
DVD

資料名 製作国 製作年

001 D-001 2006710058 東京オリンピック 日本 1965 A778/DVD/Wトウ オリンピック 木製棚

002 D-002 2020710031 東京パラリンピック : 愛と栄光の祭典 日本 1965 A778/DVD/Wトウ パラリンピック 木製棚

003 D-003 2018710060 Tokyo1964 : 東京オリンピック開催に向かって  Vol.1 日本 2018 A778/DVD/Wトウ オリンピック 木製棚

004 D-004 2018710061 Tokyo1964 : 東京オリンピック開催に向かって  Vol.2 日本 2018 A778/DVD/Wトウ オリンピック 木製棚

005 D-005 2003900495 料理人たち炎の東京オリンピック(プロジェクトX : 挑戦者たち) 日本 2002 DVD/10/5(1) オリンピック 木製棚

006 D-006 2008710042 首都高速 : 東京五輪への空中作戦(プロジェクトX : 挑戦者たち) 日本 2005 DVD/10/9(6) オリンピック 木製棚

007 D-007 2003900461
執念が生んだ新幹線 : 老友90歳・飛行機が姿を変えた(プロジェクトX :

挑戦者たち)
日本 2000 DVD/10/1(5) オリンピック 木製棚

008 D-008 2006720362 炎のランナー イギリス 1981 A778/DVD/ドラマ オリンピック 木製棚

009 D-009 2006720288 ミュンヘン アメリカ 2005
A778/DVD/アク

ション
オリンピック 木製棚

010 D-010 2020720015 リチャード・ジュエル アメリカ 2019 A778/DVD/Yリチ オリンピック 木製棚

011 D-011 2019720010 アイ, トーニャ : 史上最大のスキャンダル アメリカ 2017 A778/DVD/Yアイ オリンピック 木製棚

012 D-012 2007710009 古代のオリンピックとは? : 2500年前のアスリート イギリス 2006 A780/DVD オリンピック 木製棚

013 D-014 2006710040 民族の祭典　オリンピア　第1部 ドイツ 1938
A778/DVD/ドキュ

メント
オリンピック 木製棚

014 D-013 2006710041 美の祭典　オリンピア　第2部 ドイツ 1938
A778/DVD/ドキュ

メント
オリンピック 木製棚

015 D-015 2006710059 札幌オリンピック 日本 1972 A778/DVD/Wサツ オリンピック 木製棚

016 D-016 2006710057 アテネオリンピック 総集編 [日本] 2004 A780/DVD オリンピック 木製棚

017 D-017 2019710063 UNDERGROUND : 地下世界へ 日本 2006 A510/DVD 東京 ボックス

018 D-018 2003900479
霞が関ビル超高層への果てなき闘い : 地震列島日本の革命技術(プロジェ

クトX : 挑戦者たち)
日本 2001 DVD/10/3(4) 東京 ボックス

019 D-019 2013710005 麒麟の翼 日本 2011 A778/DVD/Wキリ 東京 ボックス

020 D-020 2009710073 グーグーだって猫である 日本 2008 A778/DVD/Wググ 東京 ボックス

021 D-021 2018710011 シン・ゴジラ 日本 2016 A778/DVD/Wシン 東京 ボックス

022 D-022 2014710120 小さいおうち 日本 2013 A778/DVD/Wチイ 東京 ボックス

023 D-023 2011710206 東京ゴッドファーザーズ 日本 2003 A778/DVD/Aトウ 東京 ボックス

024 D-024 2003900472
東京タワー恋人たちの戦い : 世界一のテレビ塔建設・333mの難工事(プ

ロジェクトX : 挑戦者たち)
日本 2000 DVD/10/2(7) 東京 ボックス

025 D-025 2020710048 東京干潟 日本 2019 A778/DVD/Wトウ 東京 ボックス

026 D-026 2012710145 東京物語 日本 1953 A778/DVD/Wトウ 東京 ボックス

027 D-027 2016710030 バケモノの子 日本 2015 A778/DVD/Aバケ 東京 ボックス

028 D-028 2019710019 秒速5センチメートル 日本 2007 A778/DVD/Aビヨ 東京 ボックス

029 D-029 2012710024 平成狸合戦ぽんぽこ 日本 1994 A778/DVD/Aヘイ 東京 ボックス

030 D-030 2006710034 耳をすませば 日本 1995 A778/DVD/Aミミ 東京 ボックス

 　　  〔今回のミニ展示について〕

  　　　展示什器（4種）に、以下の通り資料を展示

　 　　 〔1〕木製棚

    　　     「オリンピック・パラリンピック」映像資料

　　　  〔2〕ブックトラック

   　　      「オリンピック・パラリンピック」関連図書

