
 

 

 

 

 

 

児童書を中心に、入門的な情報を集めてみました。

『こどもオリンピック新聞』（世界文化社 2016）  

リストは出版年順に掲載されています。（すべて久喜図書館の所蔵資料）

タイトル 著者 出版社 出版年 

オリンピックを楽しむ本 

 ( Ｈｏｗ ｔｏ ｂｏｏｋｓ ) 
鈴木良徳／編 講談社 1963 

 2020 年開催予定だった東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会は新型コロナウィル

スの影響により、2021 年へ開催が延期されました。東京 2020 オリンピックは 2021 年 7 月２

３日（金）～8月 8日（日）に、東京 2020パラリンピックは 2021年 8月 24日（火）～9月 5日

（日）に開催を予定しています。埼玉県でもいくつかの競技が開催予定です。 

 そこで、久喜図書館では、オリンピックやパラリンピックに関連した資料展示を行います。併せて、

1964 年東京オリンピックで使用された第２号ポスターや聖火リレーの参加記念章等も展示しま

す。 

期間：５月 29日（土）～７月 30日（金） 

場所：埼玉県立久喜図書館  

   ２階 公開図書室 画像元：https://www.europeana.eu/en/item/2023009/23096B51_priref_20132 



ギネスブック・オブ・オリンピック 
スタン・グリーンバーグ／

著 
講談社 1984 

オリンピックの本 伊藤公／著 サイマル出版会 1986 

オリンピックものしり小事典 
日本オリンピック・ 

アカデミー／編 
池田書店 1988 

スポーツ・体育ものがたり １４  

オリンピックものがたり 
フォート・キシモト／写真 岩崎書店 1990 

オリンピックおもしろ情報館 １  

オリンピックのスーパースターたち 
田中舘哲彦／著 汐文社 2000 

オリンピックおもしろ情報館 ２  

記録が語るオリンピック 
田中舘哲彦／著 汐文社 2000 

オリンピックおもしろ情報館 ３  

オリンピック熱き闘いと友情 
田中舘哲彦／著 汐文社 2000 

オリンピックがよくわかる ２  

現代のオリンピック 
ハイドン・ミドルトン／著 鈴木出版 2000 

オリンピックがよくわかる ３  

オリンピックの危機 
ハイドン・ミドルトン／著 鈴木出版 2000 

オリンピックがよくわかる ４  

オリンピック・感動の瞬間 
ハイドン・ミドルトン／著 鈴木出版 2000 

オリンピックの大常識 

 ( これだけは知っておきたい １１ ) 
大野益弘／文 ポプラ社 2004 

オリンピック絵事典 ＰＨＰ研究所／編 ＰＨＰ研究所 2004 

しらべよう！かんがえよう！オリンピック １  

しっているようでしらない五輪 
 

ベースボール・ 

マガジン社 
2012 

しらべよう！かんがえよう！オリンピック ２  

五輪記録のひかりとかげ 
 

ベースボール・ 

マガジン社 
2012 

しらべよう！かんがえよう！オリンピック ４  

ハイテクオリンピック 
 

ベースボール・ 

マガジン社 
2012 

オリンピッククイズ 

 ( 熱闘！激闘！スポーツクイズ選手権 １ ) 

