
オーテピア高知図書館 こどもコーナー　 2019.07

展示期間：平成30年12月25日～平成31年1月30日

No． 書名 著者 出版社 出版年 請求記号 資料No.

1
学校スポーツ（スポーツなんでも
事典） こどもくらぶ/編 ほるぷ出版 2010.1 /780.1/ｶﾂ/ 0210504056

2
<スポーツ感動物語>アスリート
の原点 1 才能に勝る努力 学研プラス 2016.2 /780.2/ｽﾎ/1 0210770244

3
スポーツ日本地図 1 球技

こどもくらぶ／編集
ベースボール・マ
ガジン社

2016.10 /780.2/ｽﾎ/1 1201710041

4
しらべよう!知っているようで知らない冬
季オリンピック 1 冬季オリンピックの記
録と記憶

稲葉 茂勝/文
ベースボール・マ
ガジン社

2013.9 /780.6/ｲﾅ/1 0210619481

5
クーベルタン 近代オリンピックの父（オ
リンピック・パラリンピックにつくした人
びと）

大野 益弘／文 小峰書店 2018.10 /780.6/ｵｵ/ 0210828129

6
こどもオリンピック新聞 どこから
読んでも面白い 世界文化社 2016.5 /780.6/ｺﾄ/ 1201640297

7
嘉納治五郎 日本のオリンピックの父
（オリンピック・パラリンピックにつくした
人びと）

佐野 慎輔／文 小峰書店 2018.10 /780.6/ｻﾉ/ 0210828110

8
まるわかり!パラリンピック [1] パ
ラリンピックってなんだろう?

日本障がい者スポーツ
協会/監修

文研出版 2014.10 /780.6/ﾏﾙ/1 1201657440

9
小学生のための体育基本レッス
ン コツをつかんで苦手を克服! 水口 高志/監修 朝日学生新聞社 2011.4 /780.7/ｼﾖ/ 0210541890

10
冒険スポーツ（マジック・ツリーハ
ウス探険ガイド）

メアリー・ポープ・オズ
ボーン／著

KADOKAWA 2016.11 /780/ｵｽ/ 0210787716

11
こどもスポーツ絵じてん

三省堂編修所／編 三省堂 2018.5 /780/ｺﾄ/ 0210818832

12
逆上がりができるコツかけっこが速くな
るコツ みるみる運動神経がよくなる本 水口 高志/監修 学研 2008.10 /780/ｻｶ/ 0210473363

13
すぐできる!かけっこ とびばこ さ
かあがり（集英社版・学習漫画） 深代 千之/監修 集英社 2014.6 /780/ｽｸ/ 0210635711

14
体育スクール 体育が苦手な子に!!体
育指導のプロが教える家庭練習法（コ
ミュニケーションムック）

筑波大学附属小学校
／監修

小学館 2016.3 /780/ﾀｲ/ 0210773790

15
いっしょに走ろっ! 夢につながる、
はじめの一歩 星野 恭子/著 大日本図書 2012.7 /780/ﾎｼ/ 0210569590

16
必ずできる!とび箱・鉄棒・マット
運動上達のコツ50（まなぶっく） 米田 功/監修 メイツ出版 2014.2 /781.5/ｶﾅ/ 0210626461

17
バク転完全攻略本

吉田 哲郎/監修
スタジオタッククリ
エイティブ

2010.7 /781.5/ﾊｸ/ 0210514981

18
縄文人から「新縄人」・ロープス
キッパーへのなわとび学 稲葉 茂勝／著 今人舎 2016.10 /781.9/ｲﾅ/ 0210785225

19
基本から大会まで勝つ!長なわ8の字
跳び最強のコツ（まなぶっく） 西沢 尚之／監修 メイツ出版 2018.1 /781.9/ｷﾎ/ 0210810840

20
なわとび「スゴ技」コレクション 楽しくマ
スター! 1 なわとび・ひとりでとべる！
個人技をマスターしよう

河出書房新社 2015.1 /781.9/ﾅﾜ/1 0210747714

冬のスポーツ　ブックリスト

冬季オリンピックについての本や、ウィンタースポーツアスリートの伝記、物語を集めました。
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21
なわとび（うんどうの絵本）

西薗 一也／監修 あかね書房 2015.9 /781.9/ﾆｼ/ 0210762306

22
足が速くなるこけし走り 体幹を
意識すれば誰でも速く走れる! 齊藤 太郎/監修 池田書店 2012.4 /782.3/ｱｼ/ 0210564326

23
キミはもっと速く走れる! 1 １週間で足
が速くなる１２のチェックポイント 近藤 隆夫/著 汐文社 2011.2 /782.3/ｺﾝ/1 0210535580

