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  『小学校・中学校体育・保健体育  

: 『楽しい体育の授業』plus 
（学習指導要領改訂のポイント）』 
『楽しい体育の授業』編集部 

 / 明治図書出版 
平成 29 年版学習指導要領改訂 

における体育・保健体育のポイン 
トをわかりやすく解説。 

『人を奮い立たせるリーダーの力 』 
平尾 誠二著 / マガジンハウス 

      
     誰もがその早すぎる死を 
    惜しんだミスターラグビー 
    こと平尾誠二氏。平尾氏が 
    遺した「リーダーの力」に 

         ついてまとめた一冊！ 

『コーチング学への招待 』 
日本コーチング学会編 / 大修館書店 

              
         「コーチングとは何か」 
         からはじまり、様々な角度 
         からコーチング学につい         

て、書かれています！ 
          

『 メジャーリーグの現場に学ぶビジネス戦略 』 
川上祐司著 / 晃洋書房 

 
 アメフトのトップ選手から 
ビジネスマン、教員へと転身 
した著者。 
 現場を知る著者が語る日米 
スポーツビジネスの違いとは！ 

『 先生は教えてくれない大学のトリセツ 』 
田中 研之輔著 / 筑摩書房 

      
大学 4 年間、ただ 

漠然と過ごしますか？ 
卒業後に差がつく、 

大学生活の有効利用法 
読んでみませんか。 
 

『大学スポーツの産業化 : 特集 

(現代スポーツ評論 ; 36) 』 
友添秀則編 / 創文企画 

 
昨今話題の日本版 NCAA に 

ついての特集掲載。 
 今後の動向とともに 
チェック！ 
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請求記号 書名 著者名 出版社 請求記号 書名 著者名 出版社
002.7 責任ある研究のための発表倫理を考える 東北大学高度教養教育・学生支援機構 東北大学出版会 780.13 よくわかるスポーツ人類学 寒川 恒夫 ミネルヴァ書房
021.2 正しいコピペのすすめ : 模倣、創造、著作権と私たち 宮武 久佳 岩波書店 780.19 筋肉を理解して確実に効かせる!DVDスポーツマッサージ 山田 晃広 西東社
366.8 ブラックバイト : 体育会系経済が日本を滅ぼす 大内 裕和 堀之内出版 781.4 体を柔らかくする新常識 : 骨格筋のエキスパート・岡田隆が教える 岡田 隆 ベースボール・マガジン社

371.42 名前のない生きづらさ 野田 彩花 子どもの風出版会 781.4 体がかたい人でもラクに開脚できるようになる本 藤本 陽平 KADOKAWA
371.45 子ども学への招待 : 子どもをめぐる22のキーワード 近藤 俊明 ミネルヴァ書房 781.4 葛西紀明のレジェンド・ストレッチ : 下半身を柔らかくすれば10歳若返る 葛西 紀明 小学館

372 世界の学校体系 文部科学省生涯学習政策局 ぎょうせい 781.4 自重ストレッチ : 硬い体が驚くほど気持ち良く伸びる : 誰でも必ず柔らかくなる! 比嘉 一雄 日本文芸社
373.7 新教育実習を考える 岩本 俊郎 北樹出版 782 RUNの“伸びしろ"きっと見つかる! 高橋 尚子 文芸春秋
374.3 ワークで学ぶ教職概論 井藤 元 ナカニシヤ出版 782 正しいウォーキングの始め方 : フィジカルトレーナーが教える 中野 ジェームズ・修一 大和書房
374.3 教職概論 : 先生になるということとその学び 高妻 紳二郎 協同出版 782 記録が伸びる!陸上競技メンタル強化メソッド : 今より強い自分になるために 井村 久美子 実業之日本社
375.1 速達速効!改訂学習指導要領×中央教育審議会答申 ; 小学校編, 中学校編 天笠 茂 第一法規 782.3 市民マラソンがスポーツ文化を変えた 亀井 克之 関西大学出版部

375.49 保健科教育法入門 日本保健科教育学会 大修館書店 783.47 池上正の子どもが伸びるサッカーの練習 清水 英斗 池田書店
375.49 戦後体育実践資料集  ; 第1巻-第4巻 岡出 美則 クレス出版 783.47 放送席から見たサッカー日本代表の進化論 山本 浩 祥伝社

