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780.1//D16 大学生の健康・スポーツ科学
大学生の健康・スポーツ科
学研究会

道和書院 2014.3

780.1//H72 スポーツマンシップを考える 広瀬 一郎 ベースボール・マガジン社 2002.1

780.1//I73 一流選手になるためのスポーツビジョントレーニング 石垣 尚男 講談社 2014.11

780.14//I75 現場で活きるスポーツ心理学 石井 源信 杏林書院 2012.8

780.14//Ku92 はじめて学ぶスポーツ心理学12講 楠本 恭久 福村出版 2015.1

780.14//N77 最新スポーツ心理学 : その軌跡と展望 日本スポーツ心理学会 大修館書店 2004.12

780.14//N81 スポーツモチベーション : スポーツ行動の秘密に迫る! 西田 保 大修館書店 2013.1

780.14//Su34 スポーツ心理学の世界 杉原 隆 福村出版 2000.1

780.19//A12 これからの健康とスポーツの科学 安部 孝 講談社 2015.3

780.19//E66 スポーツ遺伝子は勝者を決めるか? : アスリートの科学 Epstein David 早川書房 2014.9

780.19//F27 スポーツマッサージ Findlay Susan 1956- ガイアブックス 2014.11

780.19//F47 スポーツマッサージ : 運動・フィットネス・リハビリテーションのケア Fritz Sandy 西村書店 2010.7

780.19//F57 スポーツの栄養学 : トレーニング効果を高める食事 藤井 久雄 アイ・ケイコーポレーション 2010.3

780.19//Ka54 ジュニアアスリートをサポートするスポーツ医科学ガイドブック 金岡 恒治 メジカルビュー社 2015.1

780.19//Ka58 アスリート食レシピ : 今日から始めるバランス健康生活 鹿屋アスリート食堂 アスペクト 2015.6

780.19//Ka91 10代スポーツ選手のケガ予防と回復食 : 強いカラダをつくる! 川端 理香 大泉書店 2015.8

780.19//Ko11 小・中学生のスポーツ栄養ガイド : スポーツ食育プログラム こばた てるみ 女子栄養大学出版部 2010.3

780.19//Ko51 図解スポーツコンディショニングの基礎理論
国際スポーツ医科学研究
所

西東社 [2015.12]

780.19//N71
伸びるテープと伸びないテープを使った最新スポーツテーピング : 競技・目的別プロア
スリートの実践テクニック!

ニチバン株式会社 マイナビ 2015.1

780.19//Ta64 進化系!筋肉男子の栄養学 竹並 恵里 ベースボール・マガジン社 2016.2

第10回ライブラリーラウンジ 「これだからおもしろい！スポーツの魅力」 展示リスト

2016/10/24

2016年10月19日（水）、図書館5階にて、第10回ライブラリーラウンジ 「これだからおもしろい！スポーツの魅力」を開催しました。
今回のラウンジは、本学経営学部4年・リオデジャネイロオリンピック4×400mリレー日本代表の佐藤拳太郎さんを図書館に迎え、参加者と学部や年齢を越えた交流を図り、66名が会場を埋め尽くしま
した。
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780.19//W47 種目別にみるスポーツ外傷・障害とリハビリテーション 渡会 公治 医歯薬出版 2014.9

780.19//Y53 親子で学ぶスポーツ栄養 柳沢 香絵 八千代出版 2013.11

780.19//Y53 アスリートのためのスポーツ栄養学 : 最新版 : 栄養の基本と食事計画 柳沢 香絵 学研パブリッシング 2014.12

780.19//Y92 筋力向上のための一週間献立集 : アスリート食堂 : 体づくりと試合に向けて 吉谷 佳代 文光堂 2011.9

780.193//D55 目でみる筋力トレーニングの解剖学 : ひと目でわかる強化部位と筋名 Delavier Fr?d?ric 大修館書店 2002.4

780.193//H43 乳酸を活かしたスポーツトレーニング 八田 秀雄 講談社 2015.7

780.193//Ki12 錯覚のスポーツ身体学 木寺 英史 東京堂出版 2011.5

780.2//To59 スポーツの世界地図 Tomlinson Alan 丸善出版 2012.5

780.6//Mu93 プロスポーツクラブのマネジメント : 戦略の策定から実行まで 武藤 泰明 東洋経済新報社 2013.4

780.6//Sh57//1 スポーツ団体のマネジメント入門 : 透明性のあるスポーツ団体を目指して 新日本有限責任監査法人 同文舘出版 2015.4

780.69//B94 地図と写真で見る東京オリンピック1964
ブルー・ガイドブックス編集
部

実業之日本社 2015.2

780.69//I72 これならわかるオリンピックの歴史Q&A 石出 法太 大月書店 2016.4

780.69//J48//2 1972年札幌大会&1998年長野大会 稲葉 茂勝 ベースボール・マガジン社 2015.8

780.7//F84
「個」を生かすチームビルディング  : チームスポーツの組織力を100倍高める勝利のメ
ソッド

福富 信也 カンゼン 2013.7

780.7//Ke45 健康運動実践指導者養成用テキスト 南江堂 健康・体力づくり事業財団 2015

780.7//L49 スポーツ大好き!な子どもを育てる「62」の方法 : 体づくりからトップアスリート育成まで LeBlanc Janet 西村書店 2009.2

780.7//Su28 スポーツにおける真の指導力 : 部活動にスポーツ基本法を活かす 菅原 哲朗 エイデル研究所 2014.1

780.7//Ts39 最強の選手・チームを育てるスポーツメンタルコーチング 柘植 陽一郎 洋泉社 2015.2

780.7//Y66 女子選手のコーチング : "特性"を知り、力を引き出すための40のヒント 八ッ橋 賀子 体育とスポーツ出版社 2015.7

780.7//Y75 図解スポーツトレーニングの基礎理論
横浜市スポーツ医科学セ
ンター

西東社 [2013.1]

780//I32 実践・生涯スポーツ 平下 政美 不昧堂出版 1995.5

780//Ka97 スポーツ業界の歩き方 : スポーツを仕事にしたい人、スポーツの力を信じる人へ 河島 徳基 ぱる出版 2013.7

780//N77 スポーツツーリズム・ハンドブック
日本スポーツツーリズム推
進機構

学芸出版社 2015.8

780//Sa25 スポーツと国際協力 : スポーツに秘められた豊かな可能性 齊藤 一彦 大修館書店 2015.3
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