
蜷川分館　1月　一般展示　「ウィンタースポーツを楽しむ」

書名 著者名 出版社 出版年 分類

1 雪山エントリーコース 山と渓谷社 2012.12 291.093

2 POWERフレーズ Only oneを支える言葉
日本テレビ「POWERフレーズ」‖編
角山/剛‖解説

世界文化社 2018.2 780.21

3
パラスポーツルールブック パラリンピックを楽しも
う

陶山/哲夫‖監修 コンデックス情報
研究所‖編著

清水書院 2016.9 780.36

4 平昌冬季オリンピック報道写真集 PyeongChang 2018 共同通信社 2018.2 780.69

5 雪遊び達人ブック 遊び 造形 実験・観察 雪遊び達人倶楽部/編著 いかだ社 2008.11 784

6
スキーでめぐる世界の雪の絶景 一生に一度は見たい
風景への旅

水澤/史‖著 スキージャーナル 2016.11 784.3

7 いまから始める山スキー入門 雪山に登って滑るABC 山と溪谷社‖編 山と溪谷社 2017.2 784.3

8
最新!SKIの科学 科学が教える技術の仕組みと上達の
ポイント

竹腰/誠‖監修 中里/浩介‖監修 飯
島/庸一‖監修

洋泉社 2017.11 784.3

9 バックカントリースキー&スノーボード 菊池 哲男/[ほか]著 山と渓谷社 2006.12 784.3

10 山スキールートガイド105 酒井/正裕‖著 本の泉社 2013.11 784.3

11
渡辺一樹が教えるいまどきのスキー練習帳 即効バリ
トレ(バリエーショントレーニング)70

渡辺/一樹‖著 山と溪谷社 2017.11 784.3

12 トッププロ・SIAデモが教えるスキーの基本 日本職業スキー教師協会/著 実業之日本社 2010.1 784.3

13 雪山の基本 バックカントリーの新定番 中山 建生/著 枻出版社 2009.12 784.3

14 百歳、山スキーと山岳写真に生きる 三浦 敬三/著 草思社 2003.6 784.3

15
こどもスキーわくわくレッスン 楽しくてぐんぐん上
達!

岡部哲也スキースクール‖監修 こども
と行くスキーガイド編集部‖編

スキージャーナル 2015.11 784.3
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16 やめる勇気、やり遂げる心 三浦/雄一郎‖著 PHP研究所 2016.6 784.3

17 壁なんて破れる パラリンピック金メダリストの挑戦 大日方 邦子/著 日本放送出版協会 2006.6 784.33

18 向かい風がいちばんいい 葛西/紀明‖著 河出書房新社 2017.12 784.34

19 フライングガールズ 高梨沙羅と女子ジャンプの挑戦 松原/孝臣‖著 文藝春秋 2013.11 784.34

20
日本ジャンプ陣栄光への挑戦(チャレンジ)! ルール
解説&ジャンプ用語集つき!

折山/淑美‖著 世界文化社 2013.11 784.34

21 ただ、自分のために 荻原健司孤高の軌跡 時見 宗和/著 スキージャーナル 2003.4 784.35

22 スノーボードフリーランレッスンTHE BEST 実業之日本社 2016.11 784.39

23
はじめてスノーボード これからスノーボードを始め
ようと思っている人やもっとうまくなりたい人へ

スノーボーダー編集部‖編 実業之日本社 2016.1 784.39

24 はじめてでも絶対うまくなる!スノーボード 出口/超‖監修 主婦の友社 2016.12 784.39

25
リフトもターンも1日で攻略!スノーボード1年生 ターンの
前に覚えておきたい「基本のき」も満載。

妙高山スノーボードスクール/監修 成美堂出版 2010.12 784.39

26 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 2014.7 784.39

27
DVDでもっと華麗に!魅せるフィギュアスケート上達
のコツ50 改訂版

西田/美和‖監修 メイツ出版 2017.10 784.65

28 諦めない力 フィギュアスケートから教えられたこと 佐藤/信夫‖著 扶桑社 2018.3 784.65

29 浅田真央 私のスケート人生
浅田/真央‖著 ワールド・フィギュ
アスケート編集部‖著

新書館 2017.12 784.65

30
素顔のフィギュアスケーター フィギュアスケーター
のオアシスKENJIの部屋

宮本/賢二‖著 小学館 2016.10 784.65

31 チーム・ブライアン300点伝説
ブライアン・オーサー‖著 樋口/豊
‖監修 野口/美惠‖構成・訳

講談社 2017.1 784.65

32
挑戦者たち 男子フィギュアスケート平昌五輪を超え
て

田村/明子‖著 新潮社 2018.3 784.65

33
羽生結弦が生まれるまで 日本男子フィギュアスケー
ト挑戦の歴史

宇都宮/直子‖著 集英社 2018.2 784.65
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34
フィギュアスケートはじめました。 大人でもはじめ
ていいんだ!

佐倉/美穂‖著 柳田/貴志‖監修 み
づき/水脈‖漫画

誠文堂新光社 2013.11 784.65

35
氷上秘話 フィギュアスケート 楽曲・プログラムの
知られざる世界

いとうやまね‖著 東邦出版 2018.2 784.65

36 下町ボブスレー 東京・大田区、町工場の挑戦 細貝/淳一‖著 朝日新聞出版 2013.12 784.8

37 カーリング魂。 小野寺 歩/著 小学館 2007.3 784.9

38
みんなのカーリング (社)日本カーリング協会オフィ
シャルブック

小川 豊和/監修 学研 2006.6 784.9

39
スノーキャンプ・マニュアル 雪の中でアウトドアを
快適に楽しむ

ボーイスカウト日本連盟‖監修 ス
ノーキャンプ推進委員会‖編

誠文堂新光社 2017.10 786.3

40 銀色の絆 雫井 脩介/著 PHP研究所 2011.11 913.6

41 銀盤のトレース 碧野 圭/著 実業之日本社 2010.2 913.6

42 てるてる坊主の照子さん 上・下 なかにし 礼/著 新潮社 2002.7 913.6

43 天使は探偵 スキー探偵大鳥安寿 笠井 潔/著 集英社 2001.2 913.6

44 白銀を踏み荒らせ 雫井 脩介/著 幻冬舎 2002.4 913.6

45 白銀ジャック 東野 圭吾/著 実業之日本社 2010.10 913.6

46 ふれていたい 小手鞠 るい/著 求竜堂 2006.12 913.6

47 ルール 堂場/瞬一‖著 実業之日本社 2014.12 913.6

48 新田次郎全集 3 新田 次郎/著 新潮社 1979 913.68

49 Field Wind 青春スポーツ小説アンソロジー
あさの あつこ/著 五十嵐 貴久/著
川島 誠/著

ジャイブ 2008.4 913.68

50
伝説のアイスレーサー 初期冬季五輪ボブスレー野
郎、それぞれの金メダル

アンディ・ブル‖著 高瀬/明彦‖訳 パーソナルケア出版部 2016.9 933.7
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