
Ⅴ．資料　　－体育・スポーツ関係連載記事一覧－

分類 表　　　題 回数 新聞名 期間
スポーツ総論 リーダーの力 日経（夕）03.4.1～04.4.27

時代の証言者～プロ野球　川上哲治 83～ 1～16 読売 03.4.22～5.16
楕円は渡る～世界のラグビー～ 1～18 読売 03.4.29～6.13
変わるスポーツ　１部　模索 1～7 読売 03.4.9～19
変わるスポーツ　２部　挑戦 1～6 読売 03.6.14～25
変わるスポーツ　３部　資金 1～6 読売 03.10.7～22
変わるスポーツ　４部　提言 1～5 読売 03.12.2～6
野球界の壁～高校とプロ～ 1～4 朝日 03.5.20～23
早慶戦１００年　四話 1～4 朝日 03.5.26～30
東京競馬場 1～6 朝日（夕）03.5.26～31
F1　四話 1～4 朝日 03.5.5～9
壁を越えて　第２部　障害者とスポーツ 1～10 読売（夕）03.6.2～10.20
世界基準へ～エリートプログラムの挑戦～ 7回 読売（夕）03.7.11～04.3.22
シリーズ５０年目のエベレスト～大衆化～ 上・下 赤旗 03.8.14～15
王者たち 読売 03.9.19～12.5
一流を育てる～野茂英雄投手と新日鉄堺野球部～ 上～下 朝日 03.4.5～19
一流を育てる～横綱朝青龍を鍛える～ 上～下 朝日 03.6.7～28
一流を育てる～末続慎吾・アテネへの疾走～高野進コー 上・下 朝日 03.11.1～8
時代の証言者～大相撲　大鵬　63～ 1～16 読売 03.11.18～12.12
マイゴルフ～阿部靖彦～ 1～15 日経（夕）03.11.6～04.2.19
壁を越えて　第２部　障害者スポーツと企業 1～4 読売（夕）03.12..1～24
ホールアウト2003 上下 日経 03.12.10～12
挑戦者～八木弘和～ 上～下 読売（夕）03.12.2～4
フィーチャー2003 読売 03.12.9～30
競馬界2003 上・下 日経 03.12.30～31
人間発見－死んでも合わさな・井村雅代さん－ 1～4 日経（夕）03.10.14～17
人間発見－土壇場の勝負師・高見盛精彦さん－ 1～4 日経（夕）04.1.13～16
人間発見－燃え尽きるまで・三浦知良さん－ 1～5 日経（夕）04.1.216～20
世界の鼓動～世界一の現場を歩く～ 1～11 朝日（夕）04.1.5～17
スキー場五話 1～5 朝日 04.1.6～12
今年にかける 上～下 毎日 04.1.7～9
春期キャンプ五話 1～5 朝日 04.2.19～26
総合格闘技六話 1～6 朝日 04.2.27～3.5

社会体育 白熱～スポーツ肖像権ビジネス～ 上・下 日経 03.7.27～28
ドキュメント挑戦～甦れゴルフビジネス～ 1～14 日経（夕）03.7.7～25
企業とスポーツ～野球ビジネス再生～ 1～5 日経 04.10.5～9

スポーツと政治 検証！スポーツ予算 上・下 赤旗 03.11.3～4
スポーツくじ～コンビに販売に意義あり～ 1～4 赤旗 03.6.2～6

スポーツの組織と新たな前進めざして～新日本スポーツ連盟～ 1～6 赤旗 04.3.8～13
オリンピック オリンピック物語－第２部－近代五輪 1～8 読売(夕） 03.4.16～6.4

オリンピック物語－第３部－戦争の影 1～ 読売(夕） 03.6.25～
オリンピック物語－第４部－女の戦い 1～8 読売(夕） 03.10.22～12.10
オリンピック物語－第５部－アマとプロ 1～5 読売(夕） 04.1.10～1.28
オリンピック物語－第６部－ドーピング 1～10 読売(夕） 04.3.3～4.14
アテネへの道～五輪予選スタート～ 1～11 毎日 03.5.27～6.7
真夏の選択～2010冬季五輪候補都市～ 上～下 朝日 03.6.25～27
女子レスリング物語～アテネへの道～
第１部　浜口父子の挑戦 1～5 毎日 03.6.25～29

女子レスリング物語～アテネへの道～
第２部　世界最強への軌跡 1～7 毎日 03.8.26～9.1

女子レスリング物語～アテネへの道～
第３部　青森・八戸発　世界へ 1～7 毎日 03.11.11～20

女子レスリング物語～アテネへの道～
第４部　山本姉妹逆転のシナリオ 1～5 毎日 04.1.14～19

女子レスリング物語～アテネへの道～
第５部　運命のクィーンズ杯 1～8 毎日 04.3.1～14

アテネあと１年 1～5 読売 03.8.11～16
アテネ五輪あと1年～神話の国から～ 1～5 毎日（夕）03.8.12　～16
五輪新世紀　第２部　古代の精神は今 1～6 毎日 03.8.12～17

2003.4～2004.3の新聞各紙の体育・スポーツ関係連載記事のうち、当研究室で切り抜き収集したもの

五輪新世紀　第３部　転換　スポーツビジネス 1～9 毎日 03.12.28～04.1.7
五輪新世紀　第４部　ドーピング最前線 1～7 毎日 04.2.12～18



