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 オリンピック金メダリストの著作及び関連図書リスト  

2017.7.1 第 1 版 市川市中央図書館 

※リスト作成にあたり、スポーツ競技の入門・実技書は省きました。 

織田幹雄 … 1928 年アムステルダム … 陸上男子三段跳で日本人史上初の金メダル獲得  

 『21 世紀への遺言』 ベースボール・マガジン社 1975 中央 

 『陸上競技わが人生』 ベースボール・マガジン社 1991.9 中央 

 『織田幹雄 わが陸上人生』（人間の記録） 日本図書センター 1977  

 『陸上競技ヨーロッパ転戦記』「日本は強かった」 

織田幹雄日記から 

有斐閣アカデミア 2003  

南部忠平 … 1932 年ロサンゼルス … 陸上男子三段跳  

 『紺碧の空に仰ぐ感激の日章旗』 ベースボール・マガジン社 1988.6 中央 

 『南部忠平自伝』（人間の記録） 日本図書センター 1999.12  

清川正二 … 1932 年ロサンゼルス … 競泳男子 100m 背泳ぎ  

 『オリンピックとアマチュアリズム』 ベースボール・マガジン社 1986 中央 

田島直人 … 1936 年ベルリン … 陸上男子三段跳  

 『ナチ・オリンピック』リチャード・マンデル著作の訳書 ベースボール・マガジン社 1976 中央 

孫基禎 … 1936 年ベルリン … 陸上男子マラソン 日本統治時代の朝鮮出身  

 『ああ月桂冠に涙 孫基禎自伝』 講談社 1985.2 中央 

小野喬 … 1956 年メルボルン … 体操男子鉄棒  

 『負けじ魂！－鉄棒の鬼といわれて』 ハウ・ツウ・ブックス 1965  

 『燃ゆる大車輪 小野喬と体操ニッポン』 小原敏彦 /著 2006.7  

三宅義信 … 1964 年東京 … ウエイトリフティングフェザー級  

 『オリンピックに賭けた人生 ゴールドメダリストへの夢』 ジアース教育新社 2001.10  

渡辺長武 … 1964 年東京 … レスリングフリースタイルフェザー級  

 『挑戦とは勝つためだ 栄光・挫折・再挑戦』 池田書店 1988.7  

猪熊功 … 1964 年東京 … 柔道重量級  

 『勝負あり 猪熊功の光と影』井上 斌、神山 典士 /著 河出書房新社 2004.10  

田口信教 … 1972 年ミュンヘン … 競泳男子 100m 平泳ぎ  

 『金メダルの壁 どのようにして金メダリストに育つのか』 アートヴィレッジ 2006.4  

 『満点ママ がんばる子の育てかた―スイミング子育て論』 旺文社 1984.12  

上村春樹 … 1976 年モントリオール … 柔道無差別級  

 『やりきる』 ユナイテッド・ブックス 2011.6  

具志堅幸司 … 1984 年ロサンゼルス … 体操男子個人総合、体操男子つり輪 ※二種目  

 『突破！突破！限界への挑戦 努力する才能と信じる心』 講談社 1985.11  

森末慎二 … 1984 年ロサンゼルス … 体操男子鉄棒  

 『ワンパクの勧め このままでは子供はダメになる、運動オ

ンチの子にヤル気を起こさせる』 

ワニブックス 1987.6 中央 
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斉藤仁 … 1984 年ロサンゼルス … 柔道 95kg 超級  

 『常勝力 結果を出し続けるために、リーダーがするべきこと』 幻冬舎 2008.7  

富山英明 … 1984 年ロサンゼルス … レスリングフリースタイル 57kg 級  

 『夢を喰う』 郁朋社 1984.１  

 『子供を金メダリストにする本』 ベースボール・マガジン社 1996.10  

山下泰裕 … 1984 年ロサンゼルス … 柔道無差別級  

 『山下泰裕 闘魂の柔道 必勝の技と心』 ベースボール・マガジン社 1991.8 中央 

 『黒帯にかけた青春』 東海大学出版会 1986.1 中央 

 『武士道とともに生きる』 角川書店 2005.4 中央 

 『指導者の器 自分を育てる、人を育てる』 日経 BP 社 2009.11 中央 

 『背負い続ける力』 新潮社 2012.4 中央 

鈴木大地 … 1988 年ソウル … 競泳男子 100m 背泳ぎ   

 『僕がトップになれたのは、いつも人と違うことを考えていた』 マガジンハウス 2014.7 中央 

 『鈴木大地メソッド 生き方の金メダル』 毎日新聞社 2014.1 平田 

 『誰もがすいすい泳げる本』 中経出版 2007.8  

吉田秀彦 … 1992 年バルセロナ … 柔道男子 78kg 級  

 『終わりなき挑戦 柔道家・吉田秀彦の生き様』 小学館 2010.4  

古賀稔彦 … 1992 年バルセロナ … 柔道男子 71kg 級  

 『勝負魂』 ベースボール・マガジン社 2000.12  

 『人は弱さを知り強くなる』 PHP 研究所 2000.12  

 『古賀稔彦 世界を獲った男、その生き方』 東京学参 2001.1  

 『精神力』（角川 one テーマ 21） 角川書店 2001.9  

 『「勝てる子ども」が育つ究極の教え方 育てる技術』 ゴマブックス 2016.2  

野村忠宏 … 1996 年アトランタ、2000 年シドニー、2004 年アテネ、 … 柔道男子 60kg 級 ※三連覇 

 『戦う理由』 学研パブリッシング 2015.10  

 『折れない心』 学研パブリッシング 2010.2 駅南 

田村（谷）亮子 … 2000 年シドニー、2004 年アテネ … 柔道女子 48kg ※二連覇  

 『亮子、起きんしゃい―“YAWARA チャン”と一緒

に歩いてきた、母の思い、子への愛』田村和代／著 

日本文化出版 1994.10  

 『克って勝つ―田村亮子を育てた男』園田義雄／著 データ・マックス 1996/9  

 『初恋金メダル―田村亮子栄光への道』 西日本新聞社 2000/12  

瀧本誠 … 2000 年シドニー … 柔道男子 81kg 級  

 『柔道金メダリストの技 オリンピックを制した一

流テクニック』 

ベースボール・マガジン社 

 

