
【児童書】

書名 著者名 出版社 出版年 資料コード

オリンピックまるわかり事典 大記録か
ら2020年東京開催まで

PHP研究所／編 PHP研究所 2014 8134445584 J78 オ

まるわかり!パラリンピック  [1]

パラリンピックってなんだろう?
日本障がい者ス
ポーツ協会／監修

文研出版 2014 8134518822 J78 マ 1

まるわかり!パラリンピック  [2]

スピード勝負!夏の競技
日本障がい者ス
ポーツ協会／監修

文研出版 2014 8134531421 J78 マ 2

まるわかり!パラリンピック  [3]

チームでたたかう!夏の競技
日本障がい者ス
ポーツ協会／監修

文研出版 2014 8134542381 J78 マ 3

まるわかり!パラリンピック  [4]

限界をこえる!夏の競技
日本障がい者ス
ポーツ協会／監修

文研出版 2015 8134545383 J78 マ 4

まるわかり!パラリンピック  [5]

雪・氷のうえで競う!冬の競技
日本障がい者ス
ポーツ協会／監修

文研出版 2015 8134557820 J78 マ 5

みんなで楽しむ!障害者スポーツ
　知って、学んで、いっしょに体験 1・2

日本障害者スポー
ツ協会／監修

学研 2004
8133357487
8133357478

J78 ミ

浦田理恵見えないチカラとキセキ 竹内 由美／著 学研教育出版 2013 8134403029 J78 ウ

義足でかがやく 城島 充／著 講談社 2016 8134661506 J49 ジ

松江美季 はばたけ車いすアスリート 鳥飼 新市／著 旺文社 2000 8131797879 J78 マ ※

障害のある人のスポーツガイド  1

障害のある人のスポーツを知ろう
藤原 進一郎／著 汐文社 2001 8131881140 J78 フ ※

障害のある人のスポーツガイド  2

障害のある人のスポーツ大会を見に行
こう

藤原 進一郎／著 汐文社 2001 8131891843 J78 フ

障害のある人のスポーツガイド  3

障害のある人のスポーツルールを学
ぼう

藤原 進一郎／著 汐文社 2001 8131866902 J78 フ ※

世界のスポーツ 　国際理解に役立つ! 6 友添 秀則／監修 学研 2005 8122125368 J78 セ

伴走者たち
　障害のあるランナーをささえる

星野 恭子／著 大日本図書 2008 8133784010 J36 ホ

車いすバスケで夢を駆けろ 京谷 和幸／著 金の星社 2011 8134239610 J78 キ

【一般書】

書名 著者名 出版社 出版年 資料コード

Body
　奥野安彦写真集

奥野 安彦／著 リトル・モア 2001 8131731170 780.2 オ ※

ケンタウロス、走る! 車椅子レーサーた
ちのシドニー・パラリンピック

土方 正志／著 文芸春秋 2001 8131843480 782.3 ヒ ※

ディサビリティ・スポーツ
 ぼくたちの挑戦

藤田 紀昭／著 東林出版社 1998 8131057786 780 フ ※

２０１６年９月７日から１８日にかけてリオにてパラリンピック競技大会が開催されます。それに伴いパラリンピックや
障がい者スポーツの関連図書の紹介をします。

請求記号

請求記号

パラリンピック＆障がい者スポーツ関連図書

２０１６年９月　岐阜県図書館

児童コーナーにあります。※は書庫の本です。第１カウンター４番窓口でお尋ねください。



書名 著者名 出版社 出版年 資料コード 請求記号

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

清水 一二／写真・
文

中央法規出版 1999 8131550011 780.6 シ ※

パラリンピックがくれた贈り物 佐々木 華子／著
メディアファクト
リー

2005 8132688654 780.6 サ ※

パラリンピックへの招待
 挑戦するアスリートたち

中村 太郎／著 岩波書店 2002 8132119720 780.6 ナ

パラリンピック国際身体障害者スポー
ツ大会写真集

[パラリンピック国際身
体障害者スポーツ大
会編集委員会/編]

国際身体障害者
スポーツ大会運
営委員会

1965 8141178524 780.6 パ ※

パラリンピック物語 土方 正志／文 リトル・モア 1998 8131054612 780.6 ヒ ※

高齢者・障害者のためのバリアフリー
スポーツ

臼井 永男／編著 サンウェイ出版 2007 8133539176 780 ウ

障害児者の教育と余暇・スポーツ
 ドイツの実践に学ぶインクルージョンと
地域形成

安井 友康／著 明石書店 2012 8134307659 378 シ

障害者(アダプテッド)スポーツの世界
アダプテッド・スポーツとは何か

藤田 紀昭／著 角川学芸出版 2008 8133634344 780 フ

障害者スポーツの環境と可能性 藤田 紀昭／著 創文企画 2013 8134423747 780 フ

障害者スポーツの臨界点 車椅子バス
ケットボールの日常的実践から

渡 正／著 新評論 2013 8134292690 780 ワ

障害者スポーツ指導教本  初級・中級
日本障害者スポー
ツ協会／編

ぎょうせい 2012 8134262744 780.7 シ

障害者とスポーツ 高橋 明／著 岩波書店 2005 8132647956 780 タ ※

障害者のスポーツ指導の手引
日本障害者スポー
ツ協会／編

ぎょうせい 2004 8133213816 780.7 シ

身体障がい者スポーツ完全ガイド
 パラリンピアンからのメッセージ

土田 和歌子／著 東邦出版 2011 8134192452 780 ツ

世界の人とともに生きる
 一校一国交流活動の記録

長野市校長会／編
長野市教育委
員会

1999 8131543250 780.6 セ ※

闘う「車いす」 車いす革命の旗手たち 土方 正志／著
日刊工業新聞
社

2001 8131747026 536.8 ヒ ※

日本の障害者スポーツ 写真集成 1

清水一二  輝く競技者たち
藤田 紀昭／監修

日本図書セン
ター

2001 8132584300 780 ニ 1

日本の障害者スポーツ 写真集成 2

スポーツの魅力と楽しさ
藤田 紀昭／監修

日本図書セン
ター

2001 8132584319 780 ニ 2

日本の障害者スポーツ 写真集成 3

パラリンピックへの道
藤田 紀昭／監修

日本図書セン
ター

2001 8132584328 780 ニ 3

僕らにスポーツ、僕らもスポーツ
 障害者におくる

綿 祐二／編著
ベースボール・
マガジン社

1997 8130966752 369.2 ワ ※

夢への前進 成田 真由美／著 講談社 2002 8131951585 785.2 ナ ※

夢を跳ぶ
 パラリンピック・アスリートの挑戦

佐藤 真海／著 岩波書店 2009 8133677628 782.4 サ

※は書庫にある資料です。第１カウンター４番窓口でお尋ねください。
この他にも関連書籍があります。くわしくは第２カウンターでお尋ねください。
貸出は第１カウンターまたは貸出機で手続きしてください。


