
タイトル 著者名 出版社 出版年 背ラベル

アート少女 花形 みつる／著 ポプラ社 2008.4 913/ﾊﾅ

Hは人のためならず 後藤 みわこ／[著] 講談社 2009.5 913/ｺﾞﾄ

おたまじゃくしの降る町で 八束 澄子／著 講談社 2010.7 913/ﾔﾂ

オン・ザ・ライン 朽木 祥／著 小学館 2011.7 913/ｸﾂ

快晴フライング 古内 一絵／著 ポプラ社 2011.4 913.6/ﾌﾙ

帰宅部ボーイズ はらだ みずき／著 幻冬舎 2011.5 913.6/ﾊﾗ

少年少女飛行倶楽部 加納 朋子／著 文藝春秋 2009.4 913.6/ｶﾉ

スウィングガールズ 矢口 史靖／著 メディアファクトリー 2011.12 B913.6/ﾔｸﾞ

セカンドウィンド 川西 蘭／著 小学館 2010.5 B913.6/ｶﾜ/1

退出ゲーム 初野 晴／[著] 角川書店 2010.7 B913.6/ﾊﾂ

たまごを持つように まはら 三桃／著 講談社 2009.3 913/ﾏﾊ

チア男子!! 朝井 リョウ／著 集英社 2010.1 913.6/ｱｻ

どまんなか 須藤 靖貴／[著] 講談社 2010.5 913/ｽﾄﾞ/1

2.43 壁井 ユカコ／著 集英社 2013.7 913.6/ｶﾍﾞ

熱風 福田 隆浩／著 講談社 2008.2 913/ﾌｸ

野川 長野 まゆみ／著 河出書房新社 2010.7 913.6/ﾅｶﾞ

花の道は嵐の道 天野 頌子／著 ポプラ社 2009.4 913/ｱﾏ

ピースメーカー 小路 幸也／著 ポプラ社 2011.1 913.6/ｼｮ

ふぁいと!卓球部 横沢 彰／作 新日本出版社 2011.4 913/ﾖｺ

武士道シックスティーン 誉田 哲也／著 文藝春秋 2010.2 B913.6/ﾎﾝ

フュージョン 濱野 京子／著 講談社 2008.2 913/ﾊﾏ

ぼくらの『最強』イレブン 宗田 理／作 ポプラ社 2010.7 913/ｿｳ

ミュージック・ブレス・ユー!! 津村 記久子／[著] 角川書店 2011.6 B913.6/ﾂﾑ

夜の光 坂木 司／著 新潮社 2008.1 913.6/ｻｶ

ランナー あさの あつこ／[著] 幻冬舎 2010.4 B913.6/ｱｻ

リリース 草野 たき／著 ポプラ社 2010.4 913/ｸｻ
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部活動に打ち込む主人公が出てくる小説や、上達のコツがわかる 

資料を紹介します。部活動に取り組む参考にしてください。 

 



