
※ＥＫは科学絵本、EMは昔話絵本です。

区分 No. 書名 出版者名 出版年

1 E ふ ぺんぎんたいそう 齋藤　槙　さく 福音館書店 2016

2 E ふ よういどん わたなべ　しげお　ぶん おおとも　やすお　え 福音館書店 1986

3 E うめ よーい　どんけつ　いっとうしょう 梅田　俊作　作・絵 梅田　佳子　作・絵 岩崎書店 1985

4 E さと どうぶつうんどうかい さとう　あきら　写真 さえぐさ　ひろこ　文 アリス館 2015

5 E はせ ホームランを打ったことのない君に 長谷川　集平　作 理論社 2006

6 E イ シルム キム　ジャンソン　作 イ　スンヒョン　絵 ホン　カズミ　訳 岩崎書店 2011

7 E イン スキーをはいたねこのヘンリー メリー・カルホーン　文 エリック・イングラハム　絵 猪熊　葉子　訳　 リブリオ出版 2002

8 E ヴア 夢はワールドカップ ティム・ヴァイナー　作 川平　慈英　訳 あかね書房 2001

9 E ヴオ エルシー・ピドック、ゆめでなわとびをする エリナー・ファージョン　作 シャーロット・ヴォーク　絵 石井　桃子　訳 岩波書店 2004

10 E ダリ ピートのスケートレース ルイーズ・ボーデン　作 ニキ・ダリー　絵 ふなと　よし子　訳　 福音館書店 2011

11 E ブラ ボールのまじゅつしウィリー アンソニー・ブラウン　さく 久山　太市　やく　 評論社 1998

12 E ユ きみはライオン！ ユ　テウン　作　絵 竹下　文子　訳 偕成社 2017

13 EＫ かこ いろいろおにあそび 加古　里子　さく 福音館書店 2018

14 EＫ ほり はしる 阿部　馨　ぶん 堀内　誠一　え 福音館書店 1984

15 EＭ あか ねずみのすもう 神沢　利子　文 赤羽　末吉　絵　 偕成社 1983

16 281 お ぼくらしく、おどる 大前　光市　著 今井　ヨージ　絵　 学研プラス 2020

17 285 し マイケル・ジョーダン デロリス・ジョーダン　作 ロスリン・Ｍ．ジョーダン　作 カディール・ネルソン　絵 汐文社 2014

18 285 る 奇跡のランナー　ウィルマ ジョー・ハーパー　著 渋谷　弘子　訳　 汐文社 2014

19 380 や やってみよう！むかしのあそび　１～８ ポプラ社 2016

20 490 か からだがよろこぶ生活習慣　１～５ 学研 2008

21 490 し 義足でかがやく 城島　充　著 講談社 2016

22 780 い 調べよう！知ろう！体とスポーツ　１～３ 稲葉　茂勝　企画・構成 こどもくらぶ　編集　 ベースボール・マガジン社 2017

23 780 さ １２の問いから始めるオリンピック・パラリンピック研究 坂上　康博　編著 くにとも　ゆかり　イラスト かもがわ出版 2019

24 780 す スポーツを科学しよう！ ＰＨＰ研究所 2013

25 780 つ つくろう！食べよう！勝負ごはん　１～３ 日本図書センター 2015～2016

26 783 な 打てるもんなら打ってみろ！ 中村　計　著 講談社 2014
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スポーツの秋にちなんで、スポーツの本を集めました。



区分 No. 書名 出版者名 出版年

27 911 さ びりのきもち 阪田　寛夫　詩 和田　誠　絵　 童話館出版 1998

28 913 お 流星と稲妻 落合　由佳　著 講談社 2018

29 913 か 星くずクライミング 樫崎　茜　作 杉山　巧　画 くもん出版 2019

30 913 く オン・ザ・ライン 朽木　祥　著 小学館 2011

31 913 こ 走れ、セナ！ 香坂　直　著 講談社 2005

32 913 こ キャプテンはつらいぜ 後藤　竜二　作 杉浦　範茂　絵 講談社 2006

33 913 さ ハンサム・ガール 佐藤　多佳子　作 伊藤　重夫　絵 理論社 1993

34 913 す セキタン！ 須藤　靖貴　著 講談社 2011

35 913 は フュージョン 濱野　京子　著 講談社 2008

36 913 ふ しゅくだいさかあがり 福田　岩緒　作・絵 ＰＨＰ研究所 2014

37 913 ま たまごを持つように まはら　三桃　著 講談社 2009

38 913 も ＤＩＶＥ！！　１～４ 森　絵都　著 講談社 2000～2002

39 913 や おたまじゃくしの降る町で 八束　澄子　著 講談社 2010

40 913 よ チームふたり 吉野　万理子　作 宮尾　和孝　絵 学研 2007

41 933 う リバウンド Ｅ．ウォルターズ　作 小梨　直　訳 深川　直美　画 福音館書店 2007

42 933 お １２種類の氷 エレン・ブライアン・オベッド　文 バーバラ・マクリントック　絵 福本　友美子　訳　 ほるぷ出版 2013

43 933 か ベーグル・チームの作戦 Ｅ．Ｌ．カニグズバーグ　作 松永　ふみ子　訳 岩波書店 2006

44 933 こ バレエダンサー　上・下 ルーマ・ゴッデン　作 渡辺　南都子　訳　 偕成社 1997

45 933 し ２るいベースがぬすまれた？！ マージョリー・Ｗ．シャーマット　ぶん マーク・シーモント　え 神宮　輝夫　やく 大日本図書 2015

46 933 し バディ Ｖ・Ｍ・ジョーンズ　著 田中　亜希子　訳　 ＰＨＰ研究所 2008

47 933 す こぶたのプーと青いはた カーラ・スティーブンズ　作 レイニイ・ベネット　絵 代田　昇　訳　 岩崎書店 1980

48 933 ふ 楽しいスケート遠足 ヒルダ・ファン・ストックム　作　絵 ふなと　よし子　訳 福音館書店 2009

49 933 ふ ジェミーと走る夏 エイドリアン・フォゲリン　作 千葉　茂樹　訳 沢田　としき　画 ポプラ社 2009

50 933 ほ ちびっこ大せんしゅ シド・ホフ　ぶんとえ 光吉　夏弥　やく　 大日本図書 2010

51 933 り 大地のランナー ジェイムズ・リオーダン　作 原田　勝　訳 鈴木出版 2012

52 949 す パーシーの魔法の運動ぐつ ウルフ・スタルク　著 菱木　晃子　訳 はた　こうしろう　絵　 小峰書店 1997

53 949 す バレエをおどりたかった馬 Ｈ・ストルテンベルグ　作 菱木　晃子　訳 さとう　あや　絵　 福音館書店 1999
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休館日 １０/５(月）、１０/１２(月）、１０/１９（月）、１０/２６（月）


