
「スポーツの秋！」　（平成３０年１０月展示）

本のタイトル 著者 出版者 出版年

脳と運動のふしぎな関係 野崎大地／著 くもん出版 2014.3 491 ﾉｻｷ 児童

オリンピックまるわかり事典 ＰＨＰ研究所／編 ＰＨＰ研究所 2014.3 780 ｵﾘﾝ 児童

オリンピック大事典 和田　浩一／監修 金の星社 2017.2 780 ｵﾘﾝ 児童

運動能力アップのコツ 近藤隆夫／著 汐文社 2013.12 780 ｺﾝﾄ-1 児童

小学生のための体育基本レッスン 水口高志／監修 朝日学生新聞社 2011.4 780 ｼﾖｳ 児童

新・苦手な運動が好きになるスポーツのコツ ゆまに書房 2013.3 780 ｼﾝﾆ-1 児童

「スポーツ感動物語」アスリートの原点 学研プラス 2016.2 780 ｽﾎﾂ-1 児童

低学年からのスポーツ・ルール 全日本子どもスポーツ連盟／編著汐文社 2015.1 780 ｾﾝﾆ-2 児童

つくろう！食べよう！勝負ごはん 新生暁子／監修 日本図書センター 2016.1 780 ﾂｸﾛ-2 児童

パラリンピック大事典 和田　浩一／監修 金の星社 2017.3 780 ﾊﾗﾘ 児童

キミも速く走れる！ 近藤隆夫／著 汐文社 2014.8 782 ｺﾝﾄ 児童

Ｕ・ボルト スポーツ伝説研究会／著 汐文社 2012.1 782 ｽﾎﾂ 児童

「走る」のなぞをさぐる 高野進／著 少年写真新聞社 2015.7 782 ﾀｶﾉ 児童

速く走るコツ大研究 征矢範子／監修 ＰＨＰ研究所 2012.4 782 ﾊﾔｸ 児童

イチロー 四竈衛／著 旺文社 2003.4 783 ｲﾁﾛ-2 児童

しらべよう！たのしもう！かならずわかるラグビー入門 稲葉　茂勝／文・構成 ベースボール・マガジン社2016.6 783 ｲﾅﾊ-1 児童

野球場の一日 いわた慎二郎／作・絵 講談社 2011.6 783 ｲﾜﾀ 児童

ＦＩＦＡワールドカップ ディビッド・ウィトフィールド／著汐文社 2009.1 783 ｳｲﾄ 児童

香川真司 本郷陽二／編 汐文社 2013.8 783 ｶｶﾜ 児童Ｈ

やろうよバレーボール 熊田康則／著 ベースボール・マガジン社2015.2 783 ｸﾏﾀ 児童

楽しい！うまくなる！ミニバスケットボール 小宮邦夫／著 日本文芸社 2012.5 783 ｺﾐﾔ 児童
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野球・サッカー・ドッジボール 近藤隆夫／著 汐文社 2014.8 783 ｺﾝﾄ 児童

