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サッカー関連タイトル 

チームでは教えてくれないプロサッカー
選手になるために大切なこと 

出版社 マイナビ出版 

同時1アクセス(本体) ¥4,207 

同時3アクセス(本体) ¥10,518 

冊子版ISBN 9784839964498  

著編者名 藤井 昌子 発行年 2019 商品コード 1031115602 

今の時代だからこそ求められる「体力や技術よりも必要なもの」とは何か？ 池上流メソッドをマンガでわかりやすく
解説！マンガをベースに、サッカー少年が将来、プロアスリートになって、社会の模範として生活するのに役立つ
力を学ぶ書籍です。小～中学生とその親を対象に、道徳的なテーマや教訓、育成現場の疑問、悩み、不安に対
する実践的な解決策や、考え方のポイントなどを幅広く紹介していきます。 

実践!常勝ドイツのプレッシングメソッド 
 ―プレッシングは最強ドイツに学べ!― 

出版社 東洋館出版社 

同時1アクセス(本体) ¥6,105 

同時3アクセス(本体) ¥18,315 

冊子版ISBN 9784491036359  

著編者名 ラルフ・ペーター 発行年 2019 商品コード 1030988300 

本書は、ドイツサッカー協会のコーチングスタッフである著者が、現代サッカーにおいて大きなテーマの１つである
プレッシングを定義した指導書。プレッシングとは何かが整理、明確化され、プレッシングの真髄に迫り、具体的な
プレッシングスタイルを掘り下げ、それを達成するためのトレーニング方法、その際に頻繁に起こりうるミスアクション
などを紹介。 

サッカーの見方は1日で変えられる 

出版社 東洋経済新報社 

同時1アクセス(本体) ¥3,300 

同時3アクセス(本体) ¥6,600 

冊子版ISBN 9784492043752  

著編者名 木崎 伸也 発行年 2010 商品コード 1016423917 

著者がプロ中のプロに会って得た「本当のサッカーの見方」の中から、本質をついているものを選りすぐり、わかり
やすく紹介。チーム・選手・監督の見分け方、プロスカウトが見るポイントなどを収録。 

砂糖をまぶしたパス 
 ―ポルトガル語のフットボール― 

出版社 白水社 

同時1アクセス(本体) ¥4,620 

同時3アクセス(本体) ¥6,930 

冊子版ISBN 9784560027936  

著編者名 市之瀬 敦 発行年 2006 商品コード 1011515276 

なぜブラジルやポルトガルのサッカーは魔術的、魅惑的なのか。アンゴラなどの旧植民地も含め、それらの国々が
歩んできた歴史を振り返りながら、ポルトガル語圏のサッカーを噛みしめる一冊。 

http://www.kokusho.co.jp/np/result.html?ser_id=160


● 表示価格は税抜きです。 
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書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時1アクセス 

(本体) 
同時3アクセス 

(本体) 
商品コード 

Soccer for dummies 2nd ed Tom Dunmore 2013 9781118510667 ¥3,000  ¥4,500  1021933786 

Soccer rules & positions in a day for dummies USA ed Mike Lewis 2012 9781118376676 ¥700  ¥1,000  1021933781 

Coaching junior football teams for dummies 
National Alliance for 
Youth Sports 

2007 9780470034743 ¥3,900  ¥5,900  1021933788 

最新サッカー用語大辞典 
 ―世界の戦術・理論がわかる!― 

出版社 マイナビ 

同時1アクセス(本体) ¥4,070 

同時3アクセス(本体) ¥10,175 

冊子版ISBN 9784839953744  

著編者名 大塚 一樹 発行年 2014 商品コード 1022133916 

サッカー界のトレンドは、ＦＩＦＡワールドカップを中心に、世界の主要大会が開催される毎に移り変わっていきます。技術や戦術が進化
し、その潮流が変われば、ゲームの局面やテクニックのポイントを説明する言葉も変化していきます。本書は、日々、そんなサッカーの戦
術、技術、ルール、トレーニング等に関連した、さまざまな「専門用語」を図解によって詳細に紹介していくものです。 

サッカー逆境の監督学 ―パターン練習を捨てろ! 

