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1964 年東京オリンピック・パラリンピックから 57 年後、再
び東京がオリンピック・パラリンピックの開催地に選ばれまし
た。観戦前に、
歴史や競技について図書館で調べてみましょう！

☆情報を幅広く集めるには、キーワードが必要です。
・今回のキーワード･･･オリンピック、パラリンピック、スポー
ツ、運動、メダリスト、五輪、東京
☆“請求記号”（本の背ラベルの番号）で効率よく資料を探すこ
とができます。
・請求記号にＫが付くものは郷土資料、Ｒが付くものは参考図
書です。ともに所蔵している図書館内での閲覧になります。
貸出ができる資料もございますので、カウンターにご相談く
ださい。
・請求記号の二ケタ表記は児童書、三ケタ以上は一般書です。
・今回の請求記号･･･780(スポーツ、体育)、780.69（オリンピ
ック、パラリンピック）
☆インターネット情報は各図書館のインターネット端末でご覧
いただけます。契約データベース以外のプリントサービスは
ご利用できません。

①事典類で調べる
所蔵館内でご覧ください。複写サービスがご利用できます。
（1 枚 10 円）

書

名

著者・編集者

出 版 社

出版年

請求記号

ＪОＡオリンピッ
ク小事典

日本オリンピック・
アカデミー／編著

メディア
パル

2019

780.69/ｼﾞ

オリンピック事典
（ポケット版）

日本オリンピック・ア
カデミー「ポケット版
オリンピック事典」編
集委員会／編

楽

2008

R780.69/ｵ

オリンピック事典

日本オリンピック・ア
カデミー／編

プレスギム
ナスチカ

1981

R780.69/ｵ

オリンピック記録
総覧

日外アソシエーツ
株式会社／編

日外アソ
シエーツ

2020

R780.69/ｵ

最新世界スポーツ
人名事典

日外アソシエーツ
株式会社／編

日外アソ
シエーツ

2014

R780.35/ｻ

オリンピックデザ
イン全史 1、２

マルクス･オスター
ヴァルダー／著
中川泉[ほか]／訳

河出書房
新社

2020

R757.02/ｵ

※書名の後に、著者名、出版社、出版年、[請求記号]で表記してあります。

②歴史を調べる
『オリンピックのルーツを訪ねて』
西川亮ほか／著 協同出版 2004 年 [780.69/ﾆ]
古代オリンピック開催地の遺跡の写真、史実や逸話等を記載。

『中学生・高校生に贈る古代オリンピックへの旅』
長田亨一／著 悠光堂 2020 年 [Y78]
古代オリンピックの始まり、発祥の地オリンピア遺跡、競技種目の説
明などを記載。

『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 年 [H780.69/ｷ]
各大会の出来事、日本選手成績、日本代表選手名簿等を記載。

『歴代オリンピックでたどる世界の歴史』
「歴代オリンピックでたどる世界の歴史」編集委員会／編 山川出版社
2017 年 [780.69/ﾚ]
1896 年から 2016 年までの開催国、参加国数、選手数を記載。

