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資源_資料ID 書誌_タイトル 書誌_著者名 書誌_出版者 資源_請求記号

0003078920 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 210.76/OI
0003198481 JPNドーピング・データベース : 世界ドーピング防止規程禁止表国際基準 第2版 じほう 780.19/JP
0002578056 IOC医事規程とJPNドーピング・データベース 1997年度版 日本オリンピック委員会アンチ ぎょうせい 780.19/NI/1997
0002599662 スポーツとアンチ・ドーピング 全国体育系大学学長・学部長会編ブックハウス・エイチ780.19/ZE
0003016831 ドーピングの社会学 : 近代競技スポーツの臨界点 カール-ハインリッヒ・ベッテ, ウ不昧堂出版 780.13/BE
0002823083 クリーンアスリートをめざして : 陸上競技者のためのアンチ・ドーピングハンドブック 2日本陸上競技連盟編 創文企画 782/KU/2003
0001272948 ガラスの金メダル 高野俊雄/著 マガジンハウス 780.234/TA
0003295592 日本のスポーツとオリンピック・パラリンピックの歴史 (スポーツ歴史の検証) 笹川スポーツ財団 780/SA
0002906265 運動能力アップの新手法 : オリンピックで実証された 田澤賢次, 伊藤要子著 生活情報センター 780.19/TA
0001004922 スポ-ツと政治 : オリンピックとボイコット問題の視点 清川正二/著 ベ-スボ-ル・マガジン社780.69/KI
0001418604 ソウル五輪の軌跡 藤原健固著 道和書院 780.69/FU
0002901402 スペシャルオリンピックス (集英社新書:0230H) 遠藤雅子著 集英社 780.69/EN
0001460402 Physical structure of olympic athletes. S. Karger 780.69/CA
0001004904 偉大なるオリンピック : バ-デンバ-デンからソウルへ 金雲竜/著 ベ-スボ-ル・マガジン社780.69/KI
0002856224 ギリシアの古代オリンピック 楠見千鶴子著 講談社 780.69/KU
0003042626 ベルリン・オリンピック1936 : ナチの競技 デイヴィッド・クレイ・ラージ著白水社 780.69/LA
0001471290 Future of the Olympic Games John A. Lucas. Human Kinetics Books780.69/LU
0001394083 Sport, a cultural history alk. paper Richard D. Mandell. Columbia University P 780.69/MA
0001271147 オリンピック革命 : サマランチの挑戦 デヴィッド・ミラー/著/橋本明/訳ベースボール・マガジ780.69/MI
0003031543 オリンピックのすべて : 古代の理想から現代の諸問題まで ジム・パリー, ヴァシル・ギルギ大修館書店 780.69/PA
0002857016 驚異の古代オリンピック トニー・ペロテット著/矢羽野薫訳河出書房新社 780.69/PE
0001028342 古代オリンピア祭・ク-ベルタンのすべて (オリンピック外史:続||ゾク) ベ-スボ-ル・マガジン社780.69/SU/2
0002688262 パラリンピック・アスリート : 輝く挑戦者たちのフォト・ストーリー 清水一二写真・文 中央法規出版 780.69/SH
0003112276 The 1972 Munich Olympics and the making of modern Germany [hbk.] edited by Kay Schiller, Christophe  University of California 780.69/SC
0001464268 The Olympic games in transition Jeffrey O. Segrave, Donald Chu, Human Kinetics Books780.69/SE
0001473525 Sport and politics : the Olympics and the Los Angeles games alk. paper Bill Shaikin. Praeger 780.69/SH
0002948727 アテネ五輪から見えた日本スポーツの未来 (スポーツアドバンテージ・ブックレット:1) 杉山茂[ほか]編 創文企画 780.69/SU
0002856662 オリンピック物語 : 古代ギリシャから現代まで (中公新書ラクレ:135) 結城和香子著 中央公論新社 780.69/YU
0002961695 「軸」と「ハラ」を鍛えれば、必ず強くなる! : 身体意識メガ・トレーニング : トップビジ高岡英夫著 青春出版社 780.7/TA
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0002773828 オリンピック標語の考察 (スポーツ文化論シリーズ:11) 中村敏雄編 創文企画 780.4/SU/11
0002945502 現代スポーツ評論 10 創文企画 780.5/GE/10
0002185515 アジアのオリンピック 東俊郎/編集 日本体育協会 780.69/AZ
0003106492 オリンピック大百科 (「知」のビジュアル百科:45) クリス・オクスレード, デーヴィあすなろ書房 780.69/OX
