
オリンピック・パラリンピック教育に役立つブックリスト 

千葉県立中央図書館 児童資料室作成【2019 年 2 月】 

1 

 

オリンピック・パラリンピックを調べる 

 

 はじめに 

オリンピック・パラリンピックは何の目的で開催するのでしょうか？ 

このブックリストにはオリンピック・パラリンピックそのものについて理解を深める調べ学習に役立

つ資料を集めました。 

このブックリストには小学校高学年から中学生向けの資料を載せています。 

小学生が読めるものは「対象」の欄に「小～」、中学生向けの資料は「中学」と書いてあります。本を

選ぶときの目安にしてください。また、リストは新しい資料を中心に資料を選びました。もっとたくさ

んの資料を探したいときは、各項目に資料を探すのに役立つキーワードと図書館の分類番号（日本十進

分類法・NDC）を書きましたので、このキーワードや分類を使って、千葉県立図書館ホームページ「図

書・雑誌・視聴覚資料検索」で検索してみてください。 

  

（１）オリンピック 

キーワード：「オリンピック」「五輪」 

分類： 780（スポーツ．体育） 780.69（競技大会：オリンピック．パラリンピック）  

本の名前（書名） 書いた人（著者） 出版社 出版年 対象 

玉川百科こども博物誌 7 小原芳明監修 玉川大学出版部 2018 小～ 

Jr.日本の歴史 7  平川南編集委員 小学館 2011 中学 

はてな?なぜかしら?文化・科学問題   池上彰監修 教育画劇 2016 小～ 

ニュースに出てくる国際条約じてん 5  池上彰監修 彩流社 2015 小～ 

いくらかな?社会がみえるねだんのはな

し 4 スポーツと楽しみのねだん 
藤田千枝編 大月書店 2017 小～ 

よくわかる!記号の図鑑 5 グループ、ス

ポーツ、遊びの記号 
木村浩監修 あかね書房 2015 小～ 

時代背景から考える日本の6つのオリン

ピック 1  1940 年東京・札幌&1964 年

東京大会 

稲葉茂勝文 
ベースボール・マ

ガジン社 
2015 小～ 

時代背景から考える日本の6つのオリン

ピック 2  1972 年札幌大会&1998 年長

野大会 

稲葉茂勝文 
ベースボール・マ

ガジン社 
2015 小～ 

時代背景から考える日本の6つのオリン

ピック 3  2020 年東京大会 
稲葉茂勝文 

ベースボール・マ

ガジン社 
2015 小～ 

しらべよう!かんがえよう!オリンピック 

1 しっているようでしらない五輪 
稲葉茂勝訳・著 

ベースボール・マ

ガジン社 
2012 小～ 

しらべよう!かんがえよう!オリンピック 

2 五輪記録のひかりとかげ 
稲葉茂勝訳・著 

ベースボール・マ

ガジン社 
2012 小～ 

しらべよう!かんがえよう!オリンピック 

3 金メダリストものがたり 
稲葉茂勝訳・著 

ベースボール・マ

ガジン社 
2012 小～ 
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しらべよう!かんがえよう!オリンピック 

