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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

780.13//Mi11 Sport 2.0 : 進化するeスポーツ、変容するオリンピック MiahAndy NTT出版 2018.9

780.19//Ko11 スポーツ栄養士のキッチンから : アスリート・ジュニアのための絶品レシピ こばた てるみ 日本医療企画 2011.7

780.19//Mo57 パフォーマンスを高める!アスリートの献立500 森永製菓株式会社トレーニングラボ ナツメ社 2018.7

780.69//A82 ソチ・オリンピック2014 : 総集編 = Sochi 2014 朝日新聞出版 朝日新聞出版 2014.3

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//F87 1964東京五輪聖火空輸作戦 夫馬 信一 原書房 2018.2

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 知の饗宴としてのオリンピック 石堂 典秀 エイデル研究所 2016.12

780.69//Ko39 「ニッポン」のオリンピック : 日本はオリンピズムとどう向き合ってきたのか 小路田 泰直 青弓社 2018.2

780.69//Ko72 話したくなるオリンピックの歴史 コンデックス情報研究所 清水書院 2018.7

780.69//Ma68 これがオリンピックだ : 決定版 : オリンピズムがわかる100の真実 舛本 直文 講談社 2018.10

780.69//Mo21 評伝田畑政治 : オリンピックに生涯をささげた男 杢代 哲雄 国書刊行会 2018.6

780.69//N16//'98 Nagano olympic winter games, 1998 : NAOC official photobook
長野オリンピック
冬季競技大会組織委員会

桐原書店 1998.3

780.69//N83
東京オリンピックのボランティアになりたい人が読む本
: 3大会のボランティアを経験したオリンピック中毒者が教える

西川 千春 イカロス出版 2018.6

780.69//R25 歴代オリンピックでたどる世界の歴史 : 1896-2016
「歴代オリンピックでたどる世界の
歴史」編集委員会

山川出版社 2017.12

780.69//R45 リオデジャネイロオリンピック2016報道写真集 共同通信社 共同通信社 2016.8

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//Sh59 シンポジウム五輪と万博、東京・大阪の未来予想図 : メディアに課せられた視点 新聞通信調査会 新聞通信調査会 2020.2

780.69//Sh77 東京は燃えたか : オリンピック1940-1964-2020 塩田 潮 朝日新聞出版 2018.12

ミニ展示　「オリンピックを応援しよう！」

オリンピックについての本やアスリート本を展示しています。
東京オリンピックまであと1年を切りました。

コロナ禍での取り組みも注目される、2021年東京オリンピックを応援しましょう！！
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。
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780.69//Su13 37億人のテレビンピック : 巨額放映権と巨大五輪の真実 須田 泰明 創文企画 2002.5

780.69//Su89 パラスポーツルールブック : パラリンピックを楽しもう 陶山 哲夫 清水書院 2016.9

780.69//Su96 オリンピックと日本人の心 鈴木 くにこ 内外出版 2018.6

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//To67 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 ユニプラン 2019.1

780.7//Ts66 国際スポーツ組織で働こう! : 世界の最先端スポーツ大学院でマネジメントを学ぶ
つくば国際スポーツアカデミー
・アソシエーション

日経BP社 2016.12

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//Ko61 スポーツの現場ではたらく 小松 裕 イースト・プレス 2018.3

781.5//U19 栄光のその先へ : 内村航平語録--8年無敗の軌跡 内村 航平 ぴあ 2017.1

782.3//Sa99 金栗四三 : 消えたオリンピック走者 佐山 和夫 潮出版社 2017.12

782.3//Ta51 四継 : 2016リオ五輪、彼らの真実 宝田 将志 文藝春秋 2017.8

783.47//My Myself 香川真司 : いま、僕が考えていること。 KADOKAWA 2017.6

783.48//I92 準備する力 : ラグビー日本代表GMのメソッド 岩渕 健輔 KADOKAWA 2016.11

783.48//Mi51 壁を越える : 車いすのラガーマンパラリンピックへの挑戦 三阪 洋行 山川出版社 2018.2

784.65//H29 夢を生きる 羽生 結弦 中央公論新社 2018.3

785.23//Ma74 夢を喜びに変える自超力 : 壁を突破し、成果を出すための「学び」×「教え」 松田 丈志
ディスカヴァー
・トゥエンティワン

2017.3

788.2//I17 一日一日、強くなる : 伊調馨の「壁を乗り越える」言葉 伊調 馨 講談社 2016.8

788.2//Ma26 吉田沙保里と伊調馨を育てた至学館「前田食堂」のやり抜く力をつける食習慣 前田 寿美枝 宝島社 2017.3

837.8//H38 外国人観光客の「Excuse me?」に応える英会話 Hashimoto Kan Andrew 池田書店 2017.7

837.8//Ku76 日本で外国人を見かけたら使いたい英語フレーズ3000 : 困っている・迷っている外国人観光客に声をかける最初の一言 黒坂 真由子
クロスメディア
・ランゲージ

2017.11

837.8//U84 自分のこと100言う英会話 : シンプル自己紹介フレーズで英語が話せる! 浦島 久 ダイヤモンド社 2010.4

837.8//V86 「英語で案内」ができる本 : もう困らない!どんなときも! Vogt Lisa 大和書房 2017.2
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