
書　　名 種目 編著者 出版者 出版年 請求記号1 中学生のためのショート・ストーリーズ　８ テニスほか 学習研究社 2007.2 9080/Ｃ6/1-82 スコアブック　（全３） 野球 伊集院静／著 講談社 2009.7 9136/Ⅰ106/37-1～33 ウラナリは泣かない ハンドボール 板橋雅弘／〔著〕 講談社 2006.10 9136/Ⅰ248/1-44 Ｆｉｅｌｄ，ｗｉｎｄ 陸上、サッカー あさのあつこ／著［他］ ジャイブ 2008.4 9136/Ａ180/195 Ｐ・Ｋ サッカー 青葉奈々／〔著〕 講談社 2009.6 9136/Ａ2276 健ちゃんの贈り物 陸上 赤川次郎／作 理論社 2009.12 9136/Ａ33/153-27 熱風 テニス 福田隆浩／著 講談社 2008.2 9136/Ｆ1218 都会（まち）のトム＆ソーヤ　４ 陸上 はやみねかおる／〔著〕 講談社 2006.4 9136/Ｈ245/2-49 野球の国のアリス 野球 北村薫／著 講談社 2008.8 9136/Ｋ199/2010 リボン 卓球 草野たき／〔著〕 ポプラ社 2007.11 9136/Ｋ462/511 動物学科空手道部１年高田トモ！ 空手道 片川優子／著 双葉社 2008.9 9136/Ｋ537/312 パラレル バスケットボール 京谷和幸／原案 祥伝社 2009.1 9136/Ｋ61513 ピンポンはねる 卓球 工藤純子／作 ポプラ社 2008.8 9136/Ｋ620/1-114 ピンポンひかる 卓球 工藤純子／作 ポプラ社 2008.12 9136/Ｋ620/1-215 ピンポン空へ 卓球 工藤純子／作 ポプラ社 2009.6 9136/Ｋ620/1-316 水銀奇譚（すいぎんきたん） シンクロ 牧野修／作 理論社 2007.8 9136/Ｍ245/617 おっぱいバレー　（全２） バレーボール 水野宗徳／著 泰文堂 2009.4 9136/Ｍ446/1-1～218 カゼヲキル　（全３） 陸上 増田明美／著 講談社 2007.7 9136/Ｍ448/1-1～319 一瞬の風になれ　（全３） 陸上 佐藤多佳子／著 講談社 2006.8 9136/Ｓ189/6-1～320 空をつかむまで トライアスロン 関口尚／著 集英社 2006.4 9136/Ｓ410/321 Ｒ．Ｉ．Ｐ． サッカー 杉山幌／著 講談社 2009.10 9136/Ｓ49222 ブレーキ サッカーほか 山田悠介／著 角川書店 2005.7 9136/Ｙ230/523 ドアＤ テニス 山田悠介／著 幻冬舎 2007.1 9136/Ｙ230/824 夢からはじまる サッカー 羽中田昌／著 集英社 2007.6 9160/Ｈ69/225 きらりながれぼし 野球 Ｋ．Ｔ．ハオ／文 長崎出版 2009.8 9230/Ｈ726 不思議の穴に落ちて サッカー ピーター・エイブラハムズ／著 ソフトバンククリエイティブ 2006.4 9330/Ａ53/227 ボーイズ・レポート サッカー ケイト・ブライアン／作 理論社 2007.4 9330/Ｂ19028 アイアンマン トライアスロン クリス・クラッチャー／作 ポプラ社 2006.3 9330/Ｃ154/229 ぼくたちの砦 サッカー エリザベス・レアード／作 評論社 2006.10 9330/Ｌ9730 われらがアウルズ バスケットボール ロバート・Ｂ．パーカー／著 早川書房 2008.11 9330/Ｐ18/44
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【小　説】



