
請求記号 書名 著者名 出版社 出版年

290.93//C44//12 ポルトガル語(ブラジル語)+英語 地球の歩き方編集室 ダイヤモンド・ビッグ社 2008.11

290.93//C44//2/21 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 2013.9-

336.4//V42 世界を動かすプレゼン力 : 日本はこうしてオリンピックを勝ち取った! Varley Nick NHK出版 2014.2

375.9//Se22//7 ブラジルの歴史 : ブラジル高校歴史教科書 Alencar Chico 明石書店 2003.1

408//B59//1780 オリンピックに勝つ物理学 望月 修 講談社 2012.7

498.39//Ko18 超一流アスリートが実践している本番で結果を出す技術 児玉 光雄 文響社 2016.6

518.8//Ko87 東京都市計画の遺産 : 防災・復興・オリンピック 越沢 明 筑摩書房 2014.1

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

780.13//I57 よくわかるスポーツ文化論 井上 俊 ミネルヴァ書房 2012.1

780.13//Ki12 スポーツで地域を拓く 木田 悟 東京大学出版会 2013.7

780.13//Y24 スポーツ・ボランティアへの招待 : 新しいスポーツ文化の可能性 山口 泰雄 世界思想社 2004.4

780.13//Y79 スポーツの組織文化と産業 横山 勝彦 晃洋書房 2012.11

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//Ku92 はじめて学ぶスポーツ心理学12講 楠本 恭久 福村出版 2015.1

780.19//E66 スポーツ遺伝子は勝者を決めるか? : アスリートの科学 Epstein David 早川書房 2014.9

780.19//Ka58 アスリート食レシピ : 今日から始めるバランス健康生活 鹿屋アスリート食堂 アスペクト 2015.6

780.19//O43 市民からアスリートまでのスポーツ栄養学 岡村 浩嗣 八千代出版 2011.4

780.19//Y53 アスリートのためのスポーツ栄養学 : 最新版 : 栄養の基本と食事計画 柳沢 香絵 学研パブリッシング 2014.12

780.193//Mu55 新・スポーツ生理学 村岡 功 市村出版 2015.6

780.69//B94 地図と写真で見る東京オリンピック1964
ブルー・ガイドブックス
編集部

実業之日本社 2015.2

780.69//F87 幻の東京五輪・万博1940 夫馬 信一 原書房 2016.1

780.69//H38 幻の東京オリンピック : 1940年大会招致から返上まで 橋本 一夫 講談社 2014.1

780.69//I23 IOC : オリンピックを動かす巨大組織 猪谷 千春 新潮社 2013.2

780.69//I72 これならわかるオリンピックの歴史Q&A 石出 法太 大月書店 2016.4

780.69//J48//1 1940年東京・札幌&1964年東京大会 稲葉 茂勝 ベースボール・マガジン社 2015.7

780.69//J48//2 1972年札幌大会&1998年長野大会 稲葉 茂勝 ベースボール・マガジン社 2015.8

780.69//J48//3 2020年東京大会 稲葉 茂勝 ベースボール・マガジン社 2015.9

2016年　8・9月展示「オリンピック～２０１６年リオデジャネイロ＆2020年東京大会に向けて～」

城西大学は、東京オリンピックの招致に貢献し、「東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会」と連携協定を結んでいます。
また、今季オリンピックには城西大学卒業生と在学生が陸上競技で出場します！展示では出場を祝う応援メッセージ・ボードや、

オリンピックの歴史、4年後の東京大会へ向けた関連資料を集めました。

2016/8/1 （8/8改定）



780.69//Ko19 東京オリンピック : 文学者の見た世紀の祭典 講談社 講談社 2014.1

780.69//Ma13 オリンピックと近代 : 評伝クーベルタン MacAloon John J. 平凡社 1988.8

780.69//Me99 古代オリンピックの歴史 Mezo Ferenc ベースボール・マガジン社 1973

780.69//O24 オリンピックと商業主義 小川 勝 集英社 2012.6

780.69//Sa47 古代オリンピック 桜井 万里子 岩波書店 2004.7

780.69//Sh49 16歳から知るオリンピックの軌跡 清水 ひろし 彩流社 2015.9

780.69//Ta59 オリンピックの「意外」な真実 : 夏冬五輪の"熱いドラマ"と"仰天の舞台裏" 武田 知弘 大和書房 2014.2

780.69//U24 オリンピックと平和 : 課題と方法 内海 和雄 不昧堂出版 2012.6

780.8//Su49//7 オリンピックは社会に何を遺せるのか 杉山 茂 創文企画 2016.3

780//H68 スポーツビジネス最強の教科書 平田 竹男 東洋経済新報社 2012.1

780//H72 スポーツ・マネジメント入門 : 24のキーワードで理解する 広瀬 一郎 東洋経済新報社 2005.4

780//Ki23 スポーツ政策論 菊 幸一 成文堂 2011.11

780//Ko12 スポーツの経済学 : 2020年に向けてのビジネス戦略を考える 小林 至 PHP研究所 2015.12

780//Mi44//1 パラリンピックで活躍する人たち 日本障害者スポーツ協会 学習研究社 2004.3

780//Sa25 スポーツと国際協力 : スポーツに秘められた豊かな可能性 齊藤 一彦 大修館書店 2015.3

780//To67 スポーツを10倍楽しむ統計学 : データで一変するスポーツ観戦 鳥越 規央 化学同人 2015.5

780//U24 スポーツと人権・福祉 : 「スポーツ基本法」の処方箋 内海 和雄 創文企画 2015.1

780.28//O72 復活の力　絶望を栄光にかえたアスリート 永田 渚左 新潮社 2010

780.7//Ko18 マンガでわかるメンタルトレーニング 児玉 光雄 ソフトバンク クリエイティブ 2013.2

782.3//G32 マラソン哲学 : 日本のレジェンド12人の提言 小森 貞子 講談社 2015.2

782.3//G71 なぜ人は走るのか : ランニングの人類史 Gotaas Thor 筑摩書房 2011.12

782.3//Ku86
基礎からわかる!中長距離走トレーニング : 運動生理学に基づく新たなトレーニングが
レベルアップをもたらす

櫛部 静二 ベースボール・マガジン社 2015.8

782//N77//2013-2014 陸上競技審判ハンドブック 日本陸上競技連盟 あい出版 1997-

782//N77//2016 陸上競技ルールブック 日本陸上競技連盟 あい出版 1975-

869.78//Ku11 ブラジル : ブラジルポルトガル語+日本語英語 玖保 キリコ JTBパブリッシング 2012.4
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