4 ハイテクオリンピック 
稲葉茂勝訳・著 

ベースボール・マ

ガジン社 
2012 小～ 

オリンピック大百科   
クリス・オクスレー

ド著 
あすなろ書房 2008 小～ 

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 小～ 

オリンピック・パラリンピック大百科 1 

2 つの東京オリンピック 1964/2020 

日本オリンピック・

アカデミー監修 
小峰書店 2016 小～ 

オリンピック・パラリンピック大百科 2 

平和の祭典・オリンピック競技大会 

日本オリンピック・

アカデミー監修 
小峰書店 2016 小～ 

オリンピック・パラリンピック大百科 3 

オリンピックの歴史 古代から近代へ 

日本オリンピック・

アカデミー監修 
小峰書店 2016 小～ 

オリンピック・パラリンピック大百科 4 

オリンピックの発展と課題 

日本オリンピック・

アカデミー監修 
小峰書店 2016 小～ 

オリンピック・パラリンピック大百科 5 

オリンピックのヒーロー・ヒロインたち 

日本オリンピック・

アカデミー監修 
小峰書店 2016 小～ 

オリンピック・パラリンピック大百科 6 

パラリンピックと障がい者スポーツ  

日本オリンピック・

アカデミー監修 
小峰書店 2016 小～ 

オリンピック・パラリンピック大百科 7

オリンピック競技完全ガイド   

日本オリンピック・

アカデミー監修 
小峰書店 2016 小～ 

オリンピック・パラリンピック大百科 

別巻 リオから東京へ 

日本オリンピック・

アカデミー監修 
小峰書店 2017 小～ 

こどもオリンピック新聞  どこから読

んでも面白い 
 世界文化社 2016 小～ 

すごいぞ!オリンピックパラリンピック

の大記録   
講談社編 講談社 2016 小～ 

スポーツでひろげる国際理解 2 差別を

のりこえていくスポーツ 
中西哲生監修 文溪堂 2018 小～ 

調べよう!考えよう!選手をささえる人た

ち 1  
中嶋舞子著 

ベースボール・マ

ガジン社 
2015 小～ 

これがオリンピックだ  決定版 舛本直文著 講談社 2018 小～ 

3 つの東京オリンピックを大研究 1 

1940 年まぼろしの東京オリンピック 

日本オリンピック・

アカデミー監修 
岩崎書店 2018 小～ 

3 つの東京オリンピックを大研究 2 

1964 年はじめての東京オリンピック 

日本オリンピック・

アカデミー監修 
岩崎書店 2018 小～ 

3 つの東京オリンピックを大研究 3 

2020 年東京オリンピック・パラリンピ

ック 

日本オリンピック・

アカデミー監修 
岩崎書店 2018 小～ 

みんなのスポーツ大百科  世界のスポ

ーツ 160 
小原芳明監修 BL 出版 2015 小～ 
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（２）パラリンピック 

キーワード：「パラリンピック」「障害者スポーツ」「車いす」「義肢」「車いすバスケットボール」などの競技名など 

分類：494.72（義肢．義手） 536.84（車いす） 780（スポーツ．体育） 780.69（競技大会：オリンピック．パラリンピック）  

本の名前（書名） 書いた人（著者） 出版社 出版年 対象 

お仕事ナビ 5 キャリア教育支援ガイ

ド スポーツをする仕事 
お仕事ナビ編集室編 理論社 2015 小～ 

ユニバーサルデザイン 第 2 期 1 つな

がる・ささえあう社会へ 多様性を大

切にするユニバーサルデザイン 

 あかね書房 2012 小～ 

車いすの図鑑 バリアフリーがよくわ

かる 
高橋儀平監修 金の星社 2018 小～ 

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 小～ 

まるわかり!パラリンピック 2 スピー

ド勝負!夏の競技 1 

日本障がい者スポー

ツ協会監修 
文研出版 2014 小～ 

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 2 

日本障がい者スポー

ツ協会監修 
文研出版 2014 小～ 

まるわかり!パラリンピック 4 限界を

こえる!夏の競技 3 

日本障がい者スポー

ツ協会監修 
文研出版 2014 小～ 

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 2014 小～ 

オリンピック・パラリンピック大百科 6 

パラリンピックと障がい者スポーツ  

日本オリンピック・

アカデミー監修 
小峰書店 2016 小～ 

オリンピック・パラリンピック大百科 7

オリンピック競技完全ガイド   

日本オリンピック・

アカデミー監修 
小峰書店 2016 小～ 

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 小～ 

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 小～ 

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 小～ 

すごいぞ!オリンピックパラリンピック

の大記録 
講談社編 講談社 2016 小～ 

3 つの東京オリンピックを大研究  3 

2020年東京オリンピック・パラリンピッ

ク 

日本オリンピック・

アカデミー監修 
岩崎書店 2018 小～ 

みんなで楽しむ!障害者スポーツ 1 知

って、学んで、いっしょに体験 

日本障害者スポーツ

協会監修 
学研 2004 小～ 
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みんなで楽しむ!障害者スポーツ 2 知

