
オリンピック・パラリンピックを知る

タイトル 著者 出版者 出版年月 請求記号

オリンピック大百科（「知」のビジュアル百科 ;

45）

クリス・オクスレード, デー

ヴィッド・ボールハイマー 著 ,

成田十次郎 日本語版監修

あすなろ書房 2008.3 FS27-J5

オリンピック事典
日本オリンピック・アカデミー

編
プレスギムナスチカ 1981.1 FS2-41

JOAオリンピック小事典 = The Comprehensive

Guide to the Olympic Movement

日本オリンピック・アカデミー

編著
メディアパル 2016.6 FS27-L52

オリンピックの本3000冊 日外アソシエーツ株式会社 編集 日外アソシエーツ 2018.12 FS1-M1

スポーツ大図鑑 = THE SPORTS BOOK
レイ・スタッブズ 編 , 岩井木綿

子, 大野千鶴, 内田真弓 訳
ゆまに書房 2014.5 FS2-L8

オリンピック・パラリンピック学習読本 小学校編
東京都教育庁指導部指導企画課

編

東京都教育庁指導部指導企画

課
2016.3 Y5-N16-L212

オリンピック・パラリンピック学習読本 中学校編
東京都教育庁指導部指導企画課

編

東京都教育庁指導部指導企画

課
2016.3 Y5-N16-L213

オリンピック・パラリンピック学習読本 高等学校編
東京都教育庁指導部指導企画課

編

東京都教育庁指導部指導企画

課
2016.3 Y5-N16-L214

パラリンピック大百科 = Paralympic unabridged

dictionary

陶山哲夫 監修, コンデックス情

報研究所 編著
清水書院 2017.9 FS27-L91

パラリンピックを学ぶ
平田竹男, 河合純一, 荒井秀樹

編著
早稲田大学出版部 2016.8 FS27-L56

パラリンピックの楽しみ方 : ルールから知られざる歴

史まで
藤田紀昭 著 小学館 2016.8 FS27-L57

オリンピック・パラリンピックの歴史

タイトル 著者 出版者 出版年月 請求記号

近代オリンピック100年の歩み ベースボール・マガジン社 1994.7 FS27-E35

歴代オリンピックでたどる世界の歴史 : 1896-2016
「歴代オリンピックでたどる世

界の歴史」編集委員会 編
山川出版社 2017.12 FS27-L95

これならわかるオリンピックの歴史Q&A 石出法太, 石出みどり 著 大月書店 2016.4 FS27-L46

オリンピック全大会 : 人と時代と夢の物語（朝日選書

; 838）
武田薫 著 朝日新聞社 2008.2 FS27-J2

日本体育協会・日本オリンピック委員会100年史 :

1911→2011 part 1 (日本体育協会・日本オリンピッ

ク委員会の100年)

日本体育協会 2012.3 FS4-J104

日本体育協会・日本オリンピック委員会100年史 :

