
＜オリンピック＞

No. 書           名 著         者 出版者 出版年 請求番号 場所区分

1 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 78069/4 一般開架

2 オリンピック革命  サマランチの挑戦 デヴィッド・ミラー／著 ベースボール・マガジン社 1992.8 78069/5 一般書庫

3 オリンピックと60年  JOCへの提言 清川 正二／著 ベースボール・マガジン社 1989.1 78069/6 一般書庫

4 長野オリンピック騒動記 相川 俊英／著 草思社 1998.1 78069/8 一般書庫

5 オリンピックの汚れた貴族 アンドリュー・ジェニングス／著 サイエンティスト社 1998.2 78069/9 一般書庫

6
長野オリンピック1998  第18回オリンピック冬
季競技大会1998／長野

IMS Studio 6／編集 ベースボール・マガジン社 1998.3 78069/10 一般書庫

7 長野オリンピック公式写真集 桐原書店 1998.3 78069/11 一般書庫

8
歓喜のメダリストたち長野オリンピック'98  The
18th Olympic winter games,Nagano 1998

朝日新聞社／編 朝日新聞社 1998.3 78069/12 一般書庫

9
101個の金メダル  オリンピックにおけるニッポ
ンの活躍

トランスフォーマー 2000.9 78069/18 一般開架

10 シドニー五輪完全保存版 文芸春秋 2000.1 78069/19 一般書庫

11 シドニー! 村上 春樹／著 文芸春秋 2001.1 78069/20 一般書庫

12
37億人のテレビンピック  巨額放映権と巨大
五輪の真実

須田 泰明／著 創文企画 2002.5 78069/22 一般書庫

13 冠(コロナ)  Olympic games 沢木 耕太郎／著 朝日新聞社 2004.1 78069/23 一般開架

14 スペシャルオリンピックス 遠藤 雅子／著 集英社 2004.2 78069/24 一般書庫

15 ギリシアの古代オリンピック 楠見 千鶴子／著 講談社 2004.6 78069/25 一般開架

16 オリンピック物語  古代ギリシャから現代まで 結城 和香子／著 中央公論新社 2004.6 78069/26 一般開架

17
オリンピアン、108年目の夏  Stay gold,Athens
2004

増島 みどり／著 角川書店 2004.12 78069/27 一般開架

18 オリンピック全大会  人と時代と夢の物語 武田 薫／著 朝日新聞社 2008.2 78069/28 一般開架

19 オリンピック事典  ポケット版
日本オリンピック・アカデ
ミー編集委員会／編 楽 2008.1 78069/29 一般開架

20
オリンピックのすべて  古代の理想から現代
の諸問題まで

ジム・パリー／著 大修館書店 2008.4 78069/30 一般開架
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21
オリンピックはなぜ、世界最大のイベントに成
長したのか