375.492 「資質・能力」を育成する体育科授業モデル : 使える授業ベーシック研究会発 平川 譲 学事出版 783.47 超「個」の教科書 : 風間サッカーノート 風間 八宏 双葉社
375.492 学級力が一気に高まる!絶対成功の体育授業マネジメント 垣内 幸太 明治図書出版 783.47 サッカーが劇的にうまくなるタニラダー・メソッド 谷 真一郎 扶桑社
376.157 幼児体育 : 日本幼児体育学会認定幼児体育指導員養成ガイド 日本幼児体育学会 大学教育出版 783.5 テニススキルアップマスター 石井 弘樹 新星出版社
377.15 思考を鍛える大学の学び入門 : 論理的な考え方・書き方からキャリアデザインまで 井下 千以子 慶應義塾大学出版会 783.6 卓球 宮崎義仁式最先端ドリル 宮崎 義仁 ベースボール・マガジン社

377.253 アメリカの大学に学ぶ学習支援の手引き : 日本の大学にどう活かすか 谷川 裕稔 ナカニシヤ出版 783.7 最新!バッティングの科学 : 最新研究で解き明かすホームランの打ち方、狙い方 川村 卓 洋泉社
377.7 いかにして研究費を獲得するか : 採択される申請書の書き方 Crawley Gerard M 化学同人 783.7 最新!ピッチングの科学 : 変化球その正体と使いどころ 川村 卓 洋泉社
377.9 大学1年からのキャリアデザイン実践 齊藤 博 八千代出版 783.7 ゆとりの美学。 : 力を抜くこと、サボることを恐れない 前田 健太 幻冬舎
377.9 学ぶ力のトレーニング : 未来のあなたがつくる今の自分 石村 康生 東海大学出版部 783.7 野村の考え。 野村 謙二郎 宝島社
377.9 大学1年生の歩き方 : 先輩たちが教える転ばぬ先の12のステップ 富山 由起子 左右社 783.7 野球バッティング塾 蓬莱 昭彦 成美堂出版

379.33 地域のトップリーダーを育むスカウト教育の復権 諸熊 建次 晃洋書房 783.7 個の力がUPする野手実戦メソッド 仁志 敏久 池田書店
491.363 筋肉増強による基礎代謝の改善 寺尾 啓二 健康ライブ出版社 783.7 基本から応用まで身につく!キャッチャー最強バイブル 土屋 恵三郎 メイツ出版

492.5 図解運動療法ガイド 内山 靖 文光堂 783.78 知ってる?ソフトボール 斉藤 優季 ベースボール・マガジン社

610.1 山の農学 : 「山の日」から考える 日本農学会 養賢堂 783.8 ゴルフが消える日 : 至高のスポーツは「贅沢」「接待」から脱却できるか 赤坂 厚 中央公論新社
689.3 スキーリゾートの発展プロセス : 日本とオーストリアの比較研究 呉羽 正昭 二宮書店 785.23 夢を喜びに変える自超力 : 壁を突破し、成果を出すための「学び」×「教え」 松田 丈志 ディスカヴァー・トゥエンティワン

780 よくわかるスポーツマネジメント 柳沢 和雄 ミネルヴァ書房 786.18 生死を分ける、山の遭難回避術 : 実例に学ぶリスク対策の基礎知識 羽根田 治 誠文堂新光社
780 スポーツの法律相談 菅原 哲朗 青林書院 788.1 弱くても勝てる強くても負ける 石浦 外喜義 幻冬舎

780.1 教養としての健康・スポーツ 川崎 登志喜 玉川大学出版部 788.1 土俵の群像 岩崎 友太郎 白水社
780.1 よくわかるスポーツ倫理学 友添 秀則 ミネルヴァ書房 788.2 泣かないで、沙保里 : 負けても克つ子の育て方 吉田 幸代 小学館
780.1 スポーツの世界を学ぶ : スポーツ健康科学入門 「スポーツの世界を学ぶ」編集委員会 流通経済大学出版会 816.5 アカデミック・ライティングの基礎 : 資料を活用して論理的な文章を書く 西川 真理子 晃洋書房
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