五輪の街～ギリシャから～ 1～8 朝日（夕）03.8.12～22
アテネからアテネへ－オリンピックの奇跡－ 1～35 赤旗 03.8.13～04.4.24
それぞれの1年前～アテネ五輪～ 1～9 朝日 03.8.13～22
アテネへ～強化責任者に聞く～ 1～ 読売 03.8.15～
五輪新世紀　第１部　混乱世界と平和の祭典 上～下 毎日 03.8.6～8
トップ主義～アテネへの道～ 1～8 毎日 03.10.21～11.1
アテネへ～ギリシャの強化～ 上・下 読売 03.11.12～13
アテネへ尚子の挑戦－25th 東京国際女子マラソン－ 上～下 朝日 03.11.12～14
ROAD To　ＴＯＲＩＮＯ　－２年後に向けて－ 1～7 読売（夕）03.11.19～27
メダルの記憶 朝日（夕）03.11.5～04.3.5
アテネへ～ドリームチームの戦い～ 上・下 読売 03.11.8～9
ATHENS OLYMPIC GAMES Part1 ライバル 1～10 朝日 04.1.1～11
聖火は燃える～アテネへの道～ 1～11 読売 04.1.23～2.8
五輪の歩んだ道～巨大イベントの１０８年～ 1～30 毎日 04.1.4～8.11
ATHENS OLYMPIC GAMES Part2 コーチの流儀 1～10 朝日 04.2.3～14
ATHENS OLYMPIC GAMES Part3 アスリート神話 1～8 朝日 04.3.9～18

競技会 再挑戦2003～第52回黒鷲旗バレーボール選手権～ 上・下 毎日 03.4.27～29
それぞれのW杯1年 上・下 日経 03.5.29～30
日韓W杯の遺産 上～下 朝日 03.5.29～31
ラグビー新時代 上・下 毎日 03.9.11～12
ラグビートップリーグ始動 上・下 日経 03.9.11～12
キックオフ－トップリーグ－ 上～下 朝日 03.9.2～4
１０５年目のキックオフ 上～下 読売 03.9.2～44
列強の挑戦～ラグビーW杯2003～ 1～7 朝日 03.9.23～30
向井ジャパンの挑戦～ラグビーＷ杯 10日開催 上～下 毎日 03.10.2～4
早慶戦100年～名選手名試合～ 上・下 毎日 03.11.25～26
転がる先は－ラグビー新世紀－ 上・下 読売 03.11.26～27
サッカーW杯予選～試される総合力～ 上～下 日経 04.2.15～17

高校スポーツ 井上明の現代高校野球考 1～60 朝日 03.4.15～7.5
球児と向き合って～第85回記念大会を前に～ 1～10 朝日 03.6.24～7.10
球児を狙え 上～下 朝日 03.6.26～28
いざ夏へ 1～7 朝日 03.7.1～7
球児たちへ～実態調査から～ 上～下 朝日 03.7.16～18
高野連脇村春夫会長に聞く 上・下 赤旗 03.8.15～16
甲子園への思い 朝日 03.8.8～24

プロスポーツ 松井が挑む 読売 03.4.8～9.30
ゴジラinUSA～誕生　松井ブランド～ 上～下 日経 03.5.20～22
０３夏場所～師弟奮戦記～ 上～下 毎日 03.5.7～9
ヒルマンリポート 読売（夕）03.6.20～10.3
熱闘～名古屋場所～ 上～下 毎日 03.7.2～4
巡業が変わる～大相撲秋場所～ 上～下 毎日 03.8.27～29
18年ぶりのＶ 1～ 読売 03.9.17～
疾走・虎～18年ぶりＶの背景～ 上～下 朝日 03.9.17～20
猛虎復活 1～5 毎日 03.9.17～21
猛虎復活～検証・星野イズム～ 1～5 日経 03.9.17～21
ダイエー完全V 上・下 日経 03.10.2～3
タカ完全V 上～下 朝日 03.10.2～4
鷹新時代 1～5 毎日 03.10.2～6
松井が挑む～181試合の軌跡～ 1～5 読売 03.10.28～11.2
検証松井秀喜～メジャー1年～ 上～下 朝日 03.10.29～11.1
松井からＭＡＴＳＵＩへ 1～5 毎日 03.10.29～11.2
再び～星野仙一・王貞治 上～下 朝日 03.10.5～9
日本シリーズ　五話 1～5 朝日 03.10.6～10
王 VS 星野～03年日本シリーズ～ 上・下 毎日 03.10.7～9
トレード　四話 1～4 朝日 03.11.24～28
懸ける～03九州場所～ 上～下 毎日 03.11.5～7
プロ野球どこへ 1～8 毎日 03.12.5～14
どこへ行くプロ野球 1～5 日経 03.12.7～21
球界新事情 1～7 読売 03.12.9～20
温泉町からJめざし　　小島伸幸 朝日 04.1.13～2.17
壁を越えて～高校とプロ、未来への一歩～ 上～下 朝日 04.1.27～29

スポーツ種目別

潮流プロ野球７０年　揺らぐ足元 上～下 朝日 04.2.25～27
2004プロ野球　ここが焦点 1～5 日経 04.3.23～27
検証～柔道・延長サドンデス 上～下 毎日 03.4.15～17
マリーニョのENJOYフットサル 1～12 読売（夕）03.4.7～5.12



教育問題

福井烈のテニスをしよう 1～12 読売（夕）03.5.14～6.9
青木剛のスイミング教室 1～12 読売（夕）03.6.11～7.9
柔道ニッポンはいま 上～下 朝日 03.8.23～30
フィギュアスケート　光と陰 上・下 赤旗 04.3.19～20
シリーズ　きょういく－第３部－学力を追う 1～9 読売 03.5.31～6.16
シリーズ　きょういく－第４部－今どきの子ども 1～7 読売 03.9.2～9
シリーズ　きょういく－第５部－検証・大学改革 1～7 読売 03.11.28～12.7

海外事情 サッカーの経済　ＩＮ欧州 1～5 日経（夕）03.11.22～29
06年W杯開催国～ドイツサッカー事情～ 上・下 赤旗 03.12.30～31