0001725631 近代オリンピック100年の歩み ベ-スボ-ルマガジン社 780.69/KI
0001798143 アルベ-ルビル′92 : 第16回オリンピック・アルベ-ルビル大会1992 国際オリンピック委員 IMS/Studio6,ベ-スボ-ル・マガジ ベ-スボ-ル・マガジン社780.69/IM
0002554010 NAGANO 1998 : 第18回オリンピック冬季競技大会1998長野 : IOC(国際オリンピック委員IMS-STUDIO6, ベースボール・マベースボール・マガジ780.69/IM
900038089 Number : sports graphic 37巻9号 通号900 文藝春秋 文芸春秋 780
900040015 Number : sports graphic 38巻2号 特別増刊 文藝春秋 文芸春秋 780
900040896 Number : sports graphic 38巻10号 特別増刊号 文藝春秋 文芸春秋 780
900038787 日経アーキテクチュア 1075号 日経マグロウヒル社 日経マグロウヒル社 520
900038967 日経アーキテクチュア 1076号 日経マグロウヒル社 日経マグロウヒル社 520
900034353 日経アーキテクチュア 1031号 日経マグロウヒル社 日経マグロウヒル社 520
900038092 日経アーキテクチュア 1069号 日経マグロウヒル社 日経マグロウヒル社 520
900040997 Aera 30巻21号 通号1620 朝日新聞社編 朝日新聞社 050
0001469156 Ski faster, easier pbk. (U.S. ski team sports medicine series) Lee Borowski. Leisure Press 784.3/BO
0001252679 Ski Text D.S.K.(大学スキー研究会)/編 杏林書院 784.3/DA
0001252688 スキー教本 D.S.K.「大学スキー研究会」編 杏林書院 784.3/DA
0001480860 Teaching children to ski pbk. Asbjorn Flemmen, Olav Grosvold      Leisure Press/Human 784.3/FL
0001265363 子供のスキーと指導 A.フレムメン,O.グロスフォルト/ベースボール・マガジ784.3/FL
0001224700 足の裏でおぼえるスキ- (Seibido sports library) 藤島幸造/著 成美堂出版 784.3/FU
0001469165 Ski games : a fun-filled approach to teaching Nordic and Alpine skills Laurie Gullion. Leisure Press 784.3/GU
0001275869 バッジテスト合格大作戦 : スキー検定にチャレンジ 白馬・岩岳スキースクール編 ノースランド出版 784.3/HA
0001242691 土方あきらのスキ-初歩の初歩 : 片足スキ-からパラレル入門まで 土方あきら/著 千早書房 784.3/HI
0001221950 新新・スキ-用具の手入れと保存法 土方あきら/著 スキ-ジャ-ナル 784.3/HI
0001221889 あなたのスキ-はなぜうまくならないか : 平沢文雄ファインスキ-テキスト 平沢文雄著 筑摩書房 784.3/HI
0001460135 Ski with us Franz Hoppichler The Teaching Method     784.3/HO
0001242986 やさしいスキー実習テキスト : 初めてのスキーからパラレルターンまで 改訂 細野博/[著] ノースランド出版 784.3/HO
0001221941 スキ-上級講座 : スキ-エリ-トをめざす 細野博/著 スキ-ジャ-ナル 784.3/HO
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0001217054 初心者のスキ- 細貝威/著/佐藤篤志/撮影 成美堂出版 784.3/HO
0002959097 会田二郎のスノーボード・フリースタイル・カービング 会田二郎著/Snowboard Nippon編スキージャーナル 784.3/AI
0003083289 Two planks and a passion : the dramatic history of skiing pbk. edited by Roland Huntford Continuum 784.3/HU
0003079605 スキー : 思い通りに、美しく滑る! (DVD上達レッスン) 成美堂出版 784.3/SU
0002959104 スノーボード・レッスン 初・中級編 吉楽克己著/Snowboard Nippon編スキージャーナル 784.3/SU
0001277685 バッジテスト1級合格講座 (スキー検定シリーズ) スキーグラフィック編集部著 ノースランド出版 784.3/SU
0002773640 日本テレマークスキー教程 日本テレマークスキー協会技術委山と渓谷社 784.3/TE
0001471094 Good glide : the science of ski waxing pbk. Leif Torgersen/translated by Mich  Published under the au           784.3/TO
0001242477 図解コ-チイメ-ジスキ- : 図解コ-チ 月岡一公/著 成美堂出版 784.3/TU
0001239756 スキー技術の歴史と系統 : ターンヘの挑戦 中浦皓至/著 北海道大学図書刊行会784.3/NA
