徳島ヴォルティス
選手のオススメ本

徳島ヴォルティス＆徳島市立図書館

徳島市イメージアップキャラクター「トクシィ」

青少年の皆さんへ

オススメしたい本

スポーツをはじめ生活全般に活かせるこの一冊
さい とう

16・MF

【選手紹介】

斉藤

だい すけ

大介

選手

やめないよ

三浦知良（著）／新潮社／ 2011年

【本の紹介】
40歳を超えて、若手選手とは親子ほどの年齢差になっても、
まだサッカーをやめる気なんてさらさらない。キング・カ
ズがみずから刻んだ思考と実践の記録。

1980年8月29日生まれ
大阪府出身（179cm/74kg）
2013シーズンのチームキャプテン。サッ
カーに取り組む姿勢は若手選手のお手本。 【推薦文】
カズさんは以前一緒のチームでプレーしたことがあるので
中盤の底でのシンプルなプレーと効果的
なサイドチェンジでゲームをコントロール。 すが、プレーヤーとしても人としてもとても尊敬できるあ
こがれの存在です。

24・DF

【選手紹介】

な

す

かわ

まさ ひろ

那須川 将大

選手

1986年12月29日生まれ
北海道出身（176cm/70kg）
昨シーズンはチーム最多出場し、安定した
力を発揮した左サイドのスペシャリスト。
確実な守備から攻め上がり、正確なキッ
クからチャンスを数多く作る。

27・MF

【選手紹介】

はな

い

花井

しょう

聖

選手

1989年11月10日生まれ
愛知県出身（181cm/68kg）
中盤でしっかりとボールをキープし、テ
クニックを生かしたプレーで相手の裏を
突く。
展開力もあり局面を変えるパスで多くの
チャンスを作り出す。

心を整える。

長谷部誠（著）／幻冬舎／ 2011年

【本の紹介】
心は鍛えるものではなく、整えるもの。いかなる時も安定した
心を備えることが、常に力と結果を出せる秘訣だ…。誰もが実
践できるメンタル術を、プロサッカー選手の長谷部誠が綴る。
【推薦文】
普段の生活の部分からもサッカーでのパフォーマンスにつな
がる部分があると思います。また、読んでからはよりメンタ
ル面を大事にしたいと思うようになり、参考にしています。

上昇思考 幸せを感じるために大切なこと

長友佑都（著）／角川書店／ 2012年

【本の紹介】
すべての出来事は捉え方次第でどんなふうにも変えられる。イタ
リア・セリエAで活躍する長友佑都が、世界で戦うメンタルを支え
る思考法を明らかにし、幸せを感じるために大切なことを伝える。
【推薦文】
メンタル面の話がとても多いのですが、世界で活躍する長友
さんでも気持ちの持ち方次第で試合のパフォーマンスが変
わってくる話など、とても参考になります。

心に響いた名言・考え方
8 ・MF

【選手紹介】

あお やま

青山

じゅん

隼

選手

1988年1月3日生まれ
宮城県出身（182cm/75kg）
中盤での守備には定評があり、相手の攻
撃の芽を摘み取り、味方につなぐ確実な
プレーができる選手。攻撃の起点となる
パスにも注目。

15・MF

【選手紹介】

おお

た

太田

けい すけ

圭輔

選手

1981年7月23日生まれ
静岡県出身（169cm/64kg）
右サイドを主戦場とする無尽蔵のスタミ
ナを誇るサイドアタッカー。
スピード溢れるドリブル突破からのクロ
スで多くのチャンスを演出。

20・FW

【選手紹介】

おお さき

大﨑

じゅん や

淳矢

選手

1991年4月2日生まれ
富山県出身 （170cm/67kg）
ドリブル突破や相手の裏を突く動きなど
技術の高さはチーム随一。
今シーズンのヴォルティス最大の武器に
なる可能性を秘める大器。