『これならわかるオリンピックの歴史Ｑ＆Ａ』

『〈東京オリンピック〉の誕生』

石出法太ほか／著 大月書店 2016 年 [780.69/ｲ]
古代、近代オリンピック、パラリンピックの歴史を紹介。

『オリンピック全大会』
（増補改訂）

浜田幸絵／著 吉川弘文館 2018 年 [780.69/ﾊ]
1940 年東京オリンピック招致と返上、1964 年の開催について記載。

『地図と写真で見る東京オリンピック 1964』

武田薫／著 朝日新聞出版 2019 年 [780.69/ﾀ]
第 1 回～第 31 回の夏の全大会の出来事、日本選手の記録などを記載。

『決定版！パラリンピック大百科』全５巻

ブルーガイド編集部／編 実業之日本社 2015 年 [780.69/ﾁ]
会場や選手村があった東京を、1964 年と 2014 年の地図や写真で比較。

『1964 年東京大会を支えた人びと』

小峰書店編集部／編 小峰書店 2019 年 [78]
パラリンピックの誕生、各大会の詳細など、写真をまじえて説明。

『パラリンピックを学ぶ』

笹川スポーツ財団／企画・制作 新紀元社 2019 年 [780.69/ｾ]
通訳や記者等、大会を裏側から支えた人たちのインタビュー集。

『パラリンピックの楽しみ方』

平田竹男ほか／編著 早稲田大学出版部 2016 年 ［780.69/ﾊﾟ]
パラリンピックの歴史、選手の育成、大会への取り組みなどを記載。

藤田紀昭／著 小学館 2016 年 [780.69/ﾌ]
東京大会開催の道のり、競技日程、各国のメダル獲得数等を記載。

③競技のルールを調べる

⑤郷土資料で調べる

『スポーツ観戦手帳』

『ところざわ歴史物語』増補改訂版

東京書籍書籍編集部／編 東京書籍 2018 年 [780.36/ｽ]
オリンピック競技を含む約 60 の競技ルール、観戦の見どころを記載。

『オリンピック・パラリンピック全競技』全６巻

『埼玉で開催！』

日本オリンピック・アカデミー／監修 ポプラ社 2018 年 [78]
オリンピック、パラリンピック競技のルール、競技についての説明。

『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 年 [780.69/ﾁ]
オリンピック・パラリンピック各競技の基本ルールや観戦ポイントに
ついて記載。

『パラスポーツルールブック』
陶山哲夫／監修 清水書院 2016 年 [780.36/ﾊﾟ]
競技のルール、オリンピックとの違い、選手のクラス分けを説明。

『パラリンピック大百科』
日本障がい者スポーツ協会／協力 清水書院 2017 年 [780.69/ﾊﾟ]
競技のルール、競技用具などについて図表を用いて説明。

『わかる！応援できる！パラスポーツ事典』
高橋明／監修 メイツユニバーサルコンテンツ 2019 年
パラリンピック夏の 22 競技のルールや試合の流れを説明。

所沢市教育委員会／編 所沢市教育委員会 2020 年 [213.4/ﾄ]
柳瀬地区にあった東京オリンピックのクレー射撃会場について記載。

[78]

➃東京大会（1964 年）を調べる
『'64 東京オリンピック』
朝日新聞社／編 朝日新聞社 1964 年 [780.69/ﾛ]
開会式、閉会式、競技写真、入賞者一覧、日本選手成績等を記載。

埼玉県（2020 オリンピック・パラリンピック／ラグビーワールドカップ
2019 埼玉県推進委員会）／編 埼玉県 2020 年 [780.69/ｻ]
東京 2020 大会で、埼玉県内で開催される 5 競技の詳細等を記載。

⑥データベースで調べる
2021 年現在、所沢図書館内のインターネット端末でご覧いただけるデータベース
です。オリンピックやパラリンピックに関するニュースや最新の情報が得られます。
★朝日新聞社「聞蔵Ⅱ」
（1879 年～／本館・分館で利用可）
★読売新聞社「ヨミダス歴史館」
（1874 年～／本館・分館で利用可）
★日本経済新聞社｢日経テレコン 21｣（過去 30 年分の記事/本館のみ利用可）
★国立国会図書館デジタルコレクション（本館・分館で利用可）

⑦インターネットで調べる
公益財団法人日本オリンピック委員会

https://www.joc.or.jp/
オリンピック及び各種競技大会の情報、競技紹介や歴史等を掲載。
日本パラリンピック委員 https://www.jsad.or.jp/paralympic/jpc/
パラリンピックの歴史、過去の大会の記録、競技紹介等を掲載。

Tokyo2020 公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技
大会組織委員会 https://tokyo2020.org/ja/
大会の最新ニュース、オリンピック・パラリンピックの歴史、競技ス
ケジュール等を掲載。