書　　名 種目 編著者 出版者 出版年 請求記号31 銃声のやんだ朝に サッカー ジェイムズ・リオーダン／作 徳間書店 2006.11 9330/Ｒ9532 あなたはそっとやってくる バスケットボール ジャクリーン・ウッドソン／著 あすなろ書房 2008.3 9330/Ｗ1381 プロゴルファーになるには ゴルフ 早瀬利之／著 ぺりかん社 2003.3 36620/Ｎ１/3-1172 プロサッカー選手になるには サッカー 川端康生／著 ぺりかん社 2004.4 36620/Ｎ1/5-1203 プロ野球選手になるには 野球 柏英樹／著 柏英樹／著 2009.8 36620/Ｎ１/5-1334 部活動レベルアップガイドバスケットボール部 バスケットボール 竹田哲　梅津毅／文 汐文社 2007.3 37518/Ｂ1/25 キャプテン翼勝利学 サッカー 深川峻太郎／著 集英社 2002.4 7261/Ｆ116 スラムダンク勝利学 バスケットボール 辻秀一／著 集英社 2000.10 7261/Ｔ237 Ｒｏｏｋｉｅｓ勝利学 野球 吉野敬介／著 集英社 2009.4 7261/Ｙ238 ルールはなぜあるのだろう 全般 大村敦志／著 岩波書店 2008.12 7800/Ｏ69 スポーツ感動物語　（全１２） カーリングほか 学習研究社 2007.2 7800/Ｓ12/1-1～1210 ホイッスル！勝利学 サッカー 布施努／著 集英社 2009.7 7801/Ｆ1011 ５色を食べるスポーツ栄養塾 トレーニング 鈴木いづみ／監修 学習研究社 2009.3 7801/Ｓ35/312 勝つためのコグニティブ・トレーニング トレーニング 千田恵吾／著 ベースボール・マガジン社 2006.6 7801/Ｓ4313 プロが教える治療法！自分で治す野球肩・野球ひじ 野球 佐伯勉／著 学習研究社 2009.9 7801/Ｓ4414 筋肉学入門 トレーニング 筋肉学入門 講談社 2009.5 7807/Ⅰ3/715 角田信朗のボディ・トレーニング トレーニング 角田信朗／著 日本文芸社 2002.5 7807/Ｋ1516 実力を最大限活かせる！勝つためのストレッチのコツ５０ トレーニング 長畑芳仁／監修 メイツ出版 2009.5 7810/Ｎ817 魅せるチアリーディング５０のポイント チアリーディング 奥寺由紀／監修 メイツ出版 2009.6 7810/Ｏ218 ぐんぐん強くなる！陸上競技 陸上 尾縣貢／著 ベースボール・マガジン社 2007.9 7820/Ｏ419 ちばちゃんのポジティブ・ランニング ランニング 千葉真子／著 学研パブリッシング 2009.11 7823/Ｃ320 今日から始めるランニング・レッスン ランニング 牧野仁／監修 学習研究社 2009.3 7823/Ｍ11/221 夏から夏へ 陸上 佐藤多佳子／著 集英社 2008.7 7823/Ｓ722 走りの極意 陸上 為末大／著 ベースボール・マガジン社 2007.8 7823/Ｔ1123 夢を跳ぶ 陸上 佐藤真海／著 岩波書店 2008.8 7824/Ｓ2/224 中・高校生のためのバスケットボールゾーン・バイブル バスケットボール 李宇載／著 ベースボール・マガジン社 2006.11 7831/Ｂ125 どんどんうまくなる！ミニバスケットボール入門 バスケットボール 榎本日出夫／監修 成美堂出版 2004.8 7831/Ｅ126 最後のシュート バスケットボール ダーシー・フレイ／著 福音館書店 2004.6 7831/Ｆ227 中高生のためのバスケットボールトランジション・プラクティス バスケットボール 倉石平／著 ベースボール・マガジン社 2007.12 7831/Ｋ4/428 ２メン＆３メンオフェンス・パターンｂｏｏｋ バスケットボール 李宇載／著 ベースボール・マガジン社 2008.12 7831/Ｒ3/329 もっとうまくなる！バレーボール バレーボール 木村正憲／監修 ナツメ社 2008.6 7832/Ｋ830 試合で大活躍できる！バレーボール上達のコツ５０ バレーボール 成田明彦／監修 メイツ出版 2008.10 7832/Ｎ631 サッカー大好き！ サッカー 泉優二／著 岩波書店 1994.9 7834/Ⅰ4

