳥取大学学芸学部 昭和34 1959 鳥取県立図書館

（７１）研究誌
鳥取大学学芸学部研究報告・教育科学　第１巻～第３巻
合綴
モルレー氏「身体の教育」見込書について

能勢修一 鳥取大学学芸学部 昭和34 1959 鳥取県立図書館

（７１）研究誌
鳥取大学学芸学部研究報告・教育科学　第１巻～第３巻
合綴
砂丘ゴルフのエネルギー代謝研究

山本万寿 鳥取大学学芸学部 昭和34 1959 鳥取県立図書館

（７１）研究誌
鳥取大学学芸学部研究報告・教育科学　第４巻～第６巻
合綴
体操伝習所体育館の考察

能勢修一 鳥取大学学芸学部 昭和37 1962 鳥取県立図書館

（７１）研究誌
鳥取大学学芸学部研究報告・教育科学　第４巻～第６巻
合綴
400米の酸素負債についての研究

山本万寿 鳥取大学学芸学部 昭和37 1962 鳥取県立図書館

（７１）研究誌
鳥取大学学芸学部研究報告・教育科学　第４巻～第６巻
合綴
高等学校運動選手の社会的基盤に関する研究

福岡富雄 鳥取大学学芸学部 昭和37 1962 鳥取県立図書館
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（７１）研究誌

鳥取大学学芸学部研究報告・教育科学　第４巻～第６巻
合綴
職場における体操実践の調査と考察－鳥取大丸百貨店の
場合

山西長太郎 鳥取大学学芸学部 昭和37 1962 鳥取県立図書館

（７１）研究誌
鳥取大学学芸学部研究報告・教育科学　第４巻～第６巻
合綴
体育科教材のエネルギー代謝の研究

山本万寿 鳥取大学学芸学部 昭和37 1962 鳥取県立図書館

（７１）研究誌
鳥取大学学芸学部研究報告・教育科学　第４巻～第６巻
合綴
水泳の逆飛込みにおける動作分析について

山根成之 鳥取大学学芸学部 昭和37 1962 鳥取県立図書館

（７１）研究誌
鳥取大学学芸学部研究報告・教育科学　第４巻～第６巻
合綴
わが国の近代体操の成立

能勢修一 鳥取大学学芸学部 昭和37 1962 鳥取県立図書館

（７１）研究誌
鳥取大学学芸学部研究報告・教育科学　第４巻～第６巻
合綴
体育科教材のエネルギー代謝の研究－２－

山本万寿 鳥取大学学芸学部 昭和37 1962 鳥取県立図書館

（７１）研究誌 鳥取大学学芸学部研究報告・教育科学　第７巻
明治期の体育 ‐ 豊岡小学校日誌から 能勢修一 鳥取大学学芸学部 昭和40 1965 鳥取県立図書館

（７１）研究誌
鳥取大学学芸学部研究報告・教育科学　第７巻
時代的背景における「徒手体操」の立場（3）－特に我が
国学校体育の変遷過程において

山西長太郎 鳥取大学学芸学部 昭和40 1965 鳥取県立図書館

（７１）研究誌 鳥取大学学芸学部研究報告・教育科学　第７巻
体育科教材のエネルギー代謝の研究－３－ 山本万寿 鳥取大学学芸学部 昭和40 1965 鳥取県立図書館

（７１）研究誌
鳥取大学学芸学部研究報告・教育科学　第７巻
Basket　BallのShotについて　－中学、高校生の試合を
通して

山根成之 鳥取大学学芸学部 昭和40 1965 鳥取県立図書館

（７１）研究誌 鳥取大学教育学部研究報告　教育科学　第８巻
鳥取国体と山陰国体 山西長太郎 鳥取大学教育学部 昭和41 1966 鳥取県立図書館

（７１）研究誌 鳥取大学教育学部研究報告　教育科学　第８巻
鳥取県小学生中学生の体格について 山本万寿 鳥取大学教育学部 昭和41 1966 鳥取県立図書館

（７１）研究誌 鳥取大学教育学部研究報告　教育科学　第８巻
明治期の体育－2－　陸軍「体操教範」 能勢修一 鳥取大学教育学部 昭和41 1966 鳥取県立図書館

（７１）研究誌 鳥取大学教育学部研究報告　教育科学　第８巻
鳥取県における児童生徒の体格に関する地域差について 能勢修一　山根成之 鳥取大学教育学部 昭和41 1966 鳥取県立図書館

（７１）研究誌 鳥取大学学芸学部研究報告・教育科学　第９巻
鳥取県小学生中学生の体格について－2－ 山本万寿 鳥取大学学芸学部 昭和42 1967 鳥取県立図書館

（７１）研究誌 鳥取大学学芸学部研究報告・教育科学　第９巻
山陰地方の民踊研究－2－　浪人踊りとはねそ 佐藤翠 鳥取大学学芸学部 昭和42 1967 鳥取県立図書館

（７１）研究誌 鳥取大学学芸学部研究報告・教育科学　第９巻
明治期の体育－3－京都府の小学校 能勢修一 鳥取大学学芸学部 昭和42 1967 鳥取県立図書館

（７１）研究誌 鳥取大学教育学部研究報告・教育科学　第10巻第２号
スポーツの練習効果について 山本万寿 鳥取大学教育学部 昭和43 1968 鳥取県立図書館

（７１）研究誌
鳥取大学教育学部研究報告・教育科学　第11巻１，２号　
第12巻１，２号
小学生における短距離走の発達

能勢修一 鳥取大学教育学部 昭和44 1969 鳥取県立図書館
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（７１）研究誌
鳥取大学教育学部研究報告・教育科学　第11巻１，２号　
第12巻１，２号
近代学校保健の成立

能勢修一 鳥取大学教育学部 昭和44 1969 鳥取県立図書館

（７１）研究誌
鳥取大学教育学部研究報告・教育科学　第11巻１，２号　
第12巻１，２号
体育と体格について

山本万寿 鳥取大学教育学部 昭和44 1969 鳥取県立図書館

（７１）研究誌
鳥取大学教育学部研究報告・教育科学　第11巻１，２号　
第12巻１，２号
河野敏謙の教育政策　－歩兵操練を中心に

能勢修一 鳥取大学教育学部 昭和44 1969 鳥取県立図書館

（７１）研究誌
鳥取大学教育学部研究報告・教育科学　第13巻１～２号
小学生における短距離走の発達　－特に疾走フォームに
ついて－2－

油野利博 鳥取大学教育学部 昭和46 1971 鳥取県立図書館

（７１）研究誌 鳥取大学教育学部研究報告・教育科学　第13巻１～２号
わらべうた私考 佐藤翠 鳥取大学教育学部 昭和46 1971 鳥取県立図書館

（７１）研究誌 鳥取大学教育学部研究報告・教育科学　第13巻１～２号
体操伝習所卒業生調査・名簿 能勢修一 鳥取大学教育学部 昭和46 1971 鳥取県立図書館

（７１）研究誌 鳥取大学教育学部研究報告・教育科学　第15巻１～２号
舞踊基礎理論似ついての一考察 佐藤翠 鳥取大学教育学部 昭和48 1973 鳥取県立図書館

（７１）研究誌 鳥取大学教育学部研究報告・教育科学　第15巻１～２号
舞踊基礎理論似ついての一考察－２ 佐藤翠 鳥取大学教育学部 昭和48 1973 鳥取県立図書館

（７１）研究誌 鳥取大学教育学部・教育科学　第16巻１～２号
児童の事故傾向予測と安全教育の効果に関する研究 福岡富雄 鳥取大学教育学部 昭和49 1974 鳥取県立図書館

（７１）研究誌 鳥取大学教育学部・教育科学　第16巻１～３号
人見絹枝考 油野利博 鳥取大学教育学部 昭和49 1974 鳥取県立図書館

（７１）研究誌
鳥取大学教育学部・教育科学　第16巻１～４号
高校生の悩みの実態と相談による問題解決の意義に関す
る研究

福岡富雄 鳥取大学教育学部 昭和49 1974 鳥取県立図書館

（７１）研究誌 鳥取大学教育学部研究報告・教育科学　第17巻１～２号
社会・経済条件の変動と児童・生徒の形態発育 柳川協 鳥取大学教育学部 昭和50 1975 鳥取県立図書館

（７１）研究誌
鳥取大学教育学部研究報告・教育科学　第18巻１号
健康管理からみた児童の生活実態に関する研究　－主と
して都市部と農村部との比較

福岡富雄 鳥取大学教育学部 昭和51 1976 鳥取県立図書館

（７１）研究誌 鳥取大学教育学部研究報告・教育科学　第18巻１号
大正期における自由主義体育思想の研究－１－ 入江克己 鳥取大学教育学部 昭和51 1976 鳥取県立図書館

（７１）研究誌 鳥取大学教育学部研究報告・教育科学　第18巻２号
“踊る”活動とダンス学習 佐分利育代 鳥取大学教育学部 昭和51 1976 鳥取県立図書館

（７１）研究誌 鳥取大学教育学部研究報告・教育科学　第19巻１～２号
体力思想の論理 入江克己 鳥取大学教育学部 昭和52 1977 鳥取県立図書館

（７１）研究誌 鳥取大学教育学部研究報告・教育科学　第20巻２号
体育における身体論について 入江克己 鳥取大学教育学部 昭和53 1978 鳥取県立図書館

（７１）研究誌 鳥取大学教育学部研究報告・教育科学　第20巻２号
小学生における走り幅跳びの発達 油野利博 鳥取大学教育学部 昭和53 1978 鳥取県立図書館

（７１）研究誌 鳥取大学教育学部研究報告・教育科学　第20巻２号
ダンスにおける技術と学習内容に関する一考察 佐分利育代 鳥取大学教育学部 昭和53 1978 鳥取県立図書館

（７１）研究誌 鳥取大学教育学部研究報告・教育科学　第21巻１～２号
福岡県の合理的体操　「福岡県体育視察録」より 大熊広明 鳥取大学教育学部 昭和54 1979 鳥取県立図書館
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（７１）研究誌 鳥取大学教育学部研究報告・教育科学　第21巻１～２号
即興表現にみられるダンスの技能 佐分利育代 鳥取大学教育学部 昭和54 1979 鳥取県立図書館

（７１）研究誌 鳥取大学教育学部研究報告・教育科学　第22号１～２号
小学生における走り幅跳びの評価方法について 油野利博 鳥取大学教育学部 昭和55 1980 鳥取県立図書館

（７１）研究誌
鳥取大学教育学部研究報告・教育科学　第22号１～２号
明治期の横浜における外国人スポーツクラブでの合併問
題について

大熊広明 鳥取大学教育学部 昭和55 1980 鳥取県立図書館

（７１）研究誌 鳥取大学教育学部研究報告・教育科学　第22号１～２号
スポーツ身体論１ 入江克己 鳥取大学教育学部 昭和55 1980 鳥取県立図書館

（７１）研究誌 鳥取大学教育学部研究報告・教育科学　第22号１～２号
三橋喜久雄の体育論１ 大熊広明 鳥取大学教育学部 昭和55 1980 鳥取県立図書館

（７１）研究誌 鳥取大学教育学部研究報告・教育科学　第22号１～２号
スポーツ身体論２ 入江克己 鳥取大学教育学部 昭和55 1980 鳥取県立図書館

（７１）研究誌 鳥取大学教育学部研究報告・教育科学　第23巻
舞踊運動の発達について 佐分利育代 鳥取大学教育学部 昭和56 1981 鳥取県立図書館

（７１）研究誌 鳥取大学教育学部研究報告・教育科学　第23巻
日本ファシズム体育思想の研究１ 入江克己 鳥取大学教育学部 昭和56 1981 鳥取県立図書館

（７１）研究誌 鳥取大学教育学部研究報告・教育科学　第24巻
小学校におけるリレー・短距離走の教材化について 油野利博 鳥取大学教育学部 昭和57 1982 鳥取県立図書館

（７１）研究誌 鳥取大学教育学部研究報告・教育科学　第24巻
三橋喜久雄の体育論（Ⅱ） 大熊廣明 鳥取大学教育学部 昭和57 1982 鳥取県立図書館

（７１）研究誌 鳥取大学教育学部研究報告・教育科学　第24巻
日本ファシズム体育思想の研究（Ⅱ） 入江克己 鳥取大学教育学部 昭和57 1982 鳥取県立図書館

（７１）研究誌 鳥取大学教育学部研究報告・教育科学　第25巻
小学校教員養成課程におけるダンス教育 佐分利育代 鳥取大学教育学部 昭和58 1983 鳥取県立図書館

（７１）研究誌 鳥取大学教育学部研究報告・教育科学　第25巻
桜井恒次郎「紳士体操」について 大熊広明 鳥取大学教育学部 昭和58 1983 鳥取県立図書館

（７１）研究誌 鳥取大学教育学部研究報告・教育科学　第25巻
日本ファシズム体育思想の研究（Ⅲ） 入江克己 鳥取大学教育学部 昭和58 1983 鳥取県立図書館

（７１）研究誌 鳥取大学教育学部研究報告・教育科学　第25巻
日本ファシズム体育思想の研究（Ⅳ） 入江克己 鳥取大学教育学部 昭和58 1983 鳥取県立図書館

（７１）研究誌 鳥取大学教育学部研究報告・教育科学　第26巻
ダンス学習における「新聞」の教材化について 佐分利育代 鳥取大学教育学部 昭和59 1984 鳥取県立図書館

（７１）研究誌 鳥取大学教育学部研究報告・教育科学　第26巻
三橋喜久雄の体育論（Ⅲ） 大熊廣明 鳥取大学教育学部 昭和59 1984 鳥取県立図書館

（７１）研究誌
鳥取大学教育学部研究報告・教育科学　第26巻
大正期の小学校における体育と学校衛生の関係について
福岡県の場合

大熊廣明 鳥取大学教育学部 昭和59 1984 鳥取県立図書館

（７１）研究誌 鳥取大学教育学部研究報告・教育科学　第26巻
日本近代体育の思想と実践（１） 入江克己 鳥取大学教育学部 昭和59 1984 鳥取県立図書館

（７１）研究誌 鳥取大学教育学部研究報告・教育科学　第26巻
日本近代体育の思想と実践（２） 入江克己 鳥取大学教育学部 昭和59 1984 鳥取県立図書館

（７１）研究誌 鳥取大学教育学部研究報告・人文・社会科学　第35巻
鳥取県・兵庫県北部の綱引行事について 油野利博 鳥取大学教育学部 昭和59 1984 鳥取県立図書館
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（７１）研究誌 鳥取大学教育学部研究報告・教育科学　第27巻第１号
日本近代体育の思想と実践（３） 入江克己 鳥取大学教育学部 昭和60 1985 鳥取県立図書館

（７１）研究誌 鳥取大学教育学部研究報告・教育科学　第27巻第１号
日本近代体育の思想と実践（４） 入江克己 鳥取大学教育学部 昭和60 1985 鳥取県立図書館

（７１）研究誌 鳥取大学教育学部研究報告・教育科学　第28巻第１号
日本近代体育の思想と実践（５） 入江克己 鳥取大学教育学部 昭和61 1986 鳥取県立図書館

（７１）研究誌 鳥取大学教育学部研究報告・教育科学　第28巻第１号
日本近代体育の思想と実践（６） 入江克己 鳥取大学教育学部 昭和61 1986 鳥取県立図書館

（７１）研究誌
鳥取大学教育学部研究報告・教育科学　第28巻第２号
近視予防に関する保健指導の一指針　－中学生の意識と
実態分析より－

柳川協 鳥取大学教育学部 昭和61 1986 鳥取県立図書館

（７１）研究誌 鳥取大学教育学部研究報告・教育科学　第28巻第２号
日本近代体育の思想と実践（７） 入江克己 鳥取大学教育学部 昭和61 1986 鳥取県立図書館

（７１）研究誌 鳥取大学教育学部研究報告・教育科学　第31巻第１号
日本近代体育の思想と実践（13） 入江克己 鳥取大学教育学部 平成2 1990 鳥取県立図書館

（７１）研究誌 鳥取大学教育学部研究報告・教育科学　第31巻第２号
見る活動から始める創作ダンス学習 佐分利育代 鳥取大学教育学部 平成2 1990 鳥取県立図書館

（７１）研究誌 鳥取大学教育学部研究報告・教育科学　第31巻第２号
天皇制と明治神宮体育大会　第１報 入江克己 鳥取大学教育学部 平成2 1990 鳥取県立図書館

（７１）研究誌
鳥取大学教育学部研究報告・教育科学　第34巻第１号
３種類のジャンプ試行における創作ダンス学習経験の特
性

佐分利育代 鳥取大学教育学部 平成4 1992 鳥取県立図書館

（７１）研究誌
鳥取大学教育学部研究報告・教育科学　第34巻第１号
大正自由体育の方法思想に関する研究（１）－奈良女高
師附小主事木下竹次方法思想－

入江克己 鳥取大学教育学部 平成4 1992 鳥取県立図書館

（７１）研究誌

鳥取大学教育学部研究報告・教育科学　第34巻第２号
大正自由体育の方法思想に関する研究（２）
－川口・雑賀の自由体育論から木下、北井等のファシズ
ム体育論へ－

入江克己 鳥取大学教育学部 平成4 1992 鳥取県立図書館

（７１）研究誌 鳥取大学教育学部研究報告・教育科学　第37巻第１号
体育授業における走り高跳びの用器具の工夫について 油野利博 鳥取大学教育学部 平成7 1995 鳥取県立図書館

（７１）研究誌

鳥取大学教育学部研究報告・教育科学　第37巻第１号
近代日本における植民地体育施設の研究（第４報）
－帝政下における新学制と植民地体育・スポーツ政策の
構想－

入江克己 鳥取大学教育学部 平成7 1995 鳥取県立図書館

（７１）研究誌 鳥取大学教育学部研究報告・教育科学　第37巻第１号
大正期中学校の学校教練について 西尾達雄 鳥取大学教育学部 平成7 1995 鳥取県立図書館

（７１）研究誌
鳥取大学教育学部研究報告・教育科学　第37巻第２号
近代日本における植民地体育政策の研究（第５報）
－「学校体育教授要目」の公布と伝達講習会の実施－

入江克己 鳥取大学教育学部 平成7 1995 鳥取県立図書館

（７１）研究誌 鳥取大学教育学部研究報告・教育科学　第37巻第２号
知的障害児の運動探求 佐分利育代 鳥取大学教育学部 平成7 1995 鳥取県立図書館

（７１）研究誌
鳥取大学教育学部研究報告・教育科学　第37巻第２号
地域スポーツ・クラブへの男子のスポーツの実施状況を
規定する要因の分析

福元和行 鳥取大学教育学部 平成7 1995 鳥取県立図書館



117

（７１）研究誌
鳥取大学教育学部研究報告・教育科学　第37巻第２号
地域社会における男子のスポーツの実施状況を規定する
要因の分析

福元和行 鳥取大学教育学部 平成7 1995 鳥取県立図書館

（７１）研究誌
鳥取大学教育学部研究報告・教育科学　第38巻第１号
朝鮮近代体育史研究の意義と課題（上）　近代体育史研究
の前提条件と課題

西尾達雄 鳥取大学教育学部 平成7 1995 鳥取県立図書館

（７１）研究誌
鳥取大学教育学部研究報告・教育科学　第38巻第１号
スポーツの楽しさの認知と過去のスポーツ経験の関連性
に関する研究

福元和行 鳥取大学教育学部 平成7 1995 鳥取県立図書館

（７１）研究誌 鳥取大学教育学部研究報告・教育科学　第38巻第２号
教員養成におけるダンス教育の課題 佐分利育代 鳥取大学教育学部 平成8 1996 鳥取県立図書館

（７１）研究誌
鳥取大学教育学部研究報告・教育科学　第38巻第２号
朝鮮近代体育史研究の意義と課題（下）　韓国における体
育史研究の成果と課題

西尾達雄 鳥取大学教育学部 平成8 1996 鳥取県立図書館

（７１）研究誌
鳥取大学教育学部研究報告・教育科学　第38巻第２号
スポーツに対する興味と過去のスポーツ経験の関連性に
関する研究

福元和行 鳥取大学教育学部 平成8 1996 鳥取県立図書館

（７１）研究誌
鳥取大学教育学部研究報告・教育科学　第38巻第２号
近代日本における植民地体育政策の研究（第６報）　
大東亜競技大会の開催と偽満州国の崩壊

入江克己 鳥取大学教育学部 平成8 1996 鳥取県立図書館

（７１）研究誌
鳥取大学教育学部研究報告・教育科学　第39巻第１号
学校週５日制に関連する諸問題についての中学生の保護
者の意識

福元和行 鳥取大学教育学部 平成9 1997 鳥取県立図書館

（７１）研究誌 鳥取大学教育学部研究報告・教育科学　第39巻第１号
地域スポーツにおける仲間づくりに関する研究 福元和行 鳥取大学教育学部 平成9 1997 鳥取県立図書館

（７１）研究誌 鳥取大学教育学部研究報告・教育科学　第39巻第２号
高校の運動クラブ員の成熟度に関する研究 福元和行 鳥取大学教育学部 平成9 1997 鳥取県立図書館

（７１）研究誌
鳥取大学教育学部研究報告・教育科学　第40巻第１号
バスケットボールにおけるパスの判断能力に関する実践
的研究

山根成之 鳥取大学教育学部 平成10 1998 鳥取県立図書館

（７１）研究誌 鳥取大学教育学部研究報告・教育科学　第40巻第１号
初期植民地朝鮮における学校体育施設と教員政策 西尾達雄 鳥取大学教育学部 平成10 1998 鳥取県立図書館

（７１）研究誌 鳥取大学教育学部研究報告・教育科学　第40巻第２号
朝鮮総督府「国防と体育に関する座談会」について 西尾達雄 鳥取大学教育学部 平成10 1998 鳥取県立図書館

（７１）研究誌
鳥取大学教育地域科学部紀要　教育・人文科学　第１巻
第１号
戦時体制下朝鮮におけるスポーツ政策

西尾達雄 鳥取大学教育地域科学部 平成11 1999 鳥取県立図書館

（７１）研究誌
鳥取大学教育地域科学部紀要　地域研究　第１巻第１号
タイ国東北部・北部の水源・供給ならびに水質からみた
学校環境衛生

國土将平 鳥取大学教育地域科学部 平成11 1999 鳥取県立図書館

（７１）研究誌

鳥取大学教育地域科学部紀要　教育・人文科学　第２巻
第１号
指導実践につながる教員養成における「うごきとダンス」
の指導

佐分利育代 鳥取大学教育地域科学部 平成12 2000 鳥取県立図書館

（７１）研究誌
鳥取大学教育地域科学部紀要　教育・人文科学　第２巻
第１号
1920年代朝鮮における「自由教育」問題

西尾達雄 鳥取大学教育地域科学部 平成12 2000 鳥取県立図書館
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（７１）研究誌
鳥取大学教育地域科学部紀要　教育・人文科学　第３巻
第２号
日本植民地下朝鮮における学校軍事教練の実施過程

西尾達雄 鳥取大学教育地域科学部 平成14 2002 鳥取県立図書館

（７１）研究誌
鳥取大学地域学部紀要　地域学論集　第３巻第３号
鳥取県における学校環境衛生の状況
－ダニまたはダニアレルゲンと保健室の寝具に関して

松本健治 鳥取大学地域学部 平成19 2007 鳥取県立図書館

（７１）研究誌
鳥取大学地域学部紀要　地域学論集　第４巻第１号
学校保健の各種職務に対する養護教諭、保健主事、学校
薬剤師の意義

松本健治 鳥取大学地域学部 平成19 2007 鳥取県立図書館

（７１）研究誌 鳥取大学地域学部紀要　地域学論集　第７巻第１号
運動経験が握力グレーディングに及ぼす影響について 関耕二 鳥取大学地域学部 平成22 2010 鳥取県立図書館

（７１）研究誌
鳥取大学教育研究論集　創刊号
健康スポーツ科学実技授業が女子学生の体力増進に及ぼ
す効果

加藤敏明　西村正広　加藤朋子
鳥取大学大学教育支援機構
教育センター（教職教育部
門）

平成23 2011 鳥取県立図書館

（７１）研究誌
鳥取大学地域学部紀要　地域学論集　第８巻第３号
鳥取大学地域学部附属芸術センター事業の成果と課題　
－平成19年度から22年度－

佐分利育代 鳥取大学地域学部 平成24 2012 鳥取県立図書館

（７１）研究誌 鳥取大学地域学部紀要　地域学論集　第９巻第１号
校庭環境が児童の体力に及ぼす経年的変化の検討 松坂大偉 鳥取大学地域学部 平成24 2012 鳥取県立図書館

