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請求記号 書名 著者名 出版社 出版年
210.76//O32 東京オリンピックの社会経済史 老川 慶喜 日本経済評論社 2009.1

233.03//Mi91 イングランド王国の成立 三好 洋子 吉川弘文館 1983.1
233.03//Sa56 古代のイギリス Salway Peter 岩波書店 2005.12
233.05//P83 大英帝国歴史地図 : イギリスの海外進出の軌跡 :  1480年-現代 Porter A. N. 東洋書林 1996.7
233.06//Ko12 ロンドン・フェア : 18世紀英国風俗事情 小林 章夫 駸々堂出版 1986.1
233.06//L26 イギリス産業革命地図 : 近代化と工業化の変遷1780-1914 Langton John 原書房 1989.11
233.06//Sc8 十八世紀ロンドンの日常生活 玉井 東助 研究社出版 1990.7
233.07//C76 イギリス現代史 : 1900-2000 Clarke Peter 名古屋大学出版会 2004.8
233//H54 ロンドン : ある都市の伝記 Hibbert Christopher 朝日イブニングニュース社 1983.11
233//H54 図説イギリス物語 Hibbert Christopher 東洋書林 1998.2
233//Ka94 イギリスの歴史 : 帝国=コモンウェルスのあゆみ 川北 稔 有斐閣 2000.9
233//W47 私の英国物語 : ジョサイア・ウェッジウッドとその時代 講談社 講談社 1996.2
233//Z8 図説「英国史」 石川 敏男 ニューカレントインターナショナル 1987.1
290.8//Su11//7 騎士道の故郷イギリス － 国際情報社 1978
290.93//C44//1 米語+英語 ダイヤモンドビッグ社 ダイヤモンド・ビッグ社 2004.7
290.93//C44//1/2 地球の歩き方 地球の歩き方編集室 ダイヤモンド・ビッグ社 2004.1
293.3//D53 イギリス四季暦 出口 保夫 東京書籍 1988
293.3//N86//2 ミステリー風味ロンドン案内 西尾 忠久 東京書籍 1988.7
293.3//Q1//2001 クオリティ・ブリテン : 英国大使館の本 英国大使館広報部 1994.2
293.33//Su14 北イングランド : ビートルズから世界遺産まで 須藤 公明 日経BP企画 2004.3
312.33//B52//1-2 ブレア回顧録 Blair Tony 日本経済新聞出版社 2011.11
780.13//H38 スポーツ観戦学 : 熱狂のステージの構造と意味 橋本 純一 世界思想社 2010.2
780.14//F64 スポーツオノマトペ : なぜ一流選手 (トップアスリート) は「声」を出すのか 藤野 良孝 小学館 2008.7
780.14//N32 イメージがみえる : スポーツ選手のメンタルトレーニング 中込 四郎 道和書院 1996.9
780.193//Ki12 錯覚のスポーツ身体学 木寺 英史 東京堂出版 2011.5
780.193//Se17 トップ・プレーヤーの目 : スポーツ・ビジョン・トレーニング入門 Seiderman Arthur 大修館書店 1991.11
780.28//Ko61 「一流」であり続けるために。 小松 成美 新潮社 2003.2
780.69//B39 ベスト1 : ｛IOCワールドスポーツ写真集｝ － IMS/STUDIO6 1990.9
780.69//I11//'88 Seoul'88 : 第24回オリンピック競技大会・ソウル1988 ベースボールマガジン社 ベースボール・マガジン社 1988.11

780.69//I11//'96
Atlanta'96 : 第26回夏季オリンピック競技大会アトランタ1996
 : IOCオフィシャル・ブック/オリンピック100周年記念版

IMS.Studio 6 ベースボール・マガジン社 1996.11

780.69//O59 Tokyo Olympics : official souvenir 1964 － 電通 1964.9
780.69//O59//1 オリンピック100年の歴史 : Olympica － アトス・コーポレーション (発売) [199-]
780.69//Sa47 古代オリンピック 桜井 万里子 岩波書店 2004.7
780.7//H82 大一番で勝てるメンタル術 鋒山 丕 インフォレスト 2010.3
780.7//N71 トップアスリートを創る : 日本体育大学アスリートたちの軌跡 日本体育大学学友会 大修館書店 2002.1
780.8//Su49//1 アテネ五輪から見えた日本スポーツの未来 杉山 茂 創文企画 2004.1
780.8//Su49//4 2016東京オリンピック招致失敗で変わる日本のスポーツ 杉山 茂 創文企画 2009.12
783.47//A83 ベッカムのボールはなぜ曲がるのか? 浅井 武 技術評論社 2005.5
783.47//A86 詳解サッカーのルールと審判法 浅見 俊雄 大修館書店 2001.12
783.47//Ma92 サッカーとフットサルのルール : 間違いやすいジャッジがひと目でわかる! 松崎 康弘 毎日コミュニケーションズ 2010.3
783.48//N77 わかりやすいラグビーのルール 日本ラグビーフットボール協会 成美堂出版 2009.1
783.78//Y91 わかりやすいソフトボールのルール 吉村 正 成美堂出版 1978.11
789.2//J88//1-3 柔道技の大百科 佐藤 宣践 ベースボール・マガジン社 1999.12
789.2//Ka77 柔道 : 図解コーチ 柏崎 克彦 成美堂出版 1999.2

8月「London Olympic 2012 ロンドン・オリンピック」リスト