タイトル 著者名 出版社 出版年 背ラベル

女子部活食 海老 久美子／著 ベースボール・マガジン社 2014.1 780.1/ｴﾋﾞ

ジュニア選手の「勝負食」 石川 三知／監修 メイツ出版 2015.1 780.1/ｼﾞｭ

筋トレバイブル 有賀 誠司／著 ベースボール・マガジン社 2007.6 780.7/ｷﾝ

新なでしこゴール!! 砂坂 美紀／ほか共著 講談社 2014.2 783/ｼﾝ

試合で勝つ!バスケットボール究極の戦術 吉田 健司／監修 メイツ出版 2013.11 783.1/ｼｱ

部活で大活躍できる!!勝つ!バスケットボール最強のポイント50 一ノ瀬 和之／監修 メイツ出版 2011.4 783.1/ﾌﾞｶ

部活で大活躍できる!!勝つ!バレーボール最強のポイント50 羽田野 義博／監修 メイツ出版 2011.6 783.2/ﾌﾞｶ

部活で大活躍できる!ハンドボール最強のポイント50 阿部 直人／監修 メイツ出版 2013.5 783.3/ﾌﾞｶ

高校ラグビー － ベースボール・マガジン社 2010.5 783.4/ｺｳ

15歳の選択 寺野 典子／著 河出書房新社 2008.8 783.4/ﾃﾗ

部活で大活躍できる!サッカー最強のポイント50 岩本 輝雄／監修 メイツ出版 2011.7 783.4/ﾌﾞｶ

部活で大活躍できる!テニス最強のポイント50 矢崎 篤／監修 メイツ出版 2012.6 783.5/ﾌﾞｶ

部活で大活躍できる!ソフトテニス最強のポイント55 中村 謙／監修 メイツ出版 2011.7 783.5/ﾌﾞｶ

部活で大活躍できる!!勝つ!卓球最強のポイント50 長谷部 攝／監修 メイツ出版 2011.5 783.6/ﾌﾞｶ

部活で大活躍できる!野球最強のポイント60 野々村 直通／監修 メイツ出版 2013.4 783.7/ﾌﾞｶ

部活で大活躍できる!水泳最強のポイント50 中村 真衣／監修 メイツ出版 2011.7 785.2/ﾌﾞｶ

自転車競技入門 飯嶋 洋治／著 グランプリ出版 2008.8 788.6/ｲｲ

部活で大活躍できる!!勝つ!柔道最強のポイント60 林田 和孝／監修 メイツ出版 2011.6 789.2/ﾌﾞｶ

部活で大活躍できる!!勝つ!剣道最強のポイント60 所 正孝／監修 メイツ出版 2011.5 789.3/ﾌﾞｶ

部活で大活躍できる!弓道最強のポイント50 高柳 憲昭／監修 メイツ出版 2012.7 789.5/ﾌﾞｶ

山本博のゼロから始めるアーチェリー 山本 博／著 実業之日本社 2010.12 789.5/ﾔﾏ

ほか

タイトル 著者名 出版社 出版年 背ラベル

13歳からの勝つ部活動 塚本 哲也／著 黎明書房 2014.2 375/ﾂｶ

部活魂! 岩波書店編集部／編 岩波書店 2009.7 375/ﾌﾞｶ

フェルトの部活マスコット － ブティック社 2011.12 594.9/ﾌｪ

アナウンサーになろう! 堤 江実／著 PHP研究所 2014.4 699/ﾂﾂ

文化系部活動アイデアガイド美術部 秋山 浩子／文 汐文社 2010.3 707/ｱｷ

教えて先生!書のきほん 『墨』編集部／編 芸術新聞社 2011.7 728/ｵｼ

デジカメで人物を上手く撮る見本帳 石田 徳幸／著 翔泳社 2013.11 746/ﾃﾞｼﾞ

必ず役立つ吹奏楽ハンドブック 丸谷 明夫／監修 ヤマハミュージックメディア 2013.1 764.6/ｶﾅ

部活でもっとステップアップ吹奏楽上達のコツ50 畠田 貴生／監修 メイツ出版 2015.1 764.6/ﾌﾞｶ

部活でもっとステップアップ合唱のコツ50 渡瀬 昌治／監修 メイツ出版 2013.9 767.4/ﾌﾞｶ

高校生のための実践演劇講座　１～３巻 つか こうへい／監修 白水社 － 771/ｺｳ

文化系部活動アイデアガイド演劇部 西野 泉／文 汐文社 2010.3 775/ﾆｼ

21世紀の落語入門 小谷野 敦／著 幻冬舎 2012.5 779.1/ｺﾔ

柳家花緑と落語を観よう 小野 幸惠／著 岩崎書店 2015.2 779/ｵﾉ

はな ひと うつわ 関 美香／著 平凡社 2012.1 793/ｾｷ

すぐ打てる!はじめての囲碁 片岡 聡／監修 成美堂出版 2002.7 795/ｽｸﾞ

羽生善治のこども将棋序盤の指し方入門 羽生 善治／監修 池田書店 2011.1 796/ﾊﾌﾞ

瞬間の記憶力 楠木 早紀／著 PHP研究所 2013.1 798/ｸｽ

文化系部活動アイデアガイド英会話部 西野 泉／文 汐文社 2010.3 830/ﾆｼ
ほか

山梨県立図書館


