Ｈ２８年７月・８月

ＹＡ展示 【オリンピック特集】
展示期間：７月１日（金）～８月３１日（水）

請求記
号

No

タイトル

著者表示

出版者

資料ＩＤ

1 290 ﾋ 5

行ってみたいなあんな国こんな国－国際理
東菜奈作
解に役立つ－５ 南アメリカ・アフリカ

岩崎書店

2500083056

2 290 ﾒ 5

目で見る世界の国々 ５ ブラジル

国土社

2500067117

3

290.93 ﾁ 地球の歩き方 Ｂ２１ ’１２～’１３ ブラジル 「地球の歩き方」編 ダイヤモンド・
2-21
－ベネズエラ－
集室編集
ビッグ社

4 296 ｳ 2

ジュリア・ウォー
アマゾン川（川の地理図鑑－人びとのくらし
ターロー著 大坪奈 偕成社
と自然－ ２）
保美訳

世界各地のくらし ２０ ブラジルのくらし－
5 302 ｾ 20 日本の子どもたちがみた、広大な自然と資
源をもつ国－

ポプラ社

1500684152

2500093519

2500167586

6 302.62 ﾖ

ブラジルのことがマンガで３時間でわかる本 吉野亨著 飛鳥幸
明日香出版社
－２０４５年の資源大国－改訂版
子マンガ

1500707714

7 780 ｳ

クレヨンしんちゃんのまんがオリンピックなる 臼井儀人キャラク
ほどブック（クレヨンしんちゃんのなんでも百 ター原作 リベロス 双葉社
科シリーズ）
タイル編集・構成

2500288572

8 780 ｵ

オリンピック絵事典－感動のドラマの記録
オリンピックがよくわかって楽しめる！－

ＰＨＰ研究所

2500227257

9 780 ﾀ 2

オリンピックおもしろ情報館 ２ オリンピック
田中舘哲彦著
のスーパースターたち

汐文社

2500098302

10 780 ﾀ 3

オリンピックおもしろ情報館 ３ オリンピック
田中舘哲彦著
熱き闘いと友情

汐文社

2500185703

11 780 ﾊ

ビジュアル博物館 第１３巻 スポーツ

リリーフ・システム
ズ訳

同朋舎出版

2500011347

12 780 ﾐ 1

オリンピックがよくわかる １ 古代のオリン
ピック

ハイドン・ミドルトン
著 鈴木出版編集 鈴木出版
部訳

13 780 ﾐ 1

みるみる上達！スポーツ練習メニュー １
野球

14 780 ﾐ 2

15 780 ﾐ 3

ＰＨＰ研究所編

ポプラ社

ハイドン・ミドルトン
著 鈴木出版編集 鈴木出版
部訳
ハイドン・ミドルトン
オリンピックがよくわかる ３ オリンピックの
著 鈴木出版編集 鈴木出版
危機
部訳
オリンピックがよくわかる ２ 現代のオリン
ピック

