
  

『改革』 
井上康生 著 / ポプラ社 

 ロンドンオリンピックにおいて、初めての金メダルゼロ 
となった男子柔道。 
 それから 4 年。リオオリンピックで出場階級すべてメダ 
ルを獲得するまでに変化させた井上監督による改革とは？ 
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『長友佑都のヨガ友  
: ココロとカラダを変える新感覚トレーニング』 
長友佑都 著  / 飛鳥新社 
“ココロとカラダどちらの悩みも解決できる”そう 

長友が語るヨガ。 

長友のヨガポーズの写真とともに分かりやすく紹介 

されています。 

 

『近代オリンピックのヒーローとヒロイン』 
池井優 著 /慶應義塾大学出版会 
第 1 章のクーベルタンから最終章の北島康介まで 

近代オリンピックが生んだヒーロー、ヒロインたちに 
まつわるエピソードが紹介されています。 
 各章の間にあるコラムも必見！ 

『僕らが毎日やっている最強の読み方 : 新聞・雑誌・ネット 

・書籍から「知識と教養」を身につける 70 の極意』 

池上彰, 佐藤優 著 / 東洋経済新報社 

 「新聞」「雑誌」「ネット」「書籍」これら日々大量に 
あふれている情報の読み方を著者の 2 人が伝授。 
 何をどう読むかで情報が自分の「知識」と「教養」に！ 
   

『奇跡のコーチング : クラウディオ・ラニエリ伝記』 
ガブリエル・マルコッティ, アルベルト・ポルヴェロージ 著  

/ TAC 株式会社出版事業部 
 プレミアリーグにおいて降格争いとみなされていた 

レスター・シティが、創設 132 年で初優勝！ 

 万人の予想を覆し、奇跡の優勝を果たしたクラウディ 

オ・ラニエリ監督のすべてがこの 1 冊に。 

 

 

 

 
 

『スポーツボランティア読本 
「支えるスポーツ」の魅力とは？』 
二宮雅也 著 /悠光堂 

「スポーツボランティアとは何か？」からはじまり、

スポーツボランティアの種類や内容、そしてスポーツ

ボランティアの今後についても書かれている入門

書！ 
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書名 請求記号 著者名 出版社 書名 請求記号 著者名 出版社
できる研究者の論文作成メソッド : 書き上げるための実践ポイント 002.7 Silvia Paul J. 講談社 ストレッチの科学 : もっと伸びる!パフォーマンスが上がる!効くストレッチを徹底解剖 781.4 長畑 芳仁 洋泉社
東大式伝わるパワーポイントスライドの作り方 007.63 西川 元一 秀和システム 青トレ : 青学駅伝チームのスーパーストレッチ&バランスボールトレーニング 782 原 晋 徳間書店
日本の身体 114.2 内田 樹 新潮社 力を引き出す : 「ゆとり世代」の伸ばし方 782.3 原 晋 講談社
心理学の卒業研究ワークブック : 発想から論文完成までの10ステージ 140.7 小塩 真司 金子書房 「脱管理」のチームづくり : 駅伝日本一、世羅高校に学ぶ 782.3 岩本 真弥 光文社
保健と健康の心理学 : ポジティブヘルスの実現 146 大竹 恵子 ナカニシヤ出版 バスケットボールドリブルトレーニングブック : 試合を想定した練習ドリルでスキルアップ! 783.1 鈴木 良和 ベースボール・マガジン社

質的社会調査の方法 : 他者の合理性の理解社会学 361.9 岸 政彦 有斐閣 バスケットボール勝つためのマンツーマンディフェンス 783.1 小野 秀二 マイナビ出版
キャリアデザイン学への招待 : 研究と教育実践 366.29 金山 喜昭 ナカニシヤ出版 なぜ君たちは一流のサッカー人からビジネスを学ばないの? : 一流のサッカー人から読み解く、25のビジネスルール 783.47 堀江 貴文 ワニブックス
ブルマーの謎 : 「女子の身体」と戦後日本 367.21 山本 雄二 青弓社 サッカー4-4-2戦術クロニクル : 守備陣形の復興と進化 783.47 西部 謙司 カンゼン
子どもの貧困ハンドブック 369.4 松本 伊智朗 かもがわ出版 ハードワーク : 勝つためのマインド・セッティング 783.48 JonesEddie 講談社
やさしい教育原理 371 田嶋 一 有斐閣 明日にトライ! : リーチ・マイケル物語 783.48 広鰭 恵利子 小峰書店
いじめのある世界に生きる君たちへ : いじめられっ子だった精神科医の贈る言葉 371.42 中井 久夫 中央公論新社 バドミントン教本 783.59 日本バドミントン協会 ベースボール・マガジン社