1日2時間の練習で狙う全国制覇― 【スマホ・読上付】 

出版社 誠文堂新光社 

同時1アクセス(本体) ¥3,300 

同時3アクセス(本体) ¥4,950 

冊子版ISBN 9784416517161  

著編者名 李 済華 発行年 2017 商品コード 1026546319 

勉学だけでなく全国レベルの実力を備える國學院久我山高校サッカー部。その総監督の効率的サッカー指導法と哲学を紹介します。 

Money football! 
 ―統計学が解き明かすサッカーの"新時代"― 
【スマホ・読上】（週刊ダイヤモンド特集BOOKS 56） （※） 

出版社 ダイヤモンド社 

同時1アクセス(本体) ¥1,485 

同時3アクセス(本体) ¥2,970 

冊子版ISBN - 

著編者名 森川 潤 発行年 2014 商品コード 1027984346 

サッカーのワールドカップ・ブラジル大会が12日に開幕した。日本代表の勇姿に心を躍らせるファンも多いと思うが、少し世界のサッカー
事情に目を向けると、新たな潮流が生まれていることが分かる。サッカーの「データ革命」ともいうべき新たな時代の最前線を追った。 

サッカー日本代表専属シェフの戦い  
【スマホ・読上】（サムライブルーの料理人） （※） 

出版社 白水社 

同時1アクセス(本体) ¥3,520 

同時3アクセス(本体) ¥5,280 

冊子版ISBN 9784560081112  

著編者名 西 芳照 発行年 2011 商品コード 1028391586 

ジーコ、オシム、岡田、ザッケローニ監督のもと、世界で戦う選手たちを「食」で支えてきた専属シェフが初めて語る、Ｗ杯の秘策と感動
の舞台裏。Ｗ杯の勝利のメニューとレシピ掲載！ 

Jリーグの行動科学 
 ―リーダーシップとキャリアのための教訓― 

出版社 白桃書房 

同時1アクセス(本体) ¥8,030 

同時3アクセス(本体) ¥10,890 

冊子版ISBN 9784561265375  

著編者名 高橋 潔 発行年 2010 商品コード 1022366454 

Ｊリーグのビジネスとしてのあり方を探り、Ｊリーガーのキャリア選択やその課題を、調査を通して明らかにする。チームプレーの中で磨か
れる状況判断力やリーダーシップなど、ビジネスパーソンの参考となるヒントも満載。 
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 ● タイトル末尾の（※）はダウンロード不可です。  



● 表示価格は税抜きです。 

トラップが身につく本 ―風間八宏のサッカー 

スクールトラウムトレーニング― 

出版社 マイナビ 

同時1アクセス(本体) ¥4,125 

同時3アクセス(本体) ¥10,312 

冊子版ISBN 9784839958015  

著編者名 内藤 清志 発行年 2016 商品コード 1022133926 

あの風間八宏氏の「止める」技術へのこだわりを、「究極のトラップ練習法」として一冊にまとめました！Ｊリーグ川崎フロンターレ監督および
サッカー解説者として知られる、風間八宏氏が率いるサッカースクール「トラウムトレーニング」によるトラップ技術の指導書です。風間氏が
監修するプログラムに基づき、トラップの基本から応用、練習方法まで、国内随一の専門的トレーニングを紹介します。 

サッカーで、子どもの「考える力」と「たくましい
心」を育てる方法 

出版社 マイナビ 

同時1アクセス(本体) ¥4,070 

同時3アクセス(本体) ¥10,175 

冊子版ISBN 9784839958718  

著編者名 中山 雅雄 発行年 2016 商品コード 1022133929 

スポーツ心理学を中心に教鞭を執る傍ら、(公財)日本サッカー協会で指導者養成にあたる筑波大学の中山雅雄准教授が、ＪＦＡ機関誌『ＪＦＡnews』で連載す
る人気企画「サッカー心育論～たくましい心を育むコーチング～」が、一冊の本になりました。国内トップレベルのサッカー指導の経験と「スポーツ心理学」の見
地から、子どもの育成の問題点や、社会で通用するたくましい「心」と「思考」の育て方をわかりやすく紹介します。 