（７１）研究誌 鳥取大学地域学部紀要　地域学論集　第９巻第２号
自然保育を受ける幼児の運動能力と基本的動作について 尾方大樹 鳥取大学地域学部 平成24 2012 鳥取県立図書館

（７１）研究誌
鳥取大学地域学部紀要　地域学論集　第10巻第１号
校庭の芝生化が運動意欲の異なる児童の遊び方に及ぼす
影響について

関耕二 鳥取大学地域学部 平成25 2013 鳥取県立図書館

（７１）研究誌 鳥取大学地域学部紀要　地域学論集　第10巻第３号
小学生の足指筋力と体力や生活習慣の関係について 関耕二 鳥取大学地域学部 平成26 2014 鳥取県立図書館

（７１）研究誌
鳥取大学地域学部紀要　地域学論集　第13巻第３号
コミュニティダンスの歴史的原点を求めて
－カーニバルと祭りにおける「カオス」のもつ面白さ

木野彩子 鳥取大学地域学部 平成29 2017 鳥取県立図書館

（７１）研究誌
鳥取女子短期大学研究紀要　第４号
鳥取女子短期大学学生の運動能力テストの結果について

（1）
乗本静子 鳥取女子短期大学 昭和50 1975 鳥取県立図書館

（７１）研究誌 鳥取女子短期大学研究紀要　第８号
本学に於ける体格・運動能力の実状 久野齊 鳥取女子短期大学 昭和54 1979 鳥取県立図書館

（７１）研究誌 鳥取女子短期大学研究紀要　第９号
ソフトボール投球法に於けるウインドミル投法 逢坂秀樹 鳥取女子短期大学 昭和55 1980 鳥取県立図書館

（７１）研究誌
鳥取女子短期大学研究紀要　第９号
リズム体操の指導方法論　１.全体性の原理に基づく指導
法

足立典子 鳥取女子短期大学 昭和55 1980 鳥取県立図書館

（７１）研究誌
鳥取女子短期大学研究紀要　創立十周年記念号　第10巻
リズム体操の指導方法論　２.律動性の原理に基づく指導
法

足立典子 鳥取女子短期大学 昭和56 1981 鳥取県立図書館

（７１）研究誌 鳥取女子短期大学研究紀要　創立十周年記念号　第10巻
身体運動が青年期女性の身体機能に与える影響 逢坂秀樹 鳥取女子短期大学 昭和56 1981 鳥取県立図書館

（７１）研究誌 鳥取女子短期大学研究紀要　第11号
リズム体操の指導方法論　３.経済性の原理に基づく指導法 足立典子 鳥取女子短期大学 昭和57 1982 鳥取県立図書館
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（７１）研究誌 鳥取女子短期大学研究紀要　第12号
Medauの体操指導法 足立典子 鳥取女子短期大学 昭和58 1983 鳥取県立図書館

（７１）研究誌 鳥取女子短期大学研究紀要　第14号
身体能力が青年期女性の身体機能に与える影響Ⅱ 逢坂秀樹 鳥取女子短期大学 昭和60 1985 鳥取県立図書館

（７１）研究誌 鳥取女子短期大学研究紀要　第14号
体操におけるグループリズムについて 松本典子 鳥取女子短期大学 昭和60 1985 鳥取県立図書館

（７１）研究誌 鳥取女子短期大学研究紀要　第15号
幼児期におけるリズム運動の運動学的課題とその指導法 松本典子 鳥取女子短期大学 昭和61 1986 鳥取県立図書館

（７１）研究誌 鳥取女子短期大学研究紀要　第16号
幼児期のリズム運動における手具の利用 松本典子 鳥取女子短期大学 昭和62 1987 鳥取県立図書館

（７１）研究誌 鳥取女子短期大学研究紀要　第18号
幼児期のリズム運動における手具の利用（2） 松本典子 鳥取女子短期大学 昭和63 1988 鳥取県立図書館

（７１）研究誌
鳥取女子短期大学研究紀要　第19号
<翻訳>“子供のための音楽とダンス”　音楽早期教育に
おける指導書

羽根田真弓 鳥取女子短期大学 平成1 1989 鳥取県立図書館

（７１）研究誌 鳥取女子短期大学研究紀要　第20号
幼児期の姿勢教育（1） 松本典子 鳥取女子短期大学 平成1 1989 鳥取県立図書館

（７１）研究誌
鳥取女子短期大学研究紀要　第20号
<翻訳>“子供のための音楽とダンス”　音楽早期教育に
おける指導書

羽根田真弓 鳥取女子短期大学 平成1 1989 鳥取県立図書館

（７１）研究誌 鳥取女子短期大学研究紀要　第21号
ソフトボール競技における左打者の有利性 逢坂秀樹 鳥取女子短期大学 平成2 1990 鳥取県立図書館

（７１）研究誌 鳥取女子短期大学研究紀要　第21号
幼児期の姿勢教育（2） 松本典子 鳥取女子短期大学 平成2 1990 鳥取県立図書館

（７１）研究誌
鳥取女子短期大学研究紀要　第21号　
<翻訳>“子供のための音楽とダンス”　－音楽早期教育
における指導書－

羽根田真弓 鳥取女子短期大学 平成2 1990 鳥取県立図書館

（７１）研究誌
鳥取女子短期大学研究紀要　第22号
<翻訳>“子供のための音楽とダンス”　－音楽早期教育
における指導書－

羽根田真弓 鳥取女子短期大学 平成2 1990 鳥取県立図書館

（７１）研究誌 鳥取女子短期大学研究紀要　第23号
幼児期の足の運動 松本典子 鳥取女子短期大学 平成3 1991 鳥取県立図書館

（７１）研究誌 鳥取女子短期大学研究紀要　第24号
ソフトボール投球法におけるスリングショット投法 逢坂秀樹 鳥取女子短期大学 平成3 1991 鳥取県立図書館

（７１）研究誌 鳥取女子短期大学研究紀要　第25号
幼児と手具 松本典子 鳥取女子短期大学 平成4 1992 鳥取県立図書館

（７１）研究誌 鳥取女子短期大学研究紀要　第26号
親子体操の指導方法（1） 松本典子 鳥取女子短期大学 平成4 1992 鳥取県立図書館

（７１）研究誌 鳥取女子短期大学研究紀要　第27号
親子体操の指導方法（2） 松本典子 鳥取女子短期大学 平成5 1993 鳥取県立図書館

（７１）研究誌 鳥取女子短期大学研究紀要　第29号
親子体操の指導方法（3） 松本典子 鳥取女子短期大学 平成6 1994 鳥取県立図書館

（７１）研究誌 鳥取女子短期大学研究紀要　第30号
キャンプ経験が児童の共感に及ぼす影響（1） 近藤剛 鳥取女子短期大学 平成6 1994 鳥取県立図書館

（７１）研究誌 鳥取女子短期大学研究紀要　第31号
キャンプ経験が児童の共感に及ぼす影響（2） 近藤剛 鳥取女子短期大学 平成7 1995 鳥取県立図書館
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（７１）研究誌 鳥取女子短期大学研究紀要　第31号
親子体操の指導方法（4） 松本典子 鳥取女子短期大学 平成7 1995 鳥取県立図書館

（７１）研究誌
鳥取女子短期大学研究紀要　第34号
幼児期における基本の運動（歩く、走る、跳ぶ）の指導
方法

松本典子 鳥取女子短期大学 平成8 1996 鳥取県立図書館

（７１）研究誌
鳥取女子短期大学研究紀要　第36号
本学における野外実習についての一考察（1）　－山野実
習における授業評価の試み－

近藤剛 鳥取女子短期大学 平成9 1997 鳥取県立図書館

（７１）研究誌 鳥取女子短期大学研究紀要　第38号
幼児の運動感覚の発達と手具との関連 松本典子 鳥取女子短期大学 平成10 1998 鳥取県立図書館

（７１）研究誌
鳥取女子短期大学研究紀要　第40号
キャンプカウンセラー体験による自己成長についての因
子分析的研究

近藤剛 鳥取女子短期大学 平成11 1999 鳥取県立図書館

（７１）研究誌 鳥取女子短期大学研究紀要　第41号
教員養成課程における「用具を使った運動」の指導的研究 松本典子 鳥取女子短期大学 平成12 2000 鳥取県立図書館

（７１）研究誌 鳥取短期大学研究紀要　第46号
「体脂肪率」と「基礎代謝」の関係について 逢坂秀樹 鳥取短期大学 平成14 2002 鳥取県立図書館

（７１）研究誌 鳥取短期大学研究紀要　第48号
伝承あそびと運動感覚 松本典子 鳥取短期大学 平成15 2003 鳥取県立図書館

（７１）研究誌
鳥取短期大学研究紀要　第50号　記念号
鳥取県内の組織キャンプに関する評価研究　－参加者の
自己概念を中心に－

近藤剛 鳥取短期大学 平成16 2004 鳥取県立図書館

（７１）研究誌 鳥取短期大学研究紀要　第53号
幼児期の手具を使った運動の発展　１.フープ 松本典子 鳥取短期大学 平成18 2006 鳥取県立図書館

（７１）研究誌
鳥取短期大学研究紀要　第55号
キャンプ経験による参加児童・生徒の特性共感性と向社
会的行動

近藤剛 鳥取短期大学 平成19 2007 鳥取県立図書館

（７１）研究誌 鳥取短期大学研究紀要　第55号
幼児期の手具を使った運動の発展　２.ボール 松本典子 鳥取短期大学 平成19 2007 鳥取県立図書館

（７１）研究誌 鳥取短期大学研究紀要　第56号　
幼児期の手具を使った運動の発展　３.縄 松本典子 鳥取短期大学 平成19 2007 鳥取県立図書館

（７１）研究誌 鳥取短期大学研究紀要　第57号
鳥取県の中部圏域における幼稚園児、保育園児の生活実態 近藤剛 鳥取短期大学 平成20 2008 鳥取県立図書館

（７１）研究誌
鳥取短期大学研究紀要　第57号
<研究ノート）幼児期の手具を使った運動の発展
４.空き箱／クッション

松本典子 鳥取短期大学 平成20 2008 鳥取県立図書館

（７１）研究誌
鳥取短期大学研究紀要　第65号
短期キャンプの指導経験が大学生ボランティアの子ども
イメージに及ぼす影響

近藤剛 鳥取短期大学 平成24 2012 鳥取県立図書館

（７１）研究誌 鳥取短期大学研究紀要　第68号
〈資料）保育専攻短大生の保育者効力感の変容 近藤剛・内藤綾子 鳥取短期大学 平成25 2013 鳥取県立図書館

（７１）研究誌 鳥取短期大学研究紀要　第69号
「用具などを操作する動き」の意義 松本典子 鳥取短期大学 平成26 2014 鳥取県立図書館

（７１）研究誌 鳥取短期大学研究紀要　第73号
大学における野外実習が参加学生の自然認識に及ぼす影響 近藤剛 鳥取短期大学 平成28 2016 鳥取県立図書館
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（７１）研究誌 米子工業高等専門学校研究報告　第26号
一学生の体力推移についての考察（そのⅡ） 足立孝三 米子工業高等専門学校 平成2 1990 鳥取県立図書館

（７１）研究誌 米子工業高等専門学校研究報告　第26号
一般家庭婦人の体重と体力についての考察 足立孝三 米子工業高等専門学校 平成2 1990 鳥取県立図書館

（７１）研究誌 米子工業高等専門学校研究報告　第27号
逆上りの上達過程における筋電図学的考察 足立孝三 米子工業高等専門学校 平成4 1992 鳥取県立図書館

（７１）研究誌 米子工業高等専門学校研究報告　第27号
高専生の健康行動に及ぼす寮生活の影響（第１報） 池本幸雄 米子工業高等専門学校 平成4 1992 鳥取県立図書館

（７１）研究誌 米子工業高等専門学校研究報告　第28号
竹馬乗りの上達過程による児童の平衡能力の推移について 池本幸雄 米子工業高等専門学校 平成4 1992 鳥取県立図書館

（７１）研究誌 米子工業高等専門学校研究報告　第30号
高専生の健康行動に及ぼす寮生活の影響（第２報） 池本幸雄 米子工業高等専門学校 平成6 1994 鳥取県立図書館

（７１）研究誌 （鳥取県立鳥取東高等学校）研究紀要　創刊号
保健体育概要　 保健体育課 鳥取県立鳥取東高等学校 昭和40 1965 鳥取県立図書館

（７１）研究誌 （鳥取県立鳥取東高等学校）研究紀要　第８集
全国保健体育優良校表彰報告 保健体育課 鳥取県立鳥取東高等学校 昭和47 1972 鳥取県立図書館

（７１）研究誌 （鳥取県立鳥取東高等学校）研究紀要　第15号
安全で楽しい水泳教室 宮脇通明 鳥取県立鳥取東高等学校 昭和54 1979 鳥取県立図書館

（７１）研究誌
（鳥取県立鳥取東高等学校）研究紀要　第23号
昭和61年度本校生の体位・体力に関する統計資料と若干
の考察

岩垣徹 鳥取県立鳥取東高等学校 昭和62 1987 鳥取県立図書館

（７１）研究誌

昭和56年度　鳥取市教育論文集
体育指導における運動量について
－心拍数をもとにしたバレー・ボールの運動強度の実験
的研究

東中学校　井上賢一郎
鳥取市教育委員会
財団法人　鳥取市社会教育
事業団

昭和56 1981 鳥取県立図書館

（７１）研究誌 昭和56年度　鳥取市教育論文集
水泳の効果的指導について

湖東中学校　保健体育研究グ
ループ
代表者　木下尚

鳥取市教育委員会
財団法人　鳥取市社会教育
事業団

昭和56 1981 鳥取県立図書館

（７１）研究誌

（赤碕小学校）研究紀要　
昭和62・63・平成元年度　生き生きとすすんでとりくむ
子を求めて
一人ひとりがめあてを持ち、なかまと共に進んで取り組
む体育活動

赤碕小学校 平成1 1989 鳥取県立図書館

（７２）県郡市町村誌（史）

鳥取県史　近代　第一巻　総説篇　（1969年発行）

体育の章（P.486）　
一.学校体育　・学校体操のおこり　
・スエ－デン体操の渡米　・学校体操の統一　・教授要
目の改正と動き　・軍事訓練の強化　・発展する体育
・本県体操のはじまり　・明治二十七年の体育重視の訓
令　・体操界に新しい息吹き　・本県体育と三橋喜久雄
・東京高師へ　・日本一を誇った那岐　・体操要目の改
正　・三橋体育研究所　・野球統制会　・学校給食のは
じまり　・スポーツ暗黒時代　・体力章検定　・戦時下
の学校教育　・混迷の淵から光明を求めて　・新学制野
球ばかりが強くなり、敗戦の痛手を救うスポーツ　・カ
リキュラムの作製　・日本一の桃太郎　

鳥取県 鳥取県 昭和44 1969 鳥取県立図書館
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（７２）県郡市町村誌（史）

鳥取県史　近代　第一巻　総説篇　（1969年発行）

二.学校保健・学校給食　

・学校保健（P.504）
・学校衛生の起こり　・校医の設置　・戦争末期の状況
・戦後の学校保健の性格　・学校保健大会、学校保健は
大きく前進　・学校には校医　県に衛生技師　・那岐の
体操と小松の功績　・県の学校医会　・中野義尚と小児
科　・学校歯科医　・県体育科の新設　・八頭郡のモデ
ル　健康診断　・学校薬剤師会

学校給食（P.512）
・学校給食のたどった道　・中学・高校へ　・ミルクの
購入　・学校農園から　・ユニセフ給食　・北条中学校
の給食　・センター方式は八東町から

鳥取県 鳥取県 昭和44 1969 鳥取県立図書館

（７２）県郡市町村誌（史）

鳥取県史　近代　第一巻　総説篇　（1969年発行）

三.社会体育・体育協会・学校体育団体（P.518）　

社会体育（P.518）
・戦後の再建活動　・県体育大会　・社会体育振興委員
会の答申　・県の健民施設　・レクリエーション協会の
発足　・スポーツ少年団　・県スポーツ振興審議会

体育協会（P.524）　
・県体育協会の結成　・新生体育協会の発足　・事業計
画　・体協加盟団体　・功労者の表彰とスポーツ賞
・鳥取市体育協会　・米子市体育協会　・倉吉市体育協
会　・境港市体育協会　・岩美郡体育協会　・八頭郡体
育会　・気高郡体育協会　・東伯郡体育協会　・西伯郡
体育協会　・日野郡体育協会

学校体育団体（P.535）
・高体連と総合大会　・全国総体の登山大会　・県中体
連の発足と運営　・対外試合の拡大

鳥取県 鳥取県 昭和44 1969 鳥取県立図書館

（７２）県郡市町村誌（史）

鳥取県史　近代　第一巻　総説篇　（1969年発行）

四.陸上競技（P.537）　
・運動会から競技大会へ　・オリンピック　・復活の足
取り　・オリンピック競技の導入　・マラソンの勇者
・第一回の県大会　・グラウンドづくり　・東伯と八頭
・山陰オリンピック　・育英中学の全山陰大会　・次々
に県の大会　・国防競技加わる　・戦前の駅伝競走
・鳥取師範の全国優勝　・陸連の創設と選手権大会
・高校と中学の選手　・親しまれる駅伝　・活躍した選
手たち　・全国的競技大会

鳥取県 鳥取県 昭和44 1969 鳥取県立図書館
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（７２）県郡市町村誌（史）

鳥取県史　近代　第一巻　総説篇　（1969年発行）

五.剣道・.柔道・弓道・相撲（P.555）

剣道（P.555）
・学校剣術のたどった道　・必修教科に　・新しい剣道
・共立社の精神　・武徳会の盛衰　・学校の剣道部
・神宮大会の奉納試合　・県下中等学校の武道大会
・武道の鑑松田秀彦　剣道連盟の結成　高校剣道の隆盛

柔道（P.560）
・柔道の芽ばえ　・東西の両雄鳥中と米中　・鳥取師範
と米子中学　・米子中学　・全国に知られた砂丘柔道
・町の道場　・戦後の活動は西部地区から

弓道（P.565）　
・河毛勘の指導と学校弓道　・弓道の復活と県営弓道場

相撲（P.566）
・名大関荒岩　・万丈の気を吐く琴桜　・連盟の結成と
学生横綱

鳥取県 鳥取県 昭和44 1969 鳥取県立図書館

（７２）県郡市町村誌（史）

鳥取県史　近代　第一巻　総説篇　（1969年発行）

六.野球・ソフトボール（P.568）　

野球（P.568）　
・初期の野球　・第一号県外試合　・米中野球部の誕生
・鳥取・米子・松江三中学の対戦　・山陰大会始まる
・鳥中全国大会に出場　・鳥中の黄金時代　・米中甲子
園に　・鳥取一中の猫山部長　・進撃めざましい米子中
学　・親子二代の「ライオン」　・中等野球中止　・終戦
直後の野球　・高等学校野球大会の発足　・境高の初優
勝　・米子東高の検討　米子東高選抜大会で準優勝
・名監督岡本　・米子南高の初優勝

軟式（P.579）・醇風と明道　・青年に大流行　・戦後の
興隆　・中学・高校の軟式野球

ソフトボール（P.582）・戦後の球技　・鐘紡高砂工場

鳥取県 鳥取県 昭和44 1969 鳥取県立図書館

（７２）県郡市町村誌（史）

鳥取県史　近代　第一巻　総説篇　（1969年発行）

七.水泳・漕艇（P.583）・水泳の先達米子中学　・隼プー
ル完成　・県水連の結成　・高校生の活躍　・プールの
建設

漕艇（P.588）・はつのボート　・強豪米中クルー・米東
・境高の奮起　・米南・米工の台頭　・湖山池にボート

鳥取県 鳥取県 昭和44 1969 鳥取県立図書館
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（７２）県郡市町村誌（史）

鳥取県史　近代　第一巻　総説篇　（1969年発行）

八.体操競技・スキー・登山（P591）

体操競技（P.591）・学校体操から競技体操へ　・本県の
お家芸　・初期の名選手　・団体徒手体操　・女子器械
体操　・東京を破って天皇杯で第1位

スキー（P.596）・導入の経過　・山スキーの進歩
・秩父宮船上山を滑降　・鮮かな御快走　・大山の競技
会　・スキーと戦時色　・西日本のメッカ　・山崎瑛子
と大杖姉弟　・スキー界のヒロイン　・氷ノ山スキー場
と大山国体の誘致

登山（P.602）　・探検隊の初登山　・国立公園の指定
・初の遭難者　・大山山岳会結成　・国体登山の誘致
・臨時列車で来場　・登山熱の急上昇

鳥取県 鳥取県 昭和44 1969 鳥取県立図書館

（７２）県郡市町村誌（史）

鳥取県史　近代　第一巻　総説篇　（1969年発行）

九.庭球・卓球（P.606）

庭球（P.606）　・庭球生みの親　・ラケットの注文
・全県下に普及　・準硬球の導入　・女子の進出
・朝起きテニス会

卓球（P.610）・卓球の先達　・めざましい復活
・四冠王坂口友吉　・たくましく育つ新しい芽

鳥取県 鳥取県 昭和44 1969 鳥取県立図書館

（７２）県郡市町村誌（史）

鳥取県史　近代　第一巻　総説篇　（1969年発行）

十.バスケット・バレー・サッカー・ラグビー（P.613）

バスケットボール（P.613）・バスケットボールの先覚
・初の対外試合　・初期のチーム　・三橋・宮崎の指導
・戦後のチーム　・全日本高校大会　

バレーボール（P.617）・バレー本県導入の径路　・急速
な普及と技術の向上　・坂上の講習　・復活の原動力
・米子工高と八頭高校女子　・教員団チーム　・異色の
大会

サッカー（P.622）・米子中学から　・県協会の結成　・サッ
カー熱

ラグビー（P.623）　・草分け時代　・高校生に期待　

鳥取県 鳥取県 昭和44 1969 鳥取県立図書館
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（７２）県郡市町村誌（史）

鳥取県史　近代　第一巻　総説篇　（1969年発行）

十一.ハンドボール・バドミントン・射撃・ボクシング
・自転車競技・その他（P.625）

ハンドボール（P.625）　・発足当時の苦心

バドミントン（P.625）　・将来への期待

射撃（P.626）　・クレー射撃　・ライフル射撃

ボクシング（P.627）　・旗上げのころ　・生徒の事故死

自転車競技（P.628）　・大正時代の競走　・県車連の結
成

未普及の競技（P.629）　・未普及スポーツの開拓

鳥取県 鳥取県 昭和44 1969 鳥取県立図書館

（７２）県郡市町村誌（史）

鳥取県史　近代　第四巻　文化篇　（1969年発行）

第四章　体育・スポーツ（P.217） 　

第一節　近代体育の導入　
一.学校体育とと体操　・普通体操の登場　・体操教師の
養成　・体操の整備と兵式体操　・兵式体操の普及　
二.体育行事の性格とその変遷　・運動会のはじまり　
三.学校と近代スポーツ　・近代スポーツの導入　・遅れ
た女子の体育　・学校衛生と体育

鳥取県 鳥取県 昭和44 1969 鳥取県立図書館

（７２）県郡市町村誌（史）

鳥取県史　近代　第四巻　文化篇　（1969年発行）

第二節　体育・スポーツの振興と戦時下（P.227）　
一.県体協の興隆　・体操教授要目と体操講習　・那岐小
学校の体育経営　・気高郡体操会と体操検閲　・体育県
としての鳥取　

二.社会体育の振興　・社会体育振興の方策　・体育協会
と運動施設　・スポーツの普及と体育会　

三.戦時下の体育　・体育の戦時体制下

鳥取県 鳥取県 昭和４４ 1969 鳥取県立図書館

（７２）県郡市町村誌（史）

鳥取県史　近代　第四巻　文化篇　（1969年発行）

第三節　戦後体育の再編（P.238）　
一.戦時色の撤廃　・戦後体育の再編　
二.戦後の体育とスポーツ　・学校体育と保健衛生　
・学校スポーツの復興　・レクリェーション活動

鳥取県 鳥取県 昭和４４ 1969 鳥取県立図書館
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（７２）県郡市町村誌（史）