    　　     「東京」関連図書

　 　　 〔3〕ボックス

     　　    「東京」を舞台とした映像資料 ①

　  　　〔4〕机

      　　   「東京」を舞台とした映像資料 ②

■ 展示期間：2021年7月20日［火］- 9月29日［水］    ■ 展示場所：成蹊大学図書館 4F北アトリウム    

　 4F北ミニ展示

　 TOKYO  1964 | 2020 +1

NO. ID 資料番号 請求記号 ジャンル 展示場所
資料情報

展 示 リ ス ト
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DVD

資料名 製作国 製作年

031 D-031 2011720205 インセプション アメリカ 2010 A778/DVD/Yイン 東京 ボックス

032 D-032 2014720025 ウルヴァリン: Samurai アメリカ 2013 A778/DVD/Yウル 東京 ボックス

033 D-033 2012720026 カーズ2 アメリカ 2011 A778/DVD/Aカズ 東京 ボックス

034 D-034 2013720085 パシフィック・リム アメリカ 2013 A778/DVD/SF 東京 ボックス

035 D-035 2017720015 バベル アメリカ 2006 A778/DVD/ドラマ 東京 ボックス

036 D-036 2006720369 ロスト・イン・トランスレーション アメリカ 2003 A778/DVD/ドラマ 東京 ボックス

037 D-037 2011720208 ワイルド・スピード×3 : Tokyo drift アメリカ 2006
A778/DVD/アク

ション
東京 ボックス

038 D-038 [未登録] AKIRA　［新規受入後、配架予定］ 日本 1988 - 東京 机

039 D-039 2020710029 築地ワンダーランド 日本 2016 A778/DVD/Wツキ 東京 机

040 D-040 2015720050 東京2020 : 「庭園都市」への挑戦 ［アメリカ］ 2014 A620/DVD 東京 机

図書

041 図-001 2011108077 780.69/N93 オリンピック 木製棚

042 図-002 2019103411 780.69/O36 パラリンピック 木製棚

043 図-003 2017108556 780.69/B69 オリンピック
ブック

トラック

044 図-004 2018105280 780.69/G61 オリンピック
ブック

トラック

045 図-005 2013105519 780.69/I23 オリンピック
ブック

トラック

046 図-006 2015104080 780.69/O71/1 オリンピック
ブック

トラック

047 図-007 2015104081 780.69/O71/2 オリンピック
ブック

トラック

048 図-008 2019102810 780.69/Ta59 オリンピック
ブック

トラック

049 図-009 2015104079 780.69/To46 オリンピック
ブック

トラック

050 図-010 2014100575 080/K-1 オリンピック
ブック

トラック

051 図-011 2018105716 080/K-8 オリンピック
ブック

トラック

052 図-012 2018103234 289.1/Ta11/m オリンピック
ブック

トラック

053 図-013 2019100118 328.50726/To62 オリンピック
ブック

トラック

054 図-014 2018300241 601.13/I14 オリンピック
ブック

トラック

055 図-015 2017106037 727/Ka76 オリンピック
ブック

トラック

056 図-016 2018105160 780/Mi11 オリンピック
ブック

トラック

057 図-017 2020103096 780.4/To62 オリンピック
ブック

トラック

058 図-018 2019104369 780.69/C33 オリンピック
ブック

トラック

059 図-019 2020103221 780.69/H42 オリンピック
ブック

トラック

060 図-020 2018100792 780.69/I84 オリンピック
ブック

トラック

061 図-021 2018107757 780.69/N71 オリンピック
ブック

トラック

062 図-022 2014114842 780.69/Ta67 オリンピック
ブック

トラック

ジャンル

オリンピック全史 / デイビッド・ゴールドブラット著 ; 志村昌子, 二木夢子訳.-- 原書房; 2018.10.

IOC : オリンピックを動かす巨大組織 / 猪谷千春著.-- 新潮社; 2013.2.

第18回オリンピック競技大会公式報告書 / オリンピック東京大会組織委員会編 ; 上, 下.-- オリン

ピック東京大会組織委員会; 1966.7.

第18回オリンピック競技大会公式報告書 / オリンピック東京大会組織委員会編 ; 上, 下.-- オリン

ピック東京大会組織委員会; 1966.7.

