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CARVE Magazine : カーヴィングスタイルスノーボードマガジン 2020

(メディアパルムック)
ミックス 2020.11 Y94-M12482

CARVE Magazine : カーヴィングスタイルスノーボードマガジン 2019

(メディアパルムック) ミックス 2019.11 Y94-M6330

親子で楽しむスキー, スノーボード 岡田清 文 教育同人社 2016.12 Y77-L6902

SIA公式スキー&スノーボードメソッド = Ski & Snowboard SIA

Official Method
日本職業スキー教師協会 著 芸文社 2012.11 YU17-J1019

フリーライディングでうまくなるスノーボード完全ステップアップ

(ブルーガイド・グラフィック)

橋本通代 監修, 実業之日本社 編

著
実業之日本社 2005.12 YU39-H683

スノーボード40トリックス
トランスワールドスノーボー

ディングジャパン編集部 監修
ブーマー 2005.1 Y77-H4636

スノーボードテクニックブック no.4 (SJテクニックシリーズ ; no.30) スキージャーナル 2004.2 Y77-H4025

スノーボードロボットの開発と指導への応用 清水史郎, 福井大学 [著] [清水史郎] 2002-2005 Y151-H14580023

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 (LEVEL UP BOOK)
スノーボーダー編集部 編 実業之日本社 2016.1 Y77-L5290

スノーボードの誕生 : なぜひとは横向きに滑るのか (春陽堂ライブラ

リー ; 005)
田嶋リサ 著 春陽堂書店 2021.11 FS41-M157

タイトル 著者 出版者 出版年月 請求記号

フィギュアスケートとジェンダー : ぼくらに寄り添うスポーツの力 後藤太輔 著 現代書館 2018.4 FS11-L203

トップスケーターのすごさがわかるフィギュアスケート (ポプラ新書 ;

132)
中野友加里 著 ポプラ社 2017.9 FS41-L301

「等身大」で生きる : スケートで学んだチャンスのつかみ方 (NHK出

版新書 ; 475)
鈴木明子 著 NHK出版 2015.12 KD978-L402

羽生結弦の言葉 : 2010-2020 YUZURU HANYU 羽生結弦 言葉, 能登直 写真 宝島社 2020.11 FS41-M107

羽生結弦を生んだ男都築章一郎の道程 (集英社新書 ; 1005. ノンフィ

クション)
宇都宮直子 著 集英社 2020.1 FS41-M70

羽生結弦は捧げていく (集英社新書 ; 0967) 高山真 著 集英社 2019.2 FS41-M14

羽生結弦未来を創る人 : フィギュアスケート特集 (集英社ムック. スポ

ルティーバ)
集英社 2016.11 Y94-L33555

Historical dictionary of figure skating (Historical dictionaries of

sports)
James R. Hines

The Scarecrow Press,

Inc.
2011 X

石丸午郎 : フィギュアスケートを山梨に育てた知られざる偉人
石丸午郎記念誌編集委員

会
2021.8 FS41-M164

FIGURE SKATING TRACE OF STARS 2020-2021 (Sports Graphic

Number PLUS)
文藝春秋 2021.5 Y94-M15626

アーティスティックスポーツ研究序説 : フィギュアスケートを基軸と

した創造と享受の文化論
町田樹 著 白水社 2020.6 FS11-M94

タイトル 著者 出版者 出版年月 請求記号

雪上ハイキングスノーシューの楽しみ方 (るるぶdo!) 瀬戸圭祐 著 JTBパブリッシング 2007.12 Y77-H10144

岳人(666) 2002.12 2002.12 Z11-88

岳人 (672) 2003.6 2003.6 Z11-88

アルパインクライミング : 岩登りからアイスクライミングまでバリ

エーションルートを登るための高度な登攀技術 (ヤマケイ・テクニカ

ルブック登山技術全書 ; 6)

保科雅則 著 山と溪谷社 2007.5 Y77-H10074

山と渓谷(1044):2021.12 2021.12 Z11-23

|厳選|雪山登山ルート集 西田省三 山と溪谷社 2014.12 Y77-L3287

雪山登山 (ヤマケイ登山学校) 天野和明 監修・著 山と溪谷社 2019.12 Y77-M1236

タイトル 著者 出版者 出版年月 請求記号

ミニ展示「ウィンタースポーツを楽しもう」 展示資料リスト

■スキー・スノーボード

■フィギュアスケート

■冬の登山

■その他のウィンタースポーツ・ウィンタースポーツ全般



「ボブスレー・リュージュ (バンクーバーオリンピックに向けて ; バ

ンクーバーオリンピックに向けた強化策)」『文部科学時報 = The

monthly journal of Monbukagakusho』 (1609) 2010.2

塚田 芳樹 ぎょうせい 2010.2 Z7-367

「解説 ボブスレー・スケルトンのトライボロジー--⾧野からソルト

レークへ (小特集 冬季オリンピックにみるトライボロジー)」『トラ

イボロジスト = Journal of Japanese Society of Tribologists』 47(2)