鳥取県史　近代　第五巻　資料篇　（1967年発行）

明治後期　第三章　教育と文化
　・体育重視の訓令（P.589）　・中学校の有志運動会

（P.602）　
大正時代　
第四章　教育と文化
　・明道小学校の少年野球選手権棄権問題（P.711）　
昭和前期　
第四章　戦時体制下の教育
　・体育運動の振興（P.855）　・学校野球に関する訓令

（P.858）

鳥取県 鳥取県 昭和４２ 1967 鳥取県立図書館

（７２）県郡市町村誌（史）

市史　鳥取市七十年（1962年発行）

第二篇　教育と文化　
第二章　社会教育と文化活動
第一節　社会教育　・体育施設（P.619）

鳥取市役所 鳥取市役所 昭和37 1962 鳥取県立図書館

（７２）県郡市町村誌（史）

鳥取市誌　３　昭和56年度から平成２年度（1993年発行）

第七章　第五節　スポーツ・レクリェーション活動の振
興（P.401）
　・施設の整備　・活動の状況

第十二章　第四〇回国民体育大会（P.579）　
第一節　わかとり国体の概要　
第二節　鳥取市の取組

第十三章　第二一回全国身体障害者スポーツ大会（P.630）
第一節　開催の経緯　
第二節　わかとり大会の実施体制　
第三節　わかとり大会の実施概要

鳥取市 鳥取市 平成5 1993 鳥取県立図書館

（７２）県郡市町村誌（史）

鳥取市誌　４　平成３年度から平成12年度（2003年発行）

第七章　第三節　スポーツ・レクリエーション活動の振
興（P.395）
・市民体育祭　・市民体育祭、市スポーツレクリエーショ
ン祭検討会の開催　・山下佐知子選手後援活動　・湖山
池一周女子ハーフマラソン大会開催　・日本プロサッカー
リーグ（Jリーグ）開催　・バードスタジアム国際交流基
金造成　・小学校体育連盟主催種目の見直し　・スポー
ツ施設の無料開放　・少年スポーツ指導者研修会開催　
・ワールドカップサッカー出場国キャンプ誘致活動　
・森本朱美選手後援活動
・スポーツ・レクリエーション施設の整備　・地区体育
館の整備　・夜間照明の新設　・市営サッカー場バード
スタジアム建設　・体育施設の管理委託　・県立武道館
の市移管

鳥取市 鳥取市 平成15 2003 鳥取県立図書館
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（７２）県郡市町村誌（史）

鳥取市誌　５　平成13年度から平成22年度（2013年発行）

第七章　第四節　スポーツ・レクリエーション活動の振
興（P.419）　
・市民総スポーツ運動の振興　・市民体育祭　・鳥取マ
ラソンの開催　・鳥取市新春健康マラソンの開催　・少
年スポーツ指導者研修会　・ガイナーレ鳥取J2昇格
・スポーツレクリエーション施設の整備　・地区体育館
の整備　・美穂スポーツ広場の整備　・スケートボード
場の整備　・指定管理者制度の開始

鳥取市 鳥取市 平成25 2013 鳥取県立図書館

（７２）県郡市町村誌（史）

新修鳥取市史　第二巻　近世篇（1988年発行）

第三章　近郊農村と鳥取　
第六節　鳥取市域の近世石造物
　・力士塚（P.773）

鳥取市 鳥取市 昭和63 1988 鳥取県立図書館

（７２）県郡市町村誌（史）

新修鳥取市史　第五巻　明治　教育篇・社会篇　（2008年
発行）

第一章　近代教育の成立　
第五節　体操の導入と武道・スポーツ（P.97）　
一.普通体操の導入　・学校の制度と体育の思想　・体撰
式歩法　・体操授業の伝習　・県政の変動と体操の指導
者　・師範学校の再開と体操の指導　・師範学校と体操
の伝習　・松岡成喬と体操伝習所　・体操伝習にともなっ
て　・師範学校の体操　
二.剣道と体術及び乗馬の流行　・近代体育と武道の接続
　・山本頼雄の済々舎　・河島角摩と剣道　・乗馬の流
行　・貸馬屋と乗馬場　・剣道と町道場　・撃剣興行　
三.浜出から運動会へ　・鳥取地方と浜出の行事　・師範
学校の運動会　・社会人による有志運動会　・中学・師
範学校の合同運動会　・運動会と軍事訓練　・小学校の
運動会

鳥取市 鳥取市 平成20 2008 鳥取県立図書館

（７２）県郡市町村誌（史）

新修鳥取市史　第五巻　明治　教育篇・社会篇（2008年
発行）

第二章　近代教育の展開　
第二節　師範学校と教育会　
一.鳥取県尋常師範学校から（P.219）　鳥取島根の対抗運
動　
第三節　中学校・女学校・私塾・実業学校（P.264）　
一.鳥取県尋常中学校から　運動会などの学校行事　
二.女子中等教育の成立（P.299）　（一）鳥取英和女学校　
英語の授業と体操

鳥取市 鳥取市 平成20 2008 鳥取県立図書館
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（７２）県郡市町村誌（史）

新修鳥取市史　第五巻　明治　教育篇・社会篇（2008年
発行）

第五節　体操科の成立と運動競技（P.403）　
一.学校と体操科　・小学校令の制定と県の体操観　・体
操科の特色と学年配当　・住野仙蔵と体操講習会　・体
操講習のひろがり　・明治二五年の小学校規則　・菅沼
松彦による遊戯法　・中学校の体操科　・中学校におけ
る体操授業の実際　・女学校と体操　・尋常師範学校の
体操科　・兵式体操と学校規則　・師範学校体操科の授
業時間　・師範学校の兵式体操　・鉄本文太郎と三橋喜
久雄　・体操科への新しい課題　・伝染病の流行と学校
保健　・校医の任用と保健衛生活動　・学校で進めるト
ラホーム対策　
二.学校行事と運動会　・行軍遠足と戸外遊戯　・県立尋
常中学校有志運動会規則　・安長河原の運動会　・落成
式と運動会　・附属と中学校の校内運動会　・師範学校
の運動会　・女学校の遊戯会から運動会へ　・小学校の
運動会　・気高郡地域連合運動会　
三.競争的運動の興隆　・人気のある野球の開始　・野球
は中学と師範学校で　・野球熱と市民生活　・中学と師
範のボート熱　・校内大会と中学校対抗　・初期の陸上
競技種目　・マラソン大会と社会人の参加　・マラソン
のひろがり　・自転車と登山　・テニスの普及とその他
の球技　・水泳講習会と神伝流泳法　・武道復興の気運
　・因伯尚徳会と武徳会支部　・中等学校の剣道と柔道　・
寒稽古と武道大会　・武徳会による学校への指導

（P.438　写真　森絵葉書店発行の絵葉書によるマラソン
大会出発の様子）

鳥取市 鳥取市 平成20 2008 鳥取県立図書館

（７２）県郡市町村誌（史）

国府町誌（1987年発行）国府町町政施行三十周年記念日

第二編　歴史　第四章　近世　
第九節　郷土の生活　三.民衆娯楽（P.423）　（P.425　相
撲名一覧）

第十編　ふるさとの今昔　第六章　わかとり国体と国府
町（P.1368）　
第一節　わかとり国体（P.1368）　
一.国民体育大会の目的と大会マーク　二.国民体育大会の
変遷とわかとり国体　三.わかとり国体の願い　四.マーク
と参加章
第二節　国体バスケットボール競技と国府町（P.1371）　
一.経過の概要　二.国府町実行委員会　三.宿泊　四.競技
　五.選手団の離村

国府町誌編さん・編集委員会 国府町 昭和62 1987 鳥取県立図書館
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（７２）県郡市町村誌（史）

改訂国府町誌（2004年発行）
第五編　教育　
第五節　社会体育　（P.646）　一.国府町における社会体育
の歴史と国府町体育指導委員協議会　二.国府町体育協会
　三.国府町スポーツ少年団
第九編　ふるさとの今昔・ふるさとの面影　
第五章　わかとり国体と国府町（P.881）　
第一節　わかとり国体（P.881）　一.国民体育大会の目的
と大会マーク　二.国民体育大会の変遷とわかとり国体　
三.わかとり国体の願い　四.マークと参加章
第二節　国体バスケットボール競技と国府町（P.1371）　
一.経過の概要　二.国府町実行委員会　三.宿泊　四.競技
　五.選手団の離村

改訂　国府町誌編纂・編集委員
会 国府町 平成16 2004 鳥取県立図書館

（７２）県郡市町村誌（史）

福部村誌（1981年発行）

第五編　教育・宗教・民俗　
第八章　福部村青年団（P.694）
第十章　福部村のスポーツ（P.750）　
第一節　概観　
第二節　陸上競技　１.草創時代　２.主な青年団選手とそ
の記録　３.塩見村・服部村連合協議会
第三節　岩美郡体育協会の設立と沿革（P.755）
第四節　福部村体育会（P.758）　１.設立の目的　２.発起
人と資金　３.体育会の事業　４.体育会の組織機構と役員
　５.表彰と評価
第五節　戦後の福部村スポーツのアルバム（P.761）１.岩
美郡一周駅伝五連勝の栄冠　２.福部村内一周駅伝競走　
３.各種競技大会で活躍した人々

福部村誌編さん委員会 福部村 昭和56 1981 鳥取県立図書館

（７２）県郡市町村誌（史）

新編福部村誌　上巻　（第二版）　（2001年発行）

第四章　近世　第五節　村方と浦方
　四.村人と信仰（P.553）　小相撲の自取興行

福部村 福部村 平成13 2001 鳥取県立図書館

（７２）県郡市町村誌（史）

新編福部村誌　下巻　（第二版）　（2001年発行）

民俗編　第一章　くらしと信仰　
第三節　旧道と石造物　四.村の内と外への道　
・碑・石祠・力士塚（P.163　一覧表）

現代編　第三章　社会と文化
第三節　スポーツ（P.400）　
一.福部村体育協会　
・体育協会の発足　・主な事業
二.第四〇回国民体育大会（P.402）　
・国体への軌跡　・銃剣道競技の概要　・銃剣道競技
・試合　・銃剣道競技会の開催準備　・リハーサル大会
の開催　・銃剣道競技会の開催　・国体選手の養成
・国体の活躍

福部村 福部村 平成13 2001 鳥取県立図書館
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（７２）県郡市町村誌（史）

河原町誌（1986年発行）

第七編　文教　
第一節　学校教育　
・現代の学校（P.819）　・体育活動（P.834）（P.896）　
第六節　社会体育（P.915）　
一.社会体育指導の組織と活動　
二.社会体育関係施設と活動　・河原農村勤労福祉セン
ター　・河原町総合町民体育館　・屋外運動場照明施設
・スポーツ広場　・プール　・社会体育施設の利用状況
三.町内の主な社会体育関係事業　・各地区運動会
・郡民運動会　・町民運動会　・駅伝競争大会　・体力
づくり歩け歩け運動　・オリエンテーリング因幡八上姫
コース　・社会人スポーツ振興会　・パレ－ボール部で
活躍した選手
四.第四十回国民体育大会（P.926）　・フェンシング競技
会場

第三章　文化　第四節　娯楽・芸能　
・相撲（P.960）

河原町誌編集委員会 河原町役場 昭和61 1986 鳥取県立図書館

（７２）県郡市町村誌（史）

用瀬町誌　（1973年発行）

第六章　文化　第二節　社会教育（P.523）　
・郡連運動会　・用瀬小スポーツ少年団

第九章　庶民生活　第一節　年中行事
　三.夏の行事（P.782）　菖蒲引綱

用瀬町 用瀬町 昭和48 1973 鳥取県立図書館

（７２）県郡市町村誌（史）

続用瀬町誌（2006年発行）

第五章　教育・文化　
第一節　教育行政　
・体育・スポーツの振興（P.223）

第三節　生涯学習　　
町体育協会（P.299）　もちがせ流しびなマラニック大会

（P.303）

第六章　社会生活　2.健康管理（P466）　・ゲートボール
・グラウンドゴルフの普及　・マラニック大会　・水辺
のレジャーカヌー公園

続用瀬町誌編纂委員会 鳥取市 平成18 2006 鳥取県立図書館
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（７２）県郡市町村誌（史）

気高町誌（1977年発行）

第六章　文教　
第三節　教育行政　
体育・スポーツ（P.1152） 
・体育活動のはじまり　・公設グランドの創設　・公設
グランドの移転　・三橋喜久雄と体育　

・陸上競技（P.1155）　・芝田新平とマラソン　・各種競
技の普及　・公設運動場の建設　・郡青年団の陸上競技
大会　・山陰オリンピックへの参加　・神宮大会に初参
加　・初期の米子・鳥取間駅伝競走大会　・村上義治ら
と鳥取陸上競技協会　・盛んだった陸上競技　・宝木走
友会　

・剣道（P.1160）　・剣道のはじまり　・全国中等学校剣
道大会で大奮戦　・県中等学校武道大会で活躍　・郡剣
道連盟設立　・剣道連盟の活躍　・瑞穂剣道連盟発足　
・宝木剣友会結成

・相撲（P.1163）　・両国梶之助　・幕内因州山　・因伯
出世相撲　・八両格以上の力士

・体操（P.1164）

・バレーボール（P.1164）　・宝木小で実技講習会　・初
の対抗試合　・瑞穂青年郡大会六連覇　・日本海リーグ
で三連覇

・気高郡体育協会（P.1167）　・郡体協の設立と発展　
・グランドの建設も行った競技会　・歴代会の努力・体
育施設（P.1170）　・町民体育館の設置

気高町教育委員会 鳥取県気高郡気高町 昭和52 1977 鳥取県立図書館

（７２）県郡市町村誌（史）

気高町誌（1977年発行）

第六節　年中行事（P.1304）　
・綱ひき行事（P.1315） 　・宝木の綱ひき（P.1316）
・郷土の娯楽（P.1371）　・相撲・力石・腕相撲

気高町教育委員会 鳥取県気高郡気高町 昭和52 1977 鳥取県立図書館



132

（７２）県郡市町村誌（史）

新修気高町誌（2006年発行）

第五章　教育・文化　
第四節　社会体育（P.799）　
一.気高郡のあゆみ　
二.町民の体力・健康づくりをめざして　
三.わかとり国体
四.全国大会出場について　
五.主なスポーツ団体と活動の状況

第六節　文化・芸術　・バレエ（P.841）

第六章　民俗　第三節　郷土の娯楽　・相撲　・力石
・腕相撲（P.892）

新修気高町誌編纂委員会 鳥取市 平成18 2006 鳥取県立図書館

（７２）県郡市町村誌（史）

鹿野町誌　下巻（1995年発行）　

第三編　現代編　
第七章　教育　第二節　社会教育　
八.体育・スポーツ（P.727）

（一）江戸時代から昭和初期の体育・スポーツ　竿継ぎ／
勝負綱／力石／相撲　（二）戦中の体育・スポーツ　

（三）戦後の体育・スポーツ　
（四）今日の体育・スポーツ　
（五）体育振興会　・町（村）民運動会　・鷲峰登山
・小学校児童庭球（軟式大会）　・児童相撲大会　
（六）体育協会　・県体育協会　・郡体育協会　・体育指
導委員　

（七）鹿野町の体育・スポーツ施設　・トレーニングセン
ター　・運動広場　・B&G海洋センター　・鷲峰キャン
プ場　

（八）種目別競技史　・運動会　・軟式テニス　・スキー
・鷲峰スキー場　・鷲峰山走破大会　・剣道　・鹿野町
剣道連盟　・河内綱引きチーム　・町軟式野球連盟
・町バレーボール連盟　・町バスケットボール連盟

鹿野町誌編集委員会 鹿野町 平成7 1995 鳥取県立図書館

（７２）県郡市町村誌（史）

鹿野町誌　下巻（1995年発行）　

第四編　民俗編　第四章　信仰と伝承　
第二節　民間信仰　三.巨岩・石造物　・相撲取り塚

（P.1023）

第六章　芸能と競技　第二節　競技と遊び　一.相撲
（P.1071）

鹿野町誌編集委員会 鹿野町 平成7 1995 鳥取県立図書館

（７２）県郡市町村誌（史）
鹿野町誌　別巻（1995年発行）

六　教育　19.体育指導委員（P.103）
鹿野町誌編集委員会 鹿野町 平成7 1995 鳥取県立図書館
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（７２）県郡市町村誌（史）

青谷町誌（1984年発行）

第三編　中世の青谷　第四節　海女の漁法（P.219）

第五編　近代の青谷　第三節　社会教育　三.青少年団体
の沿革　・青年団の誕生（P.786）　・戦後の青年団（P.788）

第四節　体育・スポーツ（P.806）　
・概観　・水泳指導のはじめ　・小学校で庭球はじまる
・気高体操会の活躍　・体育協会の設立と発展　・体育
会　・相撲　・剣道　・水泳　・バレーボール　・陸上
競技　・卓球　・勝部走友会

第五節　文化財　二.石造品　・力士塚（P.843）

青谷町誌編さん委員会 青谷町 昭和59 1984 鳥取県立図書館

（７２）県郡市町村誌（史）

米子市四十周年史　（1968年発行）
教育　・日本体操祭行事（P.268）・オリンピック前年祭

（P.270）・東京オリンピック大会の聖火リレー（P.271）
・国体旗リレー（P.272）・米子市体育指導委員（P.273）
・社会体育レクリエーション（P.278）・商店従業員のレク
リエーション大会（P.278）・朝の健民運動（P.279）・米子
市体育会館（P.281）

米子市役所 米子市役所 昭和４３ 1968 鳥取県立図書館

（７２）県郡市町村誌（史）

米子市五十周年史　（1978年発行）
第十一章　教育　第四節　体育とスポーツ（P.329）　
・市民体育館の建設　東山陸上競技場　・市営スポーツ
ハウス　・スポーツ振興に小学校の体育館開放　・スポー
ツ広場　・県営武道館　・県営米子艇庫　・県営弓道場
・全日本体操選手権大会　・国際体操競技大会　・日本
ブルガリア国際バレーボール大会　・第三十七回国体冬
季スキー大会　・悲願二十年米工チーム晴れの甲子園へ
・第四十九回全国選抜高等野球大会へ米東チーム出場
・日本登山体育大会　・歩け歩け大会　・美容と体力づ
くり　・婦人テニス教室　・少年スポーツ教室　・パラ
リンピックで笠井さん入賞

米子市役所 米子市役所 昭和５３ 1978 鳥取県立図書館

（７２）県郡市町村誌（史）

米子市六十周年史　（1988年発行）
第五章　その他の行政　第七節　公営ゴルフ場オープン

（P.132）

第十四章　教育文化　第六節　社会体育（P.379）　
・施設整備と活動　・利用者多い日野川運動公園　・米
子市体育協会　・鳥取県立西部健康増進センター　・鳥
取県営皆生温泉公園　・産業体育館できる　・全国級の
スポーツ競技大会　ラジオ体操全国へ放送

第十五章　第四十回国民体育大会　
第一節　市民ぐるみで成功（P.409）　
第二節　大会日程と国体施設（P.423）　

第二十一章　観光　トライアスロン（P.552）

米子市役所 米子市役所 昭和６３ 1988 鳥取県立図書館
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（７２）県郡市町村誌（史）

米子市70年史　（2000年発行）

第16章　観光　第３節　全日本トライアスロン皆生大会
（P.222）　
・多くの選手を育てる　・皆生ちびっ子トライアスロン
・兄弟で１，２位に　・15周年記念誌を発刊

第19章　教育文化　第４節　体育・スポーツ（P.294）　
・全国高校総合体育大会開く　・わかとり国体の開催記
念碑　・国体冬季大会開く　・錦海漕艇場に大型艇庫
・みんなで楽しく　市民マラソン　市民体育祭　・健康
白鳥マラソン大会　・全中学校区に体育館　・東山水泳
場がリニューアル　

第24章　余禄　・選抜高校野球大会出場（P.341）・夏の
甲子園大会出場（P.341）・全国高校サッカー米子東ベス
ト８（P.342）・山陰初のプロ野球ナイター戦（P.342）

米子市役所 米子市役所 平成１２ 2000 鳥取県立図書館

（７２）県郡市町村誌（史）

新修米子市史　第三巻　通史編　近代　（2007年）

第四章　文化の動向　第二節　体育・スポーツの発達
（P.667）　
一.小学校の体育　二.西伯郡公設運動場の建設　三.第二次
世界大戦中の体育　四.七度の全国制覇　五.甲子園目指し
て　六.花開く講道館柔道　七.全山陰陸上が飛躍台　八.米
子スベロ－会

米子市史編さん協議会・編 米子市 平成19 2007 鳥取県立図書館

（７２）県郡市町村誌（史）

新修米子市史　第四巻　通史編　現代　（2008年）

第三章　経済と産業　第六節　観光　
六.山陰初の公営ゴルフ場（P.468）

第五章　スポーツ（P.740）
　一.黄金時代の米子東高野球部　二.わかとり国体　三.高
校総体　四.全国に名をはせた米子のスポーツ

第六節　文化施設　六.米子市営東山水泳場（P.789）

米子市史編さん協議会・編 米子市 平成20 2008 鳥取県立図書館

（７２）県郡市町村誌（史）

新修米子市史　第十巻　資料編　近代　（2005年）

第四章　文化　体育（P.572）　
二三五・西伯郡公設運動場の建設　
二三六・米子体育協会の結成　
二三七・ラジオ体操会

米子市史編さん協議会・編 米子市 平成17 2005 鳥取県立図書館 新修米子市史　第十巻　資料編近代抜刷　
矢吹奎著　あり　（個人蔵）
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（７２）県郡市町村誌（史）

新修米子市史　第十一巻　資料編　現代　（2006年）

第二章　経済　71ゴルフ場（P184）　
１.山陰初の公営ゴルフ場　２.ゴルフ場問題について　
３.ゴルフ場問題解決について

第四章　文化　127・わかとり国体（P.426）　
１.第40回国民体育大会　２.米子市の取り組み
３.総合で県勢１位　

128・スポーツ（P.430）　１.スポーツの主な成績
２.東山総合運動公園の整備　

129・とらいあすろん（P.434）　１.県西部真夏の祭典に
２.全日本トライアスロン皆生大会成績　

133・戦後を明るく、スポーツ文化（P.449）

米子市史編さん協議会・編 米子市 平成18 2006 鳥取県立図書館

（７２）県郡市町村誌（史）

新修米子市史　第13巻　資料編　写真　（1996年）

（73）車尾尋常小学校勅語下賜記念運動会　（78）県立米
子中学校野球部１　（79）県立米子中学校野球部２　（119）
スポーツ用品の展示　（148）車尾尋常小学校の少年野球
部　（149）明道尋常小学校の少年野球部　（152）県立米
子中学校の端艇部　（153）端艇部の優勝祝い（道笑町１
丁目大谷釣具店前）　（154）端艇の進水式　（156）県立米
子高等女学校の大山登山　（295）明道尋常高等小学校の
女子合同体操　（296）大篠津尋常小学校の秋季大運動会
　（299）就将尋常小学校剣道部の寒稽古　（347）法勝寺
町ラジオ体操会　（348）明治町ラジオ体操会　（349）ラ
ジオ体操会　（350）道笑町ラジオ体操会　（367）就将国
民学校の銃剣道部　（372）彦名国民学校児童のなぎなた
演技　（373）米子青年学校の体操　

米子市史編さん協議会・編 米子市 平成８ 1996 鳥取県立図書館

（７２）県郡市町村誌（史）

新修米子市史　第13巻　資料編　写真（1996年）

（514）第１回トライアスロン（ゴール）　（515）第15回ト
ライアスロン（水泳）　（516）第15回トライアスロン（ゴー
ル）　（517）第四〇回国民体育大会わかとり国体漕艇競
技開会入場式　（518）東山水泳場でのアトラクション　

（519）錦海での漕艇競技　（520）ソフトボール成年女子
田辺祥子選手の応援　（521）水泳競技の表彰式　（539）
米子第一中学校（現東山中）円形体育館　（543）県立皆
生養護学校の運動会　（550）米子東高野球部の優勝旗祭

米子市史編さん協議会・編 米子市 平成８ 1996 鳥取県立図書館

（７２）県郡市町村誌（史）

淀江町誌（1985年発行）

教 育 の 章　 第 三 節　 社 会 教 育 の あ ゆ み　3.社 会 体 育
（P.909）

淀江町 淀江町 昭和60 1985 鳥取県立図書館
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（７２）県郡市町村誌（史）