0002726436 スノーボード指導教本 日本スノーボード協会著 山と渓谷社 784.3/NI
0001298906 SIAオフィシャルスキ-メソッド 全面改訂新版 日本職業スキ-教師協会編 報知新聞社 784.3/NI
0001504589 スキーの指導 (野外活動指導シリーズ:2) 日本野外教育研究会編 杏林書院 784.3/NI
0001242799 スキ- (シリ-ズ絵で見るスポ-ツ:18||18) 見谷昌禧/著 ベ-スボ-ル・マガジン社784.3/MI
0001221861 スキ-イング : ボ-ゲンからの感覚スキ-術 新版 (ファ-ストブック) 三浦雄一郎&スノ-ドルフィン・ス千早書房 784.3/MI
0001224193 これがミッターマイヤーとノイロイターのアルペンスキー : チャンピオンをめざして ロジ・ミッターマイヤー[ほか]著ベ-スボ-ル・マガジン社784.3/MI
0001273749 攻撃スキ- : 技術と練習法 [1990] (Sports lesson series) 見谷昌禧/著 成美堂出版 784.3/MI
0002959588 スノーボードプロフェッショナル : テクニック・タクティクス・トレーニングのヒント ペトラ・ミュシッヒ著/稲野幸子翻日刊スポーツ出版社 784.3/MU
0001259472 そんなスキ-で満足するな (Cosmo books) 海和俊宏/著 コスモの本 784.3/KA
0001028468 佐藤正人のスキ- (SJテクニック・シリ-ズ. 基礎スキ-・ス-パ-・テクニック上達講座:1||1) 佐藤正人/著 スキ-ジャ-ナル 784.3/KI/1
0001028477 渡部三郎のスキ- (SJテクニック・シリ-ズ. 基礎スキ-・ス-パ-・テクニック上達講座:2||2) 渡部三郎/著 スキ-ジャ-ナル 784.3/KI/2
0001259436 誰でも上手くなるスキ-の極意 菊池英男/著 橘出版 784.3/KI
0001758363 Alpine skiing (Handbook of sports medicine and science.) edited by Robert E. Leach/princip        Blackwell Scientific Pu784.3/LE
0001470202 Skiing out of your mind : the psychology of peak performance pbk. Leonard A. Loudis, W. Charles Lo    Leisure Press 784.3/LO
0001221923 初・中級者のスキ-上達テキスト 雫石インタ-アルペン・スキ-スクスキ-ジャ-ナル 784.3/SH
0001221932 中・上級者のスキ-上達テキスト 雫石インタ-アルペン/編 スキ-ジャ-ナル 784.3/SH
0001242995 大平成年スキー上達テキスト : 初級・中級のレベルアップを目指す集中講座 How to ski a  スキーグラフィック編集部/著/八ノースランド出版 784.3/SU
0001275850 ウェーデルン専科 : かっこいいスキーヤーになるためのテクニック入門 ウェーデルンの完スキーグラフィック編集部/著 ノースランド出版 784.3/SU
0001279572 ウィークポイント攻略法 : スキーヤー200名の滑りを総チェック うまくなるためのコツ教  スキーグラフィック編集部/著 ノースランド出版 784.3/SU
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0001245932 急斜面レッスン : トップに学ぶ急斜面攻略技法 part 1 (スキ-レベルアップadvanced book)スキ-グラフィック編集部/著 ノ-スランド出版 784.3/SU/1
0002535453 スノーボード速修講座 : How to snowboard : 雪の丘で遊ぼう 飯田房貴著 千早書房 784.3/II
0002718514 初級者から競技者のためのクロスカントリースキー・テクニック教本 井上國男著 スキージャーナル 784.3/IN
0002959195 実用・スノーボードの科学 3: トリック&フリーラン編 藤井徳明著/スノーボードニッポ スキージャーナル 784.3/JI/3
0002963368 五輪の身体 斎藤孝著/室伏広治[ほか][述] 日本経済新聞社 780.21/SA
0001246724 スポ-ツ記録 : オリンピックをはじめ全記録総覧 栄光と挑戦の記録 1992年版 (Newton dat 教育社 780.36/SU/1992
0001004913 オリンピックとアマチュアリズム 清川正二/著 ベ-スボ-ル・マガジン社780/Ki
0002726445 全日本スノーボード教程 日本スノーボード協会,全日本スキ山と渓谷社 784.3/NI
0002676511 全日本スノーボード教程 改訂第2版 日本スノーボード協会[ほか]共同山と渓谷社 784.3/NI
0001418659 野外教育・学校スキ-の計画と指導 大出一水著 遊戯社 784.3/OD
0001263903 スキ-上達の科学 : なぜまわり,どう曲げるか (ブル-バックス) 奥田英二/著 講談社 784.3/OK
0001594841 ザ・スキ- : はじめてのタ-ンから応用テクニックまで (Play sports:イラスト版) 斉木隆著 日本文芸社 784.3/SA
0001224031 スキ- : Sports graphics (基本レッスン) 斎藤貢/著 大修館書店 784.3/SA
0001299252 日本人のための最新オ-ストリアスキ- レッギ-・シャラ-著/杉山進監訳 大修館書店 784.3/SH
