
 

 

 

 

「スポーツで世界がつながる」 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【展示期間】 

令和２年５月２９日(金)～６月２１日(日) 
 

【会場】 
広島市立中央図書館 ２階 展示ホール 

 
【主催】 
広島市立中央図書館 

 

 

  

企画展  
展示資料リスト 

 



№ 書     名 著者名 出版者 出版年

1 オリンピック東京大会特集　Ｎｏ．１　 中国新聞社 1964

2 オリンピック東京大会特集　Ｎｏ．２　 中国新聞社 1964

3 オリンピック東京大会特集　Ｎｏ．３　 中国新聞社 1964

4 オリンピック東京大会特集　Ｎｏ．４　 中国新聞社 1964

5 東京オリンピック 世界文化社 1964

6 嘉納治五郎
嘉納先生伝記編纂会／
〔編〕

講道館 1977

7 昭和史全記録 毎日新聞社 1989

8 日録２０世紀　１９６４　昭和３９年 講談社／〔編〕 講談社 1997

9 東京オリンピック
朝日新聞出版週刊朝日編
集部／編

朝日新聞出版 2013

10 東京オリンピックと新幹線
東京都江戸東京博物館／
編著

青幻舎 2014

11 地図と写真で見る　東京オリンピック１９６４ ブルーガイド編集部／編集 実業之日本社 2015

12 〈東京オリンピック〉の誕生 浜田　幸絵／著 吉川弘文館 2018

№ 図　　表 　名

13 東京１９６４大会のレガシー

№ 図　　表 　名

14 【アジア】

15 【オセアニア】

16 【アメリカ】

17 【ヨーロッパ】

18 【アフリカ】

№ 書     名 著者名 出版者 出版年

19 オリンピックと日本スポーツ史 日本体育協会 1952

五輪を拓く

国・地域名：東京都ＨＰ

国旗：外務省HP

国技・盛んなスポーツ：『世界の国旗図鑑』　主婦の友社　２０２０

１９６４年第１８回（夏季）東京大会

提　　供

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
ＨＰ

出　　典

２０２１年第３２回（夏季）東京大会参加予定国・地域の国技および盛んなスポーツ

1



20 オリンピック 報知新聞社／編 報知新聞社 1963

21 新体育学講座　第１巻 逍遙書院 1974

22 古代オリンピック
ニコラオス・ヤルウリス／監
修

講談社 1981

23 オリンピックと近代 ジョン・Ｊ・マカルーン／著 平凡社 1988

24 オリンピック憲章　１９９２年版
日本オリンピック委員会／
〔編〕

日本オリンピック委員会 1992

25 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

26 古代オリンピック ジュディス・スワドリング／著 日本放送出版協会 1994

27 写真と記録で見る　近代オリンピックと日本 アマチュア・スポーツ研究会／編 日本地方新聞協会 1997

28 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

29 オリンピック全史
デイビッド・ゴールドブラット
／著

原書房 2018

30 ＪＯＡオリンピック小事典 ２０２０ 増補改訂版
日本オリンピック・アカデ
ミー／編著

メディアパル 2019

№ 書     名 著者名 出版者 出版年

31 昭和　第１３巻 講談社／編集 講談社 1990

32 東京オリンピック１９６４・２０１６ メディアパル 2006

№ 品　　名

33 記念切手

34 記念コイン

№ 書     名 著者名 出版者 出版年

35 エスキーテニス 菊地　邦雄／著 杏林書院 1978

36 ニュー・スポーツ百科 清水　良隆／編 大修館書店 1997

37 ニュースポーツ１００　２００２年版
自由時間デザイン研究会
／編著

評言社 2002

38 エスキーテニス　健康と幸せを呼ぶ 日本エスキーテニス連盟 不明

39 エスキーテニス　平和への願いが込められて誕生した 日本エスキーテニス連盟 不明

提　　供

個人蔵

個人蔵

広島発祥のスポーツ～エスキーテニス

記念切手・記念コイン
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№ 書     名 著者名 出版者 出版年