スポーツクイズ研究会／

編 
ポプラ社 2012 

写真で見るオリンピック大百科 １  

オリンピックってなに？ 
舛本直文／監修 ポプラ社 2013 

Ｑ＆Ａでわかる！はじめてのスポーツボランティア 

４ オリンピック・パラリンピックに参加！ 
こどもくらぶ／編 

ベースボール・ 

マガジン社 
2014 

オリンピックまるわかり事典 

 ( 楽しい調べ学習シリーズ ) 
ＰＨＰ研究所／編 ＰＨＰ研究所 2014 

オリンピック・パラリンピック大百科 ２  

平和の祭典・オリンピック競技大会 

日本オリンピック・ 

アカデミー／監修 
小峰書店 2016 

オリンピック・パラリンピック大百科 ４  

オリンピックの発展と課題 

日本オリンピック・ 

アカデミー／監修 
小峰書店 2016 

こどもオリンピック新聞  世界文化社 2016 



ＪＯＡ（ジェーオーエー）オリンピック小事典 
日本オリンピック・ 

アカデミー／監修 
メディアパル 2016 

スポーツでひろげる国際理解 ４  

世界をひとつにする国際大会 
中西哲生／監修 文溪堂 2018 

オリンピック・パラリンピックで知る 

世界の国と地域 ２ アジア 

日本オリンピック・ 

アカデミー／監修 
小峰書店 2018 

オリンピック・パラリンピックで知る 

世界の国と地域 ３ ヨーロッパ 

日本オリンピック・ 

アカデミー／監修 
小峰書店 2018 

オリンピック・パラリンピックで知る 

世界の国と地域 ４ ヨーロッパ ２・オセアニア 

日本オリンピック・ 

アカデミー／監修 
小峰書店 2018 

オリンピック・パラリンピックで知る 

世界の国と地域 ５ 南北アメリカ 

日本オリンピック・ 

アカデミー／監修 
小峰書店 2018 

オリンピック・パラリンピックで知る 

世界の国と地域 ６ アフリカ 

日本オリンピック・ 

アカデミー／監修 
小峰書店 2018 

１２の問いから始める 

オリンピック・パラリンピック研究 
坂上 康博／編著 かもがわ出版 2019 

スケートボードや空手など新採用の競技の資料もあります。

『オリンピック・パラリンピッククイズ ３ オリンピック人物編』 

（オリパラクイズ研究会／編 小峰書店 2019．6）

タイトル 著者 出版社 出版年 

オリンピック人間ドラマ 岸本健／著 サイマル出版会 1982 

オリンピックものがたり 

 ( ジュニア・ノンフィクション １４ ) 
前田百基／作 教育出版センター 1984 

オリンピック物語 

 (シリーズきみにおくるすばらしいスポーツ １) 
広畑成志／著 汐文社 1988 

大山倍達正伝 小島一志／著 新潮社 2006 

スケートボーディング、空間、都市 イアン・ボーデン／著 新曜社 2006 

唐手から空手へ 金城裕／著 日本武道館 2011 

オリンピックヒーローたちの物語  

( ポプラ社ノンフィクション １０ ) 
大野益弘／著 ポプラ社 2012 

しらべよう！かんがえよう！オリンピック ３  

金メダリストものがたり 

 ベースボール・ 

マガジン社 
2012 

陸上男子４００ｍリレー山縣・飯塚・桐生・ケンブリッジ 

( チームでつかんだ栄光のメダル ) 
本郷陽二／編 汐文社 2016 



心にのこるオリンピック・パラリンピックの読みもの １ 

夢に向かってチャレンジ！ 
大野益弘／監修 学校図書 2016 

心にのこるオリンピック・パラリンピックの読みもの 

２ 助け合い、支え合って 
大野益弘／監修 学校図書 2016 

心にのこるオリンピック・パラリンピックの読みもの 

３ 世界の人々とつながって 
大野益弘／監修 学校図書 2016 

オリンピック・パラリンピック大百科 ５  

オリンピックのヒーロー・ヒロインたち 

日本オリンピック・ 

アカデミー／監修 
小峰書店 2016 

オリンピック・パラリンピック大百科 ７  

オリンピック競技完全ガイド 

日本オリンピック・ 

アカデミー／監修 
小峰書店 2016 

ほんとうにあったオリンピックストーリーズ  

( 講談社青い鳥文庫 Ａ２－１ ) 