運ぶドリブル&抜くドリブルをマスターする本 
 ―スペイン流2大テクニック― 

出版社 マイナビ 

同時1アクセス(本体) ¥3,987 

同時3アクセス(本体) ¥9,969 

冊子版ISBN 9784839950071  

著編者名 川島 和彦 発行年 2014 商品コード 1022133913 

世界のサッカーを牽引する強豪国スペインではドリブルの技術を、その目的によって明確に２つに分けて表現します。それは空いた空間
にボールを動かす「運ぶドリブル」と、フェイントなどを使い対峙した相手の裏を突いていく「抜くドリブル」です。日本書では、育成の最新ト
ピックでもある、このスペイン式の「抜く」＆「運ぶ」ドリブルの違い、実践法や練習法をくわしく解説、紹介していきます。 

サッカー・強豪クラブに合格するための本 

出版社 マイナビ 

同時1アクセス(本体) ¥3,987 

同時3アクセス(本体) ¥9,969 

冊子版ISBN 9784839947606  

著編者名 ゴールアシスト 発行年 2013 商品コード 1022133911 

強豪クラブのセレクションの時期、傾向をはじめ、今、クラブ側から各年代のプレーヤーに求められる資質とは何か？ どういった技術を必要とするのかといっ
た実用的な情報を幅広く紹介していきます。【注意】この商品は2013年07月31日発売の書籍『サッカー・強豪クラブに合格するための本』を電子化したもので
すが、原書掲載の「全国クラブチームリスト」（p156～157）は含まれておりません。予めご了承ください。 

サッカーコンディショニングの科学 
 ―科学的分析に基づいたコンディショニングの方法― 

出版社 東京電機大学出版局 

同時1アクセス(本体) ¥4,092 

同時3アクセス(本体) ¥6,138 

冊子版ISBN 9784501617202  

著編者名 浦上 千晶 発行年 1999 商品コード 1011596782 

最高のゲームをするためには、最良のコンディションで臨む必要がある。ゲームの科学的分析データによって、コンディションの重要性を
示し、休養や栄養など見逃されがちな重要項目について具体的に述べる。 

サッカーフィットネスの科学 
 ―科学的分析に基づいたトレーニング― 

出版社 東京電機大学出版局 

同時1アクセス(本体) ¥4,603 

同時3アクセス(本体) ¥6,905 

冊子版ISBN 9784501615802  

著編者名 大橋 二郎 発行年 1998 商品コード 1011600674 

ゲームの科学的分析データから、サッカーの特徴にあったフィットネストレーニングの方法まで豊富に紹介し、より効率的に、より安全にす
すめるトレーニング法を具体的に解説。 

サッカーゴールへの科学 
 ―科学的分析に基づいた確率の高いシュート― 

出版社 東京電機大学出版局 

同時1アクセス(本体) ¥3,580 

同時3アクセス(本体) ¥5,371 

冊子版ISBN 9784501615109  

著編者名 大橋 二郎 発行年 1997 商品コード 1011600673 

ワールドカップなどレベルの高い試合でのゴールやシュートシーンを科学的に分析。これらのデータに基づいた練習方法を紹介、いかに
効率よく得点するかを考える。写真や図を豊富に掲載。 

サッカーおもしろ科学 
 ―科学的分析に基づいた合理的な練習― 

出版社 東京電機大学出版局 

同時1アクセス(本体) ¥4,347 

同時3アクセス(本体) ¥6,520 

冊子版ISBN 9784501614607  

著編者名 掛水 隆 発行年 1996 商品コード 1011600671 

ゲームそのものを科学的に分析し、それに基づいた合理的な練習をわかりやすく解説。 

2020年4月 
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ラグビー関連タイトル 
判断と決断 
 ―不完全な僕らがリーダーであるために― 

