
網掛けの資料は、当博物館に所蔵の無い資料です。
「所蔵している場所」の欄では、当館で所蔵している資料は排架場所・請求記号・資料コードを記載し、当館以外の所蔵館は紹介していません。
当館に所蔵の無い資料は、所蔵している館を県内（多数の場合は近隣）を優先的に記載しました。館名の末尾に「＊」が付いている館では貸出が可能です。
頭に「★」が付いているものは、インターネットでアクセスすることにより本文・画像が無料で閲覧できます。

新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため開館時間等が変更されている場合があります。ご利用の際は事前にご確認ください。

【展覧会図録】

排架場所 請求記号 資料コード

1 スポーツの祭典と横浜 横浜都市発展記念館／編 横浜市ふるさと歴史財団 2021.7 図録書庫 図録/37-ﾖ/2021 600081137

2
病床からフィールドへ ：スポーツに取り組んだ戦傷病者
の軌跡

[しょうけい館戦傷病者史料館]／編 [しょうけい館戦傷病者史料館] 2021.3 図録書庫 図録/36-ｼ/2021 600081079

3 マエヘススメ！ ：沼津の体育・スポーツ史 沼津市明治史料館／編 沼津市明治史料館 2021.2 図録書庫 図録/54-ﾇ/2021 600081061

4 東アジアを駆け抜けた身体 ：スポーツの近代
人間文化研究機構国立歴史民俗博物
館／編

人間文化研究機構国立歴史民
俗博物館

2021.1 図録書庫 図録/35-ｺ/2021 600081087

5 江戸のスポーツと東京オリンピック
東京都歴史文化財団東京都江戸東京
博物館／編著

東京都歴史文化財団東京都江
戸東京博物館

2019.7 図録書庫 図録/36-ｴ/2019 600072078

6 日本のオリンピック・パラリンピック ：大会を支えた人々 昭和館学芸部／編 昭和館 2019.3 図録書庫 図録/36-ｼ/2019 600077317

7 ポスターに描かれた昭和 ：髙橋春人の仕事 昭和館学芸部／編 昭和館 2017.3 図録書庫 図録/36-ｼ/2017 600081129

8 よみがえる東京オリンピック新聞 ：Vol.1～Vol.9，号外 神奈川県立歴史博物館／編 神奈川県立歴史博物館 2014.7 図録書庫 図録/ｶ/2014 600046973

9 東京オリンピックと新幹線
東京都江戸東京博物館／編集
行吉正一／編著

青幻舎 2014.10 図録書庫 図録/36-ｴ/2014 600049860

10 東京オリンピック1964デザインプロジェクト（第2版） 東京国立近代美術館／編 東京国立近代美術館 2013.5 第２書庫 図録/36-ﾄ/2013 600081111

【図書】

排架場所 請求記号 資料コード

※

5
 かながわ・ゆめ国体グラフ1998 ：第53回国民体育大
会

神奈川新聞社／編著 神奈川新聞社 1999.1 ライブラリ 780.69/ｶ/98 200086825

8 神奈川県体育史 神奈川県教育委員会／[編] 神奈川県教育委員会 1973.3 第１書庫 780.2/ｶ 200118677

9 第18回オリンピック競技大会公式報告書　上 オリンピック東京大会組織委員会／編
オリンピック東京大会組織委員
会

1966.7 近現資料室 780.69/ｵ/1 100077528

10 第18回オリンピック競技大会公式報告書　下 オリンピック東京大会組織委員会／編
オリンピック東京大会組織委員
会

1966.7 近現資料室 780.69/ｵ/2 100077536

11 第18回オリンピック東京大会 ：神奈川県
オリンピック東京大会神奈川県実行委
員会／編

神奈川県 1965.3 第１書庫 780.69/ｵ 100077544

【その他の資料】
論文掲載誌　掲載ページ

出版者 排架場所 請求記号 資料コード

1
収集のすすめ ：コレクション展『運動のすすめ』の開催
にあたって

武田周一郎
神奈川県立歴史博物館だより
27巻2号通巻218号

2021.8 ライブラリ 逐次刊行物
★当館HPで

公開中

2 特別陳列『よみがえる東京オリンピック』によせて 寺嵜弘康・武田周一郎
神奈川県立歴史博物館だより
20巻1号通巻196号　ｐ.2-5

2014.6 ライブラリ 逐次刊行物 －

　※トップページの「ピックアップ資料」の中の【広報課撮影写真】，【オリンピック関係行政刊行物】の画像

　　【広報課撮影写真】昭和20年代以降に当時の県の広報課が撮影した県内の様々な行事や日常風景の写真

　　【オリンピック関係行政刊行物】昭和39年に開催した東京オリンピックに関する県行政刊行物などの資料

3

県立図書館

かながわ・ゆめ国体(第53回国民体育大会)の写真集は、各市町村ごとに出版されています。また、出版された地域の公共図書館で所蔵しています。各図書館でお問合せください。