日本オリンピック・ 

アカデミー／監修 
講談社 2016 

１２歳の約束 ( 小学館ジュニア文庫 ジや－７－１ ) 矢内由美子／著 小学館 2016 

心にのこるオリンピック・パラリンピックの読みもの 

別巻 リオから東京へ、つながる夢 
大野益弘／監修 学校図書 2017 

クーベルタン 

 (オリンピック・パラリンピックにつくした人びと) 
大野益弘／文 小峰書店 2018 

金栗四三(オリンピック・パラリンピックにつくした人びと) 佐野 慎輔／文 小峰書店 2018 

ルールと見どころ！オリンピック・パラリンピック全競

技 １ 陸上競技 自転車競技 スケートボードほか 

日本オリンピック・ 

アカデミー／監修 
ポプラ社 2018 

ルールと見どころ！オリンピック・パラリンピック全競

技 ２ 水泳 カヌー サーフィンほか 

日本オリンピック・ 

アカデミー／監修 
ポプラ社 2018 

ルールと見どころ！オリンピック・パラリンピック全競

技 ３ 体操 レスリング 柔道ほか 

日本オリンピック・ 

アカデミー／監修 
ポプラ社 2018 

ルールと見どころ！オリンピック・パラリンピック全競

技 ４ サッカー バレーボール テニスほか 

日本オリンピック・ 

アカデミー／監修 
ポプラ社 2018 

ルールと見どころ！オリンピック・パラリンピック全競

技 ５ スキー スケート カーリングほか 

日本オリンピック・ 

アカデミー／監修 
ポプラ社 2018 

オリンピック パラリンピックのスゴイ話  

( ポプラポケット文庫 ８１３－１ ) 
大野 益弘／著 ポプラ社 2019 

嘉納治五郎 

 (波乱に満ちておもしろい！ストーリーで楽しむ伝記 ５ ) 
石崎 洋司／著 岩崎書店 2019 

人見絹枝 ( オリンピック・パラリンピックにつくした人びと ) 大野 益弘／文 小峰書店 2019 

オリンピック・パラリンピッククイズ ２  

オリンピック競技編 
オリパラクイズ研究会／編 小峰書店 2019 

オリンピック・パラリンピッククイズ ３  

オリンピック人物編 
オリパラクイズ研究会／編 小峰書店 2019 

歴史を変えた５０人の女性アスリートたち 
レイチェル・イグノトフスキ

ー／著 
創元社 2019 

日本のパラリンピックを創った男中村裕 

 ( １４歳からの地図 ) 
鈴木 款／著 講談社 2019 



オリンピック パラリンピックのスゴイ話  

( ポプラポケット文庫 ８１３－２ ) 
大野 益弘／著 ポプラ社 2020 

空手道 小山 正辰／著 日本武道館 2020 

がんばれ！ニッポンの星オリンピックのスターたち 

( 集英社みらい文庫 お－６－３ ) 
オグマ ナオト／著 集英社 2020 

オリンピック パラリンピックのスゴイ話 ライバル・友

情編 ( ポプラポケット文庫 ８１３－３ ) 
大野 益弘／著 ポプラ社 2020 

ぼくらしく、おどる ( ヒューマン・ノンフィクション ) 大前 光市／著 学研プラス 2020 

パラリンピックとスペシャルオリンピックスの資料を集めてみました。

『今日もどこかでスペシャルオリンピックス』 

（植松二郎／文 佼成出版社 2004．１）

タイトル 著者 出版社 出版年 

パラリンピックへの招待 中村太郎／著 岩波書店 2002 

今日もどこかでスペシャルオリンピックス  

( 感動ノンフィクションシリーズ ) 
植松二郎／文 佼成出版社 2004 

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 

まるわかり！パラリンピック 〔１〕  

パラリンピックってなんだろう？ 

日本障がい者スポーツ

協会／監修 
文研出版 2014 

まるわかり！パラリンピック 〔２〕  

スピード勝負！夏の競技 

日本障がい者スポーツ

協会／監修 
文研出版 2014 

まるわかり！パラリンピック 〔３〕  

チームでたたかう！夏の競技 

日本障がい者スポーツ

協会／監修 
文研出版 2014 

まるわかり！パラリンピック 〔４〕  

限界をこえる！夏の競技 

日本障がい者スポーツ

協会／監修 
文研出版 2015 