続淀江町誌（2017年発行）

第二章　行政　
七.町の取り組み　（三）国民体育大会（P.88）

第四章　教育文化　第一節　教育　
六.社会教育　（五）青少年育成　スポーツ少年団（P.341）

（六）体育スポーツ（P.346）

淀江町誌編さん委員会 米子市 平成29 2017 鳥取県立図書館

（７２）県郡市町村誌（史）

皇紀記念　倉吉町誌　紀元二千六百年記念出版　（1941年
発行）

第七編　武藝技術　第二章　武道（P.560）　
・兵學　小早川才八　・武技　・劍術　今枝良堅　今枝
良英　衣笠舎政　浅田昌福　　・鎗術　・射術

第十編　民俗　第三章　娯楽（P714）　
（ロ）じんしょう　（ハ）力持くらべ　（ト）相撲（櫻川　
伯王山　正シクハ伯大山）
武士社会の娯楽（P.724）　・乗馬競

鳥取縣東伯郡倉吉町 鳥取縣東伯郡倉吉町 昭和16 1941 鳥取県立図書館

（７２）県郡市町村誌（史）
倉吉市誌（1956年発行）

庶民生活　（一四）芸能と娯楽　6.相撲（P.937）
倉吉市誌編さん委員会 倉吉市 昭和31 1956 鳥取県立図書館

（７２）県郡市町村誌（史）

新編倉吉市史　第三巻　近・現代編　（1993年発行）
現代（戦後）編　第六章　教育　第一節　学校教育　
第四項　軍国体制への序奏（P.388）　・体力章検定　

第四節　社会体育・スポーツ（P.487）　
第一項　社会体育の推進（P.487）　・本格的な社会体育
の取り組み　・市社会教育指導委員　
第二項　市民総スポーツの推進（P.492）　・倉吉市社会
体育施設の利用状況　
第三項　くらよし女子駅伝競走大会（P.496）　・市のビッ
グイベントに　・大会実行委員会　・大会成績　・女子
駅伝・女子マラソンブーム

新編倉吉市史編集委員会 倉吉市 平成5 1993 鳥取県立図書館

（７２）県郡市町村誌（史）

新編倉吉市史　第三巻　近・現代編　（1993年発行）
第四項　体育諸団体の活動（P.501）　・倉吉市体育協会
の発足　・倉吉市体育協会加盟競技団体　・スポーツ表
彰
第五項　倉吉市教育振興事業団（P.507）　倉吉市事業団
の設立
第六項　体育施設（P.509）　・公設グランドの建設
・市が管理する施設・設備　・公立学校体育施設の開放
・社会体育関係者の施設利用状況
第七項　わかとり国体の開催（P.513）　・鳥取国体開催
までの経過の概要　・倉吉市の国体取り組みの概要

第四節　音楽・舞踊・演劇・映画　３.市民と音楽
・わかとり国体と音楽演奏（P.678）

新編倉吉市史編集委員会 倉吉市 平成5 1993 鳥取県立図書館
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（７２）県郡市町村誌（史）

新編倉吉市史　第四巻　自然・文化編　（1995年発行）
第二章　民俗　第五節　年中行事　第四項　夏の行事　
・じんしょ（P.352）

第六項　秋の行事　・祭相撲（P.361）

新編倉吉市史編集委員会 倉吉市 平成7 1995 鳥取県立図書館

（７２）県郡市町村誌（史）関金町誌　第３集　－温故知新・我がまち－（1982年発行）
（P.234）運動会、相撲の絵 関金町誌編さん委員会 関金町 昭和57 1982 鳥取県立図書館

（７２）県郡市町村誌（史）

境港市史　下（1986年発行）
第三編　教育・文化と福祉
第一章　教育　第五節　社会教育　
・青年団（P.260）

第二章　文化　第四節　スポーツ（P.368）　
１.相撲　（「境港沿革史」？（柔道？））　２.柔道　３.剣道
　４.居合道　５.弓道　６.野球　７.軟式テニス　８.バス
ケットボール　９.バレーボール　10.ボート　11.ヨット
競技　12.スキー　13.バドミントン　14.ハンドボール　
15.ボクシング　16.陸上競技　17.銃剣道

境港市 境港市 昭和61 1986 鳥取県立図書館

（７２）県郡市町村誌（史）
新修境港市史　本文編　（1997年発行）
第四編　現代史　第三章　教育
２.社会体育の振興（P.441）

境港市 境港市 平成9 1997 鳥取県立図書館

（７２）県郡市町村誌（史）
新修境港市史　写真資料編（1996年発行）
第三編　現代資料　第40回国民体育大会　境港会場

（P.88）
境港市 境港市 平成8 1996 鳥取県立図書館

（７２）県郡市町村誌（史）

岩美町誌（1968年発行）
第四篇　教育・宗教・文化
第四章　民俗　第五節　郷土の娯楽　
・相撲（P.881）　・力石、腕相撲（P.883）

岩美町誌刊行委員会 岩美町 昭和43 1968 鳥取県立図書館

（７２）県郡市町村誌（史）

新編岩美町誌　下巻（2006年発行）
第四編　教育・文化・宗教　第三節　体育・スポーツ

（P.388）　
一.岩美町体育史はじめに　二.戦前の動き　三.戦後の動
き（昭和二一年～町村合併の二九年まで）　四.岩美町合
併後のあゆみ　五.各競技団体の活動　六.各協会役員表　
七.県表彰を受けた人々　八.県・全国大会で活躍した人々
　九.スポーツ施設
第六節　岩美町内の指定文化財等（平成16年現在）

（P.485）・国　重要無形文化財　因幡の菖蒲綱引き

第五章　芸能と娯楽　第四節　相撲（P.802）　
・田舎相撲　・力石、腕相撲

岩美町誌執筆編集委員会 岩美町 平成18 2006 鳥取県立図書館

（７２）県郡市町村誌（史）

新編岩美町誌　下巻（2006年発行）
第八編　資料　・スポーツ史料（P.1105 ～）

〈資料・参考・引用文献〉　「蒲生村公民館体育部昭和27年
度県駅伝競走敢斗記」

「岩美町走友会昭和32年度文書綴」
「岩美郡卓球協会発足25年史（岩美郡卓球協会・平成14年
　田村幸男提供）ほか

岩美町誌執筆編集委員会 岩美町 平成18 2006 鳥取県立図書館
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（７２）県郡市町村誌（史）

新編八頭郡誌　十巻　八頭の郷土読本　（1996年発行）
第五章　芸術・スポーツの章（P.77）
第三節　八頭郡のスポーツ（P.95）　
・山村に活力を　・体操日本一　・八頭郡陸上発祥の地
・鳥取県初の五〇メートル公認プール誕生　・マラソン
にかける青春　・広がり根付いていくスポーツ

第八章　郷土開発の章　第三節　進みゆく氷ノ山開発
（P.167）　・開発の初期スキーの始まり　・開けてきた氷
ノ山リフトの設置

八頭郷土文化研究会 八頭郡町村会 平成8 1996 鳥取県立図書館

（７２）県郡市町村誌（史）八頭郡誌（1962年発行）
総説篇　六.教育　５.本郡の体育（P.98）　 八頭郡誌編集委員会 八頭郡町村会 昭和37 1962 鳥取県立図書館

（７２）県郡市町村誌（史）

初稿八頭郡誌（1982年発行）
第六章　教育　第五節　本郡の体育（P.243） 
・公設運動場の創設（P.243）

第十五章　若桜町　第十節　名勝遺趾　
・角力場（P.896）
第二十六章　土師村　第十一節　伝説其の他　三田相撲

（P.1247）

八頭郡郷土文化研究会　郡誌編
集専門委員 八頭郡町村長会 昭和57 1982 鳥取県立図書館

（７２）県郡市町村誌（史）
郡家町誌（1969年発行）
第七章　文化　第二節　社会教育　六.スポーツ（体育）

（P.372）
郡家町誌編集員会 鳥取県八頭郡郡家町教育委

員会 昭和44 1969 鳥取県立図書館

（７２）県郡市町村誌（史）

新編郡家町誌　全体誌編　（2006年発行）
第六編　教育　第四章　社会体育（P.352）　
第一節　社会体育関係施設と活動（P.352）　
一.町民プール・小学校プール　二.町民運動場　三.郡家
町営郡家球場　四.大御門農業者トレーニングセンター　
五.郡家町民体育館　六.郡家ふれあいドーム　七.武道場・
剣道場　八.八東川水辺プラザ河川公園

第二節　社会体育の組織と活動（P.355）
一.郡家町体育会の発足　二.郡家町体育協会の発足　三.平
成に入ってからの体育協会　四.各種体育組織　五.体育指
導委員

第三節　体育行事の展開（P.357）　一.町民大運動会　
二.郡家町花御所柿健康マラソン大会　三.こおげ女子駅伝
競走大会

郡家町誌編纂員会 八頭町 平成18 2006 鳥取県立図書館

（７２）県郡市町村誌（史）船岡町誌（1968年発行）
第六章　文教　第六項　社会体育（P.276） 船岡町誌編纂委員会 鳥取県八頭郡船岡町教育委

員会 昭和43 1968 鳥取県立図書館
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（７２）県郡市町村誌（史）

新船岡町誌（2002年発行）
第四編　文教　第一章　学校教育　
・体育教育の隆盛（P.420）　・運動競技の全盛期（P.434）

第四章　社会体育（P.568）　
第一節　町村合併前の体育行事（P.568）
第二節　体育行事の展開（P.569）　
第三節　戦後スポーツの復活と興隆（P.570）　
一.船岡町体育協会発足（P.570）　二.昭和三〇年以降の体
育協会の主な歩み（P.571）　・部活動の展開　
・その他の諸活動　・歴代体育協会長　・一般社会体育
第四節　隼プール（P.579）　一.建設の経緯　二.戦後の各
種大会　三.隼プール補修整備等

第六章　文化　第四節　ふるさとの唄　
・水泳の歌－しぶきをあげて－（P.633）

第七章　人物　
・荒岩（P.651）　・琴桜（P.633）　・森下広一（P.665）

新船岡町誌編纂委員会 船岡町 平成14 2002 鳥取県立図書館

（７２）県郡市町村誌（史）

八東町誌（1979年発行）
第三章　町政下二十年　
・水泳プールの建設（P.48）　・社会体育の成果（P.52）　
第四章　観光と文化財　
・公園－氷ノ山後山那岐山国定公園（P.60）

第二部　史談　第十九話　諸家列伝《現代人物誌》（P.444）
　
五.　力士　
荒岩亀之助・因幡で小角力となる　・八東町内の力士塚
・荒岩亀之助　・孫定蔵談話　・荒岩願主山口角力　
・荒岩の墓碑　・三代荒岩亀之助　・皆原出身三吉野関
・因幡角力の力士たち

八東町 八東町 昭和54 1979 鳥取県立図書館

（７２）県郡市町村誌（史）

八東町四十五年史（2005年発行）
第四章　教育・文化　二.社会教育　・社会体育（P.177）　・
八東町における社会体育　・扇ノ山もみじマラソンと八
東町フルーツマラソン　・体育指導委員　・八東郡民体
育大会における活躍　・体育施設の整備
第四部　観光と文化財　一.公園　・氷ノ山後山那岐山国
定公園（P.247）　・総合運動公園（P.248）

八東町 八東町 平成17 2005 鳥取県立図書館

（７２）県郡市町村誌（史）
若桜町誌（1982年発行）
第二章　教育・学芸文化の発達　
・若桜の体操教育（P.671）　・氷ノ山とスキー（P.673）　

鳥取県若桜町 鳥取県若桜町 昭和57 1982 鳥取県立図書館

（７２）県郡市町村誌（史）

智頭町誌　上巻　自然・歴史　（2000年発行）
第五章　近現代　・体育活動の展開（P.711）

資料　第五章　近現代
・二一.那岐小学校の体力測定（P.1037）　・二三.智頭農林
の体操（P.1039）

智頭町誌編さん委員会 智頭町 平成12 2000 鳥取県立図書館

（７２）県郡市町村誌（史）
智頭町誌　下巻　地域誌・民族・林業　（2000年発行）
第二編　民俗　
第二節　力競べ（P.452）

智頭町誌編さん委員会 智頭町 平成12 2000 鳥取県立図書館
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（７２）県郡市町村誌（史）

羽合町史　後編（1976年発行）
八.社会教育　
３.社会教育活動 （８）体育施設（P.1175）　（９）体育行
事（P.1176）
４.社会教育団体　（２）青年団（P.1183）

羽合町史編さん委員会 鳥取県東郷町羽合町教育委
員会 昭和51 1976 鳥取県立図書館

（７２）県郡市町村誌（史）

新修羽合町史（1994年発行）
第八章　生涯教育　
第三節　スポーツ（P.606）　
１.体育協会活動とスポーツの普及　２.東郷湖マラソン全
国大会　３.わかとり国体

羽合町史編さん委員会 羽合町 平成６ 1994 鳥取県立図書館

（７２）県郡市町村誌（史）

泊村誌（1989年発行）
第二章　社会教育　
六.社会体育（P.666）
・とまり生まれのスポーツ・グラウン・ドゴルフ・発祥
地で全国大会を開催・体育協会と栄光の記録

泊村編さん委員会 泊村 平成１ 1989 鳥取県立図書館

（７２）県郡市町村誌（史）
東郷町誌（1987年発行）
第九節　学校教育　

（四）昭和前期　・東郷愛球クラブの活躍（P.614）
東郷町誌編さん委員会 東郷町 昭和62 1987 鳥取県立図書館

（７２）県郡市町村誌（史）

三朝町誌（1965年発行）　三朝町制実施　第10周年記念刊
行事業

温泉と観光　
二.観光　３.スキー《スキーの歴史》（P.558）
三.温泉　12.花湯とジンショ

三朝町役場総務課 鳥取県東伯郡三朝町役場 昭和40 1965 鳥取県立図書館

（７２）県郡市町村誌（史）
続三朝町誌　ふるさと物語（1968年発行）　三朝町制実施
15周年記念刊行事業 明治100年記念
社会　110力持ち（P.336）　124郷土の力士（P.367）

三朝町　編さん 鳥取県東伯郡三朝町役場 昭和43 1968 鳥取県立図書館

（７２）県郡市町村誌（史）
新修三朝町誌（2009年発行）
第三編　現代史（昭和中頃から）　
第四章　教育・文化　（四）スポーツ振興（P.777）

三朝町史編さん委員会 三朝町 平成21 2009 鳥取県立図書館

（７２）県郡市町村誌（史）
北條町誌（1974年発行）
八.芸能・競技・遊戯（P.865）　
・相撲・力くらべ・競馬

北條町誌編纂委員会 北條町 昭和49 1974 鳥取県立図書館

（７２）県郡市町村誌（史）

新修北条町史（2005年発行）
第四節　社会体育の取組み（P.927）　
一.社会体育諸活動　二.社会体育諸施設

第六編　民俗　
七.祭りと行事　・七ヵ日相撲（P.1015）
一〇.相撲（P.1028）　

（１）神事と庶民の娯楽の相撲　
（２）北条出身の大相撲力士たち・武蔵野源之助（藩政資
料　家譜「鳥取藩の角力取　従寛政十年　至文化四年」）・
名取山繁右衛門・伯耆山喜右衛門・佐渡ヶ嶽澤右衛門・
鷲峰鷲之助・朝日山四郎右衛門

新修北条町史編纂委員会 北条町 平成17 2005 鳥取県立図書館
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（７２）県郡市町村誌（史）

大栄町誌（1980年発行）
八.社会教育　
３.体育　スポーツ関係（P.616）　

（１）大谷公設グラウンド　（２）八朔相撲　（３）育英中
学校　主催の大会　イ.山陰陸上競技大会　ロ.山陰庭球大
会　（４）功労者　山下藤蔵　梅津藤蔵　倉光安峰

一〇.全国表彰（P.637）　
１.大栄町体育振興会　２.体力つくり国民会議々長賞
３.保健文化省　４.体力つくり優秀組織

大栄町誌編さん委員会 大栄町役場 昭和55 1980 鳥取県立図書館

（７２）県郡市町村誌（史）

大栄町誌　続編（1998年発行）
３.教育行政　（３）体育スポーツの振興（P.474）　
１.体育協会　２.国民体育大会　３.すいか・ながいも健康
マラソン　４.由良川下りイカダレース大会

大栄町誌編さん委員会 大栄町役場 平成10 1998 鳥取県立図書館

（７２）県郡市町村誌（史）東伯町誌（1968年発行）
六.娯楽と芸能　８.相撲（P.546） 東伯町誌編さん委員会 東伯町役場 昭和43 1968 鳥取県立図書館

（７２）県郡市町村誌（史）

西伯町誌　完結編（2004年発行）
第二章　社会教育　
第一節　社会教育活動（P.464）
・文化体育施設の充実・スポーツ・スポーツ少年団
第二節　第四〇回国民体育大会（P.473）

第七編　文化　
第五節　スポーツ・ひと紀行（P.620）・定光真理子・高
木美代子・田子康宏・野口裕美・福岡亮一・福益敏・細
田恵誠・吉村真輝・ビーフライフの二人　内田美代子　
田辺愛子

鳥取県西伯郡西伯町町誌編纂委
員会 西伯町役場 平成16 2004 鳥取県立図書館

（７２）県郡市町村誌（史）
会見町誌（1973年発行）
第六章　教育と文化　
四.文化のあゆみ　７.体育競技（P.999）

会見町誌編さん企画委員会 会見町 昭和48 1973 鳥取県立図書館

（７２）県郡市町村誌（史）

会見町誌　続編（1995年発行）
第六章　教育と文化　
一.学校教育　七.学校および体育施設（P.553）　
三.社会体育の振興　六.体育・スポーツの振興（P.667）

会見町誌続編編さん企画委員会 会見町 平成7 1995 鳥取県立図書館

（７２）県郡市町村誌（史）

会見町誌　完結編（2004年発行）
第四章　教育と文化　
一.学校教育　六.学校および体育施設　（五）体育施設

（P.341）
三.社会教育の振興　四.体育・スポーツの振興（P.379）

会見町誌完結編編纂委員会 会見町 平成16 2004 鳥取県立図書館

（７２）県郡市町村誌（史）

岸本町誌（1983年発行）
第五編　教育文化　
第一節　青年団（P.945）

第三章　文化のあゆみ　
第三節　スポーツ（P.1007）・町民グラウンド・町民プール
・町民体育館・町民運動会・町民野球大会・岸本町体育協会・
剣道・薙刀・相撲・力石・アイススケート・空手道・漕艇・
岸本中学校対外試合・岸本小学校対外試合・鳥取国体

岸本町誌編さん委員会 岸本町 昭和58 1983 鳥取県立図書館
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（７２）県郡市町村誌（史）
溝口町誌（1973年発行）
Ⅲ習俗　
２.娯楽と芸能（P.699）　（７）相撲

溝口町誌編さん委員会 溝口町役場（鳥取県日野郡） 昭和48 1973 鳥取県立図書館

（７２）県郡市町村誌（史）

日吉津村誌　上巻（1986年発行）－歴史と行事を中心と
して－
第一節　各地区ものがたり　

（39）自転車乗りの先駆者（P.253）

日吉津村 日吉津村 昭和61 1986 鳥取県立図書館

（７２）県郡市町村誌（史）

大山町誌（1980年発行）
第六章　文化とスポーツ（P.891） 
第２節　登山の大山（P.893）
・大山登山のれい明・大山の山岳会・国体登山競技の大
山誘致・国体登山競技の開催記念碑

第三節　大山のスキー（P.897）
・日本のスキー・鳥取県スキーの夜明け・大山のスキー
講習会・大山のスキー競技会・華やかなスキーの大山
・大山はスキーのメッカ・山崎瑛子の活躍・大杖姉弟の
活躍・大杖に続く若い芽・大山国体の誘致・白銀の祭典
大山国体・国体メモ

大山町誌編さん委員会 大山町役場 昭和55 1980 鳥取県立図書館

（７２）県郡市町村誌（史）

大山町誌（1980年発行）
第四節　大山町の相撲（P.908）
・盛んであった宮相撲・大山町出身の東京相撲・大関荒
岩亀之助・土地相撲の人たち・（P.911　東伯相撲協会の
番付表）

第五節　戦後の町内スポーツ（P.912）
・町内スポーツの動向・所子地区野球大会・大山町卓球
大会・大山町バレーボール大会・所子文化財力石・（P.919

「鳥取郷土文化」No.72三浦宗雄「力石の民俗」参考）

大山町誌編さん委員会 大山町役場 昭和55 1980 鳥取県立図書館

（７２）県郡市町村誌（史）

続大山町誌（2010年発行）
第三節　大山夏山開き（P.459）　第六節　大山スキー場
開き祭（P.464）　第七節　仮装して滑走大会（P.465）　第
九節　大山（角盤山）修験道行者リレー（P.468）

第六章　大山を舞台にしたイベント　
第三節　JR西日本カップスポーツ大会（P.477）　第四節
　大山グリーンウォーク（P.478）　第五節　大山ふれあ
いウォーク（P.479）　第六節　大山と遊ぼう！大助・花
子の健康ウォーキング大会（P.480）

大山町誌編集委員会 大山町 平成22 2010 鳥取県立図書館
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（７２）県郡市町村誌（史）

続大山町誌（2010年発行）
第五編　教育文化　

（五）町民総スポーツ運動と地域のスポーツ大会（P.580）
（六）スポーツ少年団の育成と活動（P.585）
五.体育・スポーツの振興（P.608）　

（一）国立公園大山高原マラソン全国大会（P.608）　（二）
大山を舞台にした全国大会（P.610）　①第四〇回国民体
育大会「わかとり国体」（P.610）　②第二五回全国中学校
スキー大会（P.622）　③第四一回全国高等学校スキー大
会（P.623）　④第四八回国民体育大会冬季大会スキー競
技会「だいせん国体」（P.625）　⑤第三九回全国高等学校
登山大会（P.632）　⑥第三〇回全国身体障がい者スキー
大会鳥取大山大会（P.634）　（三）世界や全国で活躍した
選手

第八章　石造文化財　第十一節　大関荒岩亀之助ノ碑
（P.837）

大山町誌編集委員会 大山町 平成22 2010 鳥取県立図書館

（７２）県郡市町村誌（史）
名和町誌（1978年発行）
文教篇　第四節　人物　
・秋津川藤八　波の音万四郎

名和町誌編さん委員会 鳥取県西伯郡名和町 昭和53 1978 鳥取県立図書館

（７２）県郡市町村誌（史）
続名和町誌（2010年発行）
文教篇　・体育・スポーツ活動（P.555）
民俗篇　・力士塚（P.673） ・力石（P.753）

名和町誌編集委員会 大山町 平成22 2010 鳥取県立図書館

（７２）県郡市町村誌（史）
中山町史（1967年発行）
十二　中山町の教育文化の営み　
体育・相撲・力石・陸上競技

中山町役場 昭和42 1967 鳥取県立図書館

（７２）県郡市町村誌（史）

新修中山町誌　下巻（2009年発行）
第四章　社会体育（P.132）
・（一）社会体育の推進・（二）町民総スポーツ運動の展開
・（三）体育協会とスポーツ少年団・（四）社会体育施設

中山町誌編集委員会 大山町 平成21 2009 鳥取県立図書館
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（７２）県郡市町村誌（史）

日南町史　自然・文化
第五節　戦時下の体育（P.177）
・球技大会（P.178）・体操検閲（P.182）
第二章　小学校

（山上尋常高等小学校）・開墾によって屋外運動場を設置
（P.203）・屋内体操場建設と教室増築（P.203）・屋外運動
場再拡張と果樹園設置（P.204）

（山上尋常小学校）・100メートル直線コースを開拓（P.222）
（山上村立山上小学校）・体育館新築（P.229）
（日南町立山上小学校）・プールの新設成る（P.234）・堂々
たる体育館の改築成る（P.234）

