スポーツの祭典
－群馬のスポーツ文化－
期間：平成１６年７月１３日（火）～９月１９日（日）

場所：群馬県立図書館３階展示コーナー

８月１３日から２９日まで近代オリンピック発祥の地であるアテネにおいて、
第２８回オリンピック競技会アテネ２００４が開催されます。それにちなみ、
オリンピックの記録集をはじめ、群馬県出身のスポーツ選手、県内スポーツ競技・大会、
スポーツに関する歴史、さらに郷土のスポーツ選手の伝記や自著等群馬のスポーツ文化に
かかわる資料のうち１１８点を紹介・展示いたします。
☆展示資料について
展示資料の多くは調査相談室（２階）の郷土資料コーナーにあり、いつでも閲覧できます。
番号の前に「＋」印のついた資料は１階中央読書室に貸出し用があり、展示期間中でも
ご利用いただけます。また「◇」印のついた資料は一般資料で、通常は貸出可能です。
どうぞご利用ください。
県内スポーツ競技・大会
1 第３８回国民体育大会５８年あかぎ国体集団演技写真集 総集編上 群馬県国体事務局／編 〔前
橋〕 集団演技推進協議会連合会 １９８４
2 第３８回国民体育大会５８年あかぎ国体集団演技写真集 総集編下 群馬県国体事務局／編 〔前
橋〕 集団演技推進協議会連合会 １９８４
＋3 第３８回国民体育大会報告書 第３８回国民体育大会群馬県実行委員会／編 前橋 第３８回国民体
育大会群馬県実行委員会 １９８４
＋4 第３８回国民体育大会（５８年あかぎ国体）集団演技写真集 群馬県国体事務局／編 〔前橋〕 上
毛新聞社 １９８４
＋5 飛躍 あかぎ国体総合優勝記念誌 上毛新聞社グラフ編集室／編 〔前橋〕 第３８回国民体育大会
群馬県選手強化本部 １９８４
＋6 燃えろ青春 あかぎ国体 島田清／著 伊勢崎 島田清 １９８３
7 あかぎ国体 ［写真アルバム］ ［群馬県／編］ ［前橋］ ［群馬県］ ［１９８４］
＋8 群馬県国体史 栄光の記録 あかぎ国体記念 中山朋恵／編 前橋 群馬新報社 １９８３
◇9 あかぎ国体風に向って走ろう ［映像資料］ 松山善三／監督 前橋 群馬県 １９８３
◇10 あかぎ国体 ［映像資料］ 公式記録編 東京 群馬県教育委員会 １９８３
＋11 いま君がすばらしい ゆうあいピック群馬大会報告書 ゆうあいピック群馬大会実行委員会／編 前
橋 ゆうあいピック群馬大会実行委員会 １９９５
＋12 スポレクぐんま'９６報告書 いつも青春 ずっと青春 第９回全国スポ－ツ・レクリエ－ション祭
第９回全国スポ－ツ・レクリエ－ション祭群馬県実行委員会／企画 ［前橋］ 群馬県 １９９７
＋13 第９回全国スポーツ・レクリエーション祭総合プログラム 〔前橋〕 〔第９回全国スポーツ・レク
リエーション祭〕群馬県実行委員会 〔１９９６〕
14 スポレクぐんま'９６ 公式記録 ［映像資料］ 全国スポレク祭群馬県実行委員会／企画 前橋
全国スポレク祭群馬県実行委員会 １９９６
＋15 第３８回国民体育大会冬季大会スキー競技会 草津町実行委員会／編 草津町（吾妻郡） 草津町実
行委員会 １９８３
＋16 第４０回国民体育大会冬季大会スキー競技会 片品国体写真集 上毛新聞社グラフ編集 室／編 前
橋 第４０回国民体育大会冬季大会スキー競技会群馬県実行委員会 １９８５
17 第４３回国民体育大会冬季大会スケート競技会・アイスホッケー競技会 群馬県／〔ほか〕編 東京
〔日本体育協会〕 〔１９８８〕
＋18 国民体育大会冬季大会 スケート競技会・アイスホッケー競技会 第４９回 〔１９９４〕
上州国体写真集 第４９回国民体育大会冬季大会スケート競技会・アイスホッケー競技会 上毛新聞
社編集局グラフ編集室／編集・制作 前橋 第４９回国民体育大会冬季大会 １９９４
19 国民体育大会冬季大会スケート競技会・アイスホッケー競技会報告書 風になる人 群馬国体 〔前
橋〕 群馬県実行委員会 〔２００３〕
20 群馬国体 風になる人 第５８回国民体育大会冬季大会開会式 ［映像資料］ スケート競技会・ア
イスホッケー競技会 前橋 群馬県 ２００３
＋21 １９９０年世界選手権自転車競技大会（トラック競技）報告書 前橋市１９９０年世界選手権自転車
競技大会対策室／編 前橋 １９９０年世界選手権自転車競技大会群馬県推進委員会 １９９１
22 グラフぐんま 第３８巻 １号通巻４４３号 ２００４．１特集：犯罪のない「安全、安心なまちづ
くり」 群馬県／企画 アイデアセンター／編 伊勢崎 アイデアセンター
＋23 ＮＥＷＹＥＡＲ駅伝２００３ ニューイヤー駅伝記録写真集 〔群馬県，第４７回全日本実業団対抗

