
タイトル 著者名 出版社 出版年 背ラベル

うたうとは小さないのちひろいあげ 村上 しいこ／著 講談社 2015 913.6/ﾑﾗ/

屋上のウインドノーツ 額賀 澪／著 文藝春秋 2015 913.6/ﾇｶ/

おなやみ相談部 みうら かれん／著 講談社 2015 913/ﾐｳ/

おれたち戦国ロボサッカー部! 奈雅月 ありす／作 ポプラ社 2013 913/ﾅｶﾞ/

快晴フライング 古内 一絵／著 ポプラ社 2011 913.6/ﾌﾙ/

風の声が聞こえるか はらだ みずき／著 KADOKAWA 2017 913/ﾊﾗ/

帰宅部ボーイズ はらだ みずき／著 幻冬舎 2011 913.6/ﾊﾗ/

サッカーボーイズ14歳 はらだ みずき／著 角川書店 2009 913/ﾊﾗ/

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 B913.6/ﾔｸﾞ/

そば打ち甲子園! そば打ち研究部／著 学研プラス 2019 913/ｿﾊﾞ/

誰がために鐘を鳴らす 山本 幸久／著 KADOKAWA 2016 913.6/ﾔﾏ/

たまごを持つように まはら 三桃／著 講談社 2009 913/ﾏﾊ/

チア男子!! 朝井 リョウ／著 集英社 2010 913.6/ｱｻ/

どまんなか 1～3 須藤 靖貴／[著] 講談社 2010 913/ｽﾄﾞ/1

どんまい!卓球部 横沢 彰／作 新日本出版社 2011 913/ﾖｺ/

名もなき風たち はらだ みずき／著 KADOKAWA 2016 913/ﾊﾗ/

野川 長野 まゆみ／著 河出書房新社 2010 913.6/ﾅｶﾞ/

花の道は嵐の道 天野 頌子／著 ポプラ社 2009 913/ｱﾏ/

ピースメーカー 小路 幸也／著 ポプラ社 2011 913.6/ｼｮ/

ぼくらの『最強』イレブン 宗田 理／作 ポプラ社 2010 913/ｿｳ/

夜の光 坂木 司／著 新潮社 2011 B913.6/ｻｶ/

ランナー あさの あつこ／[著] 幻冬舎 2010 B913.6/ｱｻ/

リリース 草野 たき／著 ポプラ社 2010 913/ｸｻ/

ほか

　　　　　部活動×小説
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タイトル 著者名 出版社 出版年 背ラベル

チームで魅せる!新体操団体上達のポイント50 石崎 朔子／監修 メイツ出版 2018 781.4/ﾁﾑ/

ジュニアアスリートのための最強の跳び方「ジャンプ力」向上バイブル 体育指導のスタートライン／監修 メイツ出版 2017 782/ｼﾞｭ/

部活で差がつく!バスケットボール弱点克服マニュアル 田渡 優／監修 メイツ出版 2016 783.1/ﾌﾞｶ/

ぐんぐんうまくなる!バレーボール 蔦宗 浩二／著 ベースボール・マガジン社 2010 783.2/ﾂﾀ/

部活で差がつく!勝つハンドボール最強のコツ50 阿部 直人／監修 メイツ出版 2017 783.3/ﾌﾞｶ/

ぐんぐんうまくなる!サッカー 上野山 信行／著 ベースボール・マガジン社 2008 783.4/ｳｴ/

試合で大活躍できる!ラグビー必勝のコツ50 駒井 孝行／監修 メイツ出版 2010 783.4/ｼｱ/

試合に勝つ!ソフトテニス実戦トレーニング50 中堀 成生／監修 メイツ出版 2012 783.5/ｼｱ/

部活で差がつく!勝つバドミントン最強のコツ50 名倉 康弘／監修 メイツ出版 2017 783.5/ﾌﾞｶ/

部活で差がつく!勝つテニス最強のポイント50 矢崎 篤／監修 メイツ出版 2019 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 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 783.7/ﾌﾞｶ/

勝てる!強くなる!強豪校の部活練習メニュー 卓球 真田 浩二／監修 金の星社 2018 783/ｶﾃ/

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 785.2/ﾌﾞｶ/

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 789.2/ﾌﾞｶ/

試合で勝つ!剣道必勝の戦術60 鈴木 剛／監修 メイツ出版 2012 789.3/ｼｱ/

基本から応用までアーチェリー上達のポイント50 山本 博／監修 メイツ出版 2019 789.5/ｷﾎ/

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 789.5/ﾌﾞｶ/

部活でスキルアップ!ダンス上達バイブル のりんご☆／監修 メイツ出版 2019 799/ﾌﾞｶ/
ほか

タイトル 著者名 出版社 出版年 背ラベル

最強部活の作り方 日比野 恭三／著 文藝春秋 2018 375/ﾋﾋﾞ/

フェルトの部活マスコット ― ブティック社 2011 594.9/ﾌｪ/

アナウンサーになろう! 堤 江実／著 PHP研究所 2014 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 707/ｱｷ/

教えて先生!書のきほん 『墨』編集部／編 芸術新聞社 2011 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 746/ﾃﾞｼﾞ/

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 764.6/ﾌﾞｶ/

部活でレベルアップ!吹奏楽上達のコツ50 畠田 貴生／監修 メイツ出版 2019 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 767.4/ﾌﾞｶ/

部活でレベルアップ!合唱上達のポイント50 渡瀬 昌治／監修 メイツ出版 2019 767.4/ﾌﾞｶ/

部活でスキルアップ!演劇上達バイブル 杉山 純じ／監修 メイツ出版 2018 771/ﾌﾞｶ/

文化系部活動アイデアガイド演劇部 西野 泉／文 汐文社 2010 775/ﾆｼ/

茶道具の出し方、しまい方 世界文化社／編 世界文化社 2012 791.5/ﾁｬ/

点前の準備 淡交社編集局／編 淡交社 2017 791.7/ﾃﾏ/

やさしい、いけばなの基本 竹中 麗湖／著 世界文化社 2016 793/ﾀｹ/

はじめての囲碁 入門編 東京大学囲碁部／構成・原稿執筆 理論社 2018 795/ﾊｼﾞ/

勝つための将棋 作戦編 片上 大輔／監修 理論社 2018 796/ｶﾂ/

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 830/ﾆｼ/

部活で俳句 今井 聖／著 岩波書店 2012 911/ｲﾏ/
ほか 山梨県立図書館
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