（阿毘縁小学校）・国民学校（天然のプール）（P.244）・屋
内運動場落成（P.247）

（日南町立大宮小学校）・新校庭、自転車コンテスト、プー
ル竣工、スキー場（P.252）

（福塚尋常高等小学校）・福栄農業補習学校　庭球大会に
優勝（P.291）
第三章　中学校

（山上村立山上中学校）・体育館の新築なる（P.302）
（日南町立山上中学校）・女子排球に活躍、校庭拡張工事
竣工（P.304）

（阿毘縁中学校）・庭球（P.309）
（高宮村立大宮中学校）・バレーボール（P.312）
（日南町立石見中学校）・三橋喜久雄、盛んだったスポー
ツ（P.318）

日南町史編纂審議委員会 日南町 昭和59 1984 鳥取県立図書館

（７２）県郡市町村誌（史）

日南町史　自然・文化
第一〇章　教育委員会（P.380）・プールと学校建築（P.387）

第一一章　社会体育（P.389）
第一節　青年会当時の体育（P.389）

第二節　大正時代の体育（P.389）
・御大典記念運動会・第四回日野郡青年団大運動会・第
二回日野郡青年軍人連合運動会・武道および相撲・スキー
講習会始まる・大山登山・県武道大会郡予選始まる・全
国体育デーに関する件・日野郡青年武道大会

第三節　昭和前期の体育（P.395）
・鳥取県青年団大会・日野郡体育協会再興・第三回近郡オー
プン競技大会・郡体協主催武道大会・伯備線開通記念ス
キー講習会・昭和一四年度郡体協事業予定・日野郡総力
体育大会・決戦生活中の体育

第四節　終戦後の体育（P.399）
・郡陸上競技大会・全国青年大会・日南町体育協会発足
・日南町総合グランド建設・日南町体育祭の記録・陰陽
富田杯庭球大会

日南町史編纂審議委員会 日南町 昭和59 1984 鳥取県立図書館
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（７２）県郡市町村誌（史）

日野町誌（1970年発行）
・社会体育（P.547）
・日野町体育の歴史と社会体育のあゆみ（年表あり）・郡
民綜合体育大会における日野町の成績・日野郡公設運動場
・現在の社会教育団体（P.733）
・青年団・スポーツ少年団と子供会・日野町体育協会

日野町誌編纂委員会／編 日野町 昭和45 1970 鳥取県立図書館

（７２）県郡市町村誌（史）

江府町史（1975年発行）
・連合の大運動会（P.807）
・伯州児童庭球大会（P.810）・体操の検閲と体操祭（P.811）
・（写真）山根貞春著「体操教材解　体操教材配当」抄（昭
和9年製作）（P.812）
・銃剣道は廃止へ（P.831）・修学旅行と運動会（P.832）
・青年団の運動会（P.847）・相撲と武道大会（P.847）
・体育面を重視（P.987）・町の体育協会（P.995）・全国表
彰に輝く協会と個人（P.996）・ママさんバレー全国大会
に出場（P.996）・清水理夫の金字塔（P.997）・伯州少年庭
球大会の復活（P.998）・町のスポーツ少年団（P.998）・教
育特にスポーツ（P.1017） 

江府町史編さん委員会／編 江府町史編さん委員会 昭和50 1975 鳥取県立図書館

（７２）県郡市町村誌（史）

新修江府町史（2008年発行）
・水泳プール町内全校に設置完了（P.489）・俣野小学校体
育館落成（P490）・明倫小学校体育館落成（P490）
・小・中学生のソフトテニスの活躍（P.507）

第六章　生涯スポーツ（P.556 ～）
・待望の町立運動公園完成（P.556）・町民総スポーツ
の推進（P.559）・第四〇回国民体育大会山岳競技と招
致（P.561）・第二二回全国実業団バレーボール大会招致

（P.565）・歴史を引き継ぐソフトテニス（P.565）・小学生
の活躍（P.567）・中学生の活躍（P.568）・高校生・社会人
の活躍（P.569）・OBテニスクラブの活躍（P.571）・環境
に恵まれたスキー部（P.573）・伝統の婦人バレー（P.575）
・ボブスレー国際大会出場（P.576）

新修江府町誌編纂委員会／編 江府町 平成20 2008 鳥取県立図書館

（７２）県郡市町村誌（史）

境港市三十五周年史（1991年発行）
第四編　境港市三十五年の歩み　
第一〇章　教育・文化　第七節　社会体育（P.242）
第一四章　わかとり国体（P.293）

境港市 境港市 平成3 1991 鳥取県立図書館

（７２）県郡市町村誌（史）

境港市四十五周年史（2001年発行）
第十章　人と文化をはぐくむ教育・文化　
第四節　社会体育（P.336）
コラムその他　（８）境港市体育協会の歴史　（11）「力石」
が見つかった　（14）小学校の陸上競技

境港市 境港市 平成13 2001 鳥取県立図書館
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A 資料タイトル 著者 出版社 出版年月（元号） 出版年月

※ A-1 行幸啓事務の手引　取扱注意 鳥取県 S59.11 1984.11

※ A-2
第40回国民体育大会秋季大会
天皇陛下
行幸御日程　取扱注意　146

鳥取県 S60.10 1985.10

※ A-3

第40回国民体育大会秋季大会
三笠宮寛仁親王殿下
三笠宮寛仁親王妃殿下
御来県御日程　55

鳥取県 S60.10 1985.10

※ A-4

第40回国民体育大会秋季大会
三笠宮殿下
三笠宮妃殿下
御来県御日程　55

鳥取県 S60.10 1985.10

※ A-5
第40回国民体育大会秋季大会
三笠宮宜仁親王殿下
御来県御日程　55

鳥取県 S60.10 1985.10

※ A-6
第40回国民体育大会秋季大会
高松宮殿下
御来県御日程　55

鳥取県 S60.10 1985.10

※ A-7
第40回国民体育大会秋季大会
高円宮殿下
御来県御日程　55

鳥取県 S60.10 1985.10

※ A-8
第40回国民体育大会秋季大会
秩父宮妃殿下
御来県御日程　55

鳥取県 S60.10 1985.10

※ A-9

第40回国民体育大会秋季大会
常陸宮殿下
常陸宮妃殿下
御来県御日程　取扱注意　55　

鳥取県 S60.09 1985.09

※ A-10

第21回全国身体障害者スポーツ大会
皇太子殿下
皇太子妃殿下
行啓御日程　取扱注意　018

鳥取県 S60.11 1985.11

※ A-11

第21回全国身体障害者スポーツ大会
わかとり大会プログラム
はばたこう夢と希望の輪をひろげ
期日　昭和60年11月2日（土）・3日（日）
会場　鳥取県立布勢総合運動公園ほか

鳥取県 S60.11 1985.11

※ A-12

わかとり大会
第21回全国身体障害者スポーツ大会
はばたこう夢と希望の輪をひろげ
鳥取県
報告書
1985.11. ２～３

第21回全国身体障害者スポーツ大会
鳥取県実行委員会　監修・発行

株式会社新日本海新聞社
編集・製作

S61.02.25 1986.02.25

わかとり国体資料
国民体育大会事務局元総務課長　福澤二三男氏　旧所蔵（鳥取県スポーツ協会保管）
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※ A-13

（パンフレット）
はばたこう　夢と希望の　輪をひろげ
昭和60年　わかとり大会
第21回全国身体障害者スポーツ大会
11/2・3

第22回全国身体障害者スポーツ大会
鳥取県実行委員会　

※ A-14
明日へ向かってはばたこう
わかとり国体
第40回国民体育大会報告書

第40回国民体育大会
鳥取県実行委員会事務局　編集
第40回国民体育大会
鳥取県実行委員会
会長　鳥取県知事　西尾邑次　発行

中央印刷株式会社 S61.03 1986.03

※ A-15
わかとり国体開催記念アルバム
栄光への軌跡

山陰中央新報社
「栄光の軌跡」出版事務局 発行所
古川茂　発行人

山陰中央新報社　企画・制作
株式会社東洋出版（大阪）　印刷・製本

S60.11.18 1985.11.18

※ A-16
（はがき）
鳥取県立布勢総合運動公園　開園記念
全景・モニュメント・炬火台・陸上競技場・野球場　計５枚

鳥取県 S59.08.25 1984.08.25

※ A-17

読売新聞国体パンフレット
第40回国民体育大会
明日へ向かってはばたこう
わかとり国体
郷土の出場候補選手名鑑

発行者　読売新聞大阪本社販売局
監修　　読売新聞大阪本社鳥取支局　

株式会社よみうり企画　企画制作 S60.07.20 1985.07.20

※ A-18
Green Park　Tottori
県立都市公園

鳥取県土木部都市計画課
財団法人　鳥取県都市公園協会

※ A-19
布勢総合運動公園
鳥取県

鳥取県土木部都市計画課
（財）鳥取県都市公園協会
布勢総合運動公園管理センター

S60.09.10 1985.09.10

※ A-20

新聞記事情報　増刊
第40回国民体育大会
鳥取わかとり国体特別号
第一六号（季刊）　'85秋季号

鳥取編集出版グループ

※ A-21
第40回国民体育大会
60年わかとり国体
式典音楽写真集

編集　新日本海新聞社
監修　鳥取県国体事務局

式典音楽練習会推進協議会 S61.02.01 1986.02.01

※ A-22
第40回国民体育大会
60年わかとり国体
集団演技写真集　中学校部門

編集　新日本海新聞社
監修　鳥取県国体事務局

集団演技練習会推進協議会 S61.02.01 1986.02.01

※ A-23
第40回国民体育大会
60年わかとり国体
集団演技写真集　婦人・郷土芸能部門

編集　新日本海新聞社
監修　鳥取県国体事務局

集団演技練習会推進協議会 S61.02.01 1986.02.01

※ A-24
わかとり国体総合優勝記念誌
はばたき

編集　山陰中央新報社
監修・発行　財団法人　鳥取県体育協会
第40回国民体育大会鳥取県選手強化対策本部

S61.03.15 1986.03.15
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B 資料タイトル（式次第等による） 資料タイトル

B-1 第40回国民体育大会総監督会議式次第 （資料が入っている黄色の封筒に書いてあること）
第40回国民体育大会　総監督会議

日時　昭和60年10月19日（土）17時00分
場所　鳥取市富安1-25　玉姫殿

第40回国民体育大会鳥取県実行委員会
〒680　鳥取市東町一丁目271番地

TEL（0857）26-7686

B-2
資料１
団長・先頭者・総監督・旗手・参加者一覧表

資料１
第40回国民体育大会　秋季大会団長・先頭者・総監督・旗手・参加者一覧表

※ B-3
資料２
開閉会式運営要領

（同じものが２部ある）
資料２
第40回　国民体育大会秋季大会
開・閉会式運営要領
開会式　昭和60年10月20日（日）
閉会式　昭和60年10月25日（金）
布勢総合運動公園陸上競技場

※ B-4
資料３
総合プログラム

資料３
第40回国民体育大会
秋季大会総合プログラム
昭和60年10月20日（日）～25日（金）
主催/（財）日本体育協会・文部省・鳥取県

※ B-5
資料４
記録速報ハンドブック

資料４
第40回国民体育大会夏・秋季大会
記録速報ハンドブック
第40回国民体育大会鳥取県実行委員会

※ B-6
資料５
宿泊要項・宿泊業務実施要領

資料５
第40回国民体育大会夏・秋季大会
宿泊要項
宿泊業務実施要領
60年わかとり国体
第40回国民体育大会鳥取県実行委員会

※ B-7
資料６
輸送計画書（バス輸送指定集合地見取図　添付）

資料６
わかとり国体　秋季
輸送計画書
第40回国民体育大会鳥取県実行委員会

B-8

資料６
明日へ向かってはばたこう
わかとり国体
バス輸送指定集合地見取図
－選手・監督・各県本部役員、競技役員用－

B-9
資料７
自衛隊協力車両操縦手名簿

資料７
第40回国民体育大会自衛隊協力車両操縦手名簿

B-10 総監督会議出席者名簿 第40回国民体育大会総監督会議出席者名簿

B-11 秋季大会各競技会に伴う諸会議日程表

第40回国民体育大会
秋季大会
各競技会に伴う諸会議日程表
第40回国民体育大会鳥取県実行委員会

※ B-12 総合成績計算要領
総合成績計算要領
第40回国民体育大会鳥取県実行委員会

記録等と書いてある袋に入っていた資料
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B-13
資料２
開・閉会式運営要領

資料２
第40回　国民体育大会秋季大会
開・閉会式運営要領
開会式　昭和60年10月20日（日）
閉会式　昭和60年10月25日（金）
布勢総合運動公園陸上競技場

B-14 男女総合・女子総合成績一覧表
第40回国民体育大会
総合成績（天皇杯得点）一覧表
総合成績（皇后杯得点）一覧表

※ B-15 医療救護のしおり

（同じものが３部ある）
わかとり国体
医療救護のしおり
第40回国民体育大会鳥取県実行委員会

※ B-16 電話帳

明日へ向かってはばたこう
60年わかとり国体
秋季大会用昭和60年10月20日（日）～ 25日（金）
電話帳
NTT

※ B-17 交通規制のお知らせ
秋季大会開会式場周辺駐車場・乗降場案内及び交通規制図
秋季大会閉会式場周辺駐車場・乗降場案内及び交通規制図

B-18

第40回国民体育大会
秋季大会
自衛隊協力車両取扱要領
第40回国民体育大会鳥取県実行委員会

B-19 第40回国民体育大会全国代表者会議次第 （資料が入っている封筒に書いてあること）
1

第40回国民体育大会　全国代表者会議
期日　昭和60年９月13日（金）

場所　皆生温泉会館
第40回国民体育大会鳥取県実行委員会

B-20
資料
１．説明資料
２．その他資料

B-21
資料１
第40回国民体育大会諸会議日程

資料１
第40回国民体育大会夏季・秋季大会に伴う諸会議日程

B-22
資料２
開・閉会式運営要領

資料２
第40回　国民体育大会夏季大会
開・閉会式運営要領
開会式　昭和60年９月15日（日）
閉会式　昭和60年９月18日（水）
米子市営東山水泳場

B-23
資料３
各競技会別諸会議日程表

資料３
第40回国民体育大会夏季大会各競技会に伴う諸会議日程表

※ B-24
資料４
夏季大会競技日程・組合せ表

資料４
第40回国民体育大会　夏季大会
競技日程・組合せ表
わかとり国体
昭和60年９月15日（日）～ 18（水）
第40回国民体育大会鳥取県実行委員会
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※ B-25
資料５
記録速報ハンドブック

資料５
第40回国民体育大会夏・秋季大会
記録速報ハンドブック
第40回国民体育大会鳥取県実行委員会

※ B-26
資料６
宿泊要項・宿泊業務実施要領

資料６
第40回国民体育大会夏・秋季大会
宿泊要項
宿泊業務実施要領
60年わかとり国体
第40回国民体育大会鳥取県実行委員会

B-27
資料７
医療救護のしおり

資料７
わかとり国体
医療救護のしおり
第40回国民体育大会鳥取県実行委員会

※ B-28
資料８
輸送計画書（バス輸送指定集合地見取図　添付）

資料８
わかとり国体－夏季－
輸送計画書
第40回国民体育大会鳥取県実行委員会

B-29

資料８
明日へ向かってはばたこう
わかとり国体
バス輸送指定集合地見取図
－選手・監督・各県本部役員,競技役員用－

※ B-30
資料９
輸送計画書別冊「全国集合輸送」

資料９
わかとり国体（秋季大会）
輸送計画書
別冊「全国集合輸送」
第40回国民体育大会鳥取県実行委員会

B-31
資料10
常陸宮殿下・同妃殿下お成り日程

資料10
第40回国民体育大会夏季大会常陸宮殿下・常陸宮妃殿下御来県御日程

B-32 第40回国民体育大会全国代表者会議出席者名簿

B-33 全国代表者会議の資料の取扱いについて　60. ６.17

B-34 第40回国民体育大会　夏季大会団長・先頭者・総監督・旗手・参加者一覧表

B-35

第40回国民体育大会
秋季大会
自衛隊協力車両取扱要領
第40回国民体育大会鳥取県実行委員会

B-36 自衛隊協力車両使用計画（変更）書

※ B-37

明日へ向かってはばたこう
60年わかとり国体
夏季大会用昭和60年９月15日（日）～ 18日（水）
電話帳
NTT

（資料が入っている封筒に書いてあること）
２

第40回国民体育大会　全国代表者会議
期日　昭和60年９月13日（金）

場所　皆生温泉会館
第40回国民体育大会鳥取県実行委員会

B-38
第40回国民体育大会夏季大会
電話番号表
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※ B-39

夏季大会
総合ガイドブック
わかとり国体
第40回国民体育大会鳥取県実行委員会

B-40

第40回国民体育大会
夏季大会
交通案内・時刻表
第40回国民体育大会鳥取県実行委員会

※ B-41

第40回国民体育大会「わかとり国体」スポーツ芸術の開催について（御案内）
・第40回国民体育大会　スポーツ芸術　
主催　財団法人日本体育協会　文部省　鳥取県・鳥取市
・第40回国民体育大会スポーツ芸術　第21回郷土の民俗芸能大会　入場整理券
山河あり　ふるさとあり　砂川哲夫作・演出　　10月19日（土）鳥取市民会館　開演13:00
主催　財団法人日本体育協会・文部省・鳥取県・鳥取市

B-42
第40回国民体育大会（冬季大会）
総合成績（天皇杯得点）一覧表
総合成績（皇后杯得点）一覧表

B-43
総合成績計算要領
第40回国民体育大会鳥取県実行委員会

※ B-44

第40回国民体育大会の記録
（わかとり国体）
夏季大会　昭和60年９月15日（日）～ 18日（水）
秋季大会　昭和60年10月20日（日）～ 25日（金）
・総合成績　・累加記録　・県勢記録

※ B-45

（２冊ある）
わかとり国体
第40回国民体育大会　1985
新日本海新聞社　
昭和60年12月１日発行

※ B-46
昭和60年
わかとり国体　記念スタンプ
鳥取県
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C 資料タイトル

※ C-1
第28回中国陸上競技選手権大会
兼 第68回 日 本 陸 上 競 技 選 手 権 大 会 中 国 地 域 予 選 会 

（第40回国民体育大会陸上競技リハーサル大会）

期　日　昭和59年８月25日（土）・26日（日）
会　場　鳥取県立布勢総合運動公園陸上競技場

主催　中国陸上競技協会
共催　鳥取市・第40回国民体育大会鳥取市実行委員会
後援　 鳥取県・第40回国民体育大会鳥取県実行委員会・ 鳥

取県教育委員会　（財）鳥取県体育協会・鳥取市教
育委員会・鳥取市体育協会

主管　鳥取陸上競技協会

※ C-2 第37回全日本フェンシング選手権大会
第40回国民体育大会フェンシング競技リハーサル大会

期　日　昭和60年３月20日（水）・24日（日）
会　場　河原町総合町民体育館

主催　日本フェンシング協会 
　　　河原町・河原町教育委員会 
　　　第40回国民体育大会河原町実行委員会 
主管　鳥取県フェンシング協会　 
後援　鳥取県・鳥取県教育委員会 
　　　第40回国民体育大会鳥取県実行委員会 
　　　（財）鳥取県体育協会・河原町体育会

※ C-3

第32回中国地域高等学校選手権水泳競技大会（水球） 
兼　昭和59年度　全国高等学校総合体育大会 
第52回日本高等学校選手権水泳競技大会 
中国地域予選会 

（第40回国民体育大会水泳競技（水球）リハーサル大会）

期　日　昭和59年７月25日（水）・26日（木）・27日（金） 
会　場　鳥取県立米子工業高校プール

主催　 全国高等学校体育連盟・中国高等学校体育連盟・（財）
日本水泳連盟・鳥取県・島根県・鳥取県教育委員会・
島根県教育委員会・米子市・第40回国民体育大会米
子市実行委員会

後援　 第40回国民体育大会鳥取県実行委員会・ （財）鳥取
県体育協会・米子市教育委員会・米子市体育協会

主管　鳥取県高等学校体育連盟・鳥取県水泳連

※ C-4
第29回全国高等学校軟式野球選手権東中国大会 
第40回国民体育大会高等学校野球競技（軟式）リハーサ
ル大会

期　日　昭和59年８月３日（金）～５日（日） 
会　場　町営三朝球場

主催　島根・岡山・鳥取各県高等学校野球連盟 
主管　鳥取県高等学校野球連盟 
共催　三朝町・第40回国民体育大会鳥取県実行委員会 
後援　鳥取県・第40回国民体育大会鳥取県実行委員会 
　　　鳥取県教育委員会　三朝町教育委員会 
　　　朝日新聞社・毎日新聞社

※ C-5
第６回西日本軟式野球大会 

〈一部〉 
第40回国民体育大会軟式野球競技リハーサル大会

期　日　昭和59年６月２日から４日間 
会　場　鳥取県営布勢総合運動公園野球場 
　　　　鳥取市営美保球場 
　　　　郡家町営郡家球場

主催　財団法人全日本軟式野球連盟

※ C-6
軟式庭球創始100周年記念 
昭和59年度全日本実業団軟式庭球選手権大会 
第40回国民体育大会軟式庭球競技リハーサル大会

会　　期　昭和59年８月11日（土）～８月12日（日） 
競技会場　鳥取市千代テニス場・鳥取大学テニスコート　鳥取市城北テニス場

主催　財団法人日本軟式庭球連盟・鳥取市 
　　　第40回国民体育大会鳥取市実行委員会 
主管　鳥取県軟式庭球連盟 
後援　鳥取県・第40回国民体育大会鳥取県実行委員会 
　　　鳥取県教育委員会・財団法人鳥取県体育協会 
　　　鳥取市教育委員会・鳥取市体育協会

※ C-7

第39回国民体育大会中国地区大会 
漕艇競技会 
兼中国５県対抗漕艇競技会 

（第40回国民体育大会漕艇競技リハーサル大会）

期　日　昭和59年７月21日・22日 
会　場　米子市・錦海漕艇場

主催　 中国各県・中国各県教育委員会　中国各県体育協会・
中国地区漕艇連盟 
第40回国民体育大会米子市実行委員会

共催　 中国高等学校体育連盟・米子市　米子市教育委員会・
米子市体育協会

主管　 第39回国民体育大会中国地区大会島根県実行委員会 
　　　鳥取県漕艇連盟・米子漕艇協会 
後援　 文部省・財団法人日本体育協会・社団法人日

本漕艇協会 
第40回国民体育大会鳥取県実行委員会

国体局関係と書いてある袋に入っていた資料
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※ C-8 第18回中国社会人サッカー選手権大会 
第40回国民体育大会サッカー競技リハーサル大会

昭和59年９月29日（土）→10月１日（月）／３日間 
岩美町民総合運動場／岩美高校第2グランド／岩美中学校・岩美高校併用グランド

主催　 中国サッカー協会　中国社会人サッカー連盟　岩美
町　第40回国民体育大会岩美町実行委員会

主管　鳥取県サッカー協会　鳥取県社会人サッカー連盟
後援　鳥取県　第40回国民体育大会鳥取県実行委員会　
　　　 鳥取県教育委員会（財）鳥取県体育協会　
　　　岩美町教育委員会　岩美町体育会

C-9

ぱるうあ 
日本海にそって－⑨ 
特集:山陰みやげ・伝統工芸と民芸品 
山陰の温泉小史―島根県― 
第37回国民体育大会　くにびき国体 
夏季大会　昭和57年９月12日→15日 
秋季大会　昭和57年10月３日→８日

昭和57年７月１日 
発　行　日本海テレビ放送

編集　日本海テレビ放送 
　　　日本交通事業社

※ C-10 国体広報　わかとり　第１号　1983-8 
表紙　練習に励む鳥取工業高校水泳部 昭和58年８月１日発行 発行　第40回国民体育大会　鳥取県実行委員会

※ C-11

国体広報　わかとり　新年号　第２号　1984-1 
夏季大会あと623日　秋季大会あと658日 
表紙　バレーボール競技のリハーサル大会 

（昭和58年日本産業人９人制バレーボール男女全国優勝大
会　58年11月開催北条町・羽合町）

昭和59年１月１日発行

発行　第40回国民体育大会　鳥取県実行委員会

※ C-12

国体広報　わかとり　第３号　1984-8 
夏季大会あと410日　秋季大会あと445日（８月１日現在） 
表紙　第38回県陸上競技選手権大会 

（県立布勢総合運動公園陸上競技場）

昭和59年８月１日発行

発行　第40回国民体育大会　鳥取県実行委員会

※ C-13

国体広報　わかとり　第４号　1985-1 
夏季大会　昭和60年９月15日（日）～ 18日（水）あと257日 
秋季大会　昭和60年10月20日（日）～ 25日（金）あと292日 

