
2F企画展示

オリンピックオリンピックオリンピックオリンピック 展示期間：2014.2.10～2.23

【オリンピック】
書名 巻号次 配置場所 請求記号

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, 3F開架新体系 210.76//O32//7425

オリンピック・シティ東京 : 1940・1964 / 片木篤著. -- 河出書房新社, 2010.2.
-- (河出ブックス ; 012).

3F開架新体系 518.8//KA81//8079

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, ジャン=ルー・シャペレ, ベノワ・スガン [著]. -- スタジオタッククリエイティブ,
2013.8.

3F開架新体系 780.69//F22//0419

IOC : オリンピックを動かす巨大組織 / 猪谷千春著. -- 新潮社, 2013.2. 3F開架新体系 780.69//I23//6124

「オリンピックの遺産」の社会学 : 長野オリンピックとその後の十年 / 石坂友司,
松林秀樹編著. -- 青弓社, 2013.11.

3F開架新体系 780.69//I84//3873

TOKYOオリンピック物語 / 野地秩嘉著. -- 小学館, 2011.2. 3F開架新体系 780.69//N93//9362

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, ヴァ
シル・ギルギノフ著 ; 舛本直文訳・著. -- 大修館書店, 2008.4.

3F開架新体系 780.69//P25//8997

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
; 保科京子, 本間恵子訳. -- グランドライン.

3F開架新体系 780.69//P29//9089

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,
高岡裕之編著. -- 青弓社, 2009.9.

3F開架新体系 780.69//SA38//6298

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. -- (朝日選書 ; 838).

3F開架新体系 780.69//TA59//1358

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. --
(広島経済大学研究双書 ; 第38冊).

3F開架新体系 780.69//U24//5232

金メダリストは知っていた! : スポーツ科学が明かす陸上競技の新常識 / 水城
昭彦著. -- 技術評論社, 2007.7. -- (知りたいサイエンス ; 013).

3F開架新体系 782//MI95//4807

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, 3F開架新体系 784.3//KO76//4016

祖国へ、熱き心を : 東京にオリンピックを呼んだ男 ; いのちの風 : 小説日本生
命 / 高杉良著. -- 角川書店, 1996.10. -- (高杉良経済小説全集 / 高杉良
著 ; 第15巻).

3F開架新体系 913.6//TA54//7326

スポーツ・インテリジェンス : オリンピックの勝敗は情報戦で決まる / 和久貴洋
著. -- NHK出版, 2013.9. -- (NHK出版新書 ; 415).

4F新書版 780//W35//1027

オリンピックと商業主義 / 小川勝著. -- 集英社, 2012.6. -- (集英社新書 ;
0645H).

4F新書版 780.69//O24//4631

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. -- (中公新書ラクレ ; 135).

4F新書版 780.69//Y97//7000

スポーツと国家 : スポーツ社会学確立のために / 水野和英著. -- 文芸社,
2001.4.

7F新体系 780.13//MI96//4260

長野オリンピック騒動記 / 相川俊英著. -- 草思社, 1998.1. 7F新体系 780.69//A25//3583

ソウル五輪の軌跡 / 藤原健固著. -- 道和書院, 1989.5. 7F新体系 780.69//F68//9019

幻の東京オリンピック / 橋本一夫著. -- 日本放送出版協会, 1994.8. --
(NHKブックス ; 709).

7F新体系 780.69//H38//5267

大阪WAY : 2008年海上オリンピックへの挑戦 : 大阪流のやり方で……。 / 磯
村隆文編著. -- 中央公論社, 1997.4.

7F新体系 780.69//I85//9440

黒い輪 : 権力・金・クスリ オリンピックの内幕 / ヴィヴ・シムソン, アンドリュー・
ジェニングズ著 ; 広瀬隆監訳. -- 光文社, 1992.5.

7F新体系 780.69//SI7//4624

わが永遠の長野五輪 / 鷹野春彦著. -- 信濃毎日新聞社, 1999.1. 7F新体系 780.69//TA47//5017

オリンピック・スタディーズ : 複数の経験・複数の政治 / 清水諭編. -- せりか
書房, 2004.7.

7F新体系 780.69//SH49//8910

東京オリンピックと新幹線 / 講談社編集. -- 講談社, 1990.6. -- (昭和 : 二万
日の全記録 / 講談社編集 ; 第13巻 昭和39年→42年).

13巻:東京
オリンピッ
クと新幹線

B3経済学部 210.7//S

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. 7F新体系L L780.69//KI42//8416

Barcelona'92 : 第25回夏季オリンピック競技大会バルセロナ1992 /
IMS/Studio 6, ベースボール・マガジン社編. -- ベースボール・マガジン社,

3F開架大型本 L780.69//I48//8996

ザ・ヒーロー : ロサンゼルス・オリンピック1984 / 朝日新聞社編. -- 朝日新聞
社, 1984.9.