マイケル・ペイン／著 グランドライン 2008.8 78069/32 一般開架

22 オリンピックと商業主義 小川 勝／著 集英社 2012.6 78069/35 一般開架

23 オリンピックと平和  課題と方法 内海 和雄／著 不昧堂出版 2012.6 78069/36 一般開架

24
オリンピックマーケティング  世界No.1イベント
のブランド戦略

アラン・フェラン／著 スタジオタッククリエイティブ 2013.8 78069/37 一般開架

25
北緯43度の雪  もうひとつの中国とオリンピッ
ク

河野 啓／著 小学館 2012.1 7843/28 一般開架

26 オリンピックの言語学  メディアの談話分析 神田 靖子／編著 大学教育出版 2011.7 80103/28 一般開架

27 聖火の身代金 若桜木 虔／著 勁文社 1985.1 9136/W26 書庫ＣＬ

28 聖火は燃えたか  小説・札幌五輪背任事件 渡辺 亨／著 評伝社 1984.2 9136/W46 書庫ＣＬ

29 汚れた金メダル  中国ドーピング疑惑を追う 松瀬 学／著 文芸春秋 1996.6 916/12 一般書庫

30 オリンピア  ナチスの森で 沢木 耕太郎／著 集英社 1998.5 916/ｻｺ1 一般書庫

No. 書           名 著         者 出版者 出版年 請求番号 場所区分

31
車椅子のJリーガー  いま僕はシドニー・パラリ
ンピックの日本代表

京谷 和幸／著 主婦の友社 2000.11 2891/ｷｶ1 一般書庫

32 日本の障害者スポーツ  写真集成  1 藤田 紀昭／監修 日本図書センター 2001.11 780/43/1 一般書庫

33 日本の障害者スポーツ  写真集成  2 藤田 紀昭／監修 日本図書センター 2001.11 780/43/2 一般書庫

34 日本の障害者スポーツ  写真集成  3 藤田 紀昭／監修 日本図書センター 2001.11 780/43/3 一般書庫

35
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 2008.4 780/57 一般開架

36 障害者スポーツの環境と可能性 藤田 紀昭／著 創文企画 2013.11 780/67 一般開架

37 スポーツ・ジェンダー学への招待 飯田 貴子／編著 明石書店 2004.7 78013/19 一般開架

38 身体障がいとジェンダーにスポーツを読む 渡部 憲一／著 高菅出版 2005.5 78013/22 一般開架

39 スポーツボランティア・ハンドブック 日本スポーツボランティア学会／編 明和出版 2008.6 78013/29 一般開架

40 Chronicle of the Olympics, 1896-1996 Dorling Kindersley 1996 78069/7 一般書庫

41
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 1999.12 78069/16 一般書庫

42
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 2002.2 78069/21 一般開架

＜パラリンピック・障害者スポーツ＞
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No. 書           名 著         者 出版者 出版年 請求番号 場所区分