【スポーツ読本】



書　　名 種目 編著者 出版者 出版年 請求記号32 中学・高校生のための「サッカースキルアップ・バイブル」 サッカー ベースボール・マガジン社 2006.1 7834/Ｂ16/233 クリスティアーノ・ロナウド サッカー 本郷陽二／編 汐文社 2009.8 7834/Ｈ17/234 カカ　めざせ！！ワールドカップ サッカー 本郷陽二／編 汐文社 2009.11 7834/Ｈ17/335 フリーサッカーで世界をめざせ！ サッカー 宮崎昇作　吉野弘一／著 文渓堂 2002.8 7834/Ｍ2036 永遠のサッカー小僧 サッカー 森沢明夫／著 講談社 2009.10 7834/Ｍ2337 挫折と挑戦 ラグビー 中竹竜二／著 ＰＨＰ研究所 2008.7 7834/Ｎ2238 オシムの言葉 サッカー 木村元彦／著 集英社インターナショナル 2005.12 7834/Ｏ1839 日本（にっぽん）サッカー偏差値５２ サッカー 杉山茂樹／著 実業之日本社 2009.3 7834/Ｓ14/440 なでしこゴール！ サッカー 砂坂美紀　大住良之　後藤健生　江橋よしのり／共著 講談社 2009.11 7834/Ｓ2641 １５歳の選択 サッカー 寺野典子／著 河出書房新社 2008.8 7834/Ｔ2642 サッカー小中高生のためのメディカル・サポート サッカー 山本晃永　松田直樹／著 ベースボール・マガジン社 2008.4 7834/Ｙ14/243 強くなるテニス入門 テニス 伊良子妙子／監修 成美堂出版 2003.6 7835/Ⅰ544 バドミントン世界ｔｏｐ　２０のワザとシカケ バドミントン 小島一夫／著 講談社 2009.3 7835/Ｋ1045 錦織圭フィフティーン・ラブ テニス 神仁司／著 実業之日本社 2008.10 7835/Ｋ1146 ダブルスで勝てる！バドミントン必勝の戦略 バドミントン 中條彪／監修 メイツ出版 2009.9 7835/Ｎ1347 ビーナス＆セリーナ勝つテニス テニス デイブ・ラインバーグ／著 西村書店 2007.9 7835/Ｒ348 ソフトテニス　強豪校の（秘）練習法、教えます！ ソフトテニス ベースボール・マガジン社 2007.10 7835/Ｓ6/249 テニスワンポイントレッスン５００ テニス Ｔ．ｔｅｎｎｉｓ編集部／編 学習研究社 2009.4 7835/Ｔ1250 Ｌｅｔ’ｓナリキリ！テニスプロ技ｂｅｓｔ　５５ テニス 辻野隆三／監修・実演 学習研究社 2009.8 7835/Ｔ1351 もっとうまくなる！バドミントン バドミントン ウエンブレーバドミントンチーム／監修 ナツメ社 2008.3 7835/Ｕ252 もっとうまくなる！卓球 卓球 平岡義博／著 ナツメ社 2007.10 7836/Ｈ153 試合で勝てる！卓球最強の戦術 卓球 宮崎義仁／監修 メイツ出版 2009.7 7836/Ｍ554 道は自分で切りひらく 野球 広岡勲／著 岩波書店 2007.8 7837/Ｈ27/255 キミは松井か、イチローか。 野球 廣戸聡一／監修 池田書店 2006.9 7837/Ｈ3056 小・中学生のための最強エース育成バイブル 野球 川崎憲次郎／監修 ベースボール・マガジン社 2008.9 7837/Ｋ5357 松井秀喜５５の言葉 野球 松下茂典／著 東京書籍 2006.7 7837/Ｍ31/1258 佐賀北の夏 野球 中村計／著 ヴィレッジブックス 2008.7 7837/Ｎ3459 試合で大活躍できる！ソフトボール上達のコツ５０ ソフトボール 小川幸三　高橋流星／監修 メイツ出版 2009.6 7837/Ｏ2960 知識ゼロからのメジャーリーグ入門 野球 佐々木主浩／著 幻冬舎 2009.4 7837/Ｓ43/261 中学・高校生のための野球（ｂａｓｅｂａｌｌ）レベルアップ教本　２００６ 野球 ベースボール・マガジン社 2006.9 7837/Ｔ42/662 中学・高校生のための野球（ｂａｓｅｂａｌｌ）レベルアップ教本進化伝説（ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ） 野球 ベースボール・マガジン社 2007.9 7837/Ｔ42/763 体の「芯」から上手くなる野球（秘）アイデア練習帳 野球 高畑好秀　西村永子／共著 ノースランド出版 2009.4 7837/Ｔ46