オリンピック全大会 : 人と時代と夢の物語 / 武田薫著.-- 増補改訂.-- 朝日新聞出版; 2019.8.-- (朝

日選書 ; 987).

TOKYOオリンピック物語 / 野地秩嘉著.-- 小学館; 2011.2.

中村裕 : 東京パラリンピックをつくった男 = Yutaka Nakamura / 岡邦行著.-- ゆいぽおと.

オリンピック秘史 : 120年の覇権と利権 / ジュールズ・ボイコフ著 ; 中島由華訳.-- 早川書房;

2018.1.

展示場所NO. ID 資料番号

オリンピックマネジメント : 世界最大のスポーツイベントを読み解く / ジャン・ルー・シャプレ,

原田宗彦著.-- 大修館書店; 2019.10.

五輪と万博 : 開発の夢、翻弄の歴史 / 畑中章宏著.-- 春秋社; 2020.7.

現代オリンピックの発展と危機1940-2020 : 二度目の東京が目指すもの / 石坂友司著.-- 人文書院;

2018.1.

オリンピックの本3000冊 / 日外アソシエーツ株式会社編集.-- 日外アソシエーツ.

地図で読み解く東京五輪 : 1940年・1964年・2020年 / 竹内正浩著.-- ベストセラーズ; 2014.11.--

(ベスト新書 ; 453 . ヴィジュアル新書||ヴィジュアル シンショ).

東京2025 : ポスト五輪の都市戦略 / 市川宏雄, 森記念財団都市戦略研究所著.-- 東洋経済新報社;

2015.10.

オリンピック・デザイン・マーケティング : エンブレム問題からオープンデザインヘ / 加島卓著.-

- 河出書房新社; 2017.11.

Sport 2.0 : 進化するeスポーツ、変容するオリンピック / アンディ・ミア著 ; 田総恵子訳.-- NTT

出版; 2018.9.

対談・座談現代スポーツの論点 : オリンピック・パラリンピックレガシーを語り尽くす / 友添秀

則編著.-- 大修館書店; 2020.9.

請求記号資料情報

第18回オリンピック競技大会東京都報告書 / 東京都 [編].-- 東京都; 1965.3.

幻の東京オリンピック : 1940年大会招致から返上まで / 橋本一夫 [著].-- 講談社; 2014.1.-- (講談

社学術文庫 ; [2213]).

オリンピックと東京改造 : 交通インフラから読み解く / 川辺謙一著.-- 光文社; 2018.9.-- (光文社

新書 ; 966).

評伝田畑政治 : オリンピックに生涯をささげた男 / 杢代哲雄著.-- 新装版.-- 国書刊行会; 2018.6.

オリンピックVS便乗商法 : まやかしの知的財産に忖度する社会への警鐘 / 友利昴著.-- 作品社;

2018.11.