少年野球ワンポイントレッスン３００ 長沼孝／監修 学研パブリッシング 2014.4 783 ｼﾖｳ 児童

強くなりたいきみへ！ エディー・ジョーンズ／著 講談社 2016.9 783 ｼﾖﾝ 児童

プロ野球のスゴイ話 高橋安幸／著 ポプラ社 2015.12 783 ﾀｶﾊ 児童Ｈ

田中将大 本郷陽二／編 汐文社 2015.1 783 ﾀﾅｶ 児童

田中将大 ベースボール・マガジン社／編ベースボール・マガジン社2011.2 783 ﾀﾅｶ 児童Ｈ

錦織圭 本郷陽二／編 汐文社 2015.12 783 ﾆｼｺ 児童

錦織圭 本郷陽二／編 汐文社 2013.3 783 ﾆｼｺ 児童Ｈ

やろうよミニバスケットボール 西山充／著 ベースボール・マガジン社2015.1 783 ﾆｼﾔ 児童

やろうよバドミントン 能登則男／著 ベースボール・マガジン社2014.8 783 ﾉﾄ 児童

部活動レベルアップガイドサッカー部 小野寺美恵／イラスト 汐文社 2007.3 783 ﾌｶﾂ 児童

すごテク！サッカー上達バイブル 藤江直人／著 汐文社 2015.3 783 ﾌｼｴ-2 児童

基本がわかるスポーツルールサッカー 藤森瑞樹／著 汐文社 2004.11 783 ﾌｼﾓ 児童

サッカーのスゴイ話日本代表のスゴイ話 本多　辰成／著 ポプラ社 2016.11 783 ﾎﾝﾀ 児童Ｈ

野球バッティング入門 若林憲一／監修 成美堂出版 2002.7 783 ﾔｷﾕ 児童Ｈ

読めばうまくなるスポーツまんが 学習研究社 2007.2 783 ﾖﾒﾊ-1 児童Ｈ

読めばうまくなるスポーツまんが 学習研究社 2007.2 783 ﾖﾒﾊ-2 児童Ｈ

羽生結弦物語 青嶋ひろの／文 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2015.2 784 ｱｵｼ 児童

浅田真央物語 青嶋ひろの／著 角川書店 2010.3 784 ｱｵｼ 児童

水泳のコツ大研究 後藤真二／監修 ＰＨＰ研究所 2013.6 785 ｽｲｴ 児童

一輪車にのろう 日本一輪車協会／編 国土社 2000.3 786 ｲﾁﾘ-3 児童

はじめての大相撲 小野幸恵／著 岩崎書店 2003.8 788 ｵﾉ 児童

強くなる剣道入門 香田郡秀／著 成美堂出版 2004.1 789 ｺｳﾀ 児童
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バッテリー あさのあつこ／作 教育画劇 199612 913 ｱｻﾉ 児童

走る少女 佐野久子／作 岩崎書店 2007.2 913 ｻﾉ 児童

Ｄｉｖｅ！！ 森絵都／著 講談社 2000.4 913 ﾓﾘ-1 児童

ライバル・オン・アイス 吉野　万理子／作 講談社 2016.10 913 ﾖｼﾉ-1 児童Ｈ

ベーグル・チームの作戦 Ｅ．Ｌ．カニグズバーグ／作 岩波書店 2006.9 933 ｶﾆｸ 児童

キーパー マル・ピート／著 評論社 2006.5 933 ﾋﾄ 児童

はしる 阿部馨／ぶん 福音館書店 1984.4 E ｱﾍ 児童

ルラルさんのじてんしゃ いとうひろし／さく ポプラ社 2002.4 E ｲﾄｳ 児童

どろぼうがっこうだいうんどうかい かこさとし／作・絵 偕成社 2013.10 E ｶｺ 児童

とんぼのうんどうかい 加古里子／絵・文 偕成社 1982.8 E ｶｺ 児童

こぶたはなこさんのうんどうかい くどうなおこ／ぶん 童話屋 1987.5 E ｸﾄｳ 児童

きんぎょのうんどうかい 高部晴市／〔作〕 フレーベル館 2001.6 E ﾀｶﾍ 児童

およぐ なかのひろたか／さく 福音館書店 1981.2 E ﾅｶﾉ 児童

おおずもうがやってきた 西村繁男／さく 福音館書店 1984.5 E ﾆｼﾑ 児童

しましまゼビーのダイビング ブライアン・パターソン／作 岩波書店 2004.4 E ﾊﾀｿ 児童

やまのぼり ひらのひでひこ／ぶん 福音館書店 1984.5 E ﾋﾗﾉ 児童

うさこちゃんとじてんしゃ ディック・ブルーナ／ぶん　え福音館書店 2010.4 E ﾌﾙﾅ 児童

うさこちゃんのだんす ディック・ブルーナ／ぶん　え福音館書店 2010.4 E ﾌﾙﾅ 児童

すぽーつのほん ディック・ブルーナ／ぶん　え福音館書店 2016.3 E ﾌﾙﾅ 児童

ピートのスケートレース ルイーズ・ボーデン／作 福音館書店 2011.11 E ﾎﾃﾝ 児童

アンジェリーナのはつぶたい キャサリン・ホラバード／ぶん大日本絵画 198711 E ﾎﾗﾊ 児童

おさるのジョージバスケットボールをする Ｍ．レイ／原作 岩波書店 2017.10 E ﾚｲ 児童

じてんしゃにのるひとまねこざる Ｈ．Ａ．レイ／文・絵 岩波書店 1998.2 E ﾚｲ 児童
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よういどん わたなべしげお／ぶん 福音館書店 1986.9 E ﾜﾀﾅ 児童
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