2500099862

2500293689

2500099870

2500099888

No

請求記
号

タイトル

著者表示

出版者

資料ＩＤ

16 780 ﾐ 3

みるみる上達！スポーツ練習メニュー ３
バレーボール

17 780 ﾐ 4

オリンピックがよくわかる ４ オリンピック・
感動の瞬間

18 780 ﾐ 4

みるみる上達！スポーツ練習メニュー ４
バスケットボール

ポプラ社

2500293713

19 780 ﾐ 5

みるみる上達！スポーツ練習メニュー ５
卓球

ポプラ社

2500293721

20 780 ﾐ 6

みるみる上達！スポーツ練習メニュー ６
テニス・ソフトテニス

ポプラ社

2500293739

21 780 ﾐ 7

みるみる上達！スポーツ練習メニュー ７
水泳

ポプラ社

2500293747

22 780.21 ｱ

メダリストの言葉はなぜ心に響くのか？（Ｆｏｒ
青島健太著
ｅｓｔ ２５４５ Ｓｈｉｎｓｙｏ ０６２）

フォレスト出版

1500679111

23 780.69 ｼ

パラリンピック・アスリート－輝く挑戦者たち
のフォト・ストーリー－

中央法規出版

1500488869

毎日新聞社

1500839442

朝日新聞社

1500624448

ポプラ社
ハイドン・ミドルトン
著 鈴木出版編集 鈴木出版
部訳

清水一二写真・文

24 780.69 ｿ ソチ冬季オリンピック全記録

25 780.69 ﾀ

オリンピック全大会－人と時代と夢の物語－
武田薫著
（朝日選書 ８３８）

長野オリンピック１９９８－第１８回オリンピッ ＩＭＳ Ｓｔｕｄｉｏ ６編
ベースボール・
26 780.69 ﾅ ク冬季競技大会１９９８／長野 ＩＯＣ（国際オ 集 ベースボール・
マガジン社
リンピック委員会）オフィシャル・
マガジン社編集

2500293705

2500099896

1500285786

27 780.69 ﾋ

１０１個の金メダル－オリンピックにおける
ニッポンの活躍－

トランスフォー
マー

1500531882

28 780.69 ﾛ

ロンドンオリンピック全記録－１９日間の熱く
近藤浩之編
激しい闘い－

毎日新聞社

1500834740

ベースボール・
マガジン社

1500598667

すばる舎

1500687643

ジュニアのためのトレーニングバイブル－
29 780.7 ｼﾞ 「走る」「投げる」「蹴る」「跳ぶ」運動の４大要
素に徹底アプローチ！－（Ｂ．Ｂ．ＭＯ
30 780.7 ﾌ

大人の「運動音痴」がみるみるよくなる本－
深代千之著
いまからでも遅くない！－

プロスポーツ選手になりたい－プロスポーツ
産業編集セン
産業編集センターメ
31 780.7 ﾌﾟ ２２種の連盟・協会担当者による「プロになる
ターメディア事
ディア事業部編集
には」 プロ選手インタビュー「私はこう
業部

