
歴史を調べる 

 
◆『ビジュアル博物館 第 79 巻 
         オリンピック』 

  同朋舎（Ｊ033/ﾋﾞｼﾞ/79 自動化書庫）   

◆『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』 

小峰書店（J780/ｵﾘ/3  児童室） 

 

      理念を調べる 

 
◆『戦争体験を「語り」・「継ぐ」』 
  大石 学∥監修  学研プラス  

（Ｊ319/ｾﾝ 児童室） 

◆『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』 
 稲葉 茂勝∥訳・著 ベースボール・マガジン社 

   （Ｊ780/ｼﾗ/1 児童室） 

 

   活やくした人々を調べる 
 

◆『スポーツ感動物語 第 2 期 1～12』 
  学研教育出版（Ｊ780/ｽﾎﾟ/2-1～12 児童室） 

◆『チームでつかんだ栄光のメダル [1]』 
本郷 陽二∥編  汐文社（J780/ﾁﾑ/1 児童室） 

 

  
   こんな本も読んでみよう。 

       

◆『Q&A でわかる!  

はじめてのスポーツボランティア 4』  

   こどもくらぶ∥編  ベースボール・マガジン社 

  （J780/ｷﾕ/4 児童室） 

   
  大人むけの本ものぞいてみよう。 

       
 

◆『16 歳から知るオリンピックの軌跡』 

清水 ひろし∥著 彩流社 

（Y780.69/ｼﾐ ユースコーナー） 

 

◆『これならわかる 

オリンピックの歴史 Q&A』 

石出 法太・石出 みどり∥共著 

      大月書店（780.69/ｲｼ 一般開架）  

雑誌で調べる 

 

（かしだしできない資料です。図書館でよんでね） 

◆『子供の科学』誠文堂新光社（自動化書庫） 

・2016. 8 月号  p.12～21 

 「特集、大解剖アスリートの体」 

・2014. 2 月号 p.28～31 

 「科学の目で見るフィギュアスケート」 
  

    インターネットで調べる  

 

（最終確認日 2018.12. 20） 

◆公益財団法人  日本オリンピック委員会  

https://www.joc.or.jp/ 

 

◆国際子ども図書館子どもＯＰＡＣ 
  ほかにどんな本があるか、調べることができます。 

  http://iss.ndl.go.jp/children/top 
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わからないこと、もっとくわしく

知りたい人は、図書館のスタッフ

に聞いてみてね。 

 

 

 

でんわ：０１９－６０６－１７３０ 

ファックス：０１９－６０６－１７３１ 

http://www.library.pref.iwate.jp/ 

 

 

 

スポーツなのに、平和の祭典

とよばれるのはなぜ？ いつ

から、はじまったのかな？ 

パスファインダーとは、いろい

ろなことを調べるときに役にた

つ「道しるべ」のことです。 

子どもむけパスファインダー No.34 

オリンピック 



 
 

『調べよう!考えよう! 選手を 

ささえる人たち 1～4』 
中嶋 舞子∥著 大熊 廣明∥監修 

ベースボール・マガジン社 

（J780/ﾅｶ） 

 

   

『ギリシャ』 

 

  まずはキーワードを考えよう。 

しらべる手がかりになるカギだよ！ 

 

 

 

 

大まかに知りたいときは、じてんを 

開いてみよう。じてんではキーワー   

ドをみつけることもできるよ。 

 

 ◆『総合百科事典 ポプラディア』 

    ポプラ社 （JR031/ｿｳ） 

 

 ◆『きっずジャポニカ』 

   小学館 （JR031/ｷﾂ） 

 

 説明文のなかから、心にのこったことば

をひろってごらん― それもキーワード。 

  
＼ ほら、キーワードがふえたよ！／ 

 

アテネ クーベルタン 夏季・冬季    

IOC（国際オリンピック委員会） 五輪 

四年ごと 平和の祭典 アスリート 

 

   どんな本で調べたらいいか、わから

ないときはこの本を開いてみよう。  

 

◆『どの本で調べるか』 

       リブリオ出版 （JR028/ﾄﾞﾉ） 

             

 OPAC
オ ー パ ッ ク

でけんさく 

本をさがそう！ 

 

OPAC は図書館の資料を探すコンピュ

ーター。キーワードや本のタイトルを入力

してけんさくしよう。インターネットで調

べるときも、キーワードはかつやくするよ。 

 

 ＼こんな本、見つけた！／ 

          

 

 

 

国際オリンピック委員会 

（IOC）は、いつつくられ

たのか。どんな活動をして 

いるのか。本部はどこにあるのか。成 

り立ちや目的など調べることができます。 

 

 

 

 

 

 

オリンピックで選手が活や

くできるのは、たくさんの人々のささえが

あるからです。裏でささえる人々に目を向

け、選手とともにある姿を紹介しています。 

 

 

 

 

近代オリンピックの創始者 

ピエール・ド・クーベルタン

の若い日のできごとが紹介されています。

スポーツで、世界の人々が一つになること

を考えた、その理由を知ることができます。 

 

 

 

ジェン グリーン∥著  

グレッグ アンダーソン・ 

コスタス フラソプロス∥監修 

ほるぷ出版（J293/ｸﾞﾘ） 
 
古代オリンピックがおこ 

なわれていたギリシャ。 

現在も聖火の採火式がおこなわれています。

オリンピックと深いかかわりを持つこの国

を、調べてみましょう。 
 

   

 

 
 
        

1896 年の第 1 回アテネオ  

    リンピックから、2012 年

ロンドンオリンピックまで、そのときどき

の大会の様子や出来事を新聞記事を読むよ

うに、興味深く紹介してくれます。 

『どこから読んでも面白い 

こどもオリンピック新聞』 

世界文化社（J780/ｺﾄﾞ） 

 

 

 

『国際組織』 

渡部 茂己・阿部 浩己∥監修 

ポプラ社 （J329/ｺｸ） 

   

 

 

 

『夢をもとめた人びと ６ 
        国際社会』 

玉川学園∥編 

玉川大学出版部 （J280/ｺｳ 24/6）  

オーパック 
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