駅伝競走大会群馬県実施本部／編〕

前橋

群馬県

２００３

スポーツ選手等・スポーツ文化にかかわる人々
＋24 まんがぐんまのスポーツ人物伝 群馬県小学校中学校教育研究会小学校体育部会／編 伊東章夫，山
田えいし／漫画 前橋 上毛新聞社 １９９１
＋25 上州スポーツ人国記 読売新聞前橋支局／編 前橋 煥乎堂 １９８２
＋26 スポーツ振興２０年の躍動 大橋信雄／著 東京 オリンピック青年協議会 １９８８
＋27 やわらかなボール 上前淳一郎／著 東京 文芸春秋 １９８２
＋28 さらば麗しきウィンブルドン 深田祐介／著 東京 文芸春秋 １９８５
29 佐藤次郎 早稲田大学庭球部，稲門テニス倶楽部／編 東京 早稲田大学体育会庭球部 １９３５
30 アメリカ野球史話 鈴木惣太郎／著 東京 ベースボールマガジン社 １９７８
31 八時半の男 宮田征典物語 上毛新聞社運動部／編 前橋 上毛新聞社 １９６５
32 月刊陸上競技 第１２巻第１３号１９７８．１２ 第６２回日本選手権 陸上競技社／編 陸上競技
社 講談社（発売）
33 潮 通巻第２４９号１９８０年２月 石油最前線を歩く 潮出版社／［編］
◇34 私とレスリング 高田裕司 群馬県教育委員会／企画 前橋 群馬県教育委員会 １９
＋35 上州力士伝 佐渡ヶ嶽から琴錦まで 小西敬次郎／著 前橋 上毛新聞社 １９９３
36 グラフぐんま 第３３巻１号 通巻３８２号 １９９９．１－第３３巻１２号通巻３９３号 群馬県
／企画 アイデアセンター／編 伊勢崎 アイデアセンター
＋37 琴錦の物語 平成の名力士 小西敬次郎／著 前橋 上毛新聞社 ２００４
＋38 昭和の剣聖・持田盛二 船坂弘／著 東京 講談社 １９７５
＋39 タイガー・モリと呼ばれた男 幻の剣士・森寅雄の生涯 早瀬利之／編・著 東京 スキージャーナ
ル １９９１
＋40 柔らかい手 思い出の関口恒五郎先生 中野卓也／編 〔前橋〕 関口恒五郎先生回想集刊行委員会
１９１１
＋41 私たちのスキー 猪谷六合雄／著 東京 羽田書店 １９４８
＋42 雪に生きる 上 猪谷六合雄／著 東京 ベールボール・マガジン社 １９８６ （スポーツ・ノン
フィクション・シリーズ ６）
＋43 雪に生きる 下 猪谷六合雄／著 東京 ベースボール・マガジン社 １９８６ （スポーツ・ノン
フィクション・シリーズ ７）
＋44 猪谷六合雄選集 第１巻 猪谷六合雄／著 東京 ベースボール・マガジン社 １９８５
45 猪谷六合雄 人間の原型・合理主義自然人 高田宏／著 東京 リブロポート １９９０
＋46 わが人生のシュプール 猪谷千春／著 東京 ベースボール・マガジン社 １９９４
47 白銀にかける 猪谷千春 猪谷千春 群馬県教育委員会／企画 前橋 群馬県教育委員会 １９
＋48 木暮理太郎翁 木暮仁一，木暮英雄／〔共〕編 〔太田〕 木暮仁一 〔１９７８〕
＋49 山の憶い出 上 （平凡社ライブラリー ２９３） 木暮理太郎／著 東京 平凡社 １９９９
＋50 山の憶い出 下 （平凡社ライブラリー ２９７） 木暮理太郎／著 東京 平凡社 １９９９
＋51 史上最強の登山家山田昇 読売新聞社／編 東京 読売新聞社 １９８９
＋52 厳冬のサガルマータ 究極の挑戦南西壁 スポーツニッポン新聞東京本社／編 東京 毎日新聞社
１９９４
＋53 白き山河の旅人 山田昇遺稿・追悼集 〔山田昇／著〕 山森欣一／編 沼田 山田豊 ２００３
＋54 ８０００メートルの勇者たち ヒマラヤニスト・山田昇とその仲間の足跡 八木原圀明 ／著 東京
山と渓谷社 １９９０
＋55 極北の烈風に死す マッキンリー山田隊 マッキンリー遭難対策本部／編 東京 東京新聞出版局
１９９０
56 ＴＨＩＳ ＩＳ １９８９．５ 東京 読売新聞社 １９８９
◇57 カルガリー'８８ 第１５回冬季オリンピック・カルガリー大会１９８８ 国際オリンピック委員会
オフィシャルブック ＩＭＳ Ｓｔｕｄｉｏ ６，ベースボール・マガジン社／編集 東京 ベースボー
ル・マガジン社 １９８８
◇58 ３６秒７７ 失敗だらけの青春・カルガリーへの四年間 黒岩彰／著 東京 ネスコ 文芸春秋（発
売） １９８８
◇59 私とスピ－ドスケ－ト 黒岩彰 群馬県教育委員会／企画 前橋 群馬県教育委員会 １９
◇118 アルベールビル'９２ 第１６回冬季オリンピック・アルベールビル大会 １９９２ 国際オリンピ
ック委員会オフィシャルブック ＩＭＳ Ｓｔｕｄｉｏ ６，ベースボール・マガジン社／編集 東京 ベー
ス・ボールマガジン社 １９９２
＋61 ただ、自分のために 荻原健司孤高の軌跡 時見宗和／著 東京 スキージャーナル ２００３
＋62 荻原健司 白銀の世界チャンピオン 岩瀬孝文／著 東京 旺文社 ２０００
＋63 荻原健司 世界チャンピオンの軌跡 相川光康／著 長野 東京 ほおずき書籍 星雲社（発売）
１９９５
◇64 キング・オブ・スキーヤー荻原健司 ［映像資料］ 荻原健司／〔ほか〕出演 文藝春秋，テレビ東
京／企画・製作・著作 東京 テレビ東京 １９９７
＋65 スキーはぼくの夢ランド 荻原健司物語 田中舘哲彦／作 東京 汐文社 １９９４
66 次に晴れればそれでいい 荻原次晴／著 東京 ＴＯＫＹＯＦＭ出版 １９９８