ディズニー サービスの神様が教えてくれたこと

鎌田洋（著）／ソフトバンククリエイティブ／ 2012年

【本の紹介】
ディズニーの「サービスの神様」の正体とは? 東京ディズ
ニーランドでスタッフの育成指導に携わった著者が、体験
を元に「おもてなし」にまつわる4つの不思議な物語を綴る。
【推薦文】
夢の国であるディズニーランドで、訪れる人の心を理解し
て楽しませるために最高のサービスを追求していく、その
考え方が凄いと思います。

７つの習慣 成功には原則があった！

スティーブン･R・コヴィー（著）／キングベアー出版／ 1996年

【本の紹介】
会社・家庭・人間関係など、私たちの人生のすべての大切
な側面を取り上げ、激しい変化の時代にあって充実した、
人間らしい生活を営む道を示す。
【推薦文】
プロになってすぐに勧められて読みました。今になって読
んでも、プロサッカー選手は精神面もすごく大事なので、
物事に対する考え方が大切だなと思います。

スラムダンク

井上雄彦（著）／集英社／ 1991年

【本の紹介】
一目惚れした彼女目当てにバスケットボール部に入った主
人公が、練習・試合を通じてバスケットの面白さに目覚め、
成長していく姿を描く。
【推薦文】
「左手は添えるだけ」技術へのこだわりや、チーム全員で目
標に向かっていくところが競技は違いますが面白いですし、
サッカーにも通じるものがあります。

成人の皆さんへ

オススメしたい本

自分の価値観や生き方を変えたこの一冊
2 ・DF

【選手紹介】

み

き

たか

三木

し

隆司

選手

1978年7月23日生まれ
神奈川県出身（179cm/73kg）
鋭い読みと対人の強さで相手を封じ込め
る守備の要。
ヴォルティス在籍4年目で人望も厚いチー
ムリーダー。

5 ・DF

【選手紹介】

ち

よ

たん

だ

みつる

千代反田 充

選手

1980年6月1日生まれ
福岡県出身（183cm/80kg）
今季より加入し、ヘディングに絶対的な
高さと強さを誇るDF。
名古屋在籍時にJ1優勝経験もあるその統
率力に期待。

33・DF

【選手紹介】

ふく もと

よう へい

福元

洋平

選手

1987年4月12日生まれ
大分県出身（184cm/80kg）
高さを生かしたヘディングとタイトな守
備で相手を止める。
U-20ワールドカップの日本代表ではキャ
プテンも務めた若手のリーダー。

知らないと恥をかく世界の大問題

池上彰（著）／角川SSコミュニケーションズ／ 2009年

【本の紹介】
日米ともに政権交代が実現し、金融危機後の新しい世界の在り方が模索さ
れている。頼れる“お父さん”池上彰が、日本はもちろん、世界におけるさ
まざまな問題点をとりあげ、来るべき新しい時代の世界の潮流を読み解く。
【推薦文】
社会情勢を知っておくことはサッカー選手でも人と話をす
る際などはとても大事だと思います。簡単で分かりやすい
説明が気に入っています。

人間の基本

曽野綾子（著）／新潮社／ 2012年

【本の紹介】
恐るべきは、精神の貧困。ルールより常識を、附和雷同は
道を閉ざす、運に向きあう訓練を…。人生を無駄にしない
ために必要な足場、人間の基本について、確かな人生哲学
と豊かな経験をもとに語りつくす。
【推薦文】
人間の本来大切にしたい部分に気付かされますし、様々な
部分で今の生活の何かを変えるヒントがあるような本です。

スタンフォードの自分を変える教室

ケリー ･マクゴニガル（著）／大和書房／ 2012年

【本の紹介】
心理学、神経科学、医学の各分野から自己コントロールに
関する最新の見解をわかりやすく説明し、意志力を強化す
るためのさまざまな戦略を紹介。スタンフォード大学で「人
生を変える」と評価された授業を書籍化したもの。
【推薦文】
科学的な分析もあって納得させられる部分がとても多く、自分の習慣
やくせになってしまっているようなことも考えなおすことができます。