  東洋経済新報社 

  中竹 竜二 著  2011年発行 

  同時1アクセス(本体) ¥3,520 

  同時3アクセス(本体) ¥7,920 

  冊子版ISBN 9784492556870  

  商品コード 1024591593 

  
僕たち、もう無駄に迷うのはやめにしよう。ラグビー
大学選手権で早稲田を2連覇に導いた著者が明
かす、今までになかったリーダーシップ論。自分に
自信が持てないリーダーたちに贈る。 

ラグビー日本代表エディーに学べ 
 ―世界で勝つ組織論―【スマホ・読上】 
（週刊ダイヤモンド特集BOOKS 106） （※） 
  ダイヤモンド社 

  原 英次郎 著  2015年発行 

  同時1アクセス(本体) ¥1,485 

  同時3アクセス(本体) ¥2,970 

  冊子版ISBN - 

  商品コード 1027984396 

  ワールドカップ（Ｗ杯）で史上初の3勝という躍進を
遂げ、一躍国民的人気者となったラグビー日本代
表。弱小国日本を、「世界で勝つ」レベルに引き上
げたのが、エディー・ジョーンズ前ヘッドコーチだ。
エディーの組織論には、世界市場で勝てない日
本企業も学ぶべきものが多い。その神髄に迫った。 

書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時1アクセス 

(本体) 
同時3アクセス 

(本体) 
商品コード 

Rugby union basics for dummies in a day Nick Cain 2012 9781118380109 ¥700  ¥1,000  1021933782 

Rugby for dummies 3rd ed Mathew Brown 2011 9781118043325 ¥2,900  ¥4,300  1021933775 

Rugby for dummies 2nd ed Mathew Brown 2007 9780470153277 ¥2,900  ¥4,300  1021933765 

サッカー上達の科学 ―いやでも巧くなるトレーニング 

メソッド―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-1966） （※） 

出版社 講談社 

同時1アクセス(本体) ¥3,000 

同時3アクセス(本体) - 

冊子版ISBN 9784062579667  

著編者名 村松 尚登 発行年 2016 商品コード 1027984207 

メッシのドリブル、ネイマールのフェイント、イニエスタのダブルタッチ、ブスケッツの正確無比なパス。超一流選手のテクニックに直結する「身体動作」が身につ
く独自メニューを初公開！股関節の可動域を広げるリフティング、重心移動を体得できるコーンドリブル、「言葉遊び」で判断力を高める脳の訓練……ほか。多
角度からの映像やスーパースロー再生で、見てすぐ活用できる動画満載の特設サイトを用意。 

フットサル戦術トレーニングデザイン ―Fリーグ優勝 

チームが実践する勝利のメソッド : 限られた戦力・時間・場所で 
最大限のパフォーマンスを引き出す― 

出版社 誠文堂新光社 

同時1アクセス(本体) ¥3,520 

同時3アクセス(本体) ¥5,280 

冊子版ISBN 9784416617724  

著編者名 木暮 賢一郎 発行年 2017 商品コード 1028388815 

フットサル日本一監督が実践する「トレーニングデザイン」というメソッドを初公開。本格チームから初心者チームまで必ず強くなる！ 

世界最強ドイツサッカーに学ぶサッカートレーニング術 
 ―ゲームに勝つための想像力、素早い状況判断、攻守の 
切り替えが身につく― 

出版社 誠文堂新光社 

同時1アクセス(本体) ¥3,520 

同時3アクセス(本体) ¥5,280 

冊子版ISBN 9784416715093  

著編者名 マヌエル・ラウルセン 発行年 2015 商品コード 1028388800 

世界屈指のサッカー強豪国ドイツから、世界の超一流の技術や、ゲームに勝つための実践的な戦術を身につけることができる一冊。 

 ● タイトル末尾の（※）はダウンロード不可です。  
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