2011.11 中央 

井上康生 … 2000 年シドニー … 柔道男子 100kg 級  

 『改革』 ポプラ社 2016.12  

 『ピリオド』 幻冬舎 2008.10  
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高橋尚子 … 2000 年シドニー … 陸上女子マラソン  

 『風になった日』 幻冬舎 2001.1 中央 

 『夢はかなう』 幻冬舎 2004.7 中央 

 『教えて Q ちゃん!メタボだってマラソン完走！』 阪急コミュニケーションズ 2010.2 駅南 

 『シューズとアフリカと500日 スマイルアフリカ』 木楽舎 2010.10  

北島康介 … 2004 年アテネ、2008 年北京 … 競泳男子 100m 平泳ぎ、200m 平泳ぎ ※二種目二連覇 

 『北島康介の水が怖くなくなる魔法の本』 講談社 2008.8 中央 

 『前略、がんばっているみんなへ キタジマくんからのメ

ッセージ』 

ベースボール・マガジン社 2008.10 行徳 

 『夢の力こぶ 北島康介とフロッグタウンミーティング』 角川書店 2009.3 中央 

 『前に進むチカラ 折れない心を作る７つの約束』 文藝春秋 2011.7 中央 

 『つながる心 ロンドン五輪競泳日本代表』 集英社 2013.1 中央 

鈴木桂治 … 2004 年アテネ … 柔道男子 100kg 超級   

 『絆 オレと柔道をつなぐもの』 泰文堂 2010.2  

 『再起力。 人間「鈴木桂治」から何を学ぶのか』 創英社 2010.8  

吉田沙保里 … 2004 年アテネ、2008 年北京、2012 年ロンドン …ﾚｽﾘﾝｸﾞﾌﾘｰｽﾀｲﾙ女子 55kg 級 ※三連覇 

 『明日へのタックル』 集英社 2015.1 中央 

 『迷わない力 霊長類最強女子の考え方』 プレジデント社 2016.8  

 『強く、潔く。 夢を実現するために私が続けていること』 KADOKAWA 2016.8  

伊調馨 … 2004 年アテネ、2008 年北京、2012 年ロンドン、2016 年リオデジャネイロ ※四連覇 

   … レスリングフリースタイル女子 63kg 級（リオ 58kg 級） 

 『一日一日、強くなる 伊調馨の「壁を乗り越える」言葉』 講談社+@新書 2016.8  

室伏広治 … 2004 年アテネ … 陸上男子ハンマー投  

 『ベストパフォーマンスを引き出す方法』 ベースボール・マガジン社 2013.6  

 『超える力』 文藝春秋 2012.6  

石井慧 … 2008 年北京 … 柔道男子 100kg 超級  

 『石井魂 「金メダルを捨てた男」が明かす最強への道』 講談社 2009.12  

松本薫 … 2012 年ロンドン … 柔道女子 57kg 級  

 『夢をつなぐ』 アスペクト 2012.12  

内村航平 … 2012 年ロンドン … 体操男子個人総合  

 『栄光のその先へ 内村航平語録－８年無敗の軌跡』 ぴあ 2017.1 中央 

小原日登美 … 2012 年ロンドン … レスリングフリースタイル女子 48kg 級   

 『絆があれば、どこからでもやり直せる』 カンゼン 2012.12  

村田諒太 … 2012 年ロンドン … ボクシング男子ミドル級  

 『101％のプライド 幻冬舎 2012.12 平田 
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清水宏保 … 1998 年 長野 … スピードスケート男子 500m  

 『人生の金メダリストになる「準備力」』 講談社+α新書 2016.6  

 『金メダリストが考えた世界一の腰痛メソッド』 マガジンハウス 2012.7  

 『プレッシャーを味方にする心の持ち方』 扶桑社新書 2011.12 駅南 

 『ぜんそく力』 ぴあ 2011.8 行徳 

船木和喜 … 1998 年 長野 … スキージャンプラージヒル  

 『船木和喜を K 点まで運んだ３つの風』 学研 2001.11  

荒川静香 … 2006 年 トリノ … フィギュアスケート女子シングル  

 『知って感じるフィギュアスケート観戦術』 朝日新聞出版 2013.12 中央他

 『乗り越える力』（15 歳の寺子屋） 講談社 2011.5 中央他

 『フィギュアスケートを 100 倍楽しく見る方法』 講談社 2009.11 中央他

 『金メダルへの道』 日本放送出版協会 2006.9  

 『Tira mi su だから私はがんばれる！』 角川書店 2006.9 中央他

羽生結弦 … 2014 年 ソチ … フィギュアスケート男子シングル  

 『蒼い炎』2 巻 扶桑社 2016.7 中央 

 『蒼い炎』1 巻 扶桑社 2012.4 中央 

 『羽生結弦語録』 ぴあ 2015.10 中央 

  