心に残ったあの名場面・名シーン
6 ・DF

【選手紹介】

おお

く

ぼ

ゆう

き

大久保 裕樹

選手

1984年4月17日生まれ
千葉県出身（177cm/76kg）
サッカーセンス溢れるDFで、スピードを
生かして相手との駆け引きや、攻撃面で
も能力を発揮する。

18・MF

【選手紹介】

みや ざき

宮崎

こう へい

光平

選手

1981年2月6日生まれ
熊本県出身 （164cm/60kg）
攻撃のアクセントとなるプレーをするア
タッカー。絶妙なポジショニングに加え、
高い技術で味方を助けチャンスを作ると
ともにゴールも陥れる。

32・GK

【選手紹介】

あ

べ

阿部

かず

き

一樹

選手

1987年4月18日生まれ
徳島県出身（186cm/78kg）
長身を生かしてハイボールに自信を持つ。
足元の技術も確かでGKとして必要な展開
力も備える。

夜行観覧車

湊かなえ（著）／双葉社／ 2010年

【本の紹介】
父親が被害者で、母親が加害者。高級住宅地に住むエリー
ト一家で起きたセンセーショナルな事件。遺されたこども
たちは、どのように生きていくのか。
【推薦文】
読めそうで読めない展開がとても面白いです。テレビドラ
マ化されましたが、その前に読んでいた、オススメの1冊
です。

放課後

東野圭吾（著）／講談社／ 1988年

【本の紹介】
校内の更衣室で生徒指導の教師が青酸中毒で死んでいた。
犯人候補は続々と登場する。そして、運動会の仮装行列で
第二の殺人が…。江戸川乱歩賞受賞の青春推理。
【推薦文】
東野圭吾さんの作品は謎めいていながらも読みやすいとこ
ろが気に入っています。サッカー選手は移動が多いのでそ
の時間を読書に充てています。

希望～ライト～ 麻依子の闘病記（悪性脳腫瘍）

梅本典敬・良子（著）／文芸社／ 2009年

【本の紹介】
理学療法士を目指して専門学校に通っていた麻依子さんが、
突然自宅で倒れてから、脳腫瘍と前向きに闘い抜いた様子
を両親が綴った一冊。
【推薦文】
知人の実話ということもあり、人として1日1日を全力で生
きることが大事であることを深く考えさせてくれた本です。
後悔しない人生なんて難しいと思わずに日々精進。

イタリア語で渦を意味する「 V O R T I C E 」から生まれた造語。豪快な鳴門の渦潮のように、パワー・スピード・

「ヴォルティスとは？」 結束力を兼ね備え、観客を興奮の渦に巻き込むチームを目指しています。
2013スローガン

昨シーズンは小林監督のもとＪ１昇格という目標に挑みましたが、苦しい１年となりました。
しかし、これを今シーズンの飛躍のための糧として、タフにチャレンジする姿勢をテーマとし、大
きな目標に向かってジャンプアップしていくために『跳動』という言葉をメインスローガンとして
掲げました。
そして、絶えず前進し続けていくことを表現した『KEEP GOING FORWARD』はクラブの歩む
姿勢として今シーズンも継続することといたしました。
徳島に関わる全ての人々の力を結集し、四国初のＪ１クラブを誕生させるという大きな目標を成し
遂げるべく、攻守ともに連動しながら躍動感溢れるサッカーをお見せできるように『跳動〜
KEEP GOING FORWARD 2013 〜』のスローガンのもと１年間闘ってまいります。

エンブレム／ロゴ

ロゴ

クラブマスコット：ヴォルタくん・ティスちゃん

エンブレム

フラッグ

万葉集にも詠まれる稜線が美しい「眉山」と四国三郎「吉野川」は
徳島の人々の心の情景です。
徳島ヴォルティスのエンブレムは、徳島の美しい自然をベースモ
チーフとしました。渦とロゴタイプは、スピードとパワーの渦巻く
チームスピリットを表し、水面に映る山のシルエットが V ライン
を描いています。
カラーは全国的に有名な「藍」、豊かな自然の「緑」と情熱の「赤」です。

