
 
 
  

日常生活の中で生かせる運動処方の理論や応急・救命知
識、各種スポーツの歴史、ルール、技能習得や練習方法など
を収録。 

一度は野球をあきらめた由佳は、高校女子硬式野球
部の存在を知り、四国の高校へ編入。頼もしい仲間た
ちと出会い、チームを築いてゆく。 

どうすれば、人は意欲的になれるのか？ 「ゴールを間近に感じさ
せる」「目標を具体的にする」など、一流研究機関の学者たちが
実験によって解き明かした心理・行動パターンを紹介。 

何が変わり、何が変わらないのか？小学校・中学校の学習指
導要領のポイントと学校の対応課題を解説。各教科・領域の
改訂ポイントと学校の対応課題についても説明。 

図解  
モチベーション大百科  

池田貴将編著  
サンクチュアリ出版  

請求記号  
141.72||I 32||2017 

 

「勝ち点はどうして 3 なのか?」、「メッシとロナウド、どちらが名
選手？」など、サッカーのあらゆる側面に潜む「数学的パター
ン」を発見・分析し、プレイと観戦に新たな視点を与える。 

大学生の 
スポーツと健康生活  

福岡大学スポーツ科学部編  
大修館書店  

請求記号  
780.1||F 82||2017 

よくわかる小学校・中学校  
新学習指導要領全文と 

要点解説  

奈須正裕編   
教育開発研究所  

請求記号  
375.1||N 56||2017 

白球ガールズ 

赤沢竜也〔著〕
KADOKAWA 

請求記号  
913.6||A 33||2017 

サッカーマティクス 
 : 数学が解明する強豪  
チーム「勝利の方程式」 

デイヴィッド・サンプター著 :千 葉 敏生 訳  

光文社  

請求記号  
783.47||SU 68||2017 

※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

1 049 もっとヘンな論文 サンキュータツオ KADOKAWA

2 070 人間はだまされる : フェイクニュースを見分けるには 三浦 準司 理論社

3 140.7 心理学レポート・論文の書き方 : 演習課題から卒論まで 板口 典弘 講談社

4 141.5 頭がこんがらがってうまく話せない時に試してほしい知的な伝え方 出口 汪 大和書房

5 146.8 「すぐ不安になってしまう」が一瞬で消える方法 大嶋 信頼 すばる舎

6 371.1 教えることの哲学 Passmore John Arthur 春風社

7 372.3892 4つの基本が学べるフィンランド読解教科書 : フィンランド読解メソッド Huovi Hannele 経済界

8 373.7 テキスト中等教育実習「事前・事後指導」 : 教育実習で成長するために 土井 進 ジダイ社

9 375 教育課程論 : 2020年代に向けての教育方法論 梨木 昭平 三恵社

10 375.1 新小学校学習指導要領改訂のポイント : 全教科・領域が1冊でわかる! 水原 克敏 日本標準

11 375.1 中学校学習指導要領新旧比較対照表 : 平成27年×平成29年 日本教材システム編集部 日本教材システム

12 375.18 部活があぶない 島沢 優子 講談社

13 377.9 キャリアデザインテキスト : なりたい自分になるために 西本 万映子 専修大学出版局

14 491.369 汗はすごい : 体温、ストレス、生体のバランス戦略 菅屋 潤壹 筑摩書房

15 492.29 よくわかるみんなの救急 : ガイドライン2015対応 坂本 哲也 大修館書店

16 492.5 ビジュアルで学ぶ筋膜リリーステクニック Vol. 2 : 頸部、頭部、体幹(脊
柱・肋骨) Luchau Til 医道の日本社

17 493.123 カロリー制限の大罪 山田 悟 幻冬舎

18 493.19 熱中症 : 日本を襲う熱波の恐怖 三宅 康史 へるす出版

19 493.6 やさしい筋膜リリースのやり方 : 肩こり・腰痛をほぐして治す! : 1日5分 滝沢 幸一 笠倉出版社

20 493.6 運動器疾患の機能解剖学に基づく評価と解釈 林 典雄 運動と医学の出版社

21 493.74 大人の人見知り 清水 栄司 ワニブックス

22 493.937 性別に違和感がある子どもたち : トランスジェンダー・SOGI・性の多様性 康 純 合同出版