43 ブラジル  カーニバルの国の文化と文学 田所 清克／著 泰流社 1990.11 262/4 一般書庫

44 ブラジル社会の歴史物語 田尻 鉄也／著 日本マーケティング教育センター 1999.1 262/5 一般書庫

45
ブラジル学への誘い  その民族と文化の原点
を求めて

田所 清克／著 世界思想社 2001.9 262/6 一般書庫

46 ブラジルの歴史  ブラジル高校歴史教科書 シッコ・アレンカール／著 明石書店 2003.1 262/7 一般書庫

47 ブラジル史 ボリス・ファウスト／著 明石書店 2008.6 262/9 一般開架

48 ブラジル史 金七 紀男／著 東洋書店 2009.7 262/10 一般開架

49 図説ブラジルの歴史 金七 紀男／著 河出書房新社 2014.1 262/12 一般開架

50 ブラジル国家の形成  その歴史・民族・政治 伊藤 秋仁／共著 晃洋書房 2015.3 262/13 一般開架

51 世界地誌シリーズ    6  ブラジル 朝倉書店 2013.1 2908/7/6 一般開架

52 地球の歩き方    B21　ブラジル 地球の歩き方編集室／編集 ダイヤモンド・ビッグ社 2016.3 29093/2/17-2-21 一般開架

53
熱帯ブラジルフィールドノート  地球環境を考
える

西沢 利栄／著 国際協力出版会 1999.9 2962/8 一般開架

54 ブラジル雑学事典 田所 清克／著 春風社 2016.3 2962/18 一般開架

55
愛するブラジル愛する日本  ブラジル移民100周年・ブラ
ジル民族文化研究センター創設30周年記念図書

ブラジル民族文化研究センター／編 金壽堂出版 2008.6 31910/316 一般書庫

56
愛するブラジル愛する日本  ブラジル移民100周年・ブラ
ジル民族文化研究センター創設30周年記念図書

ブラジル民族文化研究センター／編 金壽堂出版 2008.6 31910/316/ﾌ 一般書庫

57
海を渡ったサムライたち  邦字紙記者が見た
ブラジル日系社会

ニッケイ新聞編集局報道部／著 ルネッサンスブックス 2006.5 33446/21 一般開架

58 逢いたくば  ブラジル移民百年の肖像 八木 仁志／写真 ART BOXインターナショナル 2008.4 33446/23 一般開架

59 ブラジル日本移民百年史    別巻 ブラジル日本移民史料館／編 風響社 2008.4 33446/24/ﾍ 一般開架

60 ブラジル百年にみる日本人の力 丸山 康則／著 モラロジー研究所 2008.7 33446/26 一般開架

61 100年  ブラジルへ渡った100人の女性の物語 サンパウロ新聞社／編 フォイル 2009.2 33446/28 一般開架

62 パウロ・コエーリョ巡礼者の告白 パウロ・コエーリョ／著 新評論 2011.2 9602/18 一般開架

63 砂の戦士たち ジョルジェ・アマード／著 彩流社 1995.9 969/A42 書庫ＣＬ

64 ツバメとトラネコ  ある愛の物語 ジョルジェ・アマード／著 新潮社 1983.12 969/A42 書庫ＣＬ

65 アマゾンの皇帝 マルシオ・ソウザ／著 弘文堂 1988.11 969/SO86 書庫ＣＬ

66
社会の鏡としてのブラジル文学  文学史から
見たこの国のかたち

田所 清克／著 国際語学社 2008.9 96902/3 一般開架

67 ブラジル文学序説 田所 清克／著 国際語学社 2011.6 96902/4 一般開架

68 果てなき大地 J・アマード／著 新潮社 1996.1 9693/ｱｼ1 一般書庫

69 イラセマ  ブラジル・セアラーの伝承 ジョゼー・デ・アレンカール／著 彩流社 1998.5 9693/ｱｼ2 一般書庫

70 カカオ ジョルジェ・アマード／著 彩流社 2001.1 9693/ｱｼ3 一般書庫

＜ブラジル・リオデジャネイロ＞
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71 テレザ ジョルジ・アマード／著 東洋出版 2004.7 9693/ｱｼ4 一般書庫