徳島ヴォルティス株式会社

ヴォルタくん

●誕生日 ：
9月10日（法人設
立記念日）
●性格 ：
元気でちょっぴ
りイタズラ好き
●将来の夢はヴォルティスの選
手になって全ての大会に優勝
する事
●気分が乗るとゴキゲンに腹鼓
（はらつづみ）でポーズ！

ティスちゃん

●誕生日 ：
3月5日（J初 試 合
＆初勝利記念日）
●性格 ：
元気でちょっぴ
り甘えん坊
●ヴォルタくんの夢を応援
●心の中はたくさんの愛情とや
さしさでいっぱい

所在地：〒779-0108 徳島県板野郡板野町犬伏字瓢谷2-22
TEL：088-672-7339 FAX ： 088-672-7262 E-mail：info@vortis.jp HP：http://www.vortis.jp
（PC）、http://mb-vortis.jp（携帯）
Twitter：https://twitter.com/vortakun Facebook：http://www.facebook.com/TOKUSHIMAVORTIS

新徳島市立図書館について
徳島市立図書館は、昨年４月にアミコビルに移転しました。今年２月には、来館者数が早くも50万人を突破し、市民の皆様から多大なご支援を頂いております。
その一方で、「新図書館のことを知らない。」という声も聞かれます。そこで、新しくなった図書館がどのように変わったかをご紹介します。

施設面では…

サービス面では…

① 駅前に移転して行きやすく!!
駅から徒歩５分、駐輪場（100台）
は無料と利用しやすい。
② 図書館がもっと広く
（面積が約３倍
(3,400㎡)）
!!
閲覧席は280席。広々としてゆっ
たりとくつろげる空間に。
③ 館内は緑がいっぱい!!テラスから
の景色が綺麗!!
館内は緑あふれる空間。
テラスで眉
山など自然を眺めつつ読書。
④ インターネットコーナーなど便利なコーナーも!!
インターネットで調べ物ができる等便利なコーナーもあります。
⑤ 新聞・雑誌コーナーなど余暇を過ごすのに最適!!
新聞29種類・雑誌360種類あり、
くつろぎの時間を過ごせます。
⑥ こども室には親子で本を楽しめる場所も!!
おはなしのへや・たたみコーナーで親子一緒に本に親しめます。

① いつでも図書館を利用できるように!!
図書館の休館日
（毎月第１火曜日・１月１
日・長期図書整理期間）が減り、開館時間
（午前９時〜午後９時）
が長くなりました。
② 電子図書館サービスで電子書籍を体験!!
電子図書館に登録すると、
電子書籍を借
りて自宅等で閲覧できます。
③ おはなしのへやで子どもイベントを毎日
２回開催!!
おはなし会を中心に工作等の子どもイベントをいつでも楽しめます。
④ 自動貸出機・ブックシャワーなど設備も充実!!
専用の機械を使って、
本を自分で借りたり、
消毒できたりします。
⑤ 調べ物をお手伝いします!!
レファレンスカウンターで調べ物の相談をしたり、
データベースが利
用できます。
⑥ 図書館ホームページが見やすく便利に!!
本の検索や予約ができたりイベントやサービスの情報が盛り沢山です。

「徳島ヴォルティス選手のオススメ本」企画 !!

図書館で４月14日〜４月21日の
間
（予定）
、
このパンフレットで紹介し
た本と徳島ヴォルティスの資料を集
めたコーナーを設けます。
興味のある
本を試し読みしたり、
広報誌やグッズ
などを通して徳島ヴォルティスのこ
とをもっと知りませんか？
コーナーでは、
期間中、
選手のサイン
や展示本が抽選で当たる投票箱を設置
します。
ぜひご来館ください。

徳島市立図書館
〒770-0834
徳島市元町1丁目24番地
市内在住・在学・在勤及び石井町・
（代
表）088-654-4421
北島町に在住の方は利用者登録
（移動図書館）088-654-4422
ができます。
（F A X）088-654-4423
まだの方はぜひご登録ください。
ホームページ
http://www.city.tokushima.tokushima.jp/toshokan/
徳島市教育委員会
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