B3保健体育L 780.6//A//TAIIKU

札幌冬季オリンピック大会 / [全国体育指導委員協議会編]. -- 全国体育指
導委員協議会, 1972.

B2中央旧超L L780.6//Z1//2

第23回オリンピックロサンゼルス競技大会栄光の公式全記録. -- 全国体育指
導委員連合, 1985.3.

B2中央N超L NL780.6//Z1//1

第18回オリンピック東京大会 / 全国体育指導委員協議会編. -- 新関西新聞
社, 1964.11.

B2中央旧超L L780.6//Z1//1
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【スポーツ】
書名 巻号次 配置場所 請求記号

アスリートのための栄養・食事ガイド / 小林修平, 樋口満編著. -- 第2版第4
刷. -- 第一出版, 2010.4.

3F開架新体系 780.1//D16//9092

「知的」スポーツのすすめ : スキルアップのサイエンス / 深代千之著. -- 東京
大学出版会, 2012.4.

3F開架新体系 780.11//F72//3009

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. -- (DOJIN選書 ; 43).

3F開架新体系 780.11//Y19//8269

スポーツで地域を拓く / 木田悟, 高橋義雄, 藤口光紀編. -- 東京大学出版
会, 2013.7.

3F開架新体系 780.13//KI12//0185

スポーツは誰のためのものか / 杉山茂著. -- 慶応義塾大学出版会, 2011.4. 3F開架新体系 780.13//SU49//1902

スポーツモチベーション : スポーツ行動の秘密に迫る! / 西田保編著. -- 大
修館書店, 2013.10.

3F開架新体系 780.14//N81//2745

健康とスポーツを科学する : これからの幸せを求めて / 長尾光城監修. -- 第
2版. -- 中央法規出版, 2012.4.

3F開架新体系 780.19//KE45//7703

アスリートのための栄養・食事ガイド / 小林修平, 樋口満編著. -- 第2版第4
刷. -- 第一出版, 2010.4.

3F開架新体系 780.19//KO12//4687

健康づくりと競技力向上のためのスポーツ栄養マネジメント / 鈴木志保子著.
-- 日本医療企画, 2011.1.

3F開架新体系 780.19//SU96//8587

スポーツ生理学からみたスポーツトレーニング / ジェイ・ホフマン著 ; 小西優,
佐藤真葵訳. -- 大修館書店, 2011.4.

3F開架新体系 780.193//H81//5855

錯覚のスポーツ身体学 / 木寺英史著. -- 東京堂出版, 2011.5. 3F開架新体系 780.193//KI12//4242

スポーツ科学でわかる身体(カラダ)のしくみとトレーニング / 小河繁彦著. --
丸善, 2011.1.

3F開架新体系 780.193//O25//9470

スポーツの歴史と文化 : スポーツ史を学ぶ / 新井博, 榊原浩晃, スポーツの
歴史と文化研究会編著. -- 道和書院, 2012.10.

3F開架新体系 780.2//A62//8843

スポーツの世界地図 / Alan Tomlinson著. -- 丸善出版, 2012.5. 3F開架新体系 780.2//TO59//3582

スポーツ用語辞典 / 小倉伸一編著. -- 改訂版. -- 三修社, 2011.7. 3F開架新体系 780.33//O26//7533

「世界最速の男」をとらえろ! : 進化する「スポーツ計時」の驚くべき世界 / 織田
一朗著. -- 草思社, 2013.7.

3F開架新体系 780.4//O17//9573

スポーツルールはなぜ不公平か / 生島淳著. -- 新潮社, 2003.7. -- (新潮選
書).

3F開架新体系 780.4//I38//0759

スポーツ指導者のための法学15話 / 久保健助著. -- 北樹出版, 2012.10. 3F開架新体系 780.7//KU11//8954

スポーツ法への招待 / 道垣内正人, 早川吉尚編著. -- ミネルヴァ書房, 3F開架新体系 780//D81//1414

スポーツビジネス最強の教科書 = The strongest textbook for sports business
learners / 平田竹男著. -- 東洋経済新報社, 2012.10.

3F開架新体系 780//H68//8176

Q&Aスポーツの法律問題 : プロ選手から愛好者までの必修知識 / スポーツ
問題研究会編. -- 第3版. -- 民事法研究会, 2012.3.

3F開架新体系 780//SP6//1468

スポーツの経済学 / マイケル・A・リーズ, ピーター・フォン・アルメン著 ; 佐々
木勉訳. -- 中央経済社, 2012.8.

3F開架新体系 780//L51//7337

スポーツ・マネジメントとメガイベント : Jリーグ・サッカーとアジアのメガスポー
ツ・イベント / 高橋由明 [ほか] 編著 ; 高橋由明, 早川宏子編訳 ; W.マンツェ
ンライター [ほか] 執筆. -- 文眞堂, 2012.4.