まるわかり！パラリンピック 〔５〕  

雪・氷のうえで競う！冬の競技 

日本障がい者スポーツ

協会／監修 
文研出版 2015 

写真で見るオリンピック大百科  

別巻 パラリンピックってなに？ 
舛本直文／監修 ポプラ社 2014 

障がい者スポーツ大百科 １  

障がい者スポーツって、なに？ 
大熊廣明／監修 六耀社 2016 

オリンピック・パラリンピック大百科 ６  

パラリンピックと障がい者スポーツ 

日本オリンピック・ 

アカデミー／監修 
小峰書店 2016 



パラリンピックの楽しみ方 藤田紀昭／著 小学館 2016 

パラスポーツルールブック 
コンデックス情報研究所

／編著 
清水書院 2016 

障がい者スポーツ大百科 ２  

いろいろな競技を見てみよう 
大熊廣明／監修 六耀社 2017 

よくわかる障がい者スポーツ 

 ( 楽しい調べ学習シリーズ ) 
藤田紀昭／監修 ＰＨＰ研究所 2017 

障がい者スポーツ大百科 ３  

国際大会と国内大会 
大熊廣明／監修 六耀社 2017 

障がい者スポーツ大百科 ４  

挑戦者たちとささえる人たち 
大熊廣明／監修 六耀社 2017 

パラリンピック大百科 陶山哲夫／監修 清水書院 2017 

可能性は無限大 ( パラリンピックのアスリートたち ) 高橋うらら／文 新日本出版社 2018 

ルールと見どころ！オリンピック・パラリンピック

全競技 ６ パラ陸上競技 車いすテニス ボッチャほか 

日本オリンピック・ 

アカデミー／監修 
ポプラ社 2018 

パラスポーツ・ボランティア入門 松尾 哲矢／編 旬報社 2019 

オリンピック・パラリンピッククイズ ４  

パラリンピック編 

オリパラクイズ研究会／

編 
小峰書店 2019 

日本の知的障害者スポーツと 

スペシャルオリンピックス 
田引 俊和／著 かもがわ出版 2020 

パラアスリートたちの挑戦 １  

進化する道具で挑戦！ 
越智 貴雄／写真 文 童心社 2020 

パラアスリートたちの挑戦 ２  

開発された競技に挑戦！ 
越智 貴雄／写真 文 童心社 2020 

パラアスリートたちの挑戦 ３  

選手の目となり手となり足となる 
越智 貴雄／写真 文 童心社 2020 

パラアスリートたちの挑戦 ４  

夢を追うパラアスリート 
越智 貴雄／写真 文 童心社 2020 

パラアスリートたちの挑戦 ５  

信じる気持ちが世界を変えていく 
越智 貴雄／写真 文 童心社 2020 

これまでの東京オリンピックを振り返りながら、これからについて考えてみませんか。

東京オリンピック 文学者の見た世紀の祭典

（講談社／編  講談社 1965）



タイトル 著者 出版社 出版年 

オリムピックの書 大日本体育協会／編 三省堂 1936 

オリンピック 東竜太郎／著 わせだ書房 1962 

目ざせ！東京オリンピック 
長谷川敬三， 

高木公三郎／著 
学芸出版社 1962 

オリンピックのすべて 鈴木良徳／編 講談社 1964 

東京オリンピック記念特集 学習研究社／編 学習研究社 1964 

オリンピック東京大会協力の記録 防衛庁／編 防衛庁 1965 

東京オリンピック 講談社／編 講談社 1965 

オリンピックと放送 ( 丸善ライブラリー ０２３ ) 西田善夫／著 丸善 1991 

幻のオリンピック ( ちくまプリマーブックス ６１ ) 川成洋／著 筑摩書房 1992 

東京オリンピックの社会経済史 老川慶喜／編著 
日本経済評論

社 
2009 

幻の東京オリンピックとその時代 坂上康博／編著 青弓社 2009 

ＳＡＹＯＮＡＲＡ国立競技場５６年の軌跡  
日本スポーツ振興セ

ンター 
2014 

地図で読み解く東京五輪 ( ベスト新書 ４５３ ) 竹内正浩／著 ベストセラーズ 2014 

時代背景から考える日本の６つのオリンピック 

１ １９４０年東京・札幌＆１９６４年東京大会 
稲葉茂勝／文 

ベースボール・ 

マガジン社 
2015 

時代背景から考える日本の６つのオリンピック 

３ ２０２０年東京大会 
稲葉茂勝／文 

ベースボール・ 

マガジン社 
2015 

幻の東京五輪・万博１９４０ 夫馬信一／著 原書房 2016 