No. 文献タイトル 執筆者 出版年
所蔵している場所

4 第53回国民体育大会記録写真集
かながわ・ゆめ国体藤沢市実行委員
会／編

かながわ・ゆめ国体藤沢市実行
委員会

1999.2

6
「かながわ・ゆめ大会」写真集 ：第34回全国身体障害
者スポ－ツ大会　ダイジェスト版

 神奈川新聞社／制作

No.
所蔵している場所

タイトル 著者 出版者 出版年

2021年度 コレクション展　【運動のすすめ】　関連文献リスト
2021年8月4日改訂版

No. タイトル 著者 出版者 出版年
所蔵している場所

県立図書館

県立図書館

県立図書館

県立図書館

県立図書館

※その他多くの公共図書館が所蔵

※その他多くの公共図書館が所蔵

川崎市立中原図書館

伊勢原市立図書館＊

横浜市中央図書館＊

川崎市立中原図書館

藤沢市（総合市民＊・南市民＊・辻堂市民
＊・湘南大庭＊）図書館

葉山町立図書館

1
かながわ・ゆめ国体報告書 ：第53回国民体育大会か
ながわ・ゆめ国体　総集編

かながわ・ゆめ国体実行委員会／編 かながわ・ゆめ国体実行委員会 1999.3

2
かながわ・ゆめ国体報告書 ：第53回国民体育大会か
ながわ・ゆめ国体　競技記録編

かながわ・ゆめ国体実行委員会／編 かながわ・ゆめ国体実行委員会 1999.3

3
かながわ・ゆめ国体 ：第53回国民体育大会　記録写真
集

かながわ・ゆめ国体伊勢原市実行委
員会／編

かながわ・ゆめ国体伊勢原市実
行委員会

1999.2

7
「かながわ・ゆめ大会」報告書 ：第34回全国身体障害
者スポ－ツ大会　パーフェクト版

 神奈川新聞社／制作 かながわ・ゆめ国体実行委員会 1999.3

★神奈川県立公文書館デジタルアーカイブ

横浜市（中央＊・鶴見＊・神奈川＊・中＊・南
＊・港南＊・磯子＊・金沢＊・緑＊・山内＊・
都筑＊・栄＊・泉＊・瀬谷＊・保土谷・旭・港
北）図書館

横浜市（中央＊・鶴見＊・神奈川＊・南＊・港
南＊・磯子＊・金沢＊・緑＊・山内＊・都筑
＊・栄＊・泉＊・瀬谷＊・保土谷・旭・港北）図
書館

かながわ・ゆめ国体実行委員会 1999.3
横浜市（中央・南＊・港南＊・保土谷＊・旭
＊・緑＊・山内＊・都筑＊・栄＊・泉＊・瀬谷
＊）図書館

※その他多くの公共図書館が所蔵

横浜市（中央・鶴見＊・神奈川＊・中＊・南
＊・港南＊・保土谷＊・磯子＊・金沢＊・山内
＊・都筑＊・栄＊・泉＊・瀬谷＊・旭・港北）図
書館
※その他多くの公共図書館が所蔵

https://ch.kanagawa-museum.jp/publications/letter
https://ch.kanagawa-museum.jp/publications/letter
https://www.klnet.pref.kanagawa.jp/winj/opac/switch-detail-iccap.do?bibid=1101276322
https://www.klnet.pref.kanagawa.jp/winj/opac/switch-detail-iccap.do?bibid=1101256520
https://www.klnet.pref.kanagawa.jp/winj/opac/switch-detail-iccap.do?bibid=1101256521
https://www.klnet.pref.kanagawa.jp/winj/opac/switch-detail-iccap.do?bibid=1100597751
https://www.klnet.pref.kanagawa.jp/winj/opac/switch-detail-iccap.do?bibid=1101207477
https://www.klnet.pref.kanagawa.jp/winj/opac/switch-detail-iccap.do?bibid=1102250577
https://www.library.city.kawasaki.jp/clis/detail?NUM=001619727&CTG=1&RTN=01&TM=165213783
https://www.lics-saas.nexs-service.jp/isehara/webopac/searchdetail.do?biblioid=101372
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0199021407&MENUNO=4
https://www.library.city.kawasaki.jp/clis/detail?NUM=001619728&CTG=1&RTN=01&TM=165847120
https://bit.ly/3i3TrMc
https://bit.ly/3i3TrMc
https://www.lics-saas.nexs-service.jp/hayama/webopac/searchdetail.do?biblioid=200338
https://archives.pref.kanagawa.jp/www/genre/1000000000155/index.html
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0199018893&MENUNO=4
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0199018893&MENUNO=4
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0199018893&MENUNO=4
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0199018893&MENUNO=4
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0199018892&MENUNO=4
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0199018892&MENUNO=4
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0199018892&MENUNO=4
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0199018892&MENUNO=4
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0199015687&MENUNO=4
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0199015687&MENUNO=4
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0199015687&MENUNO=4
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0199015686&MENUNO=4
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0199015686&MENUNO=4
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0199015686&MENUNO=4
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0199015686&MENUNO=4