40 サーフィン 井坂　啓美／著 成美堂出版 1983

41 空手道上達ＢＯＯＫ 前田　利明／監修 成美堂出版 2003

42 最強を極める空手入門 緑　健児／著 ベースボール・マガジン社 2006

43 スケートボードを楽しくする本　ベーシック編 吉田　徹／監修 マリン企画 2007

44 オリンピック野球日本代表物語 横尾　弘一／著 ダイヤモンド社 2008

45 ＤＶＤ上達レッスンソフトボール 湘南ベルマーレ／監修 成美堂出版 2008

46 実践テクを極める！ボルダリングレベルアップのコツ 渡邉　数馬／監修 メイツ出版 2014

47 ボルダリング基本ムーブと攻略法 野口　啓代／監修 実業之日本社 2017

№ 書     名 著者名 出版者 出版年

48 東京五輪音頭－２０２０－［ＣＤ］ 東京２０２０組織委員会 2018

49 綾瀬はるかｍｅｅｔｓ　Ｂｅａｕｔｉｆｕｌ　Ａｔｈｌｅｔｅｓ パナソニック株式会社／編 ＰＨＰ研究所 2020

50
週刊朝日２０２０年２月２５日増刊号
東京２０２０オリンピック読本

朝日新聞社／朝日新聞出版 2020

№ 書     名 著者名 出版者 出版年

51 スピードスケート 鈴木　恵一／著 講談社 1974

52 初めてのカヌーイング 山口　徹正／著 大泉書店 1990

53 基本レッスン女子柔道 柳沢　久／著 大修館書店 1992

54 競技スキー教程　フリースタイルスキー編 全日本スキー連盟／編著 スキージャーナル 2000

55 基本から戦術までバレーボール 吉田　清司／著 日東書院 2002

56 確実に上達するバドミントン 喜多　努／著 実業之日本社 2006

57 テニス上達テクニック 松岡　修造／監修・モデル 成美堂出版 2007

58 글로벌태권도　（증보판）　【グローバルテコンドー】 이　교윤　【イ　キョユン】／著 조은　【チョウン】　 2008

59 試合で大活躍できる！ハンドボール上達のコツ５０ 松井　幸嗣／監修 メイツ出版 2010

60 女子柔道の歴史と課題 山口　香／著 日本武道館 2012

61 カヌー＆カヤック入門 辰野　勇／著 山と溪谷社 2013

競技種目の広がり

２０２１年第３２回（夏季）東京大会新競技

東京で開く
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62 新みんなのカーリング 小川　豊和／監修 学研教育出版 2014

63 勝つ！ハンドボール上達のコツ５０ 萩原　正芳／監修 メイツ出版 2015

64 バドミントンの戦い方 藤本　ホセマリ／著 ベースボール・マガジン社 2018

65 テニスの戦い方 丸山　淳一／著 ベースボール・マガジン社 2019

№ 書     名 著者名 出版者 出版年

66 パラリンピック物語 土方　正志／文 リトル・モア 1998

67 車椅子のＪリーガー 京谷　和幸／著 主婦の友社 2000

68 闘う「車いす」 土方　正志／著 日刊工業新聞社 2000

69 ケンタウロス、走る！ 土方　正志／著 文芸春秋 2001

70 日本の障害者スポーツ　３ 藤田　紀昭／監修 日本図書センター 2001

71 パラリンピックへの招待 中村　太郎／著 岩波書店 2002

72 障害者とスポーツ 高橋　明／著 岩波書店 2004

73 パラリンピックがくれた贈り物 佐々木　華子／著 メディアファクトリー 2004

74 心眼で射止めた金メダル 宮崎　恵理／著 新潮社 2007

75 輝け！日本女子シッティングバレーボール 真野　嘉久／著 講談社 2008

76 自信は生きる力なり 遠藤　隆行／著 青志社 2010

77 身体障がい者スポーツ完全ガイド 土田　和歌子／著 東邦出版 2010

78 ようこそ、障害者スポーツへ 伊藤　数子／著 廣済堂出版 2012

79 パラリンピックからの贈りもの 平山　讓／著 ＰＨＰ研究所 2012

80 すべての人が輝く、みんなのスポーツを 芝田　徳造／編 クリエイツかもがわ 2015

81 知的障害児・者のスポーツ 丹野　哲也／監修 東洋館出版社 2016

82 パラスポーツルールブック 陶山　哲夫／監修 清水書院 2016

83 パラリンピックを学ぶ 平田　竹男／編著 早稲田大学出版部 2016

84 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

85 義足のアスリート山本篤 鈴木　祐子／著 東洋館出版社 2017

86 パラスポーツ・ボランティア入門 松尾　哲矢／編 旬報社 2019

障害者スポーツ
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№ 書     名 著者名 出版者 出版年