1911→2011 part 2 (加盟団体のあゆみ)
日本体育協会 2012.3 FS4-J105

一九六四年東京オリンピックは何を生んだのか 石坂友司, 松林秀樹 編著 青弓社 2018.12 FS27-M1

1964東京オリンピックを盛り上げた101人 : 今蘇

る、夢にあふれた世紀の祭典とあの時代
鳥越一朗 著 ユニプラン 2019.1 FS27-L126

〈東京オリンピック〉の誕生 = A History of the

Olympic Games in Tokyo : 1940年から2020年へ
浜田幸絵 著 吉川弘文館 2018.11 FS27-L121

歴史REAL [vol.53]（オリンピックに懸けた日本人）

（洋泉社MOOK）
洋泉社 2018.1 Y94-L47926

嘉納治五郎と安部磯雄 : 近代スポーツと教育の先駆者 丸屋武士 著 明石書店 2014.9 FS37-L141

評伝田畑政治 : オリンピックに生涯をささげた男 新

装版
杢代哲雄 著 国書刊行会 2018.6 GK192-L646

日本のオリンピック・パラリンピック : 大会を支えた

人々 : 開館20周年記念 : 昭和館特別企画展
昭和館学芸部 編 昭和館 2019.3 Y111-M244

写真で見る体育・スポーツ百年史 上沼八郎 著 日本図書センター 2015.1 FS22-L69

　　 　ミニ展示　東京2020オリンピック・パラリンピックに向けて　展示資料リスト



タイトル 著者 出版者 出版年月 請求記号

西洋スポーツ事始め : 横浜外国人居留地での誕生から

150年の歩み
柳下芳史 著 文芸社 2016.2 FS22-L92

日本陸上競技連盟八十年史
日本陸上競技連盟八十年史編集

委員会 編
日本陸上競技連盟 2005.1 FS4-H75

ドキュメント戦後の日本 : 新聞ニュースに見る社会史

大事典 45
国立国会図書館 編 大空社 1998.6 GB561-E50

昭和 : 二万日の全記録 第13巻 講談社 編 講談社 1990.6 GB511-E43

スポーツ記録 : オリンピックをはじめ全記録総覧 栄

光と挑戦の記録 1992年版（Newton database）
教育社 1992.6 FS2-E19

スポーツ白書 2017 笹川スポーツ財団 2017.3 FS11-L153

オリンピック・パラリンピックを見る

タイトル 著者 出版者 出版年月 請求記号

スポーツ観戦手帳 = The Ultimate Encyclopedia

For Sports Lovers : ワールドカップもオリンピック

も、コレ1冊

東京書籍書籍編集部 編 東京書籍 2018.8 Y77-L9472

パラスポーツルールブック = PARASPORTS

RULEBOOK : 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 FS27-L59

東京オリンピック六ヶ国語用語辞典 : 日英独仏露西 1

(オリンピック一般用語、アーチェリー、カヌー、競

泳、近代五種競技、サッカー、水球、自転車競技、射

撃、柔道、重量挙げ編)

本多英男 著 三恵社 2017.6 FS2-L22

東京オリンピック六ヶ国語用語辞典 : 日英独仏露西 2

(シンクロナイズド・スイミング、新体操 (一般用

語・難度表・手具) 、男子体操競技 (一般用語・ゆ

か・あん馬・つり輪・跳馬・平行棒・鉄棒) 編)

本多英男 著 三恵社 2017.6 FS2-L23

東京オリンピック六ヶ国語用語辞典 : 日英独仏露西 3

(女子体操競技 (一般用語・跳馬・段違い平行棒・平

均台・ゆか) 、卓球、テコンド、テニス編)

本多英男 著 三恵社 2017.6 FS2-L24

東京オリンピック六ヶ国語用語辞典 : 日英独仏露西 4

(飛び込み競技、トライアスロン、トランポリン (一

般用語・技術種目と競技種目用語) 、馬術、バスケッ

トボール、バドミントン、バレーボール、ハンドボー

ル、ビーチ・バレーボール、フェンシング編)

本多英男 著 三恵社 2017.6 FS2-L27

東京オリンピック六ヶ国語用語辞典 : 日英独仏露西 5

(ボート、ボクシング、ホッケー競技、野球・ソフト

ボール、ヨット、陸上競技、レスリング、7人制ラグ

ビー、ゴルフ、スポーツクライミング、空手、サー

フィン、スケートボード編)

