
タ　イ　ト　ル 著 　者 出　版　社

1 トライアスロン入門 トライアスロン・ジャパン編集部／編 東京：ランナーズ

2 障害者のスポーツ指導の手引 日本障害者スポーツ協会／編 東京：ぎょうせい

3 延長戦に入りました 奥田　英朗／〔著〕 東京：幻冬舎

4 障害者とスポーツ 高橋　明／著 東京：岩波書店

5 スポーツ・マネジメント入門 広瀬　一郎／著 東京：東洋経済新報社

6 ひとりでうまく巻けるテーピング・メソッド 曽我　武史／監修 東京：高橋書店

7 スポーツをする人の勝利食 石川　三知／監修 東京：講談社

8 最新スポーツルール百科　２０１０ 大修館書店編集部／編集 東京：大修館書店

9 パラグライダー 高橋　和之／編 東京：山と渓谷社

10 ウォーキングと水中ウォーキング 池田　克紀／監修 東京：家の光協会

11 君ならできる 小出　義雄／著 東京：幻冬舎

12 見えないから見えることできること 尾崎　峰穂／著 東京：衆芸社

13 自分を叱咤して生きる 金井　清一／著 東京：太田出版

14 ボウリングでぐんぐん健康になる本 宮田　哲郎／著 東京：チクマ秀版社

15 陣内貴美子バドミントン入門 陣内　貴美子／著 東京：大泉書店

16 がんばれ！女子サッカー 大住　良之／著 東京：岩波書店

17
沢松奈生子が贈る中高年のための
たのしいテニス

沢松　奈生子／講師 東京：日本放送出版協会

18 人生、負け勝ち 柳本　晶一／著 東京：幻冬舎

19 バドミントン教本　ジュニア編 日本バドミントン協会／編 東京：ベースボール・マガジン社

20 ファイブ 平山　譲／著 東京：日本放送出版協会

21
タイガー・ウッズのスーパーキャディが明かす
ゾーンメンタルトレーニング

スティーヴ・ウィリアムズ／著 東京：日本文芸社

22 ピンポンさん 城島　充／著 東京：講談社

23 星野流 星野　仙一／著 東京：世界文化社

24 すぐに役立つゴルフルール　２００７年度版 沼沢　聖一／監修 東京：池田書店

25 察知力 中村　俊輔／著 東京：幻冬舎

26 錦織圭１５－０ 神　仁司／著 東京：実業之日本社

27 ラグビーゲーム＆プレー 遠藤　隆夫／監修 東京：ナツメ社

28 スコアアップ・ボウリング 山本　幸治／著 東京：ナツメ社

29 中田語録 文芸春秋／編 東京：文芸春秋

30 カヌー＆カヤック入門 辰野　勇／著 東京：山と渓谷社

                   ９・１０月の特集
                         ～    おいでませ！山口国体　  おいでませ！山口大会　２０１１　～

　　いよいよ１０月１日（土）から「おいでませ！山口国体」が、１０月２２日（土）から「山口大会」が開催されます。
　　みんなで一緒に応援しましょう！
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31 世界でただ一人の君へ 平井　伯昌／著 東京：幻冬舎

32 日本１００岩場　５ 北山　真／編 東京：山と渓谷社

33 全図解クライミングテクニック 堤　信夫／著 東京：山と渓谷社

34 親方はつらいよ 高砂　浦五郎／著 東京：文芸春秋

35 吉田沙保里１１９連勝の方程式 布施　鋼治／著 東京：新潮社

36 空手道形教範 全日本空手道連盟／編 東京：ベースボール・マガジン社

37 イラストガイドで馬に乗ろう！ ジェーン・ウォレス／原著 東京：源草社

38 新なぎなた教室 全日本なぎなた連盟／編 東京：大修館書店

39 ひとりでできる太極拳健康法 真北　斐図／著 東京：有楽出版社

40 もっとうまくなる！弓道 松尾　牧則／著 東京：ナツメ社

41 最強の剣道 桜木　哲史／著 東京：ベースボール・マガジン社

42 折れない心 野村　忠宏／著 東京：学研パブリッシング

43 弓具の雑学事典 日本武道学会・弓道専門分科会／編 東京：スキージャーナル

44 山本博のゼロから始めるアーチェリー 山本　博／著 東京：実業之日本社

45 ビリヤード・ナインボール攻略本 高橋　邦彦／監修 東京：永岡書店

46 走ることについて語るときに僕の語ること 村上　春樹／著 東京：文芸春秋

47 父が遺してくれた大切なこと ジェームズ・ダッドソン／著 東京：ソニー・マガジンズ

48 晩夏のプレイボール あさの　あつこ／著 東京：毎日新聞社

49 ファイナル・ラウンド 安部　譲二／著 東京：講談社

50 １９８５年の奇跡 五十嵐　貴久／著 東京：双葉社

51 赤い長靴 江国　香織／著 東京：文芸春秋

52 ひかりの剣 海堂　尊／著 東京：文芸春秋

53 銀河のワールドカップ 川端　裕人／著 東京：集英社

54 渾身 川上　健一／著 東京：集英社

55 風の靴 朽木　祥／作 東京：講談社

56 サクリファイス 近藤　史恵／著 東京：新潮社

57 武士猿（ブサーザールー） 今野　敏／著 東京：集英社

58 水色の足ひれ 佐藤　まどか／作 神戸：ＢＬ出版

59 四千文字ゴルフクラブ 佐野　洋／著 東京：文芸春秋

60 栄光一途 雫井　脩介／著 東京：新潮社

61 押し出せ青春 須藤　靖貴／著 東京：小学館

62 赤城山卓球場に歌声は響く 野村　美月／著 東京：エンターブレイン

63 ボックス！ 百田　尚樹／著 東京：太田出版
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64 Ｆｉｅｌｄ，Ｗｉｎｄ あさの　あつこ／著 東京：ジャイブ

65 ファンタジスタ 星野　智幸／著 東京：集英社

66 １９８０　アイコ　十六歳 堀田　あけみ／著 東京：河出書房新社

67 武士道シックスティーン 誉田　哲也／著 東京：文芸春秋

68 ソウル・オブ・フット 松樹　剛史／著 東京：東京創元社

69 風が強く吹いている 三浦　しをん／著 東京：新潮社

70 おっぱいバレー 水野　宗徳／著 東京：泰文堂

71 テニスボーイの憂鬱　上 村上　竜／著 東京：集英社

72 テニスボーイの憂鬱　下 村上　竜／著 東京：集英社

73 イエロー・サブマリン 山際　淳司／著 東京：小学館

74 騎手マテオの最後の騎乗 フリードリヒ・トールベルク／著 東京：集英社

75 われらがアウルズ ロバート・Ｂ．パーカー／著 東京：早川書房

76 山口国体　栄光の記録　第１８回 防長新聞社／編者 防長新聞社

77 山口国体グラフ　第１８回 中国新聞社／編者 中国新聞社

78 栄光 第１８回国民体育大会 第１８回国民体育大会


