
 
  

行動しながら考えよう 

島岡要著  
407||SH 43||2017 

研究に集中できず悶々としている研究者や研
究者の卵１２人のさまざまな悩みを取り上げ、
折り合いのつけ方を提示する。 

スポーツが教えてくれる 
人生という試合の歩み方  

辻秀一著  
780.1||TS 41||2017 

スポーツの素晴らしい力とは？スポーツはなぜ 
存在するのかをはじめ、スポーツが愛される理由や、
スポーツが果たすべき使命などについて語る。 

教師の全仕事  
 : 教師の知っておくべき知識と技能  

山本修司著  
374.35||Y 31||2017 

教師の仕事、学校についての知識、生活・学習進
路指導、学級づくり、保護者との連携など、教師の
全仕事の知識と技能を体系的に紹介。 

なぜ日本の女子レスリングは 
強くなったのか 
布施鋼治著  

788.2||F 96||2017 

日本女子レスリングの強さの秘密とは？女子レス
リングの現在・過去・未来を綴るノンフィクション。 

※紹介文の一部は、TRC MARCの商品解説を引用しています。 
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NO. 請求記号 書名 著者名 出版社

36 780.13 空間紛争としての持続的スポーツツーリズム : 持続的開発が語らない地域の生活誌 村田 周祐 新曜社

37 780.14 アスリートのこころの悩みと支援 : スポーツカウンセリングの実際 中込 四郎 誠信書房

38 780.19 健康・スポーツ科学研究 関根 紀子 放送大学教育振興会

39 780.67 「お客様をやめさせない」スクール&教室運営の仕組み : スポーツクラブ・スイミングスクール・カル
チャーセンター 水藤 英司 同文舘出版

40 780.67 人は変われる。 : ライザップで証明された自分を変える極意 RIZAP株式会社 自由国民社

41 780.7 メンタルトレーナーが教える子どもが伸びるスポーツの声かけ : 子どもの心を整える36の言葉 辻 秀一 池田書店

42 780.7 筋肉&筋トレパーフェクトマニュアル : 狙った筋肉をピンポイントで鍛える! 酒井 均 宝島社

43 780.7 選手に寄り添うコーチング : いまどきの選手をその気にさせる42の実践レッスン 八ツ橋 賀子 体育とスポーツ出版社

44 780.7 Monitoring training and performance in athletes McGuigan Mike Human Kinetics

45 781.4 4スタンス理論で毎日の痛み、つらさが消える本 広戸 聡一 マイナビ出版

46 783.1 もっと得点を取るためのバスケットボールフォーメーションバイブル : 攻める!得点が取れる!チームを
作るための指南書 倉石 平 日東書院本社

47 783.1 バスケットボール ワンハンドシュート 池内 泰明 ベースボール・マガジン社

48 783.47 最新!サッカーの科学 : 最先端の技術理論!駆け引き・判断・身体動作の最新メカニズム 浅井 武 洋泉社

49 783.47 守り方を知らない日本人 : 日本サッカーを世界トップへ導く守備のセオリー : イタリア人指導者と
記者が徹底分析 MacriFrancesco カンゼン