72 丁子と肉桂のガブリエラ ジョルジェ・アマード／著 彩流社 2008.1 9693/ｱｼ5 一般開架

73 マクナイーマ  つかみどころのない英雄 マリオ・ヂ・アンドラーヂ／著 松籟社 2013.6 9693/ｱﾏ1 一般開架

74 遙かなる調べ エリコ・ヴェリッシモ／著 彩流社 2000.1 9693/ｳｴ1 一般書庫

75 第五の山 パウロ・コエーリョ／著 角川書店 1998.4 9693/ｺﾊ1 一般書庫

76 ベロニカは死ぬことにした パウロ・コエーリョ／著 角川書店 2001.1 9693/ｺﾊ2 一般書庫

77 アルケミスト パウロ・コエーリョ／著 角川書店 2001.12 9693/ｺﾊ3 一般書庫

78 悪魔とプリン嬢 パウロ・コエーリョ／著 角川書店 2002.9 9693/ｺﾊ4 一般書庫

79 ザーヒル パウロ・コエーリョ／著 角川書店 2006.1 9693/ｺﾊ7 一般書庫

80 ブリーダ パウロ・コエーリョ／著 角川書店 2009.9 9693/ｺﾊ8 一般開架

81 ブラス・クーバスの死後の回想 マシャード・ジ・アシス／著 光文社 2012.5 9693/ﾏｼ3 一般開架

82 ドン・カズムッホ マシャード・ジ・アシス／著 光文社 2014.2 9693/ﾏｼ5 一般開架

No. 書           名 著         者 出版者 出版年 請求番号 場所区分

83 東京オリンピックの社会経済史 老川 慶喜／編著 日本経済評論社 2009.1 21076/177 一般書庫

84 ひとびとの精神史    第4巻 岩波書店 2015.1 21076/262/4 一般開架

85
アジア独立と東京五輪(オリンピック)  「ガネ
ホ」とアジア主義

浦辺 登／著 弦書房 2013.2 220/150 一般開架

86 あったかもしれない日本  幻の都市建築史 橋爪 紳也／著 紀伊國屋書店 2005.11 5188/220 一般開架

87
幻の東京オリンピックとその時代  戦時期の
スポーツ・都市・身体

坂上 康博／編著 青弓社 2009.9 78021/20 一般開架

88 SAYONARA国立競技場  56年の軌跡 日本スポーツ振興センター 2014.1 78067/6 一般開架

89 オリンピック返上と満州事変 梶原 英之／著 海鳴社 2009.9 78069/33/2 一般開架

90 TOKYOオリンピック物語 野地 秩嘉／著 小学館 2011.2 78069/34 一般開架

91 東京オリンピック  文学者の見た世紀の祭典 講談社／編 講談社 2014.1 78069/38 一般開架

92
1964年の東京オリンピック  「世紀の祭典」は
いかに書かれ、語られたか

石井 正己／編 河出書房新社 2014.1 78069/39 一般開架

93 幻の東京五輪・万博1940 夫馬 信一／著 原書房 2016.1 78069/40 一般開架

94 オリンピック野球日本代表物語 横尾 弘一／著 ダイヤモンド社 2008.7 7837/118 一般開架

95 オリンピックの身代金 奥田 英朗／著 角川書店 2008.11 9136/ｵﾋ45 一般書庫

96
東京にオリンピックを呼んだ男  強制収容所
入りを拒絶した日系二世の物語

高杉 良／著 光文社 2013.8 9136/ﾀﾘ26 一般開架

97 東京オリンピック    1 市川 崑／総監督 東宝 1984.7 VT780/1/1 別置ＡＶ

98 東京オリンピック    2 市川 崑／総監督 東宝 1984.7 VT780/1/2 別置ＡＶ

＜東京オリンピック１９６４～そして２０２０へ＞
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＜種目・新種目＞
No. 書           名 著         者 出版者 出版年 請求番号 場所区分

99
最新スポーツルール百科  ILLUSTRATED
SPORTS RULES  2011

大修館書店編集部／編集 大修館書店 2011.4 78036/2/11 一般開架

100 新体操の光と影  通訳が語る25年間 松浦 たか子／著 日本エディタースクール出版部 2008.6 78149/1 一般開架

101 マラソンを走る・見る・学ぶQ&A100 山地 啓司／著 大修館書店 2007.12 7823/21 一般開架

102 マラソンと日本人 武田 薫／著 朝日新聞出版 2014.8 7823/30 一般開架

103
わかりやすいバスケットボールのルール
[2005]