2002

堀切川 一男 日本トライボロジー学会 2002 Z16-540

「大敗北に向き合う : ドイツ・リュージュの強さをみる (特集 スポー

ツにおけるネガティブ体験の価値)」『体育の科学』69(8):2019.8
山本 浩 東京 : 杏林書院 2019.8 Z7-298

カーリングの作戦 國松 著 [國松] 202010 Y77-M2019

「現代の科学でも解けない中世からの謎 カーリングのストーンはな

ぜ曲がるのか? (特集 勝利の女神と科学)」『望星』

51(3)=610:2020.3

前野 紀一 東海教育研究所 2020.3 Z7-521

「カーリングとAI」『情報処理 : 情報処理学会誌 : IPSJ magazine』

59(6)=639:2018.6

山本 雅人, 伊藤 毅志, 桝井 文

人, 松原 仁
東京 : 情報処理学会 2018.6 Z14-352

「工学的アプローチによるカーリング戦術支援 (特集 冬季オリンピッ

ク・パラリンピックを支える科学技術)」『化学工学 = Chemical

engineering of Japan』 82(2):2018.2

桝井 文人, 柳 等, 伊藤 毅志 化学工学会 2018.2 Z17-53

「今月の一冊 国立国会図書館の蔵書から 文部省刊行『百科全書 体操

及戸外遊戯』 : 明治12年のカーリング」『国立国会図書館月報 =

National Diet Library monthly bulletin』 (682):2018.2

旗手 優 東京 : 国立国会図書館 2018.2 Z21-146

なるほど最新スポーツ科学入門
伊東浩司, 吉田孝久, 青木和浩

編
化学同人 2020.2 FS11-M68

21世紀スポーツ大事典 = Encyclopedia of Modern Sport
中村敏雄, 髙橋健夫, 寒川恒夫,

友添秀則 編集主幹
大修館書店 2015.1 FS2-L9

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

雪と氷のスポーツ百科 高橋幸一, 野々宮徹 編 大修館書店 1997.7 FS41-G199

Historical dictionary of ice hockey (Historical dictionaries of sports) Laurel Zeisler
The Scarecrow Press,

Inc.
2013 X
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歓喜のメモリー : 平昌オリンピック特集号 : 永久保存版 (集英社ムッ

ク. スポルティーバ)
集英社 2018.3 Y94-L43405

第20回オリンピック冬季競技大会(2006/トリノ)日本代表選手団報告

書 : the 20 Olympic winter games Torino 2006
日本オリンピック委員会 2006.5 FS27-H43

2005年スペシャルオリンピックス冬季世界大会ホストタウンプログラ

ム公式記録集

2005年スペシャルオリン

ピックス冬季世界大会・

⾧野

2005.9 FS27-H41

「山国の夢」に夢見て : ⾧野冬季五輪からアフガニスタン復興支援、

そしてスペシャルオリンピックス冬季世界大会へ
深井克純 著 郷土出版社 2007.3 GE647-H5

世界の人とともに生きる : 一校一国交流活動の記録 : '98⾧野オリン

ピック・パラリンピック冬季競技大会

⾧野市校⾧会, ⾧野市教育セン

ター国際化教育研究委員会 編
⾧野市教育委員会 1999.6 FC61-G119

感動の冬⾧野'98 : 第18回オリンピック冬季競技大会 信濃毎日新聞社 編
⾧野オリンピック冬季競

技大会組織委員会
1999.2 FS27-G65

カルガリー'88 : 第15回冬季オリンピック・カルガリー大会1988 国際

オリンピック委員会オフィシャルブック

IMS/Studio 6, ベースボール・

マガジン社 編

ベースボール・マガジン

社
1988.4 FS27-E5

冬季オリンピック札幌大会 : 1972
編集: ベースボール・マガジン

社

ベースボール・マガジン

社
1972 YP4-4

第11回オリンピック冬季大会公式報告書
札幌オリンピック冬季大

会組織委員会
1972 FS27-18

札幌オリンピック冬季大会1972公式ガイドブック
札幌オリンピック冬季大

会組織委員会
1971 FS27-6

オリンピック全史
デイビッド・ゴールドブラット

著, 志村昌子, 二木夢子 訳
原書房 201810 FS27-L123
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『Voice』 (531):2022.3 東京 : PHP研究所 2022.3 Z23-365

『Aera = アエラ』35(7)=1898:2022.2.21 朝日新聞出版 2022.2.21 Z24-918

『Sports graphic number 』43(4)=1045:2022.2.24 文芸春秋 2022.2.24 Z11-1057

■歴代冬季オリンピック

■北京オリンピック


