
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

『BOA SORTE KAZU  

キングカズ、50 歳。終わりなき蹴球の旅。』 

三浦知良文・写真監修 東邦出版 

請求記号：783.47 / MI 67 / 2017 

50 歳でなお現役、そしてゴールを決めた国内における最年長プロ 

サッカー選手、三浦知良。 

本人選定の写真と 50 のメッセージを収録したメモリアルブック。 

『スポーツ医学検定公式テキスト 

スポーツを愛するすべての人に』 

 日本スポーツ医学検定機構著 東洋館出版社 

  請求記号：780.19 / N 71 / 2017 

     スポーツ医学検定 2・3 級に対応した公式テキスト。 

   スポーツや身体、ケガの基本知識を図や写真でわかりやすく解説。 

   スポーツ医学の入門書としてもぜひ。 

『大学生が狙われる 50 の危険 最新情報版』 

 三菱総合研究所 [他 ]著 青春出版社  

 請求記号：377.9 / MI 63 / 2017 

  よく話題になる大学生の SNS やスマホのトラブルや飲酒のトラブル 

など、実際に陥っているさまざまな危険とその予防策・対応策を紹介。 

大学生活を有意義に過ごすための 1 冊。 

『騎士団長殺し 第 1 部, 第 2 部』 

 村上春樹著 新潮社  

請求記号:913.6 / MU 43 / 1，913.6 / MU 43 / 2 

    話題の村上春樹、長編最新作!! 

図書館には『色彩を持たない多崎つくると、彼の巡礼の年』、

『1Q84』、『海辺のカフカ』なども所蔵あり。 

村上春樹の世界を体験してみては？ 



請求記号 書名 著者名 出版社

007.609 情報セキュリティの基礎知識 : イラスト図解満載 中村 行宏 技術評論社

159.4 世界の一流36人「仕事の基本」 戸塚 隆将 講談社

159.7 僕たちが何者でもなかった頃の話をしよう 山中 伸弥 文藝春秋

159.7 どこまでも生きぬいて : 夜回り先生50のヒント 水谷 修 PHP研究所

289.1 伝えることから始めよう 高田 明 東洋経済新報社

361.4 ネットリンチで人生を壊された人たち : ルポ Ronson Jon 光文社

361.454 一緒にいてもスマホ : SNSとFTF Turkle Sherry 青土社

370.4 世界で大活躍できる13歳からの学び 高橋 一也 主婦と生活社

371.4 子どもにやる気を起こさせる方法 : アドラー学派の実践的教育メソッド DinkmeyerDon 創元社

371.8 教育・心理系研究のためのデータ分析入門 : 理論と実践から学ぶSPSS活用法 平井 明代 東京図書

373.7 高等学校教育実習ハンドブック 永添 祥多 風間書房

374.35 中学校・高校教師実務のすべて 宮崎 猛 小学館

375.18 新しい特別活動の指導原理 山崎 英則 ミネルヴァ書房

375.18 そろそろ、部活のこれからを話しませんか : 未来のための部活講義 中澤 篤史 大月書店

377.9 3年で退職しないための就活読本 三好 秀和 同友館

377.9 学就Book (がくしゅうブック) : 大学1、2年生の間にやっておきたいこと 日経HR 日経HR

378 アスペルガー症候群の大学生 : 教職員・支援者・親のためのガイドブック Wolf Lorraine E. 日本評論社

405 海のすべて : 海誕生の謎, 海流と気象, 海洋資源, そして深海の世界まで ニュートンプレス ニュートンプレス

498.55 外食・コンビニ・惣菜のカロリーガイド 香川 明夫 女子栄養大学出版部

779.14 最速123キロ、僕は40歳でプロ野球選手に挑戦した そうすけ ベストセラーズ

780.1 Routledge handbook of sports performance analysis McGarry Tim Routledge

780.11 ニューロメカニクス : 身体運動の科学的基盤 Enoka Roger M. 西村書店

780.14 イップス : スポーツ選手を悩ます謎の症状に挑む 石原 心 大修館書店

780.193 Physiological tests for elite athletes Tanner Rebecca K. Human Kinetics

780.21 近代日本を創った身体 寒川 恒夫 大修館書店

780.59 スポーツによるソーシャルイノベーション 笹川スポーツ財団 笹川スポーツ財団

780.59 スポーツライフ・データ : スポーツライフに関する調査報告書 2016 笹川スポーツ財団 笹川スポーツ財団

780.69 オリンピック・パラリンピックまるごと大百科 真田 久 学研プラス

780.69 The Olympics, media and society Bissell Kimberly L. Routledge

780.7 1カ月でカラダが変わる!内発動《ストレッチ&トレーニング》 川嶋 佑 東邦出版

780.7 足立流最強の筋トレング 足立 光 成美堂出版

781.5 体操五輪書 : 体操を追究する男が選んだ「天下無双」の生き方 塚原 直也 日本文化出版

782.3 マラソンの科学 : 科学的知識で誰でもフルマラソンは完走できる! 鍋倉 賢治 洋泉社

782.9 パラグライダー最新テクニックブック : JPA official method 日本パラグライダー協会 イカロス出版

783.1 バスケットボール ワンランクアップドリル 金子 寛治 ベースボール・マガジン社

783.2 バレークロニクル : 日本バレーボール学会設立20周年記念出版 日本バレーボール学会 日本文化出版

783.47 思考とスキルを磨く!サッカーミッドフィルダー最強バイブル 沢登 正朗 メイツ出版

783.47 ヨハン・クライフ自伝 : サッカーの未来を継ぐ者たちへ CruyffJohan 二見書房

783.47 在る光 : 3.11からのベガルタ仙台 板垣 晴朗 スクワッド

783.47 爆走社長の天国と地獄 : 大分トリニータv.s.溝畑宏 木村 元彦 小学館

783.6 卓球基礎コーチング教本 日本卓球協会 大修館書店

783.7 科学するバッティング : DVDで実践 若松 健太 英和出版社

783.7 不可能を可能にする大谷翔平120の思考 大谷 翔平 ぴあ

783.8 クラブの動きから理想のスイングを作る : ゴルフの新常識 関 雅史 ベストセラーズ

784.65 チーム・ブライアン300点伝説 OrserBrian 講談社

786.18 山岳遭難は自分ごと : 「まさか」のためのセルフレスキュー講座 北島 英明 山と渓谷社

788.2 吉田沙保里と伊調馨を育てた至学館「前田食堂」のやり抜く力をつける食習慣 前田 寿美枝 宝島社

789.3 勝ち続ける技術 宮崎 正裕 サンマーク出版

816 大学における文章表現指導 : 実践の記述と考察から指導計画の提案まで 金子 泰子 溪水社

837.8 いつものシーンでらくらく話せる!英会話ゆるレッスン ウェンブリー ナツメ社

 

 

 