87 ミュンヘン　’７２ オリンピック讃歌 毎日新聞社／編 毎日新聞社 1972

88 モントリオール・オリンピック写真集 時事通信社／〔編〕 時事通信社 1976

89 ザ・ヒーロー 朝日新聞社／編 朝日新聞社 1984

90 Ｓｅｏｕｌ’８８ ＩＭＳ　Ｓｔｕｄｉｏ　６／編集 ベースボール・マガジン社 1988

91 Ｂａｒｃｅｌｏｎａ’９２ ＩＭＳ　Ｓｔｕｄｉｏ　６／編集 ベースボール・マガジン社 1992

92 アトランタ・オリンピック１９９６ 山陽新聞社 1996

93 メダリストの肖像　シドニーオリンピック 朝日新聞社／編 朝日新聞社 2000

94 アテネオリンピック日本代表選手写真集 フォート・キシモト／写真 洋泉社 2004

95 ＬＯＮＤＯＮ２０１２ 朝日新聞出版 2012

№ 書     名 著者名 出版者 出版年

96 カルガリー’８８ ＩＭＳ　Ｓｔｕｄｉｏ　６／編集 ベースボール・マガジン社 1988

97 アルベールビル’９２ ＩＭＳ　Ｓｔｕｄｉｏ　６／編集 ベースボール・マガジン社 1992

98 リレハンメル’９４ ＩＭＳ　Ｓｔｕｄｉｏ　６／編集 ベースボール・マガジン社 1994

99 世界からひとつの花になるために 文部省／著 第一法規出版 1994

100 長野オリンピック　公式ガイドブック 信濃毎日新聞社／編集
長野オリンピック冬季競技
大会組織委員会

1997

101 長野オリンピック１９９８ ＩＭＳ　Ｓｔｕｄｉｏ　６／編集 ベースボール・マガジン社 1998

102 長野冬季オリンピック全紙面 朝日新聞社 1998

103 （財）日本オリンピック委員会公式写真集２００２
日本オリンピック委員会／
監修

ぴあ 2002

104 トリノオリンピック日本代表選手写真集 フォート・キシモト／写真 ジャニス 2006

105 （財）日本オリンピック委員会公式写真集２０１０
日本オリンピック委員会／
監修

アフロ 2010

№ 書     名 著者名 出版者 出版年

106 陸上競技マガジン　２００５年１０月号 ベースボール・マガジン社 2005

107 為末大　走りの極意 為末　大／著 ベースボール・マガジン社 2007

108 陸上競技マガジン　２０１２年６月号 ベースボール・マガジン社 2012

広島ゆかりの選手➀

夏季五輪を記憶する

冬季五輪を記憶する
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109 岡本綾子 岡本　綾子／著 日本図書センター 2012

110 岡本綾子　情熱と挑戦 岡本　綾子／著 日本経済新聞出版社 2013

111 週刊ベースボール　２０１５年１２月２１日 ベースボール・マガジン社　 2015

112 陸上競技マガジン　２０１５年５月号 ベースボール・マガジン社 2015

113 黒田博樹　凱旋記念号 ベースボール・マガジン社 2015

114 決めて断つ 黒田　博樹／〔著〕 ベストセラーズ 2015

115 サッカーＵ－２３伝説の始まり 戸塚　啓／編著 洋泉社 2016

116 黒田博樹　２００勝の軌跡 生島　淳／文 ヨシモトブックス 2016

117 週刊ベースボール　２０１７年１２月２５日 ベースボール・マガジン社　 2017

118 山縣亮太　１００メートル９秒台への挑戦 仲田　健／著 学研プラス 2017

119 町田樹の世界
ワールド・フィギュアスケー
ト／編

新書館 2018

120 考えるから速く走れる 浅野　拓磨／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2018

№ 書     名 著者名 出版者 出版年

121 オリンピック大会と日本 吉住　晋策／著 万有社 1951

122 ２１世紀への遺言 織田　幹雄／著 ベースボール・マガジン社 1975

123
日本初のゴールドメダリスト
織田幹雄さんへのインタビュー

荒井　貞光／編著 広島都市生活研究会 1983

124 直伝・猫田勝敏の名人芸トス 猫田　勝敏／著 日本文化出版 1983

125 猫田は生きている　第１部 小泉　志津男／著 笠倉出版社 1984

126 猫田は生きている　第２部 小泉　志津男／著 笠倉出版社 1984

127 父さん、お帰りなさい。 猫田　礼子／著 日本文化出版 1984

128 織田幹雄　スポーツ資料目録 広島市企画調整局／編 広島都市生活研究会 1985

129 織田幹雄 中国新聞社／編 広島県 1991

130 心やさしき勝利者たち 日本テレビ放送網 1993

131 織田幹雄 織田　幹雄／著 日本図書センター 1997

132 １０１個の金メダル トランスフォーマー 2000

133 リオデジャネイロオリンピック２０１６報道写真集 中国新聞社 2016

134 アフター１９６４東京オリンピック カルロス矢吹／著 サイゾー 2019

135 そもそもオリンピック アーサー・ビナード／作 玉川大学出版部 2020

広島ゆかりの選手②
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№ 書     名 著者名 出版者 出版年

136 ピクトグラム〈絵文字〉デザイン 太田　幸夫／著 柏書房 1987

137 絵文字５１０ 国弘　ひろし／編 パワー社 1988

138 ピクトグラムのおはなし 太田　幸夫／著 日本規格協会 1995

139 ピクトグラム＆アイコングラフィックス ピエ・ブックス 2002

140 世界のサインとマーク 村越　愛策／監修 世界文化社 2002

141 マークの秘密がわかる本
全国素朴な疑問研究会／
編著

日東書院本社 2008

№ 図　　表 　名

142
東京２０２０オリンピックスポーツピクトグラム
スライド資料（７枚）

№ 品　　名

143
東京２０２０パラリンピックスポーツピクトグラ
ムかるた

144
東京２０２０オリンピックスポーツピクトグラム
カード　ミライトワのこのピクトなーんだ？

145
東京２０２０パラリンピックスポーツピクトグラ
ムカード　ソメイティのこのピクトなーんだ？

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ＨＰ

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ＨＰ

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ＨＰ

絵で伝える

提　　供

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ＨＰ

提　　供
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