
資料名 作者名 発行所 発行年 請求記号

日本相撲史 横山健堂/著 冨山房 1943 7881 / 5 /43

相撲史觀 鈴木要吾/著 人文閣 1943 7881 / 7 /43

明治・大正・昭和名力士冩眞百傑集 伊藤忍々洞/著 八光社 1943 7881 / 9 /43

日本相撲史 限定版 [2冊]
 上巻 神代から江戸時代、中巻 明治・大正篇

酒井忠正/著 大日本相撲協会 1956 7881 / L38 /1・2

大相撲 限定版 和歌森太郎,楢崎宗重/監修 学習研究社 1977 7881 / L6 /77-S0

見る・学ぶ・教えるイラスト相撲 第3版
日本体育大学武道学相撲研究

室/著
五月書房 1987 7881 / Y /

古今大相撲力士事典 景山忠弘,小池謙一/編著 国書刊行会 1989 7881 / 10 /89

歴代横綱おもしろ史話 小島貞二/著 毎日新聞社 1993 7881 / 14 /93

大相撲おもしろ話 新山善一/著 丸善 1993 7881 / 15 /93

相撲の誕生 長谷川明/著 新潮社 1993 7881 / 16 /93

相撲の宇宙論 呪力をはなつ力士たち 寒川恒夫/編著 平凡社 1993 7881 / 20 /93

相撲の歴史
竹内誠/著

日本相撲協会相撲教習所/編
日本相撲協会相撲教習所 1993 7881 / 24 /93

物語日本相撲史 川端要寿/著 筑摩書房 1993 7881 / 29 /93

相撲社会の研究 生沼芳弘/著 不昧堂出版 1994 7881 / 18 /94

江戸・明治・大正大相撲グラフティ 景山忠弘/編・著 カタログハウス 1994 7881 / 19 /94

相撲錦絵蒐集譚 ジョージ石黒/著 西田書店 1994 7881 / 22 /94

相撲の歴史 新田一郎/著 山川出版社 1994 7881 / 23 /94

相撲の民俗史 東書選書 141 山田知子/著 東京書籍 1996 7881 / 28 /96 

写真と資料で見る大相撲名鑑 永久愛蔵版 景山忠弘/著 学習研究社 1996 7881 / L37 /96 

おもちゃ博物館 9 相撲玩具・赤穂浪士の玩具 多田敏捷/編 京都書院 1992 7590 / L45 /9

コレクションこどもと大相撲 景山忠弘/著 京都書院 1998 7881 / B30 /98

大相撲の事典 新装版 澤田一矢/編 東京堂出版 2000 7881 / 36 /000

大相撲人物大事典 Grand Sumo Encyclopedia
ベースボール・マガジン社

「相撲」編集部/編 
ベースボール・マガジン社 2001 7881 / 32 /001

横綱の墓を訪ねて 荒潤三/著 ラ・テール出版局 2002 7881 / 31 /002

相撲今むかし 和歌森太郎/著 隅田川文庫 2003 7881 / 52 /003 

相撲甚句物語 ルーツを求めて 花筏健/著 現代書館 2004 7881 / 50 /004

相撲大事典 第2版
金指基/原著

日本相撲協会/監修
現代書館 2007 7881 / 33 /007

力士 (ちからびと) の世界 木村庄之助/著 文藝春秋 2007 7881 / 48 /007

力士漂泊 相撲のアルケオロジー 宮本徳蔵/[著] 講談社 2009 7881 / B34 /009

大相撲行司の世界 根間弘海/著 吉川弘文館 2011 7881 / 53 /011

大相撲の歴史に見る秘話とその検証 触れ太鼓・土俵の屋根・

南部相撲など
根間弘海/著 専修大学出版局 2013 7881 / 46 /013

歴史ポケットスポーツ新聞 相撲 改訂版 荒井太郎/著 大空出版 2014 7881 / 49 /014

相撲 ものと人間の文化史 179 土屋喜敬/著 法政大学出版局 2017 7881 / 54 /017

演劇界 第51巻第3号(1993.2)  芝居と相撲は江戸の華 演劇出版社 1993

別冊相撲 通算第2号(1974.夏季)  国技相撲のすべて ベースボール・マガジン社 1974

別冊相撲 通算第3号(1975.夏季)  相撲浮世絵 ベースボール・マガジン社 1975

別冊相撲 通算第6号(1977.秋季)  国技相撲の歴史 ベースボール・マガジン社 1977
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※新型コロナウイルス感染症拡大防止の為、座席数や混雑時の利用時間など一部制限をしています。

※資料の状態などにより閲覧できない場合がありますので、ご了承ください。 2021年7月 江戸東京博物館図書室

●開室時間: 9:30-17:30

●閲覧・複写請求受付: 9:30-11:30/13:00-16:30

(複写料金:白黒 30円/1枚、カラー100円/1枚)

https://edo-tokyo-museum-lib.opac.jp/cgi-bin/detail.cgi?Tcode=243702&Sryparam=001&Backpage=..%2Fresprint_d%2F2021%2F7%2F8%2F4273_001_001&Rp_kind=itemword&Prtype=
https://edo-tokyo-museum-lib.opac.jp/cgi-bin/detail.cgi?Tcode=35195&Sryparam=001&Backpage=..%2Fresprint_d%2F2021%2F7%2F8%2F5328_001_001&Rp_kind=itemword&Prtype=
https://edo-tokyo-museum-lib.opac.jp/cgi-bin/detail.cgi?Tcode=223637&Sryparam=001&Backpage=..%2Fresprint_d%2F2021%2F7%2F8%2F12995_001_001&Rp_kind=itemword&Prtype=
https://edo-tokyo-museum-lib.opac.jp/cgi-bin/detail.cgi?Tcode=49186&Sryparam=001&Backpage=..%2Fresprint_d%2F2021%2F7%2F8%2F13662_001_001&Rp_kind=itemword&Prtype=
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芸術新潮 通巻523号(1993.7)

 特集:日本文化を支えてきた相撲の美学
新潮社 1993

歴史読本 第38巻第3号(1993.2)  大相撲 横綱63代 新人物往来社 1993

東京人 no.268(2009.6) 相撲の神髄 1500年の伝統としきたり 都市出版 2009

相撲博物館紀要　[創刊号～第18号] 日本相撲協会,相撲博物館
2002-

2020
M3624 / SU-1 /

1-1～

1-18

近世日本相撲史 限定版 [全5巻]
日本相撲協会博物館運営委員/

監修
ベースボール・マガジン社

1975-

1981
7881 / L13 /1～5

激動の相撲昭和史 高永武敏,原田宏/著 ベースボール・マガジン社 1990 7881 / 1 /90

大相撲こぼればなし NHK「趣味の手帳」より 文化出版局編集部/編 文化出版局 1978 7881 / 8 /78

昭和の大相撲　[正篇/資料篇] 昭和の大相撲刊行委員会/編 TBSブリタニカ 1989 7881 / L4 /1・2

大相撲
日本相撲協会/企画・編集

陣幕克昭/監修
小学館 1996 7881 / 27 /96

相撲記者泣き笑い 相撲記者碑建立八十五周年記念文集
[東京相撲記者倶楽部,東京相

撲記者倶楽部会友会/編]

東京相撲記者倶楽部,東京

相撲記者倶楽部会友会
2001 7881 / 41 /001

大相撲八十年史
日本相撲協会広報部, 相撲博

物館/企画・編集
日本相撲協会 2005 7881 / L35 /5-S0

相撲ファン 相撲愛を深めるstyle&lifeブック