（１月１日現在） 
表紙　第37回全日本新体操選手権大会・新体操リハーサ
ル大会 

（鳥取市民体育館）

昭和60年１月１日発行　新年号

発行　第40回国民体育大会　鳥取県実行委員会

※ C-14

国体広報　わかとり　第５号　1985-9 
夏季大会　昭和60年９月15日（日）～ 18日（水）あと14日　 
秋季大会　昭和60年10月20日（日）～ 25日（金）あと49日 

（9月1日現在）

昭和60年９月１日発行

発行　第40回国民体育大会　鳥取県実行委員会

※ C-15 第40回国民体育大会秋季大会 
開会式プログラム

昭和60年10月20日（日） 
鳥取県立布勢総合運動公園陸上競技場

主催　（財）日本体育協会・文部省・鳥取県

※ C-16 第40回国民体育大会夏季大会 
閉会式プログラム

昭和60年９月18日（水） 
米子市営東山水泳場

主催　（財）日本体育協会・文部省・鳥取県

※ C-17

60年　明日へ向かってはばたこう 
わかとり国体 
夏季大会９・15（日）→18（水）　
秋季大会10・20（日）→25（金） 
県民総参加で成功させよう！

第40回国民体育大会鳥取県実行委員会

※ C-18

わかとり国体県民運動マスコットマーク 
制作者　篠田ひでお（漫画家）　（溝口町出身） 
基本画　 
展開画
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C-19 鳥取駅前商店街特製カレンダー 
第40回国民体育大会「わかとり国体」⑤60年９･10月

鳥取駅前商店街

※ C-20

明日へ向かってはばたこう 
60年　わかとり国体 
ガイドブック　 
会期 
夏季大会昭和60年９月15日（日）～ 18日（水）　４日間 
秋季大会昭和60年10月20日（日）～ 25日（金）　６日間

第40回国民体育大会鳥取県実行委員会

※ C-21
（ポスター）　 
わかとり国体フォトニュース　No. １ 1983-9 
わたしも参加！あなたも仲間！

第40回国民体育大会鳥取県実行委員会

※ C-22

（ポスター）　 
わかとり国体フォトニュース　No. ３  
夏季大会昭和60年９月15日（日）～ 18日（水）　　 
秋季大会昭和60年10月20日（日）～ 25日（金） 
59年7月発行 
リハーサル大会県下各地で熱戦を展開　 
国体はわたしたちの手で！

第40回国民体育大会鳥取県実行委員会

C-23 身体に障害をもつ人へのエチケット 
あなたのやさしさを行動に

第21回全国身体障害者スポーツ大会鳥取県実行委員会 
わかとり大会県民運動推進協議会

※ C-24
（同じものが２部ある） 
（パンフレット） 
布勢総合運動公園

鳥取県都市公園協会 
布勢総合運動公園管理センター 
鳥取県土木部都市計画課

C-25
わかとり国体 
布勢総合運動公園 
炬火台設計内訳書

C-26
鳥取県立布勢総合運動公園 
公園の概要 
使用料

鳥取県都市公園協会 
布勢総合運動公園管理センター 
鳥取県土木部都市計画課

C-27 （パンフレット）鳥取県埋蔵文化財センター 鳥取県埋蔵文化財センター

※ C-28

明日へ向かってはばたこう 
わかとり国体 
第40回国民体育大会 
朝日新聞

発行　朝日新聞大阪本社宣伝部　

第40回国民体育大会鳥取県実行委員会

C-29

解放新聞　鳥取版 
部落解放同盟鳥取県連合会 
差別事件特集 
あいつぐ差別事件に同和教育の確立を急げ 
行政の責任を問う 

（国体がらみ）

1985年１月30日発行

発行所　解放新聞社鳥取支局 
人権・行政対策部 
部落解放同盟鳥取県連内 
編集人　森下冷蔵

※ C-30
県民運動推進の手びき 
明日へ向かってはばたこう 
わかとり国体

わかとり国体県民運動推進協議会 
第40回国民体育大会鳥取県実行委員会

C-31

（シール） 
わかとり国体県民運動マスコットマーク 
制作者　篠田ひでお（漫画家）　（溝口町出身） 
基本画　 
展開画
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C-32

職員広報 
こうせい 
スポーツは心を守り身を守る 

（表紙）布勢総合運動公園陸上競技場開場式での炬火台除
幕（５月25日　西尾知事と園児）

昭和59年６月15日発行

編集発行　鳥取県職員厚生課

C-33 米子市営　東山水泳場 
ごあんない

財団法人　米子市教育文化事業団

※ C-34
60年　明日へ向かってはばたこう 
わかとり国体 
市民運動のしおり

発行日　昭和59年２月
発　行　第40回国民体育大会鳥取市実行委員会 
　　　　わかとり国体鳥取市市民運動推進協議会 
　　　　（事務局・鳥取市企画部国体事務局）

※ C-35
乗務員ハンドブック 

《接客サービス・接客マナー》 
わかとり国体を迎えるに当って

鳥取県乗用自動車協会

C-36 家庭教育資料　No. ５
こころ 発行日　昭和60年３月 編集発行者　鳥取県教育委員会

C-37

近畿大学豊岡女子短期大学　紀要 
第９号　別冊 
時代的背景における国体の変遷 
～国体論その５～ 
A Survey of the Changes of the Japanese National 
Athletic Meeting in Historical Background 
A study on kokutai -No.5

昭和56年12月１日発行

山西長太郎 
Chōtarō Yamanishi

C-38
（紐でくくり、束になっている） 
わかとり国体　県民運動情報 
１～ 12号

②昭和58年９月　③昭和59年１月　 
④昭和59年３月　⑤昭和59年７月 
⑥昭和59年11月　⑦昭和59年12月　 
⑧昭和60年３月　⑨昭和60年６月 
⑩昭和60年８月　⑪昭和60年10月　 
⑫昭和61年１月

発　行　わかとり国体県民運動推進協議会 
　　　　第40回国民体育大会鳥取県実行委員会

C-39 総会
昭和60年12月12日（木） 
午前11時 
鳥取産業体育館

第40回国民体育大会鳥取県実行委員会 
第21回全国身体障害者スポーツ大会鳥取県実行委員会

※ C-40

第40回国民体育大会　 
準備概要　第１集 
明日へ向かってはばたこう 
わかとり国体 
夏季大会昭和60年９月15日（日）～ 18日（水）　 
秋季大会昭和60年10月20日（日）～ 25日（金）

昭和59年３月31日発行

編集発行　第40回国民体育大会鳥取県実行委員会

※ C-41
第40回国民体育大会 
施設概要 
わかとり国体

第40回国民体育大会鳥取県実行委員会

※ C-42

（紐でくくり、束になっている） 
国民体育大会事務局事業概要 
昭和58年度・昭和59年度・昭和60年度 
わかとり国体　明日へ向かってはばたこう 
鳥取県

鳥取県

※ C-43
（紐でくくり、束になっている） 
第40回国民体育大会鳥取県実行委員会 
総会

日時　昭和60年６月14日（金） 
　　　午後１時 
会場　鳥取県社会教育福祉会館

第40回国民体育大会鳥取県実行委員会
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※ C-44
（紐でくくり、束になっている）つづき 
第40回国民体育大会鳥取県実行委員会 
常任委員会

日時　昭和60年６月14日（金） 
　　　午前11時 
会場　鳥取県社会教育福祉会館

第40回国民体育大会鳥取県実行委員会

※ C-45
（紐でくくり、束になっている）つづき 
第40回国民体育大会鳥取県実行委員会 
常任委員会

日時　昭和60年３月23日（土） 
　　　午前11時 
会場　鳥取県庁講堂

第40回国民体育大会鳥取県実行委員会

※ C-46 （紐でくくり、束になっている）つづき 
監査報告書 昭和60年６月14日 第40回国民体育大会鳥取県実行委員会

※ C-47
（紐でくくり、束になっている）つづき 
第40回国民体育大会鳥取県実行委員会 
総会

日　時　昭和59年７月23日（月） 
　　　　午後１時 
会　場　鳥取県社会教育福祉会館

第40回国民体育大会鳥取県実行委員会

※ C-48
（紐でくくり、束になっている）つづき 
第40回国民体育大会鳥取県実行委員会 
常任委員会

日　時　昭和59年７月23日（月） 
　　　　午前11時 
会　場　対翠閣

第40回国民体育大会鳥取県実行委員会

※ C-49

（紐でくくり、束になっている）つづき 
第40回国民体育大会鳥取県実行委員会 
県民総スポーツ運動鳥取県推進委員会 
役員、委員名簿 

（昭和59年７月23日開催総会資料）

第40回国民体育大会鳥取県実行委員会 
県民総スポーツ運動鳥取県推進委員会

※ C-50

（紐でくくり、束になっている）つづき 
県民総スポーツ運動鳥取県推進委員会 
総会 
スポーツで結ぶ人の和　郷土の輪

昭和59年７月23日 
県社会教育福祉会館大ホール

※ C-51

（紐でくくり、束になっている）つづき 
県民総スポーツ運動鳥取県推進委員会 
常任委員会 
スポーツで結ぶ人の和　郷土の輪

昭和59年７月23日 
対翠閣（しいたけ会館）大ホール

※ C-52
（紐でくくり、束になっている）つづき 
第40回国民体育大会鳥取県実行委員会 
常任委員会

日時　昭和59年３月27日（火） 
　　　午前11時 
会場　鳥取県庁講堂

第40回国民体育大会鳥取県実行委員会

※ C-53
（紐でくくり、束になっている）つづき 
報告事項３ 
参加章・記念章のデザインについて

※ C-54
（紐でくくり、束になっている）つづき 
第40回国民体育大会鳥取県実行委員会 
常任委員会

日時　昭和58年11月14日（月） 
　　　午前11時 
会場　白兎会館

第40回国民体育大会鳥取県実行委員会

※ C-55
（紐でくくり、束になっている）つづき 
第40回国民体育大会鳥取県実行委員会 
総会

日時　昭和58年７月13日（水） 
　　　午後１時 
会場　県庁講堂

第40回国民体育大会鳥取県実行委員会

※ C-56
（紐でくくり、束になっている）つづき 
第40回国民体育大会鳥取県実行委員会 
常任委員会

日時　昭和58年７月13日（水） 
　　　午前10時30分 
会場　明治生命ビル５階ホール

第40回国民体育大会鳥取県実行委員会

※ C-57
（紐でくくり、束になっている）つづき 
第40回国民体育大会鳥取県実行委員会 
常任委員会会議資料

日時　昭和58年３月４日（金） 
　　　午前11時 
会場　明治生命ビル５階ホール

第40回国民体育大会鳥取県実行委員会

※ C-58
（紐でくくり、束になっている）つづき 
第40回国民体育大会鳥取県準備委員会総会 
第40回国民体育大会鳥取県実行委員設立総会

昭和57年７月20日 
鳥取県庁講堂
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※ C-59
（紐でくくり、束になっている）つづき 
第40回国民体育大会鳥取県準備委員会総会 
常任委員会

昭和57年７月20日 
鳥取県庁講堂

※ C-60
（紐でくくり、束になっている） 
わかとり国体県民運動推進協議会 
設立総会

期日　昭和57年９月16日（木） 
会場　鳥取県庁講堂

※ C-61
（紐でくくり、束になっている）つづき 
わかとり国体県民運動推進協議会 
総会

期日　昭和58年５月９日（月） 
会場　鳥取県庁講堂

※ C-62
（紐でくくり、束になっている）つづき 
わかとり国体県民運動推進協議会 
総会

期日　昭和59年５月28日（月） 
会場　鳥取県庁講堂

※ C-63
（紐でくくり、束になっている）つづき 
わかとり国体県民運動推進協議会 
総会

期日　昭和60年５月17日（金） 
会場　鳥取県庁講堂

※ C-64
（ファイル　実行委員会　総会・常任委員会） 
第40回国民体育大会鳥取県実行委員会 
常任委員会会議資料

日時　昭和58年３月４日（金） 
　　　午前11時 
会場　明治生命ビル５階ホール

第40回国民体育大会鳥取県実行委員会

※ C-65
（ファイル　実行委員会　総会・常任委員会）つづき 
第40回国民体育大会鳥取県準備委員会総会 
第40回国民体育大会鳥取県実行委員設立総会

昭和57年７月20日 
鳥取県庁講堂

※ C-66
（ファイル　実行委員会　総会・常任委員会）つづき 
第40回国民体育大会鳥取県準備委員会総会 
常任委員会

昭和57年７月20日 
鳥取県庁講堂

※ C-67
（ファイル　実行委員会　総会・常任委員会）つづき 
第40回国民体育大会鳥取県準備委員会 
常任委員会

昭和57年３月26日 
鳥取県庁会議室

※ C-68
（ファイル　実行委員会　総会・常任委員会）つづき 
第40回国民体育大会鳥取県準備委員会 
常任委員会

昭和56年10月８日 
鳥取県庁講堂

※ C-69 （ファイル　実行委員会　総会・常任委員会）つづき 
別添１　第40回国民体育大会テーマカラー

※ C-70 （ファイル　実行委員会　総会・常任委員会）つづき 
別添２　わかとり国体シンボルマーク募集要項

※ C-71 （ファイル　実行委員会　総会・常任委員会）つづき 
別添３　わかとり国体の音頭歌詞募集要項

※ C-72 （ファイル　実行委員会　総会・常任委員会）つづき 
第40回国民体育大会鳥取県準備委員会　総会

昭和56年７月９日 
県庁講堂

※ C-73
（ファイル　実行委員会　総会・常任委員会）つづき 
第40回国民体育大会鳥取県準備委員会 
常任委員会

昭和56年７月９日 
鳥取県庁会議室

※ C-74
（ファイル　実行委員会　総会・常任委員会）つづき 
第40回国民体育大会鳥取県準備委員会 
常任委員会

昭和56年３月26日 
鳥取県庁会議室

※ C-75
（ファイル　実行委員会　総会・常任委員会）つづき 
第40回国民体育大会鳥取県準備委員会 
常任委員会

昭和56年２月24日 
鳥取県議会大会議室
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※ C-76
（ファイル　実行委員会　総会・常任委員会）つづき 
第40回国民体育大会鳥取県準備委員会 
常任委員会

昭和55年10月８日 
鳥取県庁会議室

※ C-77
（ファイル　実行委員会　総会・常任委員会）つづき 
第40回国民体育大会鳥取県準備委員会 
総会

昭和55年７月８日 
鳥取県庁講堂

※ C-78
（ファイル　実行委員会　総会・常任委員会）つづき 
第40回国民体育大会鳥取県準備委員会 
常任委員会

昭和55年７月8日 
鳥取県庁会議室

※ C-79
（ファイル　実行委員会　総会・常任委員会）つづき 
第40回国民体育大会鳥取県準備委員会 
常任委員会

昭和55年３月27日 
ナショナル会館

※ C-80
（ファイル　実行委員会　総会・常任委員会）つづき 
第40回国民体育大会鳥取県準備委員会 
総会

昭和54年７月10日 
鳥取県庁講堂

※ C-81
（ファイル　実行委員会　総会・常任委員会）つづき 
第40回国民体育大会鳥取県準備委員会 
常任委員会

昭和54年７月10日 
鳥取県議会大会議室

※ C-82
（ファイル　実行委員会　総会・常任委員会）つづき 
第40回国民体育大会鳥取県準備委員会 
総会

昭和53年７月３日 
県庁講堂

※ C-83
（ファイル　実行委員会　総会・常任委員会）つづき 
第40回国民体育大会鳥取県準備委員会 
常任委員会

昭和53年３月29日 
県庁大会議室

※ C-84

（ファイル　実行委員会　総会・常任委員会）つづき 
県民総スポーツ運動鳥取県推進委員会 
第40回国民体育大会鳥取県準備委員会 
設立総会

昭和52年７月13日 
鳥取県庁講堂
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D 資料タイトル

D-1 国民体育大会調査特別委員会委員長報告（61. ３.20）

D-2

第40回国民体育大会
準備概要　第１集
明日へ向かってはばたこう
わかとり国体
夏季大会　昭和60年９月15日（日）～ 18日（水）　４日間
秋季大会　昭和60年10月20日（日）～ 25日（金）　６日間

第40回国民体育大会鳥取県実行委員会

※ D-3

（紐でくくり束になっている）
明日へ向かってはばたこう
60年　わかとり国体
ガイドブック

第40回国民体育大会鳥取県実行委員会

D-4

（紐でくくり束になっている）つづき
明日へ向かってはばたこう
60年　わかとり国体
ガイドブック
夏季大会　昭和60年９月15日（日）～ 18日（水）　４日間
秋季大会　昭和60年10月20日（日）～ 25日（金）　６日間

D-5

（紐でくくり束になっている）つづき
明日へ向かってはばたこう
60年　わかとり国体
ガイドブック
夏季大会　昭和60年９月15日（日）～ 18日（水）　４日間
秋季大会　昭和60年10月20日（日）～ 25日（金）　６日間

※ D-6
第40回国民体育大会スポーツ芸術
第21回郷土の民俗芸能大会
山河あり　ふるさとあり

昭和60年10月19日（土）　開演　午後１時
会場　鳥取市民会館

主催　財団法人日本体育協会・文部省・鳥取県・鳥取市

※ D-7
第40回国民体育大会スポーツ芸術
第29回鳥取県美術展覧会出品目録

昭和60年10月17日（木）～ 10月27日（日）
会場　鳥取県立博物館

主催　財団法人日本体育協会・文部省・鳥取県・鳥取市

D-8
明日へ向かってはばたこう
60年　わかとり国体
ガイドブック

第40回国民体育大会鳥取県実行委員会

※ D-9

（黄色の袋）
第40回国民体育大会
全国報道者会議

（夏季大会）

明日へ向かってはばたこう
わかとり国体

日時　昭和60年９月14日（土）　14時00分
場所　皆生温泉会館

第40回国民体育大会報道委員会

（黄色の袋に書いてあること）
第40回国民体育大会

全国報道者会議
（夏季大会）

日時　昭和60年９月14日（土）　14時00分
場所　米子市皆生1785　皆生温泉会館
第40回国民体育大会鳥取県実行委員会

〒680鳥取市東町一丁目271番地
TEL（0857）26-7676

D-10
（黄色の袋）つづき
夏季大会全国報道者会議次第

国体局・事務局関係と書いてある袋に入っていた資料
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D-11
（黄色の袋）つづき
出席者紹介

D-12
（黄色の袋）つづき
夏季大会開・閉会式場
周辺駐車場・乗降場案内及び交通規制図

D-13

（黄色の袋）つづき
第40回国民体育大会夏・秋季大会
宿泊要項
宿泊業務実施要領
60年わかとり国体

第40回国民体育大会鳥取県実行委員会

D-14
（黄色の袋）つづき
第40回国民体育大会夏・秋季大会
記録速報ハンドブック

第40回国民体育大会鳥取県実行委員会

D-15
（黄色の袋）つづき
総合成績計算要領

第40回国民体育大会鳥取県実行委員会

D-16

（黄色の袋）つづき
夏季大会
総合ガイドブック
わかとり国体

D-17
（黄色の袋）つづき
わかとり国体
医療救護のしおり

第40回国民体育大会鳥取県実行委員会

※ D-18

（水色の袋）
第40回国民体育大会
全国報道者会議

（秋季大会）

明日へ向かってはばたこう
わかとり国体

日時　昭和60年10月19日（土）　14時00分
場所　玉姫殿

第40回国民体育大会報道委員会

（水色の袋に書いてあること）
第40回国民体育大会

全国報道者会議
（秋季大会）

日時　昭和60年10月19日（土）　14時00分
場所　鳥取市富安1-25　玉姫殿

第40回国民体育大会鳥取県実行委員会
〒680鳥取市東町一丁目271番地

TEL（0857）26-7676

D-19
（水色の袋）つづき
秋季大会全国報道者会議次第

D-20
（水色の袋）つづき
全国報道者会議出席者名簿

D-21
（水色の袋）つづき
秋季大会開・閉会式場
周辺駐車場・乗降場案内及び交通規制図

D-22

（水色の袋）つづき
第40回国民体育大会夏・秋季大会
宿泊要項
宿泊業務実施要領
60年わかとり国体

第40回国民体育大会鳥取県実行委員会

D-23
（水色の袋）つづき
第40回国民体育大会夏・秋季大会
記録速報ハンドブック

第40回国民体育大会鳥取県実行委員会
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D-24
（水色の袋）つづき
総合成績計算要領

第40回国民体育大会鳥取県実行委員会

※ D-25

（水色の袋）つづき
秋季大会
総合ガイドブック
わかとり国体

D-26
（水色の袋）つづき
わかとり国体
医療救護のしおり

第40回国民体育大会鳥取県実行委員会

D-27
（水色の袋）つづき
第40回国民体育大会秋季大会
各競技会に伴う諸会議日程表

第40回国民体育大会鳥取県実行委員会

※ D-28

（水色の袋）つづき
第40回国民体育大会
陸上競技会
報道のしおり
わかとり国体

第40回国民体育大会鳥取市実行委員会
鳥取陸上競技協会

D-29

（水色の袋）つづき
第40回国民体育大会秋季大会
秩父宮妃殿下御来県御日程
高松宮殿下御来県御日程
三笠宮殿下・三笠宮妃殿下御来県御日程
三笠宮寛仁親王殿下・三笠宮寛仁親王妃殿下御来県御日程
三笠宮宜仁親王殿下御来県御日程
高円宮殿下御来県御日程

D-30

（ファイル　事業概要）
国民体育大会事務局事業概要
昭和60年度
わかとり国体
明日へ向かってはばたこう
夏季大会　昭和60年９月15日（日）～ 18日（水）　４日間
秋季大会　昭和60年10月20日（日）～ 25日（金）　６日間

鳥取県 （ファイル　事業概要）

D-31

（ファイル　事業概要）つづき
国民体育大会事務局事業概要
昭和59年度
わかとり国体
明日へ向かってはばたこう
夏季大会　昭和60年９月15日（日）～ 18日（水）　４日間
秋季大会　昭和60年10月20日（日）～ 25日（金）　６日間

D-32

（ファイル　事業概要）つづき
国民体育大会事務局事業概要
昭和58年度
わかとり国体
明日へ向かってはばたこう

昭和58年度 鳥取県
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D-33

（ファイル　事業概要）つづき
国民体育大会事務局事業概要
昭和58年度
明日へ向かってはばたこう
わかとり国体

昭和58年度 鳥取県

D-34

（ファイル　事業概要）つづき
第40回国民体育大会開催準備状況の概要

（目次）
第40回国民体育大会開催準備年次計画

（主要事項）
１．夏季・秋季大会の会期の決定
２．秋季大会開会式の選手・監督参集範囲の決定
３．国体募金
４．スポーツ芸術の開催
５．市町村に対する財政援助
６．開催経費の見直し
７．自衛隊支援
８．競技施設の整備
９．駐車場の用地確保と整備促進
10．宿泊対策
11．輸送対策
12．競技役員の養成
13．競技用具の整備
14．リハーサル大会の開催
15．競技団体の準備業務推進
16．式典総合計画
17．炬火リレー
資料１　国体募金について
資料２　秋季大会主会場周辺経路図
資料３　国体米に係る先催県の補助状況

昭和58年６月22日 国民体育大会事務局
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D-35

（ファイル　事業概要）つづき 
第40回国民体育大会開催準備計画並びに準備経過の概要
１．第40回国民体育大会開催準備経過一覧
２．第40回国民体育大会開催方針
３．第40回国民体育大会開催基本構想
４．第40回国民体育大会開催準備総合計画
５．第40回国民体育大会夏・秋季大会の開催決定について
６．第40回国民体育大会夏・秋季大会別実施競技について
７．第40回国民体育大会会場地市町村と実施競技一覧図
８．第40回国民体育大会準備機構図
９．第40回国民体育大会鳥取県実行委員会会則
10．第40回国民体育大会鳥取県実行委員会専門委員会規程
11．総会の権限に属する事項を常任委員会へ委任する事項
12． 常任委員会の権限に属する事項を専門委員会に付託及

び委任する事項
13．専門委員会の部会について
14．第40回国民体育大会開催準備年次計画（主要事項）
15．昭和58年度事業計画及び収支予算について

（総務課関係）
16．第40回国民体育大会広報基本方針
17．第40回国民体育大会広報基本計画
18．第40回国民体育大会テーマ・スローガン等について
19．わかとり国体県民運動推進要綱等について
20．国体募金について