オリンピック・パラリンピック大百科 １  

２つの東京オリンピック 

日本オリンピック・ 

アカデミー／監修 
小峰書店 2016 

オリンピック・パラリンピック大百科 別巻  

リオから東京へ 

日本オリンピック・ 

アカデミー／監修 
小峰書店 2017 

２０２０年東京オリンピックの研究 中村祐司／著 成文堂 2018 

３つの東京オリンピックを大研究 １  

１９４０年まぼろしの東京オリンピック 

日本オリンピック・ 

アカデミー／監修 
岩崎書店 2018 

３つの東京オリンピックを大研究 ２  

１９６４年はじめての東京オリンピック 

日本オリンピック・ 

アカデミー／監修 
岩崎書店 2018 

３つの東京オリンピックを大研究 ３  

２０２０年東京オリンピック・パラリンピック 

日本オリンピック・ 

アカデミー／監修 
岩崎書店 2018 

東洋のスポーツの中心地東京 真田 久／監修 極東書店 2018 

〈東京オリンピック〉の誕生 浜田幸絵／著 吉川弘文館 2018 

〈ニッポン〉のオリンピック 小路田泰直／編著 青弓社 2018 



古代オリンピックから近代大会までの歩みを楽しめます。

『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  2018.1） 

タイトル 著者 出版社 出版年 

オリンピックの回想 
ピエ－ル・ド・クベルタン

／著 

ベ－スボ－ル・ 

マガジン社 
1962 

少年少女ものがたり百科 ２０ 世界のオリンピック  偕成社 1969 

少年少女体育全集 第２ オリンピックの歩み  ポプラ社 1971 

オリンピック紀行 ( ベルブックス ) 鈴木良徳／著 日本交通公社 1972 

古代オリンピックの歴史 フェレンス・メゾー／著 
ベースボール・ 

マガジン社 
1973 

オリンピックの歴史 ( スポーツ全集 １０ ) 鈴木良徳／〔著〕 ポプラ社 1975 

栄光のドキュメント 北出清五郎／著 
日本放送出版

協会 
1976 

オリンピア ( 中公新書 ２２ ) 村川堅太郎／著 中央公論社 1981 

古代オリンピア英雄伝 Ｋ．パレオロゴス／著 
ベースボール・ 

マガジン社 
1982 

オリンピックと近代 ジョン・Ｊ．マカルーン／著 平凡社 1988 

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 

オリンピア 沢木耕太郎／著 集英社 1998 

オリンピックがよくわかる １  

古代のオリンピック 
ハイドン・ミドルトン／著 鈴木出版 2000 

ギリシアの古代オリンピック 楠見千鶴子／著 講談社 2004 

驚異の古代オリンピック トニー・ペロテット／著 河出書房新社 2004 

古代オリンピック ( 岩波新書 新赤版９０１ ) 桜井万里子／編 岩波書店 2004 

ドイツ・１９３６年 名取洋之助／写真 岩波書店 2006 

ベルリン・オリンピック１９３６ 
デイヴィッド・クレイ・ラー

ジ／著 
白水社 2008 

１９世紀のオリンピア競技祭  

( スポーツ人類学ドクター論文集 ) 
真田久／著 明和出版 2011 

写真で見るオリンピック大百科 ２  

１８９６年アテネ～１９６４年冬季インスブルック 
舛本直文／監修 ポプラ社 2013 



写真で見るオリンピック大百科 ３  

１９６４年東京～１９８０年モスクワ 
舛本直文／監修 ポプラ社 2013 

写真で見るオリンピック大百科 ４  

１９８４年冬季サラエボ～１９９８年冬季長野 
舛本直文／監修 ポプラ社 2013 

写真で見るオリンピック大百科 ５  

２０００年シドニー～２０１２年ロンドン 
舛本直文／監修 ポプラ社 2013 

写真で見るオリンピック大百科 ６  

２０１４年冬季ソチ～２０１６年リオデジャネイロ 
舛本直文／監修 ポプラ社 2017 

時代背景から考える日本の６つのオリンピック 

２ １９７２年札幌大会＆１９９８年長野大会 
稲葉茂勝／文 

ベースボール・ 

マガジン社 
2015 

オリンピック・パラリンピック大百科 ３  

オリンピックの歴史古代から近代へ 