県内スポーツの歴史
＋67 群馬県体育史 群馬県体育協会／編 〔前橋〕 群馬県体育協会 １９６６
68 前橋市体育史 前橋市体育史編さん部／編 前橋 前橋市体育協会 １９８２
＋69 沼田市体育史 沼田市体育史編集委員会／編 沼田 沼田市体育協会 １９８５
＋70 太田市体育史 ３０年の歩み 太田市体育協会創立３０周年記念事業委員会／編 太田 太田市体育
協会 １９８０
＋71 長野原町体育協会五十年史 長野原町体育協会５０年史編集委員会／編 長野原町（吾妻郡） 長野
原町体育協会 ２００２
＋72 嬬恋体育のあゆみ 平成１０年 嬬恋村（吾妻郡） 嬬恋村体育協会 １９９８
＋73 四十年の歩み 群馬県野球連盟／編 前橋 群馬県野球連盟 １９８５
＋74 群馬の高校野球 丸橋仁／〔ほか〕著 前橋 みやま文庫 １９６９
75 群馬県高校野球史 群馬県高等学校野球連盟／編 前橋〕 群馬県高等学校野球連盟 １９８５
76 白球の蔵 連盟創設５０周年記念・記録資料集 群馬県高等学校野球連盟／編 高崎 群馬県高等学
校野球連盟 １９９９
77 全国制覇 '９９甲子園優勝の夏 桐丘学園／編 桐生 桐丘学園 ２０００
＋78 バドミントン三十年史 〔群馬県バドミントン協会／編〕 桐生 群馬県バドミントン協会 １９８
１
＋79 五十年史 群馬県バレーボール協会 ［群馬県バレーボール協会／編］ 前橋 群馬県バレーボール
協会 １９９６
＋80 協会創立５０年記念誌 群馬県ソフトボール協会創立５０周年記念事業 記念誌編集委員会／編 前
橋 群馬県ソフトボール協会 ２００１
81 群馬県軟庭史 昭和５７年編纂 群馬県軟庭史編纂委員会／編 ［前橋］ 群馬県軟式庭球連盟 １
９７８
＋82 創立５０周年記念史 群馬県ソフトテニス連盟 １９９９
＋83 群馬県体操史 赤堀町（佐波郡） 群馬県体操協会 １９９８
＋84 五十年史 沼田 群馬県ウェイトリフティング協会 １９９７
＋85 群馬の弓道 ２０００年記念 群弓連史２ 群馬県弓道連盟／編 渋川 群馬県弓道連盟 ２００１
86 卓球群馬 ５０号総集編 群馬県卓球協会広報部／編 前橋 群馬県卓球協会広報部 １９９０
87 五十周年記念誌 〔群馬県ハンドボール協会／編〕 〔出版地不明〕 群馬県ハンドボール協会
〔２０００〕
＋88 群馬のアーチェリー史 ２０世紀の競技会成績集 〔１９７０～２０００〕 群馬県アーチェリー協
会／編 北橘村（勢多郡） 群馬県アーチェリー協会 ２００３
＋89 創立五十周年記念誌 〔創立五十周年記念誌編集委員会／編〕 前橋 群馬県サッカー協会 ２００
０
＋90 群馬のスキーとテニス 相葉伸／〔ほか〕編 前橋 みやま文庫 １９７２
＋91 群馬の陸上競技 風に向かって走ろう 藤口末光／〔ほか〕執筆 前橋 みやま文庫 １９８１
＋92 目で見る五十年史 ［群馬陸上創立５０周年記念事業実行委員会／編］ ［前橋］ 群馬陸上競技協
会 ［１９９６］
＋93 上州剣客列伝 永岡慶之助／著 前橋 上毛新聞社 １９８１
＋94 馬庭念流物語 小西敬次郎／著 前橋 上毛新聞社 １９８７
＋95 上毛剣豪史 上 小西敬次郎／著 相葉伸／編 前橋 みやま文庫 １９６９
＋96 上毛剣豪史 下 小西敬次郎／著 相葉伸／〔ほか〕編 前橋 みやま文庫 １９７１
＋97 上毛剣術史 上 諸田政治／著 前橋 煥乎堂 １９７９
＋98 上毛剣術史 中 諸田政治／著 前橋 煥乎堂 １９８４
＋99 上毛剣術史 下 諸田政治／著 前橋 煥乎堂 １９９１
＋100 群馬県剣道史 群馬県剣道連盟／編 前橋 群馬県剣道連盟 １９９８
101 上泉伊勢守 兵法修行の旅 渡辺誠／〔著〕 前橋 群馬県立図書館（自館複製） ２０００
＋102 上泉伊勢守信綱 永岡慶之助／著 東京 叢文社 １９９７
注目のスポーツ
103 グラフぐんま 第３８巻 ４号通巻４４６号 ２００４．４ 特集：「ぐんま新時代」を築く 財
政不足を乗り切る今 群馬県／企画 アイデアセンター／編 伊勢崎 アイデアセンター
104 ヴィアン Ｖｉｅｎ ちょっと背伸びしたい２０代からの大人のマガジン ジャスト／［編］ 第
１巻第 ３号通巻 ３号 高崎 ジャスト ２００４．７ 月刊
105 ＢーＣＬＩＰ Ｎｏ．１４ ２００３．１０ 巻頭特集：群馬にＪリーグのチームを！ アドブレ
ーン／［編］ アドブレーン 月刊
106 グラフぐんま 第３４巻 １号通巻３９４号 ２０００．１－第３４巻 ７号通巻４００号 群馬
県／企画 アイデアセンター／編 伊勢崎 アイデアセンター
オリンピック記録集
◇107

