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所沢市に相撲部屋があるのはご存じですか？平成 30 年 4
月、第 14 代二子山親方（元大関雅山（みやびやま）
）により、
北岩岡に相撲部屋が創設されました。二子山部屋では親方の
もと、若い力士たちが日々、厳しい稽古を積み重ねています。
日本の国技とも言われる相撲について、調べてみません
か。

①事典類で調べる
所蔵館内でご覧ください。複写サービスがご利用できます。（1 枚 10 円）
書 名
著者・編集者
出版社
出版年 請求記号
金指基／原著
現代書館
2015
R 788.1/ｶ
相撲大事典

大相撲
人物大事典
写真図説
相撲百年の歴史
大相撲八十年史
昭和の大相撲
[本篇]・資料篇
古今大相撲
力士事典

「相撲」編集部／
編

ベースボール･
マガジン社

2001

R 788.1/ｵ

池田雅雄／編集委
員代表

日本図書
センター

2014

R 788.1/ｼ

日本相撲協会

2005

R 788.1/ｵ

「昭和の大相撲」
刊行委員会／編

TBSブリタニカ

1989

R 788.1/ｼ

景山忠弘／編著
小池謙一／編著

国書刊行会

1989

R 788.1/ｺ

※書名の後に、著者名、出版社、出版年、[請求記号]で表記してあります。

②相撲について調べる
『日本相撲大鑑』

☆情報を幅広く集めるには、キーワードが必要です
・今回のキーワード･･･相撲・力士・関取・横綱・行司・決まり手・
番付・相撲部屋・親方・土俵
☆“請求記号”
（本の背ラベルの番号）で効率よく資料を探すことが
できます。
・請求記号に K が付くものは郷土資料、R が付くものは参考図書で
す。ともに所蔵している図書館内での閲覧になります。

窪寺紘一／著 新人物往来社 1992年 ［788.1/ｸ］
「技術用語集」や「年表」などを収録し、相撲を網羅的に解説する。

『大相撲の解剖図鑑 大相撲の魅力と見かたを徹底図解』
伊藤勝治／監修 エクスナレッジ 2016年 ［788.1/ｵ］
元・行事（第三十四代木村庄之助）の監修で、大相撲の全てを解説する。
『詳しくなる大相撲』根間弘海／著 専修大学出版局 2020年 ［788.1/ﾈ］
土俵上の所作や儀式などを解説するほかに、観戦に役立つ知識を紹介する。
『大相撲の道具ばなし』坂本俊夫／著 現代書館 2016 年 ［788.1/ｻ］
「廻し」から「錦絵」まで、相撲に関連する「道具」について解説する。

『大相撲決まり手大図鑑全 82 手』

貸出ができる資料もございますので、カウンターにご相談くださ
い。

ベースボール・マガジン社／編集 ベースボール・マガジン社 2018 年［788.1/ｵ］
「データでみる決まり手」では、昭和から平成までの約半世紀の変遷を分
析する。

・請求記号の二ケタ表記は児童書、三ケタ以上は一般書です。

『図解平成大相撲決まり手大事典』

・今回の請求記号・・・ 788.1（相撲）、780(スポーツ、体育)
☆インターネット情報は各図書館のインターネット端末でご覧いた
だけます。契約データベース以外のプリントサービスはご利用で
きません。

新山善一／著 琴剣／絵 国書刊行会 2017 年 ［788.1/ﾆ］
平成の決まり手、82手と5非技をマンガの絵解きで分かりやすく解説する。

『知れば知るほど行司・呼出し・床山』
「相撲」編集部／編著

ベースボール・マガジン社

2019年

［788.1/ｼ］

『稽古場物語』

『相撲』

佐々木一郎／著・画 ベースボール・マガジン社 2020年 ［788.1/ｻ］
二子山部屋をはじめとする、44部屋の稽古場の歴史や隠れた秘話を綴る。
『相撲見物』伊 藤 勝 治／ 著 デビッド・シャピロ／訳 青幻舎 2017年［ZE788］
相撲の歴史、決まり手から相撲用語まで、日本語と英語の併記で解説する。

⑤埼玉県の相撲について調べる

『呼出秀男の相撲ばなし』

日本相撲連盟 1982年［788.1/ｽ］
第１回から第30回までの「全日本相撲選手権大会」の記録などを収録する。

『埼玉県相撲史 昭和編』
加藤隆義／著 蕨市相撲連盟 2019年［K788/ｶ］
「埼玉県相撲年表」
（大同4（809）年～昭和26年）などを収録する。

山木秀男／著 現代書館 2016年 ［788.1/ﾔ/］
「呼出」「行司」「床山」等の裏方の仕事に詳しい。英語訳の『Discover
Sumo』も所蔵があります。