1500217706

そろそろ走ろっ！－たった５分で人生が変わ あきたいねみ著
ダイヤモンド社
るらんらんランニング－
上大岡トメイラスト

1500673890

32 782 ｱ

No

請求記
号

タイトル

著者表示

出版者

資料ＩＤ

33 782 ｵ

金メダリストのシューズ（記録への挑戦 ２） 大野益弘著

ポプラ社

2500262106

34 782 ｺ 1

キミはもっと速く走れる！ １ １週間で足が
近藤隆夫著
速くなる１２のチェックポイント

汐文社

2500268004

35 782.3 ｷ

誰でも「たった２０回」の練習でフルマラソン
を完走できる！

マガジンハウ
ス

1500657539

36 782.3 ﾀ

陸上短距離走パーフェクトマスター－トップ
アスリートと学ぶ、速く走るためのトレーニン 高野進著
グ－（スポーツ・ステップアップＤＶＤシ

新星出版社

1500668874

37 782.3 ﾘ

陸上競技短距離－強豪校の〓練習法、教え
ます！－（Ｂ．Ｂ．ＭＯＯＫ １０４６ 強くなる
ドリル・シリーズ ３３）

ベースボール・
マガジン社

1500707011

38 782.4 ｻ

ラッキ～ガ～ル

佐藤真海著

集英社

1500698939

39 783 ｻ

澤穂希（オリンピックのアスリートたち）

本郷陽二編

汐文社

2500281098

40 783 ﾊ

なでしこのおしえ

武田ランダム
早草紀子写真と文 ハウスジャパ
ン

41 783.2 ｲ

バレーボール基本と戦術（パーフェクトレッス
井上和昭監修
ンブック）

金哲彦〔著〕

バレーボール－強豪校の〓練習法、教えま
42 783.2 ﾊﾞ す！ 強くなるドリル・シリーズ ８－（Ｂ．Ｂ．
ＭＯＯＫ ５５６ スポーツシリーズ

2500276403

実業之日本社

1500714231

ベースボール・
マガジン社

1500628688

43 783.47 ｴ

世界一のあきらめない心－なでしこジャパン
江橋よしのり著
栄光への軌跡－

小学館

1500667835

44 783.47 ｶ

準備する力－夢を実現する逆算のマネジメ
川島永嗣著
ント－

角川書店

1500671241

45 783.47 ｻ

負けない自分になるための３２のリーダーの
澤穂希著
習慣

幻冬舎

1500670805

46 783.47 ﾅ

上昇思考－幸せを感じるために大切なこと
－

角川書店

1500678527

47 783.47 ﾆ

メッシは２歩で敵を抜く－サッカースタースー
西部謙司著
パープレーのカラクリ－

学研パブリッシ
ング

1500702566

48 783.47 ﾊ

心を整える。－勝利をたぐり寄せるための５
長谷部誠著
６の習慣－

幻冬舎

1500665854

49 783.5 ﾆ

頂点への道

長友佑都著

錦織圭著 秋山英
文藝春秋
宏著

1500720691

No

請求記
号

タイトル

著者表示

出版者

資料ＩＤ

50 783.5 ﾆ

錦織圭－マイケル・チャンに学んだ勝者の思
児玉光雄著
考－

楓書店

1500717499

51 783.8 ｲ

石川遼、２０歳

日本テレビ放
送網

1500668601

52 783.8 ｲ

バーディは気持ち－遼くんが育ったゴルフの
石川勝美著
ゆりかご－

ゴルフダイジェ
スト社

1500625403

53 783.8 ﾀ

女性のためのゴルフスタートＢＯＯＫ－ゼロ
からコースデビューを目指す！－

田口舞子監修

ナツメ社

1500717507

54 784 ｱ

乗り越える力（１５歳の寺子屋）

荒川静香著

講談社

2500275496

55 784.39 ﾀ

私、勝ちにいきます－自分で動くから、人も
動く－

竹内智香著

小学館

1500710718

56 784.65 ﾊ

羽生結弦－誇り高き日本人の心を育てる言 楓書店編集部編
葉－
児玉光雄監修

楓書店

1500713423

57 785 ｷ

北島康介物語（夢かけるトップアスリート－
スポーツノンフィクション－）

汐文社

2500249681

講談社

1500631419

山と渓谷社

1500584709

柳沢英俊著

本郷陽二編

北島康介の水が怖くなくなる魔法の本（トッ
58 785.22 ｷ プアスリートＫＡＭＩＷＡＺＡシリーズ トップア 北島康介著
スリートＫＡＭＩＷＡＺＡビギナーズ
カヌー＆カヤック入門－川・海・静水別、基
59 785.5 ﾀ 本＆実践テクニック集 ＪＲＣＡ日本レクリ
辰野勇著
エーショナルカヌー協会公認テキスト－（Ｏ
60 786 ﾜ

マウンテンバイク－自転車・一輪車－（あそ 和田肇文 額田安
ポプラ社
びとスポーツのひみつ１０１ ９）
悟文

2500079773

61 869 ﾊ

ゼロから話せるブラジル・ポルトガル語－会
浜岡究著
話中心－改訂版

三修社

1500681844

62 869.78 ﾊ

たったの７２パターンでこんなに話せるポルト
浜岡究著
ガル語会話（ＣＤ ＢＯＯＫ）

明日香出版社

1500701378

ＪＴＢパブリッシ
ング

1500704984

ブラジル－ブラジルポルトガル語＋日本語
玖保キリコマンガ
63 869.78 ﾌﾞ 英語－（絵を見て話せるタビトモ会話 中南
舩越富貴イラスト
米 ２）

