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オリンピック

対談・座談現代スポーツの論点　オリンピック・パラ
リンピックレガシーを語り尽くす

友添 秀則／編著 大修館書店 2020.9 780.4/ﾄﾓ20/ 0015565922

東京オリンピックへの鎮魂歌 岡 邦行／著 ゆいぽおと 2021.3 780.69/ｵｶ21/ 0015758394

写真で見る近代オリンピック栄光の歴史　より速く、
より高く、より強く

オリンピック文化
遺産財団／篇、
児島 修／訳

ハーパーコリン
ズ・ジャパン

2021.3 L780.69/ｵﾘ21/ 0015761489

今こそ栄光への架け橋を　それでもオリンピックは素
晴らしい!

刈屋 富士雄／著 海竜社 2020.8 780.69/ｶﾘ20/ 0015542806

大学とオリンピック1912-2020　歴代代表の出身大
学ランキング

小林 哲夫／著 中央公論新社 2020.10 780.69/ｺﾊ20/ 0015611791

夢と欲望のオリンピック　その多様な姿
高峰 修／編著、
川島 高峰／[ほ
か著]

成文堂 2020.10 780.69/ﾀｶ20/ 0015582992

中学生・高校生に贈る古代オリンピックへの旅　遺
跡・藝術・神話を訪ねて

長田 享一／著 悠光堂 2020.7 780.69/ﾅｶ20/ 0015525678

歓喜と絶望のオリンピック名勝負物語 二宮 清純／著 廣済堂出版 2021.4 780.69/ﾆﾉ21/ 0015764236

たった一人のオリンピック 山際 淳司／[著] KADOKAWA 2020.8 780.69/ﾔﾏ20/ 0015558711

スポーツ観戦

スポーツ観戦を楽しむ本　図解でわかりやすい!
成美堂出版編集
部／編

成美堂出版 2021.4 780/ｾｲ21/ 0015764442

スポーツ観戦手帳　ワールドカップもオリンピックも、
コレ1冊

東京書籍書籍編
集部／編

東京書籍 2018.8 780.36/ﾄｳ18/ 0014780688

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 2020.2 780.69/ｲｸ20/ 0015174287

バレーボール超観戦術　「数」の視点で、プレーの駆
け引きを読み解く

山本 隆弘／著 カンゼン 2019.8 783.2/ﾔﾏ19/ 0014994867

日本サッカーを強くする観戦力 清水 英斗／著 WAVE出版 2019.1 783.47/ｼﾐ19/ 0014877724

はじめてでもよく分かるラグビー観戦入門 斉藤 健仁／著 海竜社 2019.9 783.48/ｻｲ19/ 0015038623

テニス超観戦術　「サーブ」「ラリー」「ポジション」3つ
のプレーを知ることがテニス観戦を面白くする。

神谷 勝則／著 カンゼン 2020.2 783.5/ｶﾐ20/ 0015172067

卓球超観戦術　0.3秒間のラリーから戦術を読み解く 松下 浩二／著 カンゼン 2020.11 783.6/ﾏﾂ20/ 0015630239

金メダリスト瀧本誠が教える柔道観戦完全マニュア
ル　会場へGO!

瀧本 誠／著
ベースボール・
マガジン社

2018.12 789.2/ﾀｷ18/ 0014805048

　　　　　※　リストはテーマに関連する本の一部です。
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東京オリンピック新競技に注目！

サーファーになる本　サーフィンを始める人へ。ライ
フスタイル、テクニック、知識のHOW TO BOOK

枻出版社 2020.8 L785.3/ｻﾌ20/ 0015374317

奇跡のサーフメソッド　思考を変えればサーフィンも
変わる!

クレイトン・ニーナ
バー、越地 建／
著

枻出版社 2020.8 785.3/ﾆﾅ20/ 0015558802

基礎から始めるスポーツクライミング　ボルダリン
グ・リード・スピードを競技別に徹底解説!

東京都山岳連盟
／監修

日本文芸社 2018.6 786.16/ﾄｳ18/ 0014456370

スポーツクライミングテクニック&トレーニング　日本
代表ヘッドコーチが教える

安井 博志／監修 日東書院本社 2019.4 786.16/ﾔｽ19/ 0014912018

はじめてのスケートボード　連続写真でみるみる上
達!

H.L.N.A／監修 成美堂出版 2019.7 786.8/ｴｲ19/ 0014949507

空手「組手」戦術の極意55　最強道場が教える実戦
のコツ

荒賀道場／監修 メイツ出版 2018.11 789.23/ｱﾗ18/ 0014761662

空手道　その歴史と技法
小山 正辰、和田
光二／著

日本武道館 2020.2 789.23/ｺﾔ20/ 0014679252

アスリートの著作

栄光のその先へ　内村航平語録-8年無敗の軌跡 内村 航平／著 ぴあ 2017.1 781.5/ｳﾁ17/ 0013769278

ウィニング・アローン　自己理解のパフォーマンス論 為末 大／著 プレジデント社 2020.4 782.3/ﾀﾒ20/ 0015283781

ゾーンの入り方 室伏 広治／著 集英社 2017.10 782.5/ﾑﾛ17/ 0014127153

今、もえる理由。
白井 貴子、山崎
玲／著

愛育出版 2019.4 783.2/ｼﾗ19/ 0014959258

心が震えるか、否か。 香川 真司／著 幻冬舎 2021.4 783.47/ｶｶ21/ 0015791726

自分を変える力 桃田 賢斗／著 竹書房 2021.3 783.59/ﾓﾓ21/ 0015746381

卓球王水谷隼終わりなき戦略　勝つための根拠と負
ける理由

水谷 隼／著 卓球王国 2020.9 783.6/ﾐｽ20/ 0015566060

それでも、僕は泳ぎ続ける。　心を腐らせない54の
習慣

入江 陵介／著 KADOKAWA 2020.9 785.23/ｲﾘ20/ 0015581275

1964年東京オリンピックを振り返る

1964　前の東京オリンピックのころを回想してみた。 泉 麻人／著 三賢社 2019.12 210.76/ｲｽ19/ 0015107089

東京オリンピック1964サムライたちの挽歌 松下 茂典／著 潮出版社 2019.7 780.21/ﾏﾂ19/ 0014985642

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、松林
秀樹／編著

青弓社 2018.12 780.69/ｲｼ18/ 0014806038

アフター1964東京オリンピック　ルポ:東京五輪の
後、日本とスポーツはどう変わったか

カルロス矢吹／
著

サイゾー 2019.1 780.69/ｶﾙ19/ 0014808059

1964年東京大会を支えた人びと　スポーツ歴史の検
証

笹川スポーツ財
団／企画・制作

新紀元社 2019.4 780.69/ｻｻ19/ 0014874770

1964東京オリンピックを盛り上げた101人　今蘇る、
夢にあふれた世紀の祭典とあの時代

鳥越 一朗／著 ユニプラン 2019.1 780.69/ﾄﾘ18/ 0014798433

1964-日本が最高に輝いた年　敗戦から奇跡の復興
を遂げた日本を映し出す東京オリンピック

ロイ・トミザワ／
著、来住 道子／
訳

文芸社 2020.5 780.69/ﾄﾐ20/ 0015292014

<東京オリンピック>の誕生　1940年から2020年へ 浜田 幸絵／著 吉川弘文館 2018.11 780.69/ﾊﾏ18/ 0014730238

五輪と戦後　上演としての東京オリンピック 吉見 俊哉／著 河出書房新社 2020.4 780.69/ﾖｼ20/ 0015281413
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