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観るまえに読む大修館スポーツルー
ル 2016

大修館書店編集部／編集 大修館書店 7803/T3/3-3

パラスポーツルールブック 陶山 哲夫／監修 清水書院 7806/C6/

オリンピックとっておきの話108 大野 益弘／編著 メディアパル 7806/O8/

全解剖体を動かす「骨と筋肉」のし
くみ

山口典孝／著 誠文堂新光社 7807/Y7/

「スポーツ感動物語」アスリートの
原点 4 遅咲きのヒーロー

学研プラス 7808/S10/1-4

「スポーツ感動物語」アスリートの
原点 5 逆境を突破するメンタル

学研プラス 7808/S10/1-5

「スポーツ感動物語」アスリートの
原点 6 高めあえるライバル

学研プラス 7808/S10/1-6

表現スポーツのコンディショニング
新体操・フィギュアスケート・バレ
エ編

有吉与志恵／著
ベースボール・マガジン
社

7810/A5/

みんなのカーリング 小川豊和／監修 学習研究社 7840/O1/

新みんなのカーリング 〔小川豊和〕／〔監修〕 学研教育出版 7840/O1/1-2

実戦＊バックカントリー 海老根勇／共著 東京新聞出版局 7843/E2/

DVDで完全マスター!スキー上達セル
フレッスン

藤本 剛士／監修 メイツ出版 7843/F5/

DVDで完全マスター!スノーボードフ
リーラン最強テクニック

稲川 光伸／監修 メイツ出版 7843/I6/

北緯４３度の雪 河野啓／著 小学館 7843/K7/

不屈の翼 岡崎敏／著 日刊スポーツ出版社 7843/K8/

家族で獲った銀メダル 葛西紀明／著 光文社 7843/K8/2

夢は、努力でかなえる。 葛西紀明／著 実業之日本社 7843/K8/3

葛西紀明４０歳を過ぎても衰えない
人の秘密

佐々木敏／著 詩想社 7843/K8/4

スノーボード１年生
妙高山スノーボードスクー
ル／監修

成美堂出版 7843/M10/

フライングガールズ 松原孝臣／著 文藝春秋 7843/M11/

岳に抱かれ生涯極楽スキー 丸山庄司／著 スキージャーナル 7843/M12/

三浦雄一郎の肉体と心 大城和恵／〔著〕 講談社 7843/O5/

誰にでもできる最新スキーチューン
ナップマニュアル

〔スキーグラフィック編集
部〕／〔編・著〕

ノースランド出版 7843/S13/

遥かなスキー 杉山進／著 実業之日本社 7843/S14/

はじめてスノーボード スノーボーダー編集部／編 実業之日本社 7843/S15/

私、勝ちにいきます 竹内智香／著 小学館 7843/T8/

プロスノーボーダー田中幸が教える
女の子のためのはじめてのスノー
ボード

田中幸／著
ベースボール・マガジン
社

7843/T9/

競技スキー教程 フリースタイルス
キー編

全日本スキー連盟／編著 スキージャーナル 7843/Z1/6-3

金メダルへの道 荒川静香／著 日本放送出版協会 7846/A2/2

フィギュアスケートを１００倍楽し
く見る方法

荒川静香／著 講談社 7846/A2/3

ウラも見てね。
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知って感じるフィギュアスケート観
戦術

荒川静香／著 朝日新聞出版 7846/A2/5

もっと深く「知りたい！」フィギュ
アスケート

阿部奈々美／著 東邦出版 7846/A3/

スケートボーディング、空間、都市 イアン・ボーデン／著 新曜社 7846/B1/

蒼い炎 羽生結弦／著 扶桑社 7846/H2/

蒼い炎 2 飛翔編 羽生 結弦／著 扶桑社 7846/H2/1-2

チャーム・オブ・アイス
レーナ・レヘトライネン／
著・写真

サンマーク出版 7846/L1/

フィギュアスケート美のテクニック 野口美惠／企画・執筆 新書館 7846/N3/

トップスケーターのすごさがわかる
フィギュアスケート

中野 友加里／著 ポプラ社 7846/N4/

チーム・ブライアン ブライアン・オーサー／著 講談社 7846/O2/

チーム・ブライアン300点伝説 ブライアン・オーサー／著 講談社 7846/O2/2

プレッシャーを味方にする心の持ち
方

清水宏保／著 扶桑社 7846/S2/2

よくわかるフィギュアスケート
ワールド・フィギュアス
ケート／編

新書館 7846/S3/

ひとつひとつ。少しずつ。 鈴木明子／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 7846/S4/

壁はきっと越えられる 鈴木明子／著 プレジデント社 7846/S4/2

笑顔が未来をつくる 鈴木明子／著 岩波書店 7846/S4/3

「等身大」で生きる 鈴木明子／著 ＮＨＫ出版 7846/S4/4

プロのフィギュア観戦術 鈴木明子／著 ＰＨＰ研究所 7846/S4/5

これでできる!スケートボードABC
トランスワールドスケート
ボーディングジャパン／監
修

トランスワールドジャパ
ン

7846/T1/2

パーフェクトプログラム 田村明子／著 新潮社 7846/T2/2

銀盤の軌跡 田村明子／著 新潮社 7846/T2/4

日本フィギュアスケートの軌跡 宇都宮 直子／著 中央公論新社 7846/U1/

ジュニアのためのスケートボード完
全上達バイブル

全日本スケートボード協会
／監修

メイツ出版 7846/Z1/

氷上の闘う女神たち 神津伸子／著 双葉社 7847/K4/

下町ボブスレーの挑戦 細貝 淳一／著 朝日新聞出版 7848/H1/1-2

下町ボブスレー 伴田薫／著 ＮＨＫ出版 7848/H2/

向かい風で飛べ！ 乾ルカ／著 中央公論新社 9136/I265/4

氷上の光と影 田村明子／著 新潮社 B1/T110/1

羽生結弦王者のメソッド 野口 美惠／著 文藝春秋 B2/N139/1

アイスモデリスト 八木沼純子／著 文藝春秋 B2/Y114/1

ウラも見てね。


