
資料番号 タイトル 人名 出版者 保管場所

0117705293 アナザー1964 稲泉　連／著 東京：小学館 ｽﾎﾟｰﾂ娯楽

0116596222 内村航平 本郷　陽二／編 東京：汐文社 児童      

0117699884 うっかりオリンピック こざき　ゆう／著 東京：集英社 児童      

0117623231 覚えておきたいオリンピックの顔 本間　康司／絵と文 東京：清水書院 ｽﾎﾟｰﾂ娯楽

0116750365 オリンピック裏話 伊藤　公／著 東京：ぎょうせい ｽﾎﾟｰﾂ娯楽

0117683383 オリンピック競技おもしろ大全 雑学総研／著 東京：KADOKAWA ｽﾎﾟｰﾂ娯楽

0117426635 オリンピック全史 デイビッド・ゴールドブラット／著 東京：原書房 ｽﾎﾟｰﾂ娯楽

0117618074 オリンピック全大会 武田　薫／著 東京：朝日新聞出版 ｽﾎﾟｰﾂ娯楽

0115910150 オリンピック大百科 クリス・オクスレード／著 東京：あすなろ書房 ｽﾎﾟｰﾂ娯楽

0117430165 オリンピックに懸けた日本人 東京：洋泉社 ｽﾎﾟｰﾂ娯楽

0117647198 オリンピックの終わりの始まり 谷口　源太郎／編著 東京：コモンズ ｽﾎﾟｰﾂ娯楽

0117579706 オリンピックの輝き 佐藤　次郎／著 東京：東京書籍 ｽﾎﾟｰﾂ娯楽

0117104349 オリンピックのクイズ図鑑 東京：学研プラス 児童      

0117290114 オリンピックの真実 佐山　和夫／著 東京：潮出版社 ｽﾎﾟｰﾂ娯楽

0117470948 オリンピック・パラリンピックを哲学する 谷釜　尋徳／編著 京都：晃洋書房 ｽﾎﾟｰﾂ娯楽

0117567511 オリンピック・パラリンピッククイズ　3 オリパラクイズ研究会／編 東京：小峰書店 児童      

0117567529 オリンピック・パラリンピッククイズ　4 オリパラクイズ研究会／編 東京：小峰書店 児童      

0117070482 オリンピック・パラリンピック大百科　1 日本オリンピック・アカデミー／監修 東京：小峰書店 児童      

0117070490 オリンピック・パラリンピック大百科　2 日本オリンピック・アカデミー／監修 東京：小峰書店 児童      

0117070508 オリンピック・パラリンピック大百科　3 日本オリンピック・アカデミー／監修 東京：小峰書店 児童      

0117070516 オリンピック・パラリンピック大百科　4 日本オリンピック・アカデミー／監修 東京：小峰書店 児童      

0117070524 オリンピック・パラリンピック大百科　5 日本オリンピック・アカデミー／監修 東京：小峰書店 児童      

0117070532 オリンピック・パラリンピック大百科　6 日本オリンピック・アカデミー／監修 東京：小峰書店 児童      

0117070540 オリンピック・パラリンピック大百科　7 日本オリンピック・アカデミー／監修 東京：小峰書店 児童      

0117290700 オリンピック・パラリンピック大百科　別巻 日本オリンピック・アカデミー／監修 東京：小峰書店 児童      

0117327650 オリンピック秘史 ジュールズ・ボイコフ／著 東京：早川書房 ｽﾎﾟｰﾂ娯楽

特集名：長野７～８月青少年向けテーマ「オリンピック・パラリンピック」
特集期間：２０２１／６／２４～２０２１／８／２６



0117612002 オリンピックは平和の祭典 舛本　直文／著 東京：大修館書店 ｽﾎﾟｰﾂ娯楽

0117127092 学問としてのオリンピック 橋場　弦／編 東京：山川出版社 ｽﾎﾟｰﾂ娯楽

0117444323 金栗四三 佐野　慎輔／文 東京：小峰書店 児童      

0117427914 嘉納治五郎 佐野　慎輔／文 東京：小峰書店 児童      

0117152157 希望をくれた人 宮崎　恵理／著 東京：協同医書出版社 ｽﾎﾟｰﾂ娯楽

0117427922 クーベルタン 大野　益弘／文 東京：小峰書店 児童      

0117065003 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 東京：学校図書 児童      

0117065011 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 東京：学校図書 児童      

0117065029 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 東京：学校図書 児童      

0117282996 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 東京：学校図書 児童      

0117075291 こどもオリンピック新聞 東京：世界文化社 児童      

0117077164 これならわかるオリンピックの歴史Q&A 石出　法太／著 東京：大月書店 ｽﾎﾟｰﾂ娯楽

0116855164 SAYONARA国立競技場 東京：日本スポーツ振興センター ｽﾎﾟｰﾂ娯楽

0117098111 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 東京：メディアパル ｽﾎﾟｰﾂ娯楽