世界子ども学大事典 371.45 Fass Paula S. 原書房 科学する野球 : バッティング&ベースランニング 783.7 平野 裕一 ベースボール・マガジン社

なぜ学校での体罰はなくならないのか : 教育倫理学的アプローチで体罰概念を質す 375.2 竹田 敏彦 ミネルヴァ書房 逆境での闘い方 783.7 三浦 大輔 大和書房
器械運動の授業 375.49 学校体育研究同志会 創文企画 野球愛は日韓をつなぐ : 日本人が韓国紙に書いた取材コラム 783.7 室井 昌也 論創社
体育授業を学び続ける : 教師の成長物語 375.49 木原 成一郎 創文企画 デビッド・レッドベター「Aスウィング」 783.8 LeadbetterDavid ゴルフダイジェスト社

中学校・高等学校保健科教育法 375.49 森 良一 東洋館出版社 イ・ボミはなぜ強い? : 知られざる女王たちの素顔 783.8 慎 武宏 光文社
新しい「体つくり運動」の学習評価の実践 : 小・中学校の学びの架け橋となる学習評価を目指して 375.49 鈴木 直樹 創文企画 ウィンターレジャー白書 2016 784 ウインターレジャー普及促進協議会 ウィンターレジャー普及促進協議会

学生を思考にいざなうレポート課題 377.15 成瀬 尚志 ひつじ書房 SKIの科学 : 科学が教える上達のポイント : ワンランク上のスキーヤーになる! 784.3 鈴木 聡一郎 洋泉社
大学学びのことはじめ : 初年次セミナーワークブック 377.9 佐藤 智明 ナカニシヤ出版 不可能とは、可能性だ : パラリンピック金メダリスト新田佳浩の挑戦 784.35 笹井 恵里子 金の星社
環境社会の変化と自然学校の役割 : 自然学校に期待される3つの基軸 : くりこま高原自然学校での実践を踏まえて 379.3 佐々木 豊志 みくに出版 登山の運動生理学とトレーニング学 786.1 山本 正嘉 東京新聞
コピペしないレポートから始まる研究倫理 : その一線、越えたらアウトです! 490.7 上岡 洋晴 ライフサイエンス出版 再発!それでもわたしは山に登る 786.1 田部井 淳子 文芸春秋
質的研究 step by step : すぐれた論文作成をめざして 498.07 波平 恵美子 医学書院 体験的登山技術論 : 脱初心者のための実践アドバイス 786.15 沢田 実 山と渓谷社
“平和学”としてのスポーツ法入門 : 平和を愛する人が2020年までに必読の一冊 780 辻口 信良 民事法研究会 アイスクライミング : 全国版 786.16 広川 健太郎 白山書房
最新スポーツビジネスの基礎 : スポーツ産業の健全な発展を目指して 780 新日本有限責任監査法人 同文舘出版 ナンバー1 788.1 白鵬 翔 扶桑社
トップアスリートに伝授した怪我をしない体と心の使いかた 780.19 小田 伸午 創元社 押忍とは何か? 789 大森 敏範 三五館
スポーツ史事典 : トピックス2006-2016 日本/世界 780.2 日外アソシエーツ 日外アソシエーツ 弓道基本と上達法 789.5 福呂 淳 実業之日本社
毎日奇跡に出会えるシゴト 780.67 カーブスジャパン 幻冬舎メディアコンサルティング アメリカの大学生が学んでいる「伝え方」の教科書 809.4 スティーブン E.ルーカス SBクリエイティブ
知の饗宴としてのオリンピック 780.69 石堂 典秀 エイデル研究所 語彙力がないまま社会人になってしまった人へ 814 山口 謠司 ワニブックス
長友佑都メソッド55 NEW体幹 780.7 長友 佑都 文芸春秋 TOEIC LISTENING AND READING TEST千本ノック! : 新形式対策 830.7 中村 澄子 祥伝社
国際スポーツ組織で働こう! : 世界の最先端スポーツ大学院でマネジメントを学ぶ 780.7 つくば国際スポーツアカデミー・アソシエーション 日経BP社 正岡子規と明治のベースボール 911.362 岡野 進 創文企画
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