（調整課関係）
21．第40回国民体育大会競技施設整備計画
22．第40回国民体育大会宿泊基本方針
23．第40回国民体育大会医事・衛生基本方針
24．第40回国民体育大会輸送基本方針

（競技式典課関係）
25．第40回国民体育大会競技運営基本方針
26．第40回国民体育大会競技別リハーサル大会開催基準要項
27．第40回国民体育大会競技役員等編成要綱等
28．第40回国民体育大会開・閉会式式典基本構想について
29．第40回国民体育大会式典音楽基本方針
30．第40回国民体育大会集団演技基本方針

1983年５月31日 第40回国民体育大会鳥取県実行委員会事務局
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E 資料タイトル

※ E-1
第40回国民体育大会秋季大会
高校野球（軟式）

期日　昭和60年10月21日（月）～ 23日（水）
会場　町営三朝球場

主催　（財）日本体育協会・文部省・鳥取県・三朝町 
主管　（財）日本高等学校野球連盟

※ E-2
第40回国民体育大会秋季大会
高校野球（硬式）

期日　昭和60年10月21日（月）～ 24日（木）
会場　倉吉市営野球場・県立倉吉東グラウンド

主催　（財）日本体育協会・文部省・鳥取県・倉吉市 
主管　（財）日本高等学校野球連盟

※ E-3
第40回国民体育大会秋季大会 
なぎなた

期日　昭和60年10月21日（月）～ 23日（水） 
会場　岸本町民体育館

主催　（財）日本体育協会・文部省・鳥取県・岸本町 
主管　（財）全日本なぎなた連盟

※ E-4
第40回国民体育大会秋季大会 
クレー射撃

期日　昭和60年10月21日（月）～ 24日（木） 
会場　鳥取クレー射撃場

主催　（財）日本体育協会・文部省・鳥取県・鳥取市 
主管　（社）日本クレー射撃協会

※ E-5
第40回国民体育大会秋季大会 
銃剣道

期日　昭和60年10月21日（月）～ 23日（水） 
会場　福部村民体育館

主催　（財）日本体育協会・文部省・鳥取県・福部村 
主管　（社）全日本銃剣道連盟

※ E-6
第40回国民体育大会 
空手道競技

期日　昭和60年10月21日（月）～ 23日（水） 
会場　智頭町民体育館

主催　（財）日本体育協会・文部省・鳥取県・智頭町 
主管　（財）全日本空手道連盟

※ E-7
第40回国民体育大会秋季大会 
アーチェリー競技

期日　昭和60年10月21日（月）～ 23日（水） 
会場　県立東郷湖羽合臨海公園スポーツ広場

主催　（財）日本体育協会・文部省・鳥取県・東郷町 
主管　全日本アーチェリー連盟

※ E-8
第40回国民体育大会秋季大会 
ラグビーフットボール

期日　昭和60年10月21日（月）～ 25日（金） 
会場　米子市　米子市営東山球戯場　（成年男子） 
　　　倉吉市　倉吉市営ラグビー場　 
　　　県立倉吉工業高校グラウンド　（少年男子）

主催　 （財）日本体育協会・文部省・鳥取県・米子市・
倉吉市

主管　（財）日本ラグビーフットボール協会

※ E-9
第40回国民体育大会秋季大会 
剣道

期日　昭和60年10月21日（月）～ 23日（水） 
会場　県立鳥取西高校講堂

主催　（財）日本体育協会・文部省・鳥取県・鳥取市 
主管　（財）全日本剣道連盟

※ E-10
第40回国民体育大会秋季大会 
ライフル射撃

期日　昭和60年10月21日（月）～ 24日（木） 
会場　鳥取県営ライフル射撃場 
　　　鳥取県警察学校射撃場 
　　　西伯町立法勝寺中学校体育館

主催　 （財）日本体育協会・文部省・鳥取県・西伯町・
鳥取市

主管　社団法人　日本ライフル射撃協会

※ E-11
第40回国民体育大会秋季大会 
弓道

期日　昭和60年10月21日（月）～ 24日（木） 
会場　米子市営弓道場

主催　（財）日本体育協会・文部省・鳥取県・米子市 
主管　（財）全日本弓道連盟

※ E-12
第40回国民体育大会秋季大会 
バドミントン競技

期日　昭和60年10月21日（月）～ 24日（木） 
会場　県立由良育英高校体育館

主催　（財）日本体育協会・文部省・鳥取県・大栄町 
主管　（財）日本バドミントン協会

※ E-13
第40回国民体育大会秋季大会 
ソフトボール競技

期日　昭和60年10月21日（月）～ 24日（木） 
会場　米子市営スポーツ広場　 
　　　県立米子南商業高校グラウンド 
　　　淀江勤労者体育センター 
　　　淀江町緑地等利用健康増進施設 
　　　大山町民野球場　大山町農村運動広場

主催　 （財）日本体育協会・文部省・鳥取県・米子市・
淀江町・大山町

主管　（財）日本ソフトボール協会

※ E-14
第40回国民体育大会秋季大会 
フェンシング競技

期日　昭和60年10月20日（日）～ 25日（金） 
会場　河原町総合町民体育館

主催　（財）日本体育協会・文部省・鳥取県・河原町 
主管　（財）日本フェンシング協会

※ E-15
第40回国民体育大会秋季大会 
馬術

期日　昭和60年10月21日（月）～ 24日（木） 
会場　米子市特設馬術競技場

主催　（財）日本体育協会・文部省・鳥取県・米子市 
主管　（社）日本馬術連盟

※ E-16
第40回国民体育大会秋季大会 
相撲

期日　昭和60年10月21日（月）～ 24日（木） 
会場　東伯町総合体育館

主催　（財）日本体育協会・文部省・鳥取県・東伯町

競技別プログラムと書いてある袋に入っていた資料
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※ E-17
第40回国民体育大会秋季大会 
軟式野球

期日　昭和60年10月21日（月）～ 24日（木） 
会場　 
　（成年男子）　県立布勢総合運動公園野球場　 
　　　　　　　市営美保球場　 
　　　　　　　県立鳥取東高等学校第２グラウンド 
　　　　　　　県立鳥取工業高等学校グラウンド 
　（少年男子）　郡家町営郡家球場 
　　　　　　　八頭高等学校第２グラウンド

主催　 （財）日本体育協会・文部省・鳥取県・鳥取市・
郡家町

主管　（財）全日本軟式野球連盟

※ E-18
第40回国民体育大会秋季大会 
卓球

期日　昭和60年10月20日（日）～ 25日（金） 
会場　青谷町農林漁業者トレーニングセンター

主催　（財）日本体育協会・文部省・鳥取県・青谷町 
主管　（財）日本卓球協会

※ E-19
第40回国民体育大会秋季大会 
軟式庭球

期日　昭和60年10月21日（月）～ 24日（木） 
会場　鳥取市千代テニス場

主催　（財）日本体育協会・文部省・鳥取県・鳥取市 
主管　（財）日本軟式庭球連盟

※ E-20
第40回国民体育大会秋季大会 
自転車

期日　昭和60年10月21日（月）～ 25日（金） 
会場　倉吉自転車競技場 
　　　大山山麓自転車ロードコース（倉吉市・大栄町・東伯町・赤崎町・中山町・大山町・名和町）

主催　（財）日本体育協会・文部省・鳥取県・倉吉市 
主管　（財）日本アマチュア自転車競技連盟

※ E-21
第40回国民体育大会秋季大会 
ハンドボール競技

期日　昭和60年10月20日（日）～ 25日（金） 
会場　境港工業高校グラウンド・境高校新体育館 
　　　境港第二市民体育館

主催　（財）日本体育協会・文部省・鳥取県・境港市 
主管　（財）日本ハンドボール協会

※ E-22
第40回国民体育大会秋季大会 
ウェイトリフティング

期日　昭和60年10月21日（月）～ 24日（木） 
会場　第１会場岩美町民体育館 
　　　・第２会場岩美中学校体育館

主催　（財）日本体育協会・文部省・鳥取県・岩美町 
主管　（財）日本ウェイトリフティング協会

※ E-23
第40回国民体育大会秋季大会 
レスリング

期日　昭和60年10月21日（月）～ 24日（木） 
会場　赤崎町農業者トレーニングセンター

主催　（財）日本体育協会・文部省・鳥取県・赤崎町 
主管　（財）日本アマチュアレスリング協会

※ E-24
第40回国民体育大会秋季大会 
バスケットボール競技

期日　昭和60年10月21日（月）～ 25日（金） 
会場　鳥取産業体育館　市立東中学校体育館　 
　　　市立桜ヶ丘中学校体育館　 
　　　私立鳥取城北高校体育館　 
　　　県立鳥取農業高校体育館　 
　　　気高町農業者トレーニングセンター　 
　　　町立気高中学校体育館　 
　　　国府町民体育館　町立国府中学校体育館

主催　 （財）日本体育協会・文部省・鳥取県・鳥取市・
気高町・国府町

主管　（財）日本バスケットボール協会

※ E-25
第40回国民体育大会秋季大会 
体操

期日　昭和60年10月21日（月）～ 24日（木） 
会場　米子産業体育館・鳥取市民体育館

主催　 （財）日本体育協会・文部省・鳥取県・米子市・
鳥取市

主管　財団法人日本体操協会

※ E-26
第40回国民体育大会秋季大会 
バレーボール

期日　昭和60年10月21日（月）～ 24日（木） 
会場　県立倉吉体育文化会館 
　　　・松柏学院倉吉北高校体育館 
　　　・倉吉市立西中学校体育館 
　　　・県立倉吉西高校体育館　 
　　　・県立倉吉東高校体育館　 
　　　・組合立北溟中学校体育館・北條町町民体育館

主催　 （財）日本体育協会・文部省・鳥取県・倉吉市・
羽合町・北條町

※ E-27
第40回国民体育大会秋季大会 
ホッケー競技

期日　昭和60年10月21日（月）～ 25日（金） 
会場　県立八頭高等学校第１グラウンド 
　　　・郡家町民運動場

主催　（財）日本体育協会・文部省・鳥取県・郡家町 
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※ E-28
第40回国民体育大会秋季大会 
テニス競技

期日　昭和60年10月21日（月）～ 24日（木） 
会場　三朝町　町営三朝テニス場（少年男女） 
　　　倉吉市　倉吉市営庭球場（成年男女）

主催　 （財）日本体育協会・文部省・鳥取県・三朝町・
倉吉市

主管　（財）日本テニス協会

※ E-29
第40回国民体育大会秋季大会 
サッカー

期日　昭和60年10月21日（月）～ 25日（金） 
会場　米子市　米子市営東山陸上競技場 
　　　県立米子高校グラウンドA・B 
　　　市立東山中学校グラウンド 
　　　岩美町　岩美町民総合運動場 
　　　県立岩美高校第２グラウンド 
　　　町立岩美中学校、県立岩美高校併用グラウンド

主催　 （財）日本体育協会・文部省・鳥取県・米子市・
岩美町

主管　（財）日本サッカー協会 

※ E-30
第40回国民体育大会 
秋季大会総合プログラム

昭和60年10月20日（日）～ 25日（金）
主催　（財）日本体育協会・文部省・鳥取県

※ E-31
第40回国民体育大会夏季大会 
カヌー競技

期日　昭和60年９月15日（日）～９月18日（水） 
会場　東郷湖カヌー場

主催　（財）日本体育協会・文部省・鳥取県・東郷町 
主管　（社）日本カヌー連盟

※ E-32
第40回国民体育大会夏季大会 
ヨット競技

期日　昭和60年９月15日（日）～９月18日（水） 
会場　鳥取県境港市　境港公共マリーナ

主催　（財）日本体育協会・文部省・鳥取県・境港市 
主管　（財）日本ヨット協会 

※ E-33
第40回国民体育大会夏季大会 
漕艇

期日　昭和60年９月15日（日）～９月18日（水） 
会場　錦海漕艇場

主催　（財）日本体育協会・文部省・鳥取県・米子市 
主管　（社）日本漕艇協会

※ E-34
第40回国民体育大会夏季大会 
水泳

期日　昭和60年９月15日（日）～９月18日（水） 
会場　米子市営東山水泳場 
　　　鳥取県米子工業高等学校プール

主催　（財）日本体育協会・文部省・鳥取県・米子市 
主管　（財）日本水泳連盟 

※ E-35
（同じものが３部ある） 
第40回国民体育大会夏季大会 
開会式プログラム

　昭和60年９月15日（日） 
　米子市営東山水泳場

主催　（財）日本体育協会・文部省・鳥取県

※ E-36
第40回国民体育大会秋季大会 
閉会式プログラム

昭和60年10月25日（金） 
鳥取県立布勢総合運動公園陸上競技場

主催　（財）日本体育協会・文部省・鳥取県

※ E-37
第40回国民体育大会秋季大会 
開会式プログラム

昭和60年10月20日（日） 
鳥取県立布勢総合運動公園陸上競技場

主催　（財）日本体育協会・文部省・鳥取県

※ E-38

（同じものが２部ある） 
第40回国民体育大会 
模擬国体　プログラム 
明日へ向かってはばたこう 
わかとり国体

とき　昭和60年10月13日（日） 
（予備日　10月16日（水）） 
ところ　鳥取県立布勢総合運動公園陸上競技場

第40回国民体育大会鳥取県実行委員会

※ E-39

第40回国民体育大会夏季大会 
総合練習会　プログラム 
明日へ向かってはばたこう 
わかとり国体

とき　昭和60年９月８日（日） 
（予備日　９月11日（水）） 
ところ　米子市営東山水泳場

第40回国民体育大会鳥取県実行委員会

※ E-40
（同じものが２部ある） 
第40回国民体育大会夏季大会 
閉会式プログラム

　昭和60年９月18日（水） 
　米子市営東山水泳場

主催　（財）日本体育協会・文部省・鳥取県

※ E-41
第40回国民体育大会秋季大会 
陸上競技

期日　昭和60年10月21日（月）～ 25日（金） 
会場　鳥取県立布勢総合運動公園陸上競技場

主催　（財）日本体育協会・文部省・鳥取県・鳥取市 
主管　（財）日本陸上競技連盟

※ E-42
第40回国民体育大会秋季大会 
柔道競技

期日　昭和60年10月21日（月）～ 23日（水） 
会場　鳥取県境港市　境港市民体育館

主催　（財）日本体育協会・文部省・鳥取県・境港市 
主管　全日本柔道連盟
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F 資料タイトル

※ F-1

（封筒　レコードわかとり音頭等）
わかとり国体開催記念
Spirit スピリッツ
わかとり音頭

（Spirit スピリッツ）
作詞／岡本おさみ
作曲／鈴木キサブロー
編曲／鳥山雄司
歌／上條恒彦
演奏／鳥山雄司バンド
　　　（キャニオン・レコード専属）

（わかとり音頭）
作詞／青木瑞穂
補作／第40回国民体育大会鳥取県実行委員会
作・編曲／山路進一
歌／佐藤松千恵
演奏／フレッシュノーブルオーケストラ
三味線　三代目　月野照玉

制作　第40回国民体育大会鳥取県実行委員会
（NOT FOR SALE） 
製造　株式会社　CBS・ソニー

※ F-2

（封筒　レコードわかとり音頭等）
（同じものが２枚ある）
鳥取県民歌
わきあがる力

作詩・鳥取県民歌制定委員会
作曲・團伊玖磨
編曲・坂下滉
歌・東芝混成合唱団
演奏・東芝レコーディングオーケストラ

制作　鳥取県 
制作協力　山陰ビデオシステム

製造　東芝EMI株式会社

※ F-3
（封筒　レコードわかとり音頭等） 
はわい音頭

石本美由起作詩 
市川昭介作曲 
鈴木成弘編曲 
歌・都はるみ 
コロムビア・オーケストラ 
振付　榊原保夫　日本コロムビア専属

はわい音頭制定委員会 委託製作　日本コロムビア株式会社

※ F-4
（封筒　レコードわかとり音頭等） 
東郷音頭 

（サイン入り･56. ７.19）

田村寿雄作詩／加納佑春作曲／たかしまあきひこ編曲 
歌・三沢あけみ 
三味線　豊静 
ビクター・オーケストラ

ビクター音楽産業株式会社

※ F-5
（封筒　レコードわかとり音頭等） 
三朝慕情

作詩　高木友起夫 
作曲　栗山邦豪 
歌　西川歌代子 
演奏　タカシレコードオーケストラ

企画　三朝温泉観光協会 
　　　三朝温泉旅館協同組合 
 
三朝温泉町営国民宿舎　三朝温泉会館 

TAKASI RECORD

F-6

（封筒　レコードわかとり音頭等） 
楽譜パンフレット 
わかとり国体開催記念 
Spirit スピリッツ 
鳥取県民歌わきあがる力 
若い力 
ふるさと 
わかとり音頭

第40回国民体育大会鳥取県実行委員会

記念品等と書いてある箱に入っていた資料
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F-7

（封筒　レコードわかとり音頭等） 
第40回国民体育大会秋季大会 
総合練習会　プログラム 
明日へ向かってはばたこう 
わかとり国体

とき　昭和60年10月６日（日）　 
（予備日10月９日（水）） 
ところ　鳥取県立布勢総合運動公園陸上競技場

第40回国民体育大会鳥取県実行委員会

※ F-8

たばこのラベル（空き箱と開いたもの） 
MILD SEVEN　わかとり国体 
第40回国民体育大会秋季大会 
第21回全国身体障害者スポーツ大会記念

日本たばこ産業株式会社 絵柄　大山　鳥取砂丘

F-9
たばこのラベル 
MILD SEVEN

日本たばこ産業株式会社 絵柄　合掌造り　GOKAYAMA　むぎや踊り

※ F-10

（同じものが12個ある） 
ポケット吸いがら入れ 
CABIN　85　MILD 
わかとり国体　わかとり大会 
ゴミをなくしよう 
鳥国体委指令第103号

F-11 ポケット吸いがら入れ 日本専売公社

※ F-12
シール 
わかとり国体を成功させよう 
鳥国体委指令第54号

裏に手書きメモあり 
（東京シーリングKK 
米子市両三柳928　TL29-1122）

※ F-13
シール 
わかとり国体県民運動 
あいさつしよう

F-14
写真 
わかとりくん　わかこちゃん

F-15

明日へ向かってはばたこう 
わかとり国体 
大会旗・炬火リレー 
わが郷土　知って生まれる郷土愛

リハーサル期間　昭和60年８月５日（月）～ 10日（土） 
リレー期間　昭和60年10月14日（月）～ 20日（日）

第40回国民体育大会鳥取県実行委員会

※ F-16
ワッペン（安全ピン付き）3種 
わかとり国体　おはよう　ありがとう 

（大会マーク・わかとりくん・わかこちゃん）

※ F-17
ワッペン（安全ピン付き） 
わかとり国体

※ F-18

昭和59年国体カレンダー（1984） 
昭和60年国体カレンダー（1985） 
広告が久松閣のもの　１枚 
鳥国体委指令第80号、M ２県推協 
広告がいなば荘のもの　６枚 
鳥国体委指令第87号、M ５県推協 

※ F-19
第40回国民体育大会（秋季）開会式輸送列車乗車記念 
炬火（風の火）鳥取砂丘　写真　植田正治 60・10・20

日本国有鉄道米子鉄道管理局 
わかとり国体鳥取県実行委員会
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※ F-20

（同じものが３枚ある） 
わかとり大会 
第21回全国身体障害者スポーツ大会 
閉会式入場券　一般入場券 
入場口　ふるさと　８ 
はばたこう夢と希望の輪をひろげ 

昭和60年11月３日（日） 
鳥取県立布勢総合運動公園陸上競技場 

主催　厚生省、日本身体障害者スポーツ協会、 
鳥取県、鳥取市、鳥取県社会福祉協議会、 
鳥取県身体障害者福祉協会

F-21
第40回国民体育大会スポーツ芸術　 
第21回郷土の民俗芸能大会　入場整理券 
"山河あり　ふるさとあり"　砂川哲夫作・演出　

10月19日（土）鳥取市民会館　開演13：00 主催　財団法人日本体育協会・文部省・鳥取県・鳥取市

※ F-22

第40回国民体育大会 
わかとり国体夏季大会 
開会式招待券　 
入場口　はばたき　１ 
はばたこう夢と希望の輪をひろげ 

期日　昭和60年９月15日（日） 
会場　米子市営東山水泳場

主催（財）日本体育協会・文部省・鳥取県

F-23

第38回国民体育大会 
あかぎ国体　夏季大会　 
開会式招待券（２枚） 
入場口　れんげつつじ－１、－２ 

期日　昭和58年９月11日 
会場　敷島公園県営水泳場

主催（財）日本体育協会・文部省・群馬県

F-24

第38回国民体育大会 
あかぎ国体　夏季大会　 
開会式入場券　300円 
入場口　やまどり－２ 

期日　昭和58年９月11日 
会場　敷島公園県営水泳場

主催（財）日本体育協会・文部省・群馬県

※ F-25

第40回国民体育大会 
わかとり国体夏季大会 
大会役員券　 
入場口　わかとり　１ 
はばたこう夢と希望の輪をひろげ 

期日　昭和60年９月15日（日） 
会場　米子市営東山水泳場

主催（財）日本体育協会・文部省・鳥取県

※ F-26

第40回国民体育大会 
わかとり国体夏季大会 
開会式招待券　 
入場口　わかとり　１ 
はばたこう夢と希望の輪をひろげ 

期日　昭和60年９月15日（日） 
会場　米子市営東山水泳場

主催（財）日本体育協会・文部省・鳥取県

※ F-27

第40回国民体育大会 
わかとり国体夏季大会 
開会式入場券　 
入場口　わかとり　２　300円 
はばたこう夢と希望の輪をひろげ 

期日　昭和60年９月15日（日） 
会場　米子市営東山水泳場

主催（財）日本体育協会・文部省・鳥取県
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※ F-28

第40回国民体育大会 
わかとり国体夏季大会 
視察員券　 
入場口　はばたき　１ 
はばたこう夢と希望の輪をひろげ 

期日　昭和60年９月15日（日） 
会場　米子市営東山水泳場

主催（財）日本体育協会・文部省・鳥取県

※ F-29

第40回国民体育大会 
わかとり国体秋季大会 
大会役員券　 
入場口　わかとり　３ 

期日　昭和60年10月20日（日） 
会場　鳥取県立布勢総合運動公園陸上競技場

主催（財）日本体育協会・文部省・鳥取県

※ F-30

第40回国民体育大会 
わかとり国体秋季大会 
開会式招待券　 
入場口　わかとり　３ 

期日　昭和60年10月20日（日） 
会場　鳥取県立布勢総合運動公園陸上競技場

主催（財）日本体育協会・文部省・鳥取県

※ F-31

第40回国民体育大会 
わかとり国体秋季大会 
開会式入場券　　1000円 
入場口　わかとり　２ 

期日　昭和60年10月20日（日） 
会場　鳥取県立布勢総合運動公園陸上競技場

主催（財）日本体育協会・文部省・鳥取県

※ F-32

第40回国民体育大会 
わかとり国体秋季大会 
視察員券　 
入場口　わかとり　４ 

期日　昭和60年10月20日（日） 
会場　鳥取県立布勢総合運動公園陸上競技場

主催（財）日本体育協会・文部省・鳥取県

※ F-33

第40回国民体育大会 
わかとり国体秋季大会 
閉会式招待券　 
入場口　わかとり　３ 

期日　昭和60年10月25日（金） 
会場　鳥取県立布勢総合運動公園陸上競技場

主催（財）日本体育協会・文部省・鳥取県

※ F-34

第40回国民体育大会 
わかとり国体秋季大会 
閉会式入場券　　500円 
入場口　わかとり　２ 

期日　昭和60年10月25日（金） 
会場　鳥取県立布勢総合運動公園陸上競技場

主催（財）日本体育協会・文部省・鳥取県

※ F-35

第40回国民体育大会 
わかとり国体秋季大会 
模擬国体招待券　 
入場口　わかとり　３ 

期日　昭和60年10月13日（日） 
（中止の場合は10月16日） 
会場　鳥取県立布勢総合運動公園陸上競技場

主催　第40回国民体育大会鳥取県実行委員会

※ F-36

第40回国民体育大会 
わかとり国体秋季大会 
模擬国体入場券　300円　 
入場口　わかとり　２ 

期日　昭和60年10月13日（日） 
（中止の場合は10月16日） 
会場　鳥取県立布勢総合運動公園陸上競技場

主催　第40回国民体育大会鳥取県実行委員会
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※ F-37