50 783.47 サッカーゲームメークの教科書 柏木 陽介 実業之日本社

51 783.47 選ばれし者への挑戦状 : 誇り高きフットボール奇論 Jesús Súarez 東邦出版

52 783.5 最強大学チームに学ぶ!ソフトテニステクニック&トレーニング 小野寺 剛 日東書院本社

53 783.5 強いショットが打てる体にシフト!!テニス体幹ストレッチ 井上 正之 マイナビ出版

54 783.59 知ってる?バドミントン : クイズでスポーツがうまくなる 中口 直人 ベースボール・マガジン社

55 783.7 エリートの倒し方 : 天才じゃなくても世界一になれた僕の思考術50 里崎 智也 飛鳥新社

56 783.7 永遠(とわ)のPL学園 : 六〇年目のゲームセット 柳川 悠二 小学館

57 783.7 超一流の適応力 岩隈 久志 ワニブックス

58 783.7 プロ野球常勝球団の方程式 : 9チームの黄金時代を徹底研究する 出野 哲也 言視舎

59 783.7 日本一よくわかる北海道日本ハム強さの理由 : なぜ常勝球団になれたのか 岩本 勉 プレジデント社

60 783.8 ゴルフの教え方、教えます! 石井 忍 実業之日本社

61 784.65 羽生結弦 : 絶対王者の物語 : フィギュアスケートプレミアム マイウェイ出版 マイウェイ出版

62 785.22 大人の水泳 : 知っておきたい上達&改善のコツ50 角皆 優人 メイツ出版

63 786.1 山登り語辞典 : 登山にまつわる言葉をイラストと豆知識でヤッホーと読み解く 鈴木 みき 誠文堂新光社

64 786.1 もう山でバテない! : 「インターバル速歩」の威力 能勢 博 山と渓谷社

65 786.5 ロードバイクツーリング読本 : ロードで旅するノウハウ満載! 枻出版社 枻出版社

66 788.1 稀勢の里と大相撲新時代 : 19年ぶりに誕生した「日本出身横綱」を全検証! 宝島社 宝島社

67 788.2 疲れない男・棚橋弘至が教える!史上最強のメンタル・タフネス : どんなことにもびくともしない「心」
が手に入る 棚橋 弘至 PHP研究所

68 789.2 実践柔道論 小俣 幸嗣 メディアパル

69 789.23 ブルース・リーズ ジークンドー 中村 頼永 東邦出版

70 789.3 部活で差がつく!勝つ剣道上達のコツ60 所 正孝 メイツ出版

NO. 請求記号 書名 著者名 出版社

1 007.6 教育の場で「説明する」ためのパソコン術 宇多 賢治郎 学文社

2 019.12 世界一やさしい読書習慣定着メソッド 印南 敦史 大和書房

3 021.2 ネットの写真はSNSで使ってもいいの? 小寺 信良 汐文社

4 140.7 心理学研究法 : 心を見つめる科学のまなざし 高野 陽太郎 有斐閣

5 143 発達心理学概論 向田 久美子 放送大学教育振興会

6 335.13 夢を追いかける起業家たち : ディズニー、ナイキ、マクドナルド、アップル、グーグル、フェイスブック GilbertSara 西村書店

7 336.47 入社1年目で差がつく社会人の常識とマナー 直井 みずほ ナツメ社

8 367.9 ハタチまでに知っておきたい性のこと 第2版 橋本 紀子 大月書店

9 371 教育学へのアプローチ : 教育と社会を考える18の課題 北野 秋男 啓明出版

10 371.31 「開かれた学校」の功罪 : ボランティアの参入と子どもの排除/包摂 武井 哲郎 明石書店

11 371.4 探究!教育心理学の世界 藤澤 伸介 新曜社

12 373.1 学校教育制度概論 坂野 慎二 玉川大学出版部

13 374.9 子どもの生活と心身の健康 : 学校生活を快適に 門田 美惠子 産業図書

14 375.1 教科教育研究ハンドブック : 今日から役立つ研究手引き 日本教科教育学会 教育出版

15 375.1 アクティブ・ラーニングのゼロ段階 : 学級集団に応じた学びの深め方 河村 茂雄 図書文化社

16 375.1 叱る指導 : 人間を育てる : 菊池道場流 菊池 省三 中村堂

17 377.15 学習者中心の教育 : アクティブラーニングを活かす大学授業 Weimer Maryellen Gleason 勁草書房

18 377.28 教えて!学長先生 : 近大学長「常識破りの大学解体新書」 塩崎 均 中央公論新社

19 377.9 大学生のためのアルバイト・就活トラブルQ&A 石田 眞 旬報社

20 377.9 エピソードの就活 : キャリアカウンセラーが教える7つのステップ 中山 一郎 晃洋書房

21 377.9 就活女子の100%内定マニュアル : カリスマ指導者が秘密の内定テクを教えます! プレジデント社 プレジデント社

22 378 発達が気になる子の脳と体をそだてる感覚あそび : あそぶことには意味がある!作業療法士がすす
める68のあそびの工夫 鴨下 賢一 合同出版

23 410.7 大学教育の数学的リテラシー 水町 竜一 東信堂

24 417 プロ野球でわかる!はじめての統計学 佐藤 文彦 技術評論社

25 417.1 確率がわかる : 豊富な例題と図解で、基本からやさしく解説!集合からていねいに勉強したい人に
最適! 小泉 力一 技術評論社

26 491.37 筋力発揮の脳・神経科学 : その基礎から臨床まで 大築 立志 市村出版

27 492.29 救急処置スキルブック 芦沢 猛 晴れ書房

28 492.5 筋骨格系の触診マニュアル : トリガーポイント、関連痛パターンおよびストレッチを用いた治療 :
身体力学も解説 Muscolino Joseph E. エルゼビア・ジャパン

29 492.5 最新運動療法大全 Kisner Carolyn ガイアブックス

30 493.14 アレルギーのはなし : 予防・治療・自己管理 : メディカルスタッフから教職員まで 秋山 一男 朝倉書店

31 493.76 ASD「アスペルガー症候群」、ADHD、LD女性の発達障害 : 女性の悩みと問題行動をサポート
する本 宮尾 益知 河出書房新社

32 493.8 正しく怖がる感染症 岡田 晴恵 筑摩書房

33 536.84 車いすはともだち 城島 充 講談社

34 675 コトラー : マーケティングの未来と日本 : 時代に先回りする戦略をどう創るか Kotler Philip KADOKAWA

35 780 挑戦者たちとささえる人たち こどもくらぶ 六耀社