24
「走る」のなぞをさぐる 高野進の
走りの研究室（ちしきのもり） 高野 進/著 少年写真新聞社 2015.7 /782.3/ﾀｶ/ 0210758180

25
速く走るコツ大研究 体育、運動
会が楽しくなる! 征矢 範子/監修 PHP研究所 2012.4 /782.3/ﾊﾔ/ 1201596085

26
可能性は無限大 視覚障がい者マラソ
ン道下美里（パラリンピックのアスリー
トたち）

高橋 うらら／文 新日本出版社 2018.3 /782.3/ﾐﾁ/ 0210815167

27
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／著

ベースボール・マ
ガジン社

2017.3 /783.5/ﾅｶ/ 0210795298

28
やろうよバドミントン（こどもス
ポーツシリーズ） 能登 則男/著

ベースボール・マ
ガジン社

2014.8 /783.5/ﾉﾄ/ 0210637781

29
平野美宇と伊藤美誠がんばれ!ピンポ
ンガールズ（世の中への扉） 城島 充／著 講談社 2018.1 /783.6/ﾋﾗ/ 0210810300

30
女の子だって、野球はできる! 「好き」
を続ける女性たち（ポプラ社ノンフィク
ション）

長谷川 晶一／著 ポプラ社 2018.7 /783.7/ﾊｾ/ 1201881768

31
レジェンド! 葛西紀明選手と下川ジャン
プ少年団ものがたり（世の中への扉） 城島 充/著 講談社 2014.10 /784.3/ｶｻ/ 0210742208

32
葛西紀明 不屈のレジェンド（冬
のアスリートたち） 師岡 亮子／編 汐文社 2018.5 /784.3/ｶｻ/ 0210819235

33
スキー・スケート（スポーツなん
でも事典） こどもくらぶ/編 ほるぷ出版 2009.11 /784.3/ｽｷ/ 0210500603

34
高梨沙羅 さらなる飛躍（冬のア
スリートたち） 師岡 亮子／編 汐文社 2018.8 /784.3/ﾀｶ/ 0210824271

35
不可能とは、可能性だ パラリンピック
金メダリスト新田佳浩の挑戦（ノンフィ
クション知られざる世界）

笹井 恵里子／著 金の星社 2016.11 /784.3/ﾆﾂ/ 0210788984

36
小平奈緒 栄光と友情（冬のアス
リートたち） 甲斐 毅彦／編 汐文社 2018.6 /784.6/ｺﾀ/ 0210821043

37
高木菜那・美帆 ともに頂点へ
（冬のアスリートたち） 林 直史／著 汐文社 2018.7 /784.6/ﾀｶ/ 0210823119

38
羽生結弦 あくなき挑戦の軌跡
（冬のアスリートたち） 満薗 文博／著 汐文社 2018.4 /784.6/ﾊﾆ/ 0210818204

39
氷の上のプリンセス ジゼルがくれた魔
法の力（講談社青い鳥文庫） 風野 潮/作 講談社 2014.3 /913.6/ｶｾﾉ/1 0210657502

40
スイーツ駅伝

二宮 由紀子／作 文溪堂 2017.7 /913.6/ﾆﾉﾐ/ 0210800887

41
逆転!ドッジボール（スプラッシュ・
ストーリーズ） 三輪 裕子／作 あかね書房 2016.6 /913.6/ﾐﾜﾋ/ 0210779136

42
ラスト・スパート!（スプラッシュ・ス
トーリーズ） 横山 充男/作 あかね書房 2013.11 /913.6/ﾖｺﾔ/ 0210623152

43
チームふたり（[チームシリーズ]）

吉野 万理子／作 学研プラス 2013.5 /913.6/ﾖｼﾉ/ 0210613173

44
ライバル・オン・アイス 1

吉野 万理子／作 講談社 2016.10 /913.6/ﾖｼﾉ/1 0210786400
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45
エルシー・ピドック、ゆめでなわと
びをする（大型絵本）

エリナー・ファージョン/
作

岩波書店 2004.6 CE/93/ｳｵ/ 1200883641

46
ニャンニャンシティマラソン

谷川 晃一/作 教育画劇 2008.2 E/913/ﾀﾆ/ 0210457805

47
サナのはじめてのスケート（絵本
の時間） なりた まさこ/作・絵 ポプラ社 2006.1 E/913/ﾅﾘ/ 0210407743

48
なわとびしましょ

長谷川 義史/著 復刊ドットコム 2014.5 E/913/ﾊｾ/ 0210633956

49
11ぴきのねこマラソン大会（絵巻
えほん） 馬場 のぼる／著 こぐま社 1992.7 E/913/ﾊﾊ/ 0210267186

50
スキーをはいたねこのヘンリー

メリー・カルホーン/文 リブリオ出版 2002.4 E/93/ｶﾙ/ 0210182628

51
ピートのスケートレース 第二次世界大
戦下のオランダで（世界傑作絵本シ
リーズ）

ルイーズ・ボーデン/作 福音館書店 2011.11 E/93/ﾎﾃ/ 0210552824

52
炎をきりさく風になって ボストンマラソ
ンをはじめて走った女性ランナー

フランシス・ポレッティ
／作

汐文社 2018.2 E/93/ﾎﾚ/ 0210813164

○オーテピア高知図書館で所蔵している本をご紹介しています。
○貸出や返却はお近くの市町村立図書館でもできます。お近くの市町村立図書館にお問い合わせください。
○本や雑誌などに関する相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
　（お問い合わせの際は資料№をお伝えいただくとスムーズです。）
〇「請求記号」とは、本の背に貼っているラベルに書いている記号のことで、本はこの「請求記号」にしたがって並べられています。

〒780-0842 高知市追手筋2-1-1 オーテピア2階

TEL：088-823-4946 FAX：088-823-9352
http://otepia.kochi.jp/library