0117613968 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 東京：メディアパル ｽﾎﾟｰﾂ娯楽

0116965195 時代背景から考える日本の6つのオリンピック　1 稲葉　茂勝／文 東京：ベースボール・マガジン社 児童      

0116982315 時代背景から考える日本の6つのオリンピック　2 稲葉　茂勝／文 東京：ベースボール・マガジン社 児童      

0116988734 時代背景から考える日本の6つのオリンピック　3 稲葉　茂勝／文 東京：ベースボール・マガジン社 児童      

0117081018 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 東京：講談社 児童      

0117414292 スポーツ観戦手帳 東京書籍書籍編集部／編 東京：東京書籍 ｽﾎﾟｰﾂ娯楽

0117460329 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 東京：青弓社 ｽﾎﾟｰﾂ娯楽

0117561662 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 東京：新紀元社 ｽﾎﾟｰﾂ娯楽

0117711903 1964年の東京パラリンピック 佐藤　次郎／著 東京：紀伊國屋書店 ｽﾎﾟｰﾂ娯楽

0117347161 1964東京五輪聖火空輸作戦 夫馬　信一／著 東京：原書房 ｽﾎﾟｰﾂ娯楽

0117571398 1964東京五輪ユニフォームの謎 安城　寿子／著 東京：光文社 ｽﾎﾟｰﾂ娯楽

0117683391 1964東京の記憶 東京：JTBパブリッシング ｽﾎﾟｰﾂ娯楽

0117730226 1964-日本が最高に輝いた年 ロイ・トミザワ／著 東京：文芸社 ｽﾎﾟｰﾂ娯楽

0117763748 たった一人のオリンピック 山際　淳司／[著] 東京：KADOKAWA ｽﾎﾟｰﾂ娯楽

0117499830 田畑政治 佐野　慎輔／文 東京：小峰書店 児童      

0117736918 チェンジ! 越智　貴雄／著 東京：くもん出版 児童      

0117693945 知識ゼロからの東京オリンピック観戦入門 生島　淳／監修 東京：幻冬舎 ｽﾎﾟｰﾂ娯楽

0117608901 で、オリンピックやめませんか? 天野　恵一／編 東京：亜紀書房 ｽﾎﾟｰﾂ娯楽



0117428649 <東京オリンピック>の誕生 浜田　幸絵／著 東京：吉川弘文館 ｽﾎﾟｰﾂ娯楽

0117484568 中村裕 佐野　慎輔／文 東京：小峰書店 児童      

0117358747 <ニッポン>のオリンピック 小路田　泰直／編著 東京：青弓社 ｽﾎﾟｰﾂ娯楽

0117713198 日本の金メダリスト142の物語 別冊宝島編集部／編 東京：宝島社 ｽﾎﾟｰﾂ娯楽

0117466359 日本初のオリンピック代表選手三島弥彦 尚友倶楽部史料調査室／編集 東京：芙蓉書房出版 ｽﾎﾟｰﾂ娯楽

0117667097 パラアスリート 山田　清機／著 東京：PHP研究所 ｽﾎﾟｰﾂ娯楽

0117115006 パラリンピックを学ぶ 平田　竹男／編著 東京：早稲田大学出版部 ｽﾎﾟｰﾂ娯楽

0117292664 パラリンピック大百科 日本障がい者スポーツ協会／協力 東京：清水書院 ｽﾎﾟｰﾂ娯楽

0117723817 パラリンピックと日本 田中　圭太郎／著 東京：集英社 ｽﾎﾟｰﾂ娯楽

0117834564 パラリンピックブレイン 中澤　公孝／著 東京：東京大学出版会 ｽﾎﾟｰﾂ娯楽


