
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

『「最高のチーム」の作り方』 

 

栗山英樹著 KK ベストセラーズ  

783.7/KU 69/2016 

“苦しむことには意味がある”。

「最強」ではなく「最高」のチーム

作りをめざした監督の 5 年間が詰ま

った 1 冊！ 

『確率思考の戦略論 : USJ でも実証 

された数学マーケティングの力』 

 

森岡毅, 今西聖貴著 KADOKAWA 

675/MO 62/2016 

今日における USJ の成功をささえた著者によるマーケティン

グ論。『USJ を劇的に変えた、たった１つの考え方』や『USJ の

ジェットコースターはなぜ後ろ向きに走ったのか?』の著書も 

図書館に所蔵あり！ 

『キレイゴトぬきの就活論』 

 

石渡嶺司著 新潮社  

377.9/I 82/2017 

『就活のコノヤロー』の著者がおくる 

キレイゴトばかりでは通用しない就活 

の実情がかかれた本！ 

就活のタテマエとホンネの話、そして   

具体的なアドバイスまでかかれています。 

『書く力 : 私たちはこうして文章を磨いた』 

 

池上彰, 竹内政明著 朝日新聞出版  

816/I 33/2017 

 ジャーナリスト池上氏と読売新聞 

｢編集手帳｣のコラムニスト竹内氏の 

文章術対談！ 

“誰にでもわかりやすい文章を書く” 

手がかりをぜひここから見つけてくだ

さい。 



 
 
 

請求記号 書名 著者名 出版社 請求記号 書名 著者名 出版社
140.7 質的研究法 Allport Gordon W. 弘文堂 781.4 チア☆ダン : 「女子高生がチアダンスで全米制覇しちゃったホントの話」の真実 円山 夢久 KADOKAWA
140.7 統計嫌いのための心理統計の本 : 統計のキホンと統計手法の選び方 白井 祐浩 創元社 781.5 栄光のその先へ : 内村航平語録-8年無敗の軌跡 内村 航平 ぴあ
361.9 質的研究の「質」管理 Flick Uwe 新曜社 782.021 日本陸上競技選手権100回記念MEMORIAL BOOK : Past100-Next100 日本陸上競技連盟 日本陸上競技連盟

367.6 日本子ども資料年鑑　2017 日本総合愛育研究所 中央出版 782.3 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 SBクリエイティブ
372.107 2020年からの教師問題 石川 一郎 ベストセラーズ 783.1 籠球 : 復刻版　第1巻-第5巻 大日本バスケットボール協會 デポルターレ
373.22 解説教育六法　平成29年版 解説教育六法編修委員会 三省堂 783.1 リアル×リオパラリンピック : 井上雄彦、熱狂のリオへ チームリアル 集英社
374.3 日本の教師、その12章 : 困難から希望への途を求めて 久冨 善之 新日本出版社 783.2 コーチングバレーボール 日本バレーボール協会 大修館書店

374.92 学校の管理下の災害 : 基本統計　平成28年版 日本学校安全会 日本学校安全会 783.47 至誠一貫 : 夢ひたすら追い続けて 桑原勝義のサッカー人生 仲田 均 静岡新聞社
375 見えてきた新学習指導要領 : 各教科等の検討内容 ぎょうせい ぎょうせい 783.47 サッカー南米流球際と攻めの仕掛けが強くなる ボカ・ジュニアーズ・フィリアル・ジャパン 池田書店

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 783.47 小学生・中学生のためのジュニアサッカー食事バイブル 森 裕子 カンゼン
377.15 大学におけるアクティブ・ラーニングの現在 : 学生主体型授業実践集 小田 隆治 ナカニシヤ出版 783.47 夢はみるものではなく、かなえるもの 沢 穂希 PHP研究所
377.9 自立と体験1 明星大学明星教育センター 明星大学出版部 783.48 ジャパンラグビーファンブック : エディーからジェイミーへ日本代表の軌跡 島田 佳代子 新紀元社
377.9 就活ストーリー会社選びのうそとほんと 就活満足度向上委員会 中央経済社 783.59 バドミントン基本と戦術 大屋 貴司 実業之日本社
388.1 山怪 : 山人が語る不思議な話 弐 田中 康弘 山と渓谷社 783.7 広島カープがしぶとく愛される理由 : 続けることが負けないことだ! 片瀬 京子 日経BP社
491.1 解剖学総論/運動器系 Schünke Michael 医学書院 783.7 投球障害肩こう診てこう治せ : ここが我々の切り口! 筒井 廣明 メジカルビュー社
491.3 トートラ人体解剖生理学 Tortora Gerard J. 丸善出版 783.7 神は背番号に宿る 佐々木 健一 新潮社

491.321 血液・免疫の事典 : ぜんぶわかる 奈良 信雄 成美堂出版 783.7 スコアブックの余白 : 読売巨人軍前会長おぼえ書き 桃井 恒和 中央公論新社
491.42 タンパク質とからだ : 基礎から病気の予防・治療まで 平野 久 中央公論新社 783.7 帝国日本と朝鮮野球 : 憧憬とナショナリズムの隘路 小野 容照 中央公論新社
493.7 「母と子」という病 高橋 和巳 筑摩書房 783.7 R/C/T野球 残像メンタルトレーニング 高岸 弘 ベースボール・マガジン社

493.74 不安でたまらない人たちへ : やっかいで病的な癖を治す SchwartzJeffrey M. 草思社 783.8 4スタンス・ゴルフボディ : クラブを振らずに上手くなる! 広戸 聡一 実業之日本社
494.7 知りたいことがよく分かる整形外科Q&Aハンドブック 井尻 慎一郎 創元社 784.3 技術選 : 全日本スキー技術選手権大会　2016 (第53回)　［DVD］ 平川 仁彦 オッツ

494.77 変形性関節症 : 関節が老いたのか、関節軟骨の変性とはなにか 伊藤 宣 ミネルヴァ書房 784.3 トップ23のココを学べ！ : 渡辺一樹が教える上達のヒント　［DVD］ 渡辺 一樹 オッツ 
498.7 子どもの保健 巷野 悟郎 診断と治療社 784.3 いまから始める山スキー入門 : 雪山に登って滑るABC 山と渓谷社 山と渓谷社

780 最新スポーツビジネスの動向がよ～くわかる本 湯浅 真弥 秀和システム 786.1 里やま深やま 後藤 信雄 上毛新聞社事業局出版部

780.1 大学生のための「健康」論 : 健康・運動・スポーツの基礎知識 電機通信大学健康・スポーツ科学部会 道和書院 786.16 ボルダリング基本ムーブと攻略法 野口 啓代 実業之日本社
780.19 Anti-doping : policy and governance Houlihan Barrie Routledge 786.18 生と死のミニャ・コンガ 阿部 幹雄 山と渓谷社
780.69 2016希望郷いわて大会 : 東日本大震災復興の架け橋第16回全国障害者スポーツ大会 : 報道写真集 岩手日報社 岩手日報社 786.3 「グランピング」キャンプスタイルの多様化（オート・キャンプ白書 ; 2016） 日本オート・キャンプ協会 日本オートキャンプ協会

780.7 スーツに効く筋トレ Testosterone 星海社 788.1 横綱 武田 葉月 講談社
780.7 最高のカラダになる自重筋トレDVD BOOK 比嘉 一雄 枻出版社 788.2 1984年のUWF 柳沢 健 文芸春秋
780.7 結果を出し続ける : フィジカルトレーナーの仕事 中野 ジェームズ修一 光文社 789.0222 中国武術史 : 先史時代から十九世紀中期まで 林 伯原 技藝社