0001471003 Training for cross-country ski racing : a physiological guide for athletes and coaches pbk. Brian J. Sharkey. Human Kinetics Publis784.3/SH
0001005232 スキ-上達完全マニュアル : ビギナ-からプロまでの練習方法300総解説 日墺国際スキ-協会/編/中西久晴/著立風書房 784.3/NI
0001231321 スキ-上達完全マニュアル : ビギナ-からプロまでの練習方法300総解説 日墺国際スキ-協会/編/中西久晴/著立風書房 784.3/NI
0002959088 渡辺伸一のスノーボードパーフェクト上達ブック 渡辺伸一著/Snowboard Nippon編スキージャーナル 784.3/WA
0001277916 インターナショナルテスト合格の手引き : 世界に通じるスキー検定 日本職業スキー教師協会/編著 千早書房 784.3/NI
0001221834 ツア-スキ-教程 : 安全と喜びのための知識と技術 R.ヴァイス/著/杉原潤之輔,鈴木芳ベ-スボ-ル・マガジン社784.3/WE
0001239925 初めてのスキ- : 必携アイテムから宿の選び方まで Viva!snow 山田祥平/著 主婦と生活社 784.3/YA
0001471192 High performance skiing pbk. John Yacenda. Leisure Press 784.3/YA
0002920345 スノーボード (基本レッスン : Sports graphics) 山口立雄[ほか]著 大修館書店 784.3/YA
0002672559 日本スキー教程 安全編 全日本スキー連盟編著 スキージャーナル 784.3/ZE
0002672577 日本スキー教程 指導実技編 全日本スキー連盟編著 スキージャーナル 784.3/ZE
0002672568 日本スキー教程 検定編 全日本スキー連盟編著 スキージャーナル 784.3/ZE
0001508372 日本スキ-指導教本 全日本スキ-連盟著 スキ-ジャ-ナル 784.3/ZE
0002499523 日本スキ-教程 全日本スキ-連盟編 スキ-ジャ-ナル 784.3/ZE
0001538558 スキ-と安全 : けがを防ごう 全日本スキ-連盟編 スキ-ジャ-ナル 784.3/ZE
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0001508363 スキ-と安全 : けがを防ごう 全日本スキ-連盟編 スキ-ジャ-ナル 784.3/ZE
0002773766 SAJ日本スノーボード教程 全日本スキー連盟編著 スキージャーナル 784.3/ZE
0002761426 スキーへの誘い : 日本スキー教程 全日本スキー連盟編著 スキージャーナル 784.3/ZE
0001281250 楽しいスキー教室 : スキー修学旅行指導教本 全日本スキー連盟/編・著 スキージャーナル 784.3/ZE
0001221898 楽しいスキ- : 初級スキ-教本 全日本スキ-連盟/著 スキ-ジャ-ナル 784.3/ZE
0002529259 マスター・スノーボードテクニック : フリースタイル 阿部幹博著 スキージャーナル 784.39/AB
0002961631 金メダルへの道 荒川静香, NHK取材班著 日本放送出版協会 784.6/AR
0001469263 Skating for cross-country skiers pbk. Audun Endestad and John Teafo Leisure Press 784.6/EN
0001471138 Laura Stamm's power skating Laura Stamm/[forewords by Herb    Leisure Press 784.6/ST
0003264328 笑顔が未来をつくる : 私のスケート人生 鈴木明子著 岩波書店 784.6/SU
0002945548 スケートボーディング、空間、都市 : 身体と建築 イアン・ボーデン著/齋藤雅子[ほ新曜社 784.68/BO
0003104372 自信は生きる力なり 遠藤隆行著 青志社 784.7/EN
0002039018 国際政治とオリンピック 再版 藤原健固/著 道和書院 780.69/FU
0002235583 オリンピックの回想 ピエ-ル・ド・クベルタン/著/カ-ルベ-スボ-ル・マガジン社780.69/CO
0002235636 東京オリンピックに思う : スポ-ツの外国通信 清川正二/著 ベ-スボ-ル・マガジン社780.69/KI
0002039045 オリンピック外史 : 第一次大戦をはさんだ二つの大会 鈴木良徳/著 ベ-スボ-ル・マガジン社780.69/SU
0002726294 汚れた金メダル : 中国ドーピング疑惑を追う 松瀬学著 文藝春秋 916/MA
0002957217 夢はトリノをかけめぐる 東野圭吾著 光文社 915.6/HI
0001819478 オリンピック (岩波新書:526||526) 斎藤正躬/著 岩波書店 080/IW-2/526
0002509284 祖国へ、熱き心を/いのちの風 : 東京にオリンピックを呼んだ男 : 小説日本生命 (高杉良経高杉良著 角川書店 913.68/TA
0002596769 オリンピア : ナチスの森で 沢木耕太郎著 集英社 916/SA
0001170912 シリコン結晶とド-ピング (電子材料シリ-ズ) 阿部孝夫/[ほか]著 丸善 549.8/AB
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