
箱No.34 パラリンピックに関する本② 冊数 25冊

学年 小３

教科 国語

単元 パラリンピックについて調べよう

No. 資料コード 請求記号 書名 著者 出版者 出版年

34-1 0210437545 /369.2/ﾐﾗ/

未来をささえる福祉の現場 4 スポーツをとおして 高橋 利一/監修 岩崎書店

2007.4

34-2 0210669357 /780.2/ﾅｶ/2

日本の金メダリストじてん 2 夏季パラリンピッ
ク・冬季パラリンピック編

中嶋 舞子／著 ベースボール・
マガジン社 2018.5

34-3 0210793279 /780.6/ｵﾘ/

オリンピック・パラリンピックまるごと大百科 真田 久／監修 学研プラス

2017.2

34-4 0210669969 /780.6/ｵﾘ/1

オリンピック・パラリンピック 全競技がわかる!
知って楽しい! 1 陸上競技 柔道 スケートボード
空手ほか

日本オリンピック・アカ
デミー／監修

国土社

2019.8

34-5 0210669977 /780.6/ｵﾘ/2

オリンピック・パラリンピック 全競技がわかる!
知って楽しい! 2 水泳 体操 スポーツクライミン
グ サーフィンほか

日本オリンピック・アカ
デミー／監修

国土社

2019.7

34-6 0210669985 /780.6/ｵﾘ/3

オリンピック・パラリンピック 全競技がわかる!
知って楽しい! 3 卓球 バドミントン 野球・ソフ
トボールほか

日本オリンピック・アカ
デミー／監修

国土社

2019.7

34-7 0210670827 /780.6/ｵﾘ/4

オリンピック・パラリンピッククイズ 4 パラリン
ピック編

オリパラクイズ研究会／
編

小峰書店

2019.4

34-8 0210669438 /780.6/ｵﾘ/6

オリンピック・パラリンピック大百科 6 パラリン
ピックと障がい者スポーツ

日本オリンピック・アカ
デミー／監修

小峰書店

2016.4

34-9 0210670835 /780.6/ｵﾘ/6

オリンピック・パラリンピック全競技 ルールと見
どころ! 6 パラ陸上競技 車いすテニス ボッチャ
ほか

日本オリンピック・アカ
デミー／監修

ポプラ社

2018.4

34-10 0210670150 /780.6/ｹﾂ/1

決定版!パラリンピック大百科 1 パラリンピック
がやってくる!

小峰書店編集部／編 小峰書店

2019.4

34-11 0210669810 /780.6/ｹﾂ/2

決定版!パラリンピック大百科 2 パラリンピック
競技ガイド

小峰書店編集部／編 小峰書店

2019.4

34-12 0210669829 /780.6/ｹﾂ/3

決定版!パラリンピック大百科 3 パラリンピック
の歴史

小峰書店編集部／編 小峰書店

2019.4

34-13 0210669837 /780.6/ｹﾂ/4

決定版!パラリンピック大百科 4 パラリンピアン
物語

小峰書店編集部／編 小峰書店

2019.4

34-14 0210670193 /780.6/ｹﾂ/5

決定版!パラリンピック大百科 5 パラリンピック
をささえる

小峰書店編集部／編 小峰書店

2019.4

34-15 0210631813 /780.6/ｼﾔ/別

写真で見るオリンピック大百科 別巻 パラリン
ピックってなに?

舛本 直文/監修 ポプラ社

2014.4

34-16 0210796634 /780.6/ﾊﾗ/

パラリンピック大事典 和田 浩一／監修 金の星社

2017.3

34-17 0210669330 /780.6/ﾏﾙ/1

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

34-18 0210669403 /780.6/ﾏﾙ/2

まるわかり!パラリンピック [2] スピード勝負!夏
の競技 1

日本障がい者スポーツ協
会/監修

文研出版

2014.11

34-19 0210669314 /780.6/ﾏﾙ/3

まるわかり!パラリンピック [3] チームでたたか
う!夏の競技 2

日本障がい者スポーツ協
会/監修

文研出版

2014.12

34-20 0210669306 /780.6/ﾏﾙ/4

まるわかり!パラリンピック [4] 限界をこえる!夏
の競技 3

日本障がい者スポーツ協
会/監修

文研出版

2015.1

1 / 2 ページ



No. 資料コード 請求記号 書名 著者 出版者 出版年

34-21 0210669292 /780.6/ﾏﾙ/5

まるわかり!パラリンピック [5] 雪・氷のうえで
競う!冬の競技

日本障がい者スポーツ協
会/監修

文研出版

2015.2

34-22 0210670045 /780.6/ﾔﾏ/1

参加しよう!東京パラリンピックとバリアフリー 1
パラリンピック競技を体験!

山岸 朋央／著 汐文社

2018.9

34-23 0210670134 /780.6/ﾔﾏ/2

参加しよう!東京パラリンピックとバリアフリー 2
パラリンピックで変わる日本

山岸 朋央／著 汐文社

2018.12

34-24 0210670142 /780.6/ﾔﾏ/3

参加しよう!東京パラリンピックとバリアフリー 3
パラリンピック選手を応援しよう

山岸 朋央／著 汐文社

2019.2

34-25 0210669420 /780/ﾖｸ/

よくわかる障がい者スポーツ 種目・ルールから支
える人びとまで（楽しい調べ学習シリーズ）

藤田 紀昭／監修 PHP研究所

2017.11
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