日本オリンピック・ 

アカデミー／監修 
小峰書店 2016 

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 

オリンピック秘史 ジュールズ・ボイコフ／著 早川書房 2018 

オリンピック・パラリンピックで知る世界の国と

地域 １ オリンピック・パラリンピックの歴史 

日本オリンピック・ 

アカデミー／監修 
小峰書店 2018 

オリンピック・パラリンピッククイズ １  

オリンピック歴史編 

日本オリンピック・ 

アカデミー／監修 
小峰書店 2019 

 オリンピックやスポーツについてさらに理解を深めてみませんか。 

『オリンピックはなぜ世界最大のイベントに成長したのか』 

（マイケル・ペイン／著 サンクチュアリ出版 2008）

タイトル 著者 出版社 出版年 

オリンピック裏話 鈴木正／著 日本体育社 1956 

オリンピック雑記帳 与謝野秀／著 毎日新聞社 1965 

少年少女体育全集 第１ スポーツの歴史  ポプラ社 1969 

スポーツの夜明け ( かもしか文庫 ７ ) 城丸章夫／〔共著〕 新日本出版社 1974 

オリンピックの内幕 ジェフリー・ミラー／著 サイマル出版会 1980 

オリンピックとアマチュアリズム 清川正二／著 
ベースボール・ 

マガジン社 
1986 

人と仕事 ４ スポーツに生きる  大月書店 1987 

３７億人のテレビンピック 須田泰明／著 創文企画 2002 

スポーツイベントの経済学 ( 平凡社新書 １４５ ) 原田宗彦／著 平凡社 2002 

オリンピック標語の考察 中村敏雄／編 創文企画 2002 



 ( スポーツ文化論シリーズ １１ ) 

オリンピックのすべて ジム・パリー／著 大修館書店 2008 

オリンピックはなぜ、世界最大のイベントに 

成長したのか 
マイケル・ペイン／著 グランドライン 2008 

〈オリンピックの遺産〉の社会学 石坂友司／編著 青弓社 2013 

オリンピックマーケティング アラン・フェラン／〔著〕 
スタジオタック 

クリエイティブ 
2013 

知の饗宴としてのオリンピック 石堂典秀／編著 エイデル研究所 2016 

日本におけるメディア・オリンピックの誕生  

(Ｍｉｎｅｒｖａ社会学叢書５１ ) 
浜田幸絵／著 ミネルヴァ書房 2016 

オリンピック教育 ローラント・ナウル／著 大修館書店 2016 

学問としてのオリンピック 橋場弦／編 山川出版社 2016 

多角化視点で学ぶオリンピック・パラリンピック 相原正道／著 晃洋書房 2017 

おもしろい！スポーツの物理 ( 世の中への扉 ) 望月修／著 講談社 2018 

オリンピックをささえるスポーツ・テクノロジー１施設 スポーツデザイン研究所／編著 汐文社 2019 

オリンピックをささえるスポーツ・テクノロジー２器具 スポーツデザイン研究所／編著 汐文社 2020 

オリンピックをささえるスポーツ・テクノロジー３用具 スポーツデザイン研究所／編著 汐文社 2020 

未完のオリンピック 石坂 友司／編著 かもがわ出版 2020 
 
 
 
 
 
 
 

① 「羊飼い」 

p.23 『こどもオリンピック新聞』（世界文化社 2016) 

② 「近くを通った子どもに代わりに出場してもらった」 

p.104 『オリンピック・パラリンピッククイズ ３ オリンピック人物編』 

（オリパラクイズ研究会／編  小峰書店  2019) 

③「スペシャルオリンピックスは、大会の名前だけをしめすものではなくて、トレーニングプログラムや、そのす

べてのスポーツ活動そのものをしめす言葉だ」 

p.10 『今日もどこかでスペシャルオリンピックス』(植松二郎／文 佼成出版社 ２００４） 

④ 「重量挙げ」  

p.60 『東京オリンピック 文学者の見た世紀の祭典』 (講談社／編  講談社 1965） 

⑤ 「クーベルタン」 

p.2 『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） 

⑥ 「ベルリン」  

p.424 『オリンピックはなぜ世界最大のイベントに成長したのか』(サンクチュアリ出版 ２００８） 

 

 