『武州の相撲興行史』

③力士について調べる

『相撲

『大相撲力士名鑑 令和3年版』

埼玉県立博物館／著 埼玉県立博物館 1994年 ［K788/ｽ］
「埼玉県出身力士一覧」などを収録する。
『武州の力士』
中英夫／著 埼玉新聞社 1976 年 ［788.1/ﾅ］
「武州力士列伝」(江戸～昭和、行司)「埼玉県出身力士一覧」などを収録する。

亰須利敏／編著 水野尚文／編著 共同通信社 2020年 ［788.1/ｵ/21］
明治から令和まで、歴代の幕内力士全879人の略歴などを収録する。
『横綱＆大関大鑑』
ベースボール・マガジン社 2019 年 ［H788.1/ﾖ］
「在位成績」や「金星配給率」など、横綱と大関にまつわる記録に詳しい。

『昭和平成大相撲名力士100列伝』
塩澤実信／著 北辰堂出版 2015年 ［788.1/ｼ］
『大相撲優勝力士 100 人』 ベースボール・マガジン社 2015 年 ［H788.1/ｵ］
「優勝決定戦一覧」
「優勝関連ナンバーワン記録の変遷」などを収録する。
『古今名力士百傑』
高永武敏／著 恒文社 1982年 ［788.1/ﾀ］
『大相撲人物志』
安藤英男／著 日貿出版社 1977年 ［788.1/ｱ］
『相撲ファン vol.06』
大空出版 2017年 ［788.1/ｽ/6］
北勝富士（所沢市出身）のインタビューを収録する。

➃相撲の歴史について調べる
『相撲節会』

加藤隆義／著 蕨市相撲連盟 2015年 ［K788/ｶ］
各市区町村史から相撲の項目を抜粋するなど、関連史料を収録する。

特別展図録』

⑥データベースで調べる
2021 年現在、所沢図書館内のインターネット端末でご覧いただけるデータ
ベースです。相撲に関するニュースや最新の情報が得られます。
★朝日新聞社「聞蔵Ⅱ」（1879 年～／本館・分館で利用可）
★読売新聞社「ヨミダス歴史館」
（1874 年～／本館・分館で利用可）
★日本経済新聞社｢日経テレコン 21｣（過去 30 年分の記事/本館のみ利用可）
★国立国会図書館デジタルコレクション（本館・分館で利用可）

⑦インターネットで調べる
日本相撲協会公式サイト
大相撲の取組表や結果、力士のプロフィールなどを公開する。
http://www.sumo.or.jp/

飯田道夫／著 人文書院 2004年 ［788.1/ｲ］
相撲節会を中心に、相撲の源流について古典籍史料を用いて解説する。
『物語日本相撲史』
川端要寿／著 筑摩書房 1993年 ［788.1/ｶ］
大相撲の歴史を、発祥から平成初期までを物語風に紹介する。

公益財団法人 日本相撲連盟

『大相撲「戦後 70 年史」1945-2015』

国立国会図書館リサーチ・ナビ

ベースボール・マガジン 社 2015 年 ［H788.1/ｵ］
終戦間もない昭和 20 年 11 月に幕を開けた、
「大相撲」の歴史を収録する。

『平成スポーツ史 Vol.3』
ベースボール・マガジン 社 2019 年 ［H780.21/ﾍ/3］
「平成大相撲データランキング」など、平成時代の情報に詳しい。
『大相撲』
日本相撲協会／企画・編集 小学館 1996 年 ［788.1/ｵ］
昭和天覧相撲の記録や、平成7年の各場所の番付などを収録する。

アマチュア相撲の主要な大会の予定や、試合記録などを公開する。
http://www.nihonsumo-renmei.jp/
リサーチ・ナビ

「153 回

＞ 本の万華鏡 ＞ 過去の常設展示一覧

「国技・相撲」-近代以降の事件と名力士-」

近代から現代までの相撲の歴史を、多数の資料と共に紹介する。
https://rnavi.ndl.go.jp/kaleido/entry/jousetsu153.php

※「リサーチ・ナビ」とは国立国会図書館が公開しているウェブサイト
で、調べものに役立つ資料、専門機関、ウェブサイトなどの情報を紹
介する。