23 498 最新健康ビジネスの動向とカラクリがよ～くわかる本 : 業界人、就職、転
職に役立つ情報満載 川上 清市 秀和システム

24 498.3 一生動ける体になる!骨力体操 Makoto 高橋書店

25 595.6 バズーカ式「超効率」肉体改造メソッド 岡田 隆 池田書店

26 675 よくわかる現代マーケティング 陶山 計介 ミネルヴァ書房

27 761.15 響きあう身体 : 音楽・グルーヴ・憑依 山田 陽一 春秋社

28 780 基礎から学ぶスポーツリテラシー 高橋 健夫 大修館書店

29 780.193 乳酸サイエンス : エネルギー代謝と運動生理学 八田 秀雄 市村出版

30 780.21 まんがNHKアスリートの魂 : 試練を乗りこえて : サッカー香川真司 フィ
ギュアスケート宮原知子 柔道野村忠宏 日本放送協会 学研プラス

NO. 請求記号 書名 著者名 出版社

31 780.33 東京オリンピック六ヶ国語用語辞典 : 日英独仏露西 1-6 本多 英男 三恵社

32 780.69 多角化視点で学ぶオリンピック・パラリンピック 相原 正道 晃洋書房

33 780.7 2週間で腹を割る!4分鬼筋トレ 岡田 隆 アチーブメント出版

34 780.7 しゃがむ力 : スクワットで足腰がよみがえる 中村 考宏 晶文社

35 781.4 体のコリがすべて消える究極のストレッチ 中村 格子 日経BP社

36 781.4 関節の動きがよくわかるDVD可動域ストレッチ&トレーニング事典 中里 賢一 西東社

37 781.49 技術と表現を磨く!魅せる新体操上達のポイント50 石崎 朔子 メイツ出版

38 782 陸上競技 走跳投に必要なトップスピードを高める練習 柴田 博之 ベースボール・マガジン社

39 782.4 ジュニアアスリートのための最強の跳び方「ジャンプ力」向上バイブル 体育指導のスタートライン メイツ出版

40 783.1 栃木ブレックス初代王者の軌跡 : 2016-2017 B.LEAGUE
CHAMPIONS TOCHIGI BREX 下野新聞社 下野新聞社

41 783.3 部活で差がつく!勝つハンドボール最強のコツ50 阿部 直人 メイツ出版

42 783.47 クリスティアーノ・ロナウド「ザ・パーフェクト」 : 完璧な創造物 フロムワン フロムワン

43 783.47 サッカービジネスの基礎知識 : 「Jリーグ」の経営戦略とマネジメント 広瀬 一郎 東邦出版

44 783.47 柳田美幸の楽しい女子サッカー 柳田 美幸 南雲堂

45 783.47 必ず、愛は勝つ! : 車イスサッカー監督羽中田昌の挑戦 戸塚 啓 講談社

46 783.47 血を繋げる。 : 勝利の本質を知る、アントラーズの真髄 鈴木 満 幻冬舎

47 783.59 部活で差がつく!勝つバドミントン最強のコツ50 名倉 康弘 メイツ出版

48 783.7 マウンドに散った天才投手 松永 多佳倫 講談社

49 783.7 野球メンタル強化メソッド : 思考の違いが勝負の分かれ道になる! 若山 裕晃 実業之日本社

50 783.7 弱者の流儀 : 野村克也31の考え 野村 克也 ポプラ社

51 783.8 ゴルフfor Beginners : ゴルフを始めたら最初に読む本。 鳥井 悠治 晋遊舎

52 785.22 もっと速くなる水泳・練習法 : 連続写真でポイントバッチリ! 黒瀬 幹夫 電波社

53 785.5 漕ぐ遊びと、キャンプをリンクさせて、アウトドアライフを楽しむ。 MIX Publishing MIX Publishing

54 786.1 登山の科学 : ペース配分、補給、体力づくり…科学が教える山でバテな
い歩き方! 能勢 博 洋泉社

55 786.1 てっぺん : 我が妻・田部井淳子の生き方 田部井 政伸 宝島社

56 788.3 モハメド・アリ語録 : 世界を揺るがした勇気のことば150 : 問題は倒れる
ことではなく、立ち上がろうとしないことだ AliMuhammad ゴマブックス

57 789.3 もっと強くなる剣道・練習法 古川 和男 電波社

58 801.7 世界をもてなす語学ボランティア入門 英会話イーオン 朝日出版社

59 816 文章力を伸ばす : 書くことが、これでとても楽になる81のポイント 阿部 紘久 日本実業出版社

60 913.6 1934年の地図 堂場 瞬一 実業之日本社