日本女子ソフトボールシドニー２０００オリンピック記念誌

Ｓｙｄｎｅｙ

２０００

日本ソフ

トボール協会／編集 東京 日本ソフトボール協会 ２００１
◇108 シドニー五輪完全保存版 東京 文芸春秋 ２０００
◇109 メダリストの肖像シドニーオリンピック Ｔｈｅ ｇａｍｅｓ ｏｆ ｔｈｅ ２７ｔｈ
ｍｐｉａｄ Ｓｙｄｎｅｙ ２０００ 朝日新聞社／編 東京 朝日新聞社 ２０００

Ｏｌｙ

＋110 松田直樹写真集 Ｎａｏｋｉ Ｍａｔｓｕｄａ ｐｈｏｔｏｇｒａｐｈ ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ
前橋 広報社 ２００２
◇111 （財）日本オリンピック委員会公式写真集２０００ 日本オリンピック委員会／監修 アフロスポ
ぴあ 東京 ２０００
＋112 ソウルオリンピック 〔上毛新聞社／編〕 前橋 上毛新聞社 １９８８
◇113 モントリオール栄光の群像 東京 朝日新聞社 １９７６
◇114 モントリオール・オリンピック写真集 東京 時事通信社 １９７６
◇115 アサヒグラフ 増刊 東京 朝日新聞社 １９６４
◇116 東京オリンピック 記念特集号 国際情報社／編 東京 国際情報社 １９６４
◇117 体操ローマオリンピック金メダリスト相原信行・俊子 ［映像資料］ 群馬県教育委員会／企画 前
橋 群馬県教育委員会