本多英男 著 三恵社 2017.6 FS2-L25

冬季オリンピック四カ国語辞典 : 日・ロ・英・独 本多英男 編 不昧堂出版 1996.1 FS2-G8

スポーツの世界地図
Alan Tomlinson [著] , 阿部生

雄, 寺島善一, 森川貞夫 監訳
丸善出版 2012.5 FS11-J123

東京オリンピックのボランティアになりたい人が読む

本 : 3大会のボランティアを経験したオリンピック中

毒者が教える

西川千春 著 イカロス出版 2018.6 FS27-L112

オリンピック・パラリンピックと社会・文化

タイトル 著者 出版者 出版年月 請求記号

Sport 2.0 : 進化するeスポーツ、変容するオリン

ピック
アンディ・ミア 著 , 田総恵子 訳 NTT出版 2018.9 FS11-L219

企業スポーツの現状と展望 笹川スポーツ財団 編 創文企画 2016.3 FS22-L102

現代の産業・企業と地域経済 : 持続可能な発展の追究
大西勝明, 小阪隆秀, 田村八十一

編著
晃洋書房 2018.5 DC971-L28

スポーツ法務の最前線 : ビジネスと法の統合
エンターテインメント・ロイ

ヤーズ・ネットワーク 編
民事法研究会 2015.6 AZ-591-L17



タイトル 著者 出版者 出版年月 請求記号

オリンピック教育

ローラント・ナウル 著 , 筑波大

学オリンピック教育プラット

フォーム, つくば国際スポーツア

カデミー 監訳

大修館書店 2016.7 FS27-L53

体育・部活動指導の基本原則 : スポーツ基本法の理念

を活かす
入澤充 編著 エイデル研究所 2015.3 FC93-L133

データでみるスポーツとジェンダー =

Understanding sport and gender with data

日本スポーツとジェンダー学会

編
八千代出版 2016.7 FS22-L105

オリンピック・デザイン・マーケティング =

OLYMPIC DESIGN MARKETING : エンブレム問題か

らオープンデザインヘ

加島卓 著 河出書房新社 2017.11 FS27-L93

オリンピックと万博 : 巨大イベントのデザイン史（ち

くま新書 ; 1308）
暮沢剛巳 著 筑摩書房 2018.2 KC521-L342

現代スポーツ評論 (35)

（特集 近代オリンピックにおける文化と芸術）
創文企画 2016.11 Z71-D231

オリンピック・パラリンピックを考える

タイトル 著者 出版者 出版年月 請求記号

東京オリンピック・パラリンピックに関する世論調査

平成27年6月調査（世論調査報告書）
内閣府大臣官房政府広報室 [2015] FS27-L38

オリンピック・パラリンピック開催、障害者スポーツ

に関する世論調査 平成29年9月調査（世論調査結果

報告書）

東京都生活文化局広報広聴部都

民の声課 編

東京都生活文化局広報広聴部

都民の声課
2018.1 FS27-L99

2016年オリンピック・パラリンピック競技大会招致

活動報告書

東京オリンピック・パラリン

ピック招致委員会 編, 東京オリ

ンピック・パラリンピック招致

本部 編

東京オリンピック・パラリン

ピック招致委員会
2010.2 FS27-J28

オリンピック・パラリンピック施設等における防火・

避難対策 : 火災予防審議会答申
火災予防審議会 [編] 東京消防庁予防部予防課 2017.3 EG77-L1802

2020年オリンピック・パラリンピック東京大会を通

じた地域活性化についての調査研究報告書

総務省地域力創造グループ地

域振興室
2019.3 DK261-M43

多角化視点で学ぶオリンピック・パラリンピック 相原正道 著 晃洋書房 2017.6 FS27-L90

オリンピック・パラリンピックを哲学する : オリンピ

アン育成の実際から社会的課題まで
谷釜尋徳 編著 晃洋書房 2019.1 FS27-M5

レファレンス 66(2)=781:2016.2

（総合調査　2020年東京オリンピック・パラリン

ピック競技大会に向けた諸課題）

国立国会図書館調査及び立法

考査局
2016.2 Z22-554

オリンピック秘史 : 120年の覇権と利権
ジュールズ・ボイコフ 著, 中島

由華 訳
早川書房 2018.1 FS27-L98

〈ニッポン〉のオリンピック : 日本はオリンピズムと

どう向き合ってきたのか

小路田泰直, 井上洋一, 石坂友司

編著
青弓社 2018.2 FS27-L102

現代オリンピックの発展と危機1940-2020 : 二度目

の東京が目指すもの
石坂友司 著 人文書院 2018.1 FS27-L116