成美堂出版編集部／編 成美堂出版 2005.6 7831/15 一般開架

104
サッカー競技規則  オフィシャル・ルールブック
2014/2015

日本サッカー協会審判
委員会／[訳]編集 制作 日本サッカー協会 2014.9 78347/18/15 一般開架

105 南米サッカーのすべて クリストファー・ヒルトン／著 DAI-X出版 2002.3 78347/43 一般開架

106
サッカーを愛する人のブラジル・ポルトガル語
Brasil

ブラジル民族文化研究
センター／編 国際語学社 2004.11 78347/82 一般開架

107 感動!ブラジルサッカー 藤原 清美／著 講談社 2006.5 78347/96 一般開架

108
7人制ラグビー観戦術　セブンズの面白さ徹底
研究

野澤 武史／著 ベースボール・マガジン社 2016.6 78348/28 一般開架

109 バドミントン教本Q&A 日本バドミントン協会／編 ベースボール・マガジン社 2007.7 78359/7 一般開架

110 新基本レッスン卓球 近藤 欽司／著 大修館書店 2004.5 7836/5 一般開架

111
笑いを忘れた日  伝説の卓球人・荻村伊智朗
自伝

荻村 伊智朗／著 卓球王国 2006.1 7836/6 一般開架

112 最新ゴルフルール事典    2002年版 牛丸 成生／著・編集 産労総合研究所 2002.4 7838/8/02 一般開架

113
なぜ人間は泳ぐのか?  水泳をめぐる歴史、現
在、未来

リン・シェール／著 太田出版 2013.4 7852/26 一般開架

114
ヒトラーのオリンピックに挑んだ若者たち
ボートに託した夢

ダニエル・ジェイムズ・ブラウン／著 早川書房 2014.9 7855/13 一般開架

115 テコンドー教本  駐大阪韓国文化院広報用  1 国技院 出版年不明 78923/28/1 一般開架

116 テコンドー教本  駐大阪韓国文化院広報用  2 国技院 出版年不明 78923/28/2 一般開架

117
イラストでわかる障害馬術の基本　障害飛越
のテクニックと問題行動への対処

JANE WALLACE／著 緑書房 2016.4 7896/17 一般開架

　＜リオ五輪　新種目･復活種目＞
　　　　　　・７人制ラグビー（2016年、第31回リオデジャネイロオリンピックから正式種目として採用）

　　　　　　・ゴルフ（1904年、第3回セントルイスオリンピック以来、112年ぶりの復活）
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＜スポーツ読み物＞
No. 書           名 著         者 出版者 出版年 請求番号 場所区分

118 地雷と聖火 クリス・ムーン／著 青山出版社 1998.4 2893/ﾑｸ1 一般書庫

119 ほんとは知らない競技ウェアの秘密 椎野 礼仁／編 永岡書店 2008.7 780/59 一般開架

120 スポーツマンシップを考える 広瀬 一郎／著 ベースボール・マガジン社 2002.1 7801/14 一般開架

121
スポーツ哲学の入門  スポーツの本質と倫理
的諸問題

シェリル・ベルクマン・ドゥルー／著 ナカニシヤ出版 2012.2 7801/28 一般開架

122
トップアスリートの動きは何が違うのか  ス
ポーツ科学でわかる一流選手の秘密

山田 憲政／著 化学同人 2011.11 78011/1 一般開架

123
ドーピングの社会学  近代競技スポーツの臨
界点

ベッテ／著 不昧堂出版 2001.6 78013/15 一般開架

124
スポーツ・テレビ・ファンの心理学  スポーツが
変わる,スポーツを変える,世界が変わる

三井 宏隆／著 ナカニシヤ出版 2004.4 78013/20 一般開架

125 映画に学ぶスポーツ社会学 杉本 厚夫／著 世界思想社 2005.12 78013/23 一般開架

126
スポーツ観戦学  熱狂のステージの構造と意
味

橋本 純一／編 世界思想社 2010.2 78013/33 一般開架

127 世界記録はどこまで伸びるのか ジョン・ブレンカス／著 河出書房新社 2011.12 78018/13 一般開架

128
ドーピング  スポーツの底辺に広がる恐怖の
薬物

高橋 正人／著 講談社 2000.8 78019/104 一般開架

129 スポーツの世界地図 Alan Tomlinson／著 丸善出版 2012.5 7802/8 一般開架

130 スポーツを殺すもの 谷口 源太郎／著 花伝社 2002.1 78021/15 一般開架

131
スポーツ立国の虚像  スポーツを殺すもの
PART2

谷口 源太郎／著 花伝社 2009.12 78021/15/2 一般開架

132
スポーツ366日話題事典  今日は何の日?世
界新記録の日!

加藤 迪男／編 日本地域社会研究所 2011.9 7804/32 一般開架

133 体操の近代日本史 木下 秀明／著 不昧堂出版 2015.1 78102/1 一般開架

134
桜色の魂  チャスラフスカはなぜ日本人を50
年も愛したのか

長田 渚左／著 集英社 2014.9 7815/2 一般開架

135 風になった日 高橋 尚子／著 幻冬舎 2001.2 7823/15 一般書庫

136 孤高のランナー  円谷幸吉物語 青山 一郎／著 ベースボール・マガジン社 2008.8 7823/23 一般開架

137
箱根駅伝に賭けた夢  「消えたオリンピック走
者」金栗四三がおこした奇跡

佐山 和夫／著 講談社 2011.12 7823/29 一般開架

138 君ならできる 小出 義雄／著 幻冬舎 2000.1 C7823/3 郷土開架

139 高橋尚子金メダルへの絆 小出 義雄／著 日本文芸社 2000.1 C7823/5 郷土開架

140 Qちゃん金メダルをありがとう 小出 義雄／著 扶桑社 2000.11 C7823/6 郷土開架
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