って、学んで、いっしょに体験 

日本障害者スポーツ

協会監修 
学研 2004 小～ 

みんなで楽しむ!障害者スポーツ 3 知

って、学んで、いっしょに体験 

日本障害者スポーツ

協会監修 
学研 2004 小～ 

みんなで楽しむ!障害者スポーツ 4 知

って、学んで、いっしょに体験 

日本障害者スポーツ

協会監修 
学研 2004 小～ 

よくわかる障がい者スポーツ  種目・ル

ールから支える人びとまで 
藤田紀昭監修 PHP 研究所 2017 小～ 

 

（３）お話で読むオリンピック・パラリンピック 

キーワード：「オリンピック」「パラリンピック」他に選手の名前や競技の名前など 

本の名前（書名） 書いた人（著者） 出版社 出版年 対象 

転んでも、大丈夫  ぼくが義足を作る理

由 
臼井二美男著 ポプラ社 2016 小～ 

義足でかがやく 城島充著 講談社 2016 小～ 

車いすはともだち 城島充著 講談社 2017 小～ 

クーベルタン  近代オリンピックの父 大野益弘文 小峰書店 2018 小～ 

心にのこるオリンピック・パラリンピッ

クの読みもの 1  
大野益弘監修 学校図書 2016 小～ 

心にのこるオリンピック・パラリンピッ

クの読みもの 2  
大野益弘監修 学校図書 2016 小～ 

心にのこるオリンピック・パラリンピッ

クの読みもの 3  
大野益弘監修 学校図書 2016 小～ 

心にのこるオリンピック・パラリンピッ

クの読みもの 別巻  
大野益弘監修 学校図書 2017 小～ 

嘉納治五郎  日本のオリンピックの父 佐野慎輔文 小峰書店 2018 小～ 

ほんとうにあったオリンピックストー

リーズ   

日本オリンピック・

アカデミー監修 
講談社 2016 小～ 

いっしょに走ろっ!  夢につながる、はじ

めの一歩 
星野恭子著 大日本図書 2012 小～ 

伝説のオリンピックランナー“いだて

ん”金栗四三   
近藤隆夫著 汐文社 2018 小～ 

とぶ!夢に向かって  ロンドンパラリン

ピック陸上日本代表・佐藤真海物語 
佐藤真海文 学研教育出版 2012 小～ 

夢を跳ぶ パラリンピック・アスリート

の挑戦（岩波ジュニア新書） 
佐藤真海著 岩波書店 2008 中学 

みんなちがって、それでいい パラ陸上

から私が教わったこと 
宮崎恵理著 ポプラ社 2018 小～ 
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（４）オリンピック・パラリンピックの記録を調べる 

ニュース年鑑には報道されたニュースの情報が載っています。また、スポーツ年鑑には大会の記録がまとめられています。 

大会が行われた翌年の年鑑に載るので、2016 年リオデジャネイロオリンピック・パラリンピックは 2017 を、2012 年ロンドン

オリンピック・パラリンピックは 2013 を見て下さい。 

キーワード：「オリンピック」「パラリンピック」「スポーツ」「年鑑」 

分類：304（論文集．評論集．講演集） 780（スポーツ．体育） 780.69（競技大会：オリンピック．パラリンピック）  

本の名前（書名） 書いた人（著者） 出版社 出版年 対象 

ニュース年鑑 2009   ポプラ社 2009 小～ 

ニュース年鑑 2013   ポプラ社 2013 小～ 

ニュース年鑑 2017  ポプラ社 2017 小～ 

スポーツ年鑑 2009   ポプラ社 2009 小～ 

スポーツ年鑑 2013  ポプラ社 2013 小～ 

スポーツ年鑑 2017   ポプラ社 2017 小～ 

スポーツ年鑑 2018※  ポプラ社 2018 小～ 

※オリンピックの予選になる大会の記録が掲載されています。 


