
●歴史を知るために

タイトル 著者名 出版社 刊行年 資料コード

写真で見る近代オリンピック栄光の歴史 オリンピック文化遺産財団／篇
ハーパーコリン

ズ・ジャパン
2021 1111099436

オリンピックデザイン全史　1 マルクス・オスターヴァルダー／著 河出書房新社 2020 1111073746

オリンピックデザイン全史　2 マルクス・オスターヴァルダー／著 河出書房新社 2020 1111073753

オリンピック全大会　朝日選書987 武田薫／著 朝日新聞出版 2019 1111040166

オリンピック全史 デイビッド・ゴールドブラット／著 原書房 2018 1111005029

歴代オリンピックでたどる世界の歴史
「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 1110872999

16歳から知るオリンピックの軌跡 清水 ひろし／著 彩流社 2015 1110545157

日本体育協会・日本オリンピック委員会100年史　PART1 [日本体育協会／編] 日本体育協会 2012 1107970590

日本体育協会・日本オリンピック委員会100年史　PART2 [日本体育協会／編] 日本体育協会 2012 1107970608

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 1105327942

●事典や総覧など
タイトル 著者名 出版社 刊行年 資料コード

オリンピック記録総覧 日外アソシエーツ株式会社／編集 日外アソシエーツ 2020 1110928049

JOAオリンピック小事典
日本オリンピック・アカデミー／

編著
メディアパル 2019 1110957980

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 1111012033

パラリンピック大百科 日本障がい者スポーツ協会／協力 清水書院 2017 1110745526

スポーツ大図鑑 レイ・スタッブズ／編 ゆまに書房 2014 1110378542

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／著 あすなろ書房 2008 1108452853

オリンピックのすべて ジム・パリー／著 大修館書店 2008 1108544709

●観戦を楽しむために
タイトル 著者名 出版社 刊行年 資料コード

スポーツ観戦を楽しむ本 成美堂出版編集部／編 成美堂出版 2021 1111217335

知識ゼロからの東京オリンピック観戦入門 生島淳／監修 幻冬舎 2020 1110723291

パラスポーツルールブック 陶山哲夫／監修 清水書院 2016 1110820600

パラリンピックの楽しみ方 藤田紀昭／著 小学館 2016 1110809686

東京オリンピック・パラリンピック
関連図書リスト
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●前回の東京オリンピック・パラリンピック
タイトル 著者名 出版社 刊行年 資料コード

1964年の東京パラリンピック 佐藤次郎／著 紀伊國屋書店 2021 1110728514

アナザー1964 稲泉連／著 小学館 2020 1110925011

映画「東京オリンピック」1964 復刊ドットコム 2020 1110727243

1964年東京大会を支えた人びと 笹川スポーツ財団／企画・制作 新紀元社 2019 1110963418

1964東京五輪ユニフォームの謎　 安城寿子／著 光文社 2019 1110958731

1964東京五輪聖火空輸作戦 夫馬信一／著 原書房 2018 1110771852

1964年の東京オリンピック 石井 正己／編 河出書房新社 2014 1110354287

TOKYOオリンピック物語 野地 秩嘉／著 小学館 2011 1108674027

東京オリンピックへの遥かな道 波多野 勝／著 草思社 2004 1108222918

●オリンピック・パラリンピックに関わる図書
タイトル 著者名 出版社 刊行年 資料コード

東京オリンピックへの鎮魂歌 岡邦行／著 ゆいぽおと 2021 1111099840

幻のオリンピック NHKスペシャル取材班／著 小学館 2020 1111202931

五輪と万博、東京・大阪の未来予想図 新聞通信調査会／編 新聞通信調査会 2020 1111112841

夢と欲望のオリンピック 高峰修／編著 成文堂 2020 1111062855

大学とオリンピック1912-2020　 小林哲夫／著 中央公論新社 2020 1111066633

五輪スタジアム　 岡田功／著 集英社 2020 1110920756

五輪と戦後 吉見俊哉／著 河出書房新社 2020 1110728449

パラリンピックと日本 田中圭太郎／著 集英社 2020 1110729785

オリンピックは平和の祭典 舛本直文／著 大修館書店 2019 1111040745

江戸のスポーツと東京オリンピック 東京都歴史文化財団／編著 東京都江戸東京博物館 2019 1111101224

オリンピックの輝き 佐藤次郎／著 東京書籍 2019 1110969506

オリンピックマネジメント ジャン・ルー・シャプレ／著 大修館書店 2019 1111046064

オリンピック・パラリンピックを哲学する 谷釜尋徳／編著 晃洋書房 2019 1110947783

アフター1964東京オリンピック カルロス矢吹／著 サイゾー 2019 1111014641

WHO I AM 木村元彦／編著 集英社 2019 1111040786

オリンピックと東京改造　 川辺謙一／著 光文社 2018 1110936745

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／編著 青弓社 2018 1110947767

<ニッポン>のオリンピック 小路田泰直／編著 青弓社 2018 1110883343

近代オリンピックのヒーローとヒロイン 池井優／著 慶應義塾大学出版会 2016 1110702618

日本におけるメディア・オリンピックの誕生　 浜田幸絵／著 ミネルヴァ書房 2016 1110469168

幻の東京五輪・万博1940 夫馬 信一／著 原書房 2016 1110463559

IOC 猪谷 千春／著 新潮社 2013 1110115480

パラリンピックからの贈りもの 平山 讓／著 PHP研究所 2012 1110057062

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 1108560226

パラリンピック物語 土方 正志／文 リトル・モア 1998 1106156217
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