NO. ID 資料番号
資料情報

請求記号 ジャンル 展示場所
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図書

063 図-023 2016105495 780.69/Z4 オリンピック
ブック

トラック

064 図-024 2014106751 908/K-10 オリンピック
ブック

トラック

065 図-025 2019100011 936/W68 オリンピック
ブック

トラック

066 図-026 2016105785 780.69/F67 パラリンピック
ブック

トラック

067 図-027 2020100850 780.69/I52 パラリンピック
ブック

トラック

068 図-028 2016107197 780.69/Ko72 パラリンピック
ブック

トラック

069 図-029 2013104676 780/I89 パラリンピック
ブック

トラック

070 図-030 2019100211 080/C-4 東京
ブック

トラック

071 図-031 2019101970 080/C-4 東京
ブック

トラック

072 図-032 2020101947 080/C-4 東京
ブック

トラック

073 図-033 2014113072 080/N-3 東京
ブック

トラック

074 図-034 2012109769 080/S-3 東京
ブック

トラック

075 図-035 2020102618 210.76/Ki56 東京
ブック

トラック

076 図-036 2017106613 213.61/Ka76 東京
ブック

トラック

077 図-037 2017101552 213.61/O42 東京
ブック

トラック

078 図-038 2012123166 213.61/Su96 東京
ブック

トラック

079 図-039 2016106354 291.09/N69/2 東京
ブック

トラック

080 図-040 2017104810 291.3/N94 東京
ブック

トラック

081 図-041 2013103548 291.361/H84 東京
ブック

トラック

082 図-042 2017107205 291.361/I11 東京
ブック

トラック

083 図-043 2018100930 291.361/Y64 東京
ブック

トラック

084 図-044 2016106997 383.1/W46 東京
ブック

トラック

085 図-045 2015101404 518.84/Ta67 東京
ブック

トラック

086 図-046 2020101815 523.1/I23 東京
ブック

トラック

087 図-047 2019104303 523.1/O91 東京
ブック

トラック

088 図-048 2017106642 523.1/To46 東京
ブック

トラック

089 図-049 2019103845 673.98/I28 東京
ブック

トラック

090 図-050 2020180132 290/C44 東京 机

展示場所

〔企画〕成蹊大学図書館　4F北カウンター 　　｜ 　2021年7月20日発行

ジャンル

東京おいしい老舗散歩 / 安原眞琴著 ; 鈴木透画.-- 東海教育研究所.-- (かもめの本棚).

東京ファッションクロニクル / 渡辺明日香著.-- 青幻舎; 2016.8.

空から見える東京の道と街づくり : カラー版 / 竹内正浩著.-- 実業之日本社; 2013.3.-- (じっぴコ

ンパクト新書 ; 146).

NO. ID 資料番号 資料情報

ふたつのオリンピック : 東京1964/2020 / ロバート・ホワイティング著 ; 玉木正之訳.--

KADOKAWA; 2018.9.

パラリンピックの楽しみ方 : ルールから知られざる歴史まで / 藤田紀昭著.-- 小学館; 2016.8.

アナザー1964 (イチ・キュー・ロク・ヨン) : パラリンピック序章 / 稲泉連著.-- 小学館; 2020.3.

オリンピック経済幻想論 / アンドリュー・ジンバリスト著 ; 田端優訳.-- ブックマン社; 2016.3.

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; 2014.1.-- (講談社文芸文庫 ;

[こS1]).

パラスポーツルールブック : パラリンピックを楽しもう / コンデックス情報研究所編著.-- 清水書

院; 2016.9.

ようこそ、障害者スポーツへ : パラリンピックを目指すアスリートたち / 伊藤数子 [著].-- 廣済堂

出版; 2012.9.

街間格差 : オリンピック後に輝く街、くすむ街 / 牧野知弘著.-- 中央公論新社; 2019.1.-- (中公新

書ラクレ ; 643).

東京懐かし写真帖 / 秋山武雄著 ; 読売新聞都内版編集室編.-- 中央公論新社; 2019.6.-- (中公新書

ラクレ ; 659).

東京レトロ写真帖 / 秋山武雄著 ; 読売新聞都内版編集室編.-- 中央公論新社; 2020.8.-- (中公新書

ラクレ ; 698).

ブラタモリ = Buratamori / NHK「ブラタモリ」制作班監修 ; 1 - 14.-- KADOKAWA; 2016.7-.

ほじくりストリートビュー / 能町みね子著.-- 交通新聞社; 2017.6.-- (散歩の達人pocket).

地形を楽しむ東京「暗渠」散歩 / 本田創編著.-- 洋泉社; 2012.12.

英文東京紹介事典 : トウキョウペディア / IBCパブリッシング編.-- IBCパブリッシング; 2016.9.

新東京風景論 : 箱化する都市、衰退する街 / 三浦展著.-- NHK出版; 2014.9.-- (NHKブックス ;

1221).

ロスト・モダン・トウキョウ / 生田誠著.-- 集英社; 2012.6.-- (集英社新書 ; . ヴィジュアル版 ;

027V).

1964東京ブラックホール / 貴志謙介著.-- NHK出版; 2020.6.

東京時間旅行 / 鹿島茂著.-- 作品社; 2017.10.

江戸→TOKYOなりたちの教科書 : 一冊でつかむ東京の都市形成史 / 岡本哲志著.-- 淡交社;

2017.2.

大人の東京散歩 : 消えた風景を訪ねる / 鈴木伸子文 ; 加藤嶺夫写真.-- 河出書房新社; 2011.10.--

(らんぷの本).

請求記号

東京喫茶帖(カフェノート) / 飯塚めり著.-- カンゼン; 2017.1.

東京.-- 2021〜22.-- ダイヤモンド・ビッグ社; 2020.9.-- (地球の歩き方 ; J01).

建築の東京 / 五十嵐太郎[著].-- みすず書房; 2020.4.

東京建築遺産さんぽ / 大内田史郎著 ; 傍島利浩写真.-- エクスナレッジ; 2019.8.

いいビルの世界 : 東京ハンサム・イースト / 東京ビルさんぽ著.-- 大福書林; 2017.10.
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