3F開架新体系 780//TA33//2739

スポーツの世界は学歴社会 / 橘木俊詔, 齋藤隆志著. -- PHP研究所,
2012.11. -- (PHP新書 ; 832).

4F新書版 371.3//TA13//9756

人種とスポーツ : 黒人は本当に「速く」「強い」のか / 川島浩平著. -- 中央公
論新社, 2012.5. -- (中公新書 ; 2163).

4F新書版 780.18//KA97//3036

ジムに通う前に読む本 : スポーツ科学からみたトレーニング / 桜井静香著. --
講談社, 2010.8. -- (ブルーバックス ; B-1695).

4F新書版 780.7//SA47//5257

勝ち方の美学 / 二宮清純著. -- 講談社, 1994.9. 7F新体系 780.4//N76//8218

奇跡のリーダーシップ : チームをNo.1にした男たち / 二宮清純著. -- 小学
館, 1997.5.

7F新体系 780.4//N76//8803
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【番外編　オリンピック】
書名 巻号次 配置場所 請求記号

理系の子 : 高校生科学オリンピックの青春 / ジュディ・ダットン著 ; 横山啓明
訳. -- 文藝春秋, 2012.3.

3F開架新体系 407//D99//4949

組合せ論の精選102問 / Titu Andreescu, Zuming Feng [著] ; 清水俊宏訳. -
- 朝倉書店, 2010.3. -- (数学オリンピックへの道 ; 1).

3F開架新体系 410.78//A48//9553

三角法の精選103問 / Titu Andreescu, Zuming Feng [著] ; 清水俊宏訳. --
朝倉書店, 2010.3. -- (数学オリンピックへの道 ; 2).

3F開架新体系 410.78//A48//9554

数論の精選104問 / Titu Andreescu, Dorin Andrica, Zuming Feng[著] ; 清水
俊宏, 西本将樹訳. -- 朝倉書店, 2010.4. -- (数学オリンピックへの道 ; 3).

3F開架新体系 410.78//A48//9967

数学オリンピック / 数学オリンピック財団編. -- 1990-1994 - 2009-2013. --
日本評論社, 1995.9-.

2009-2013 3F開架新体系 410.78//SU23//3721

数学オリンピック事典 : 問題と解法 / 数学オリンピック財団編集. -- : [セット],
基礎編, 演習編. -- 朝倉書店, 2001.9.

演習編 3F開架新体系 410.78//SU23//4491

世界の数学オリンピック / 安藤哲哉著. -- 日本評論社, 2003.6. 3F開架新体系 410//A47//9666

めざせ,数学オリンピック| / J.コフマン著 ; 山下純一訳. -- 現代数学社, 3F開架新体系 410//C83//8847

獲得金メダル!国際数学オリンピック : メダリストが教える解き方と技 / 小林一
章監修. -- 朝倉書店, 2011.11.

3F開架新体系 410//KA28//8261

数学オリンピックチャンピオンの美しい解き方 / テレンス・タオ著 ; 寺嶋英志
訳. -- 青土社, 2010.8.

3F開架新体系 410//TA89//4713

美しい不等式の世界 : 数学オリンピックの問題を題材として / [Radmila
Bulajich Manfrino, José Antonió Gómez Ortega, Rogelio Valdez Delgado 著] ;
佐藤淳郎訳. -- 朝倉書店, 2013.1.

3F開架新体系 413.51//B88//3769

オリンピック問題で学ぶ世界水準の物理入門 / 物理チャレンジ・オリンピック
日本委員会編. -- 丸善, 2010.4.

3F開架新体系 420//B97//2207

完全攻略化学オリンピック / 化学オリンピック日本委員会, 渡辺正編著 ; 上野
幸彦[ほか]著. -- 日本評論社, 2009.4.

3F開架新体系 430//KA16//6443

完全ガイド化学オリンピックへ行こう! : 世界に挑戦する高校生諸君へ / 「夢・
化学-21」組織委員会, 日本化学会化学教育協議会編 (09192670) . -- 化学
同人, 2003.11. -- (別冊化学).

3F開架新体系 430//Y97//5121

オリンピックに勝つ物理学 : 「摩擦」と「抵抗」に勝機を見出せ! / 望月修著. --
講談社, 2012.7. -- (ブルーバックス ; B-1780).

4F新書版 780.11//MO12//5474

「算数の祭典」の公認カコモン集 / 算数オリンピック委員会編. -- 講談社,
2013.3. -- (ブルーバックス ; B-1808 . 算数オリンピックに挑戦 ; '08-'12年度
版).

4F新書版 375.41//SA66//4642
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