書　　名 種目 編著者 出版者 出版年 請求記号64 試合で大活躍できる！バッティング上達のコツ５０ 野球 得津高宏／監修 メイツ出版 2009.5 7837/Ｔ4765 情熱力。 ソフトボール 上野由岐子／著 創英社 2009.1 7837/Ｕ966 野球はベースボールを超えたのか 野球 ロバート・ホワイティング／著 筑摩書房 2006.4 7837/Ｗ4/867 もっとうまくなる！ソフトボール ソフトボール 吉野みね子／監修 メイツ出版 2009.5 7837/Ｙ2368 野球上達練習法ナビ 野球 ベースボール・マガジン社 2009.11 7837/Ｙ3369 プロゴルファー石川遼 ゴルフ 井上兼行／文 学習研究社 2009.8 7838/Ⅰ470 アベレージ２００を超える！ボウリング上達のコツ５０ ボウリング 下地賀寿守／監修 メイツ出版 2008.8 7839/Ｓ471 もっとうまくなる！ボウリング ボウリング 山本幸治／著 ナツメ社 2008.5 7839/Ｙ172 努力は決して裏切らない 水泳 平井伯昌　折山淑美／著 日本文芸社 2008.11 7852/Ｈ1273 水泳らくらく入門 水泳 川口智久／著 岩波書店 1994.6 7852/Ｋ574 テニスの王子様勝利学 テニス 松岡修造／著 集英社 2003.3 7853/Ｍ3/275 これで身につく山歩きバテない歩き方術 登山 ＪＴＢパブリッシング 2009.8 7861/Ｋ2776 これで安心山歩き基本ハンドブック 登山 ＪＴＢパブリッシング 2008.7 7861/Ｋ2877 釣りに行こう フィッシング 藤井克彦／著 岩波書店 2003.4 7871/Ｆ1078 いっぱい釣れる！キミも「釣り名人」になれる本 フィッシング カルチャーランド／著 メイツ出版 2009.7 7871/Ｋ2479 Ｑ＆Ａ　日本の武道事典　１、２ 武道 ベースボール・マガジン社／編 ベースボール・マガジン社 2009.10 7890/Ｂ2/1-1～280 中学生と指導者のための武道・体育シリーズ　（全３） 剣道・柔道・空手道 ベースボール・マガジン社 2009.7 7890/Ｃ5/1-1～381 強くなる柔道入門 柔道 小俣幸嗣／著 成美堂出版 2005.7 7890/Ｋ482 空手道　空手道で磨く“心技体” 空手道 蓮見圭一／監修 ベースボール・マガジン社 2008.5 7892/Ｈ883 もっとうまくなる！空手 空手道 國分利人／著 ナツメ社 2009.6 7892/Ｋ1584 少年柔道基本げいこ 柔道 中西英敏／著 大泉書店 2009.8 7892/Ｎ1385 ジュニア極真空手入門 空手道 盧山初雄／著 ナツメ社 2007.4 7892/Ｒ386 合気道上達のコツ５０ 合気道 塩田泰久／監修 メイツ出版 2008.12 7892/Ｓ15/287 柔道　柔道で磨く“心技体” 柔道 山口香／監修 ベースボール・マガジン社 2008.3 7892/Ｙ1688 剣道　剣道で磨く“心技体” 剣道 馬場武典／監修・著 ベースボール・マガジン社 2008.3 7893/Ｂ289 もっとうまくなる！剣道 剣道 卯木照邦／著 ナツメ社 2008.1 7893/Ｕ190 もっとうまくなる！弓道 弓道 松尾牧則／著 ナツメ社 2007.12 7895/Ｍ591 「勝つ弓道」のポイント５０ 弓道 落合榮司／監修 メイツ出版 2009.11 7895/Ｏ4