（同じものが２枚ある） 
ビニール手提げ袋　黄色 
絵柄　わかとりくんとわかこちゃん 
明日へ向かってはばたこう 
わかとり国体 
裏　いきいきさんいん 
開局15周年　TSK　山陰中央テレビ放送

※ F-38

ビニール手提げ袋　銀色 
絵柄　わかとりくんとわかこちゃん 

（パッケージ袋にSpiritスピリッツ　わかとり音頭の歌詞
カード同封）

※ F-39

ポリエチレン製２重袋　巾着 
絵柄　大会マーク 
第40回国民体育大会わかとり国体 
明日へ向かってはばたこう 
"良いマナー家から町から県ぐるみ" 
わかとり国体県民運動推進協議会

※ F-40
エプロン　 
ようこそくらよしへ

※ F-41
エプロン　 
民謡貝がらぶしといで湯のふる郷 
ＫＥＴＡＫＡ

※ F-42

（鳥取県国民体育大会事務局　封筒の中） 
郵便はがき40円　19枚 
広告　60年わかとり国体 
明日へ向かってはばたこう 
夏季大会　昭和60年９月15日（日）～ 18日（水）　 
秋季大会　昭和60年10月20日（日）～ 25日（金）　 
わかとり大会　昭和60年11月２日（土）～３日（日） 
第40回国民体育大会鳥取県実行委員会 
売価35円

※ F-43

（同じものが２つある） 
（米子鉄道管理局長　 
第40回国民体育大会わかとり国体　記念乗車券の封筒《日
本国有鉄道　米子鉄道管理局》の中） 
第40回国民体育大会わかとり国体　記念乗車券 
0139と0047　見本　米子から1000円区間　国鉄線　米子駅
発行 
第40回国民体育大会（秋季）　開会式輸送列車乗車　記念　
炬火（風の火）鳥取砂丘　写真　植田正治

※ F-44

ジグソーパズル 
わかとり国体県民運動 
住みよい郷土にしよう 
絵柄　大山・砂丘・わかとりくん・わかこちゃん 
原画作成　篠田ひでお氏

わかとり国体県民推進協議会・ 
第40回国民体育大会鳥取県実行委員会
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※ F-45

（同じものが17個ある） 
第40回国民体育大会記念章 
制作者　吉田大象（鳥取市在住） 
図案説明・規格・制作者略歴 

F-46

（同じものが２つある） 
1983 
第38回国民体育大会記念章　特別招待者 
制作者　千本木康亘（群馬県出身　現在前橋市在住） 
図案説明・規格・制作者略歴

F-47

キーホルダー 
大阪府家庭婦人バドミントン連盟 
10周年記念 
Ｓ58．10

※ F-48
（２つある）第40回国民体育大会記念章　大会係員 
制作者　吉田大象（鳥取市在住） 
図案説明・規格・制作者略歴

※ F-49
第40回国民体育大会参加章　大会参与 
制作者　吉田大象（鳥取市在住） 
図案説明・規格・制作者略歴

※ F-50
第21回全国身体障害者スポーツ大会参加記念章　大会係員 
制作者　吉田大象（鳥取市在住） 
図案説明・規格・制作者略歴

F-51

1984 
第39回国民体育大会記念章　報道員 
制作者　小川清彦（奈良市在住） 
図案説明・規格・制作者略歴

F-52
1982 
第37回国民体育大会記念章　視察員

F-53

1982 
第37回国民体育大会記念章　大会係員 
制作者　荒木文夫（島根県出身　松江市在住） 
図案説明・規格・制作者略歴

※ F-54
（同じものが２つある） 
バッジ 
わかとり国体　大会参与

※ F-55
バッジ 
いわみ　わかとり国体’84　大会役員

※ F-56
腕章 
総務

F-57

名札 
鳥取県国民体育大会事務局 
総務課長 
福澤二三男
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G 資料タイトル

G-1
（同じものが２枚ある）
チューリップハット
わかくさ国体　緑色

※ G-2
（同じものが２枚ある） 
チューリップハット 
わかとり国体マーク　黄色

※ G-3
チューリップハット 
わかとり国体マーク　青色

G-4
チューリップハット 
あかぎ国体マーク　橙色

※ G-5

ネクタイ　５色ストライプ 
表　市町村マーク 
第40回国民体育大会 
わかとり国体　倉吉市

※ G-6
ネクタイ　黒色 
わかとり国体　Yonago

※ G-7
ネクタイ　えんじ色 
表　市町村マーク　国府町 
裏　わかとり国体マーク

※ G-8
ネクタイ　紺色 
わかとり国体　わかとりくん

G-9
ネクタイ　紺色 
奈良国体　大仏キャラクター

G-10
ハット（帽子） 
奈良国体　緑色 
国体マーク

※ G-11

ハット（帽子） 
わかとり国体　白色 
こくふ 
国体マーク

※ G-12

ハット（帽子） 
わかとり国体　白色 
くらよし 
国体マーク

帽子等　箱に入っていた資料
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H 資料タイトル

※ H-1

記念品　楯
60年わかとり国体
第40回国民体育大会
米子市実行委員会

※ H-2

鏡 
明日へ向かってはばたこう 
わかとり国体 
第40回国民体育大会 
気高町実行委員会

H-3

あかぎ国体公式ポスター 
一九八三年第二五回全国カタログ・ポスター展 
東京国際見本市協会会長賞受賞作品 
第38回国民体育大会群馬県実行委員会

※ H-4
棒タイ 
鳥取県相撲連盟

※ H-5
メダル　武内大臣 
昭和60年　わかとり国体　わかとり大会記念 
鳥取県　宇部神社

※ H-6

キーホルダー 
わかとり国体　＇85 
第40回国民体育大会 
水泳競技(水球） 
リハーサル大会 
1984. ７ 
米子市実行委員会

※ H-7

キーホルダー 
わかとり国体　＇85 
第40回国民体育大会 
漕艇競技 
リハーサル大会 
1984. ７ 
米子市実行委員会

※ H-8

ネクタイピン 
わかとり国体 
なぎなた競技記念 
記念品　岸本町

※ H-9
ネクタイピン 
わかとり国体マークと60 
米子市実行委員会

※ H-10

ネクタイピン 
60年わかとり国体 
わかとり国体マーク 
国民体育大会 
(財)日本体育協会

記念品ほか　箱に入っていた資料
H 資料タイトル

※ H-11

（２つある） 
ネクタイピン 
記念　鳥取県軟式野球連盟 
紺色　マーク 
第６回西日本軟式野球大会（１部） 
1984　鳥取県

※ H-12

ネクタイピン　カフスボタン　セット 
第39回　わかくさ国体 
液晶温度変化 

※ H-13
棒タイ 
第四十回国民体育大会 
国府町実行委員会
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I 資料タイトル

※ I-1
日本海新聞
大会期間中　７日分

※ I-2
山陰中央新聞 
大会期間中　６日分

※ I-3 国体旗

※ I-4 鳥取国体旗

※ I-5 横断幕

足立猛氏　保管資料
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J 資料タイトル

※ J-1
第40回国民体育大会
報告書

編集　第40回国民体育大会倉吉市実行委員会事務局
発行者　第40回国民体育大会倉吉市実行委員会
会長　倉吉市長　牧田実夫

S61.03 1986.03

※ J-2
第40回国民体育大会
報告書

編集　国体事務局 発行者　第40回国民体育大会気高町実行委員会 S61.02 1986.02

※ J-3

わかとり国体
記念乗車券
日ノ丸自動車株式会社
全天候舗装材スーパーＸ付き

※ J-4
レコード
わかとり国体・わかとり大会記念
式典音楽集　実況版

製造　日本コロムビア株式会社

※ J-5
楽譜
わかとり国体
式典音楽　合唱譜

第40回国民体育大会鳥取県実行委員会

※ J-6
式典音楽合唱隊　制服（小学生用）
帽子・ベスト・スカート

※ J-7
第40回国民体育大会
テレホンカード（使用済み）

※ J-8
記念切手　40円
第40回国民体育大会記念

日本郵便 S60 1985

油野　資料



177

わかとり国体　気高町　資料
少年男子バスケットボール競技会場
� 気高町国民体育大会事務局　元局長　田中収�氏　旧所蔵（鳥取県スポーツ協会保管）

No. 資料名 備考1 備考2 発行年

気高－１ 貝がらぶし　浜村温泉　人形

気高－２ 印鑑　わかとり国体町民運動気高町推進協議会会長之印

気高－３ わかとり国体記念　炬火台卓上ライター（わかとりライター） 総発売元（株）濱崎芳雄商店
製造元　鳥取ゼニス株式会社

気高－４ 記念品　第四十回国民体育大会　気高町実行委員会 未開封

気高－５
記念品　メジャー（巻尺）　
第22回男子・
第14回女子全日本教員バスケットボール選手権大会

鳥取市実行委員会
気高町実行委員会
国府町実行委員会

（国体リハーサル大会）

気高－６ バッジ　わかとり国体　☆BASKETBALL☆

気高－７ バッジ　’85　とっとり　国体マークとわかこちゃん　

気高－８ バッジ　1985　わかとり国体　国体マークとわかとりくん

気高－９

バッジ　貝がらのかたち　わかとり国体　気高町民運動標語
・広げようやさしい心でえがおの親切
・花いっぱい明るい社会に明るい郷土
・スポーツで育つ若人　明るく伸びる
バスケットボール（少年男子）

気高－１０ ワッペンバッジ　40th　60年　わかとり国体
民謡貝がら節といで湯のふる郷　KETAKA

気高－１１ ワッペンバッジ　わかとり国体　国府町
60年　しゃんしゃん傘 （国府町）

気高－１２ わかとり国体マークバッジ　大会顧問

気高－１３ わかとり国体マークバッジ　大会参与

気高－１４ わかとり国体マークバッジ　大会委員

気高－１５ 第40回国民体育大会記念章 制作者
吉田大象（鳥取市在住）

気高－１６ 第41回国民体育大会記念章　特別招待者 制作者
斉藤純夫（白根町在住） （山梨国体）

気高－１７
シール　ありがとう
わかとりくんわかこちゃん　あいさつをしよう
わかとり国体県民運動

気高－１８
シール　こんにちは
わかとりくんわかこちゃん　あいさつをしよう
わかとり国体県民運動

気高－１９
記念品　岡益石堂文鎮　（解説文あり）
第40回　わかとり国体　国府町
少年女子バスケットボール会場

昭和60年10月
第40回国民体育大会国府町実行委員会 （国府町）

気高－２０ 帽子（ハット）　けたか　黄緑色橙色水色のライン

気高－２１ 帽子（ハット）　けたか　緑色黄色青色のライン

気高－２２ 帽子（キャップ）　けたか　緑色黄色青色のライン
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気高－２３ 押絵　わかとりくんわかこちゃん

気高－２４ 押絵　わかとり国体マーク

気高－２５
レコード
わかとり国体・わかとり大会記念
式典音楽集　実況版

製造
日本コロムビア株式会社

気高－２６
（袋　県民のつどい）
シール　ありがとう　わかとりくんわかこちゃん　あいさつをしよう
わかとり国体県民運動

（袋に書いてあること）
わかとり国体開催100日前記念
県民のつどい
とき　７月７日（日）午後1時から
ところ　鳥取市民会館

気高－２７（袋　県民のつどい）
シール　こんにちは　わかとりくんわかこちゃん　あいさつをしよう

（袋に書いてあること）
わかとり国体開催100日前記念
県民のつどい
とき　７月７日（日）午後1時から
ところ　鳥取市民会館

気高－２８

ジグソーパズル
わかとり国体県民運動
住みよい郷土にしよう
絵柄　大山・砂丘・わかとりくん・わかこちゃん
原画作成　篠田ひでお氏

わかとり国体県民推進協議会・
第40回国民体育大会鳥取県実行委員会

（袋に書いてあること）
わかとり国体開催100日前記念
県民のつどい
とき　７月７日（日）午後1時から
ところ　鳥取市民会館

気高－２９
明日へ向かってはばたこう
60年　わかとり国体
ガイドブック

第40回国民体育大会鳥取県実行委員会

（袋に書いてあること）
わかとり国体開催100日前記念
県民のつどい
とき　７月７日（日）午後1時から
ところ　鳥取市民会館

気高－３０

楽譜パンフレット
わかとり国体開催記念
Spirit スピリッツ
鳥取県民歌わきあがる力
若い力
ふるさと
わかとり音頭

第40回国民体育大会鳥取県実行委員会

（袋に書いてあること）
わかとり国体開催100日前記念
県民のつどい
とき　７月７日（日）午後1時から
ところ　鳥取市民会館

気高－３１
うちわ　わかとり音頭　わかとりくんわかこちゃん
みんなで知ろう　みんなの郷土
わかとり国体県民運動

（袋に書いてあること）
わかとり国体開催100日前記念
県民のつどい
とき　７月７日（日）午後1時から
ところ　鳥取市民会館

気高－３２

プログラム
わかとり国体開催100日前記念
県民のつどい　
とき　７月７日（日）午後１時から
ところ　鳥取市民会館

（袋に書いてあること）
わかとり国体開催100日前記念
県民のつどい
とき　７月７日（日）午後1時から
ところ　鳥取市民会館

気高－３３ 国体旗

気高－３４ チューリップハット
わかとり国体マーク　青色

気高－３５
ネクタイ　えんじ色　３色ストライプ
鳥取市　
第40回国民体育大会　わかとり国体

（鳥取市）
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気高－３６
ネクタイ　赤色　ストライプ
気高町
わかとり国体

気高－３７
エプロン　
民謡貝がらぶしといで湯のふる郷
ＫＥＴＡＫＡ

気高－３８
エプロン　
こくふ
しゃんしゃん傘　わかとり国体

（国府町）

気高－３９ 巾着袋　黄色　布製　WAKATORI　
わかとりくんわかこちゃん

気高－４０

ポリエチレン製２重袋　巾着
絵柄　大会マーク
第40回国民体育大会わかとり国体
明日へ向かってはばたこう

“良いマナー家から町から県ぐるみ”
わかとり国体県民運動推進協議会

気高－４１

ビニール手提げ袋　銀色
絵柄　わかとりくんとわかこちゃん

（パッケージ袋にSpiritスピリッツ　
わかとり音頭の歌詞カード同封）

気高－４２
うちわ　わかとり音頭　わかとりくんわかこちゃん
みんなで知ろう　みんなの郷土
わかとり国体県民運動

気高－４３
うちわ　わかとり音頭　わかとりくんわかこちゃん
わかとり国体県民運動
スポーツで育つ健康　明るい笑顔

気高－４４
記念スタンプ　
こくふ　
60年わかとり国体　バスケットボール

第40回国民体育大会国府町実行委員会 （国府町）

気高－４５（箱）
わかとり国体マーク　タオル　2枚入り

気高－４６
（箱）記念品　第40回国民体育大会気高町実行委員会
ループタイ　　貝がら

（解説付き）

気高－４７

参加賞
ポリエチレン製２重袋　巾着
絵柄　大会マーク
第40回国民体育大会わかとり国体
明日へ向かってはばたこう

“良いマナー家から町から県ぐるみ”
わかとり国体県民運動推進協議会

第四十回国民体育大会気高町実行委員会
わかとり国体町民運動気高町推進協議会

気高－４８ 手旗　鳥取県旗　
木製ポール付き２枚　白黒塩ビポール付き1枚

気高－４９ 手旗　わかとり国体旗
木製ポール付き１枚　白黒塩ビポール付き1枚
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気高－５０ 手旗　障がい者スポーツ大会旗　
木製ポール付き２枚　白黒塩ビポ－ル付き１枚

気高－５１ 手旗　国体旗
白黒塩ビポール付き１枚

気高－５２ 手旗　気高町マーク
白黒塩ビポール付き１枚

気高－５３ アルバム
写真　新聞切り抜き　入場券ほか　貼付

気高－５４
第40回国民体育大会
60年わかとり国体
集団演技写真集　婦人・郷土芸能部門

編集　新日本海新聞社
監修　鳥取県国体事務局 集団演技練習会推進協議会 S61.02.01 1986.02.01

気高－５５
第40回国民体育大会
60年わかとり国体
集団演技写真集　高校部門

編集　新日本海新聞社
監修　鳥取県国体事務局 集団演技練習会推進協議会 S61.02.01 1986.02.01

気高－５６ わかとり国体開催記念アルバム
栄光への軌跡

山陰中央新報社
「栄光の軌跡」出版事務局 発行所
古川茂　発行人

山陰中央新報社　企画・制作
株式会社東洋出版（大阪）印刷・製本 S60.11.18 1985.11.18

気高－５７ 第40回国民体育大会
わかとり国体　集団演技写真集　総集編　（上）〈下〉 編集・発行　新日本海新聞社 S61.03.01 1986.03.01

気高－５８

（プログラム
わかとり国体開催100日前記念県民のつどい　挟んで入っている） 　
チラシ　海のレジャー基地　鳥取県浜村温泉　
気高町営遊漁センター魚見

気高－５９

（プログラム
わかとり国体開催100日前記念県民のつどい　挟んで入っている） 
第40回国民体育大会「わかとり国体」
ようこそ日本のふるさと鳥取へ　ふるさとの歌　
大黒様　ふるさと　楽譜
金太郎　浦島太郎　花咲爺　もみじ　春の小川　おぼろ月夜　歌詞
鳥取弁番附　
田村虎蔵氏略歴　岡野貞一氏略歴

新鳥取駅前地区商店街振興組合

気高－６０

わかとり国体開催50日前記念町民のつどい
競技種目　少年男子バスケットボール
期間　10月21日～ 24日
とき　９月１日（日）午後1時から
ところ　気高町農業トレーニングセンター
主催　第40回国民体育大会気高町実行委員会　
　　　わかとり国体町民運動気高町推進協議会

気高－６１

楽譜パンフレット
わかとり国体開催記念
Spirit スピリッツ
鳥取県民歌わきあがる力
若い力
ふるさと
わかとり音頭

第40回国民体育大会鳥取県実行委員会
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気高－６２
プログラム
第40回国民体育大会秋季大会
陸上競技

期日　昭和60年10月21日（月）～ 25日（金）
会場　鳥取県立布勢総合運動公園陸上競技場

主催（財）日本体育協会・
文部省・鳥取県・鳥取市
主管（財）日本陸上競技連盟

気高－６３
プログラム
第40回国民体育大会夏季大会
カヌー競技

期日　昭和60年９月15日（日）～９月18日（水）
会場　東郷湖カヌー場

主催（財）日本体育協会・
文部省・鳥取県・東郷町
主管（社）日本カヌー連盟

気高－６４
プログラム
第40回国民体育大会秋季大会
体操

期日　昭和60年10月21日（月）～ 24日（木）
会場　米子産業体育館・鳥取市民体育館

主催（財）日本体育協会・
文部省・鳥取県・米子市・鳥取市
主管　財団法人日本体操協会

気高－６５ 第40回国民体育大会
報告書 編集　国体事務局 発行者　第40回国民体育大会

気高町実行委員会 S61.02 1986.02

気高－６６
第40回国民体育大会　
バスケットボール競技　出場選手紹介
わかとり国体　明日へ向かってはばたこう

鳥取県バスケットボール協会
鳥取市バスケットボール協会
気高町バスケットボール協会
国府町バスケットボール協会

気高－６７
第40回国民体育大会　陸上競技出場者記録集
昭和60年10月21 ～ 25日
鳥取県立布勢総合運動公園陸上競技場

鳥取陸上競技協会

気高－６８
秋季大会
総合ガイドブック
わかとり国体

気高－６９

新聞記事情報　増刊
第40回国民体育大会
鳥取わかとり国体特別号
第一六号（季刊）　'85秋季号

鳥取編集出版グループ S.60.09.10 1985.09.10

気高－７０

明日へ向かってはばたこう
60年　わかとり国体
ガイドブック　
会期
夏季大会昭和60年９月15日（日）～ 18日（水）　４日間
秋季大会昭和60年10月20日（日）～ 25日（金）　６日間

第40回国民体育大会
鳥取県実行委員会

気高－７１

（同じものが２部ある）
第40回国民体育大会
模擬国体　プログラム
明日へ向かってはばたこう
わかとり国体

とき　昭和60年10月13日（日）
（予備日　10月16日（水））
ところ　鳥取県立布勢総合運動公園陸上競技場

第40回国民体育大会
鳥取県実行委員会

気高－７２

（同じものが２枚ある）
第40回国民体育大会秋季大会
総合練習会　プログラム
明日へ向かってはばたこう
わかとり国体

とき　昭和60年10月6日（日）
（予備日　10月９日（水））
ところ　鳥取県立布勢総合運動公園陸上競技場

第40回国民体育大会鳥取県実行委員会

気高－７３ 第40回国民体育大会秋季大会
開会式プログラム

昭和60年10月20日（日）
鳥取県立布勢総合運動公園陸上競技場 主催（財）日本体育協会・文部省・鳥取県

気高－７４ 第40回国民体育大会秋季大会
閉会式プログラム

昭和60年10月25日（金）
鳥取県立布勢総合運動公園陸上競技場 主催（財）日本体育協会・文部省・鳥取県

気高－７５ 国体広報　わかとり　第１号　1983-8
表紙　練習に励む鳥取工業高校水泳部 昭和58年８月１日発行 発行　第40回国民体育大会

鳥取県実行委員会
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気高－７６

国体広報　わかとり　第５号　1985-9
夏季大会　昭和60年９月15日（日）～ 18日（水）あと14日　
秋季大会　昭和60年10月20日（日）～ 25日（金）あと49日

（９月１日現在）

昭和60年９月１日発行 発行　第40回国民体育大会
鳥取県実行委員会

気高－７７
（同じものが２枚ある）
明日へ向かってはばたこう　わかとり国体
観光ガイドマップ

BSS山陰放送

気高－７８

（観光ガイドマップ　挟んで入っている　１枚）
第40回国民体育大会　わかとり国体
秋季大会　昭和60年10月20日（日）～ 25日（金）
気高町　宿舎交通案内図

第40回国民体育大会
気高町実行委員会

気高－７９（同じものが４枚ある）
わかとり国体　秋季大会模擬国体　交通機関のご案内

第40回国民体育大会
鳥取県実行委員会

気高－８０ わかとり大会　交通規制のお知らせ
第21回全国身体障害者スポーツ大会
鳥取県実行委員会
鳥取県警察本部・鳥取警察署

気高－８１
わかとり国体　第40回国民体育大会　気高町
バスケットボール競技会（少年男子）の記録

（昭和61年４月13日　日曜日　新聞記事貼付　裏表紙）

発行者　第40回国民体育大会
気高町実行委員会 編集　国体事務局 S61.03 1986.03

気高－８２

わかとり国体
第40回国民体育大会　1985
新日本海新聞社　
昭和60年12月１日発行

気高－８３

青いファイル
新聞切り抜き
・’85の顔
・わかとり国体を振り返って
鳥取県国民体育大会事務局長　山住昇二　１～ 30
・その他

気高－８４
日本海新聞　昭和60年（1985年）10月21日　月曜日
秋季大会　わかとりの祭典開幕
鳥取県選手団堂々の行進

気高－８５
山陰中央新報　昭和60年（1985年）10月21日　月曜日
わかとり国体　秋季大会華やかに開幕
県選手団堂々の行進

気高－８６ 読売新聞　昭和60年（1985年）10月21日　月曜日

気高－８７
日本海新聞　昭和60年（1985年）10月26日　土曜日
高々　輝く天皇杯・皇后杯　
わかとり国体閉幕　鳥取県民　悲願の栄光

気高－８８ 山陰中央新報　昭和60年（1985年）10月26日　土曜日
わかとり国体閉幕　鳥取県民の悲願今ここに

気高－８９ 朝日新聞　昭和60年（1985年）10月26日　土曜日

気高－９０
日本海新聞　昭和60年（1985年）11月3日　日曜日
夢と希望の祭典開幕
ふれあいの輪大きく「わかとり大会」
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気高－９１
山陰中央新報　昭和60年（1985年）11月3日　日曜日
友情と希望の祭典幕開く
全国身障者スポーツ大会「わかとり大会」

気高－９２
日本海新聞　昭和60年９月14日　土曜日　特集号
生き生き“水の精鋭”たち　
わかとり国体夏季大会（あすから４日間）

気高－９３

朝日新聞　昭和60年（1985年）10月18日　金曜日
秋季『わかとり国体』特集
海に山に　はばたけ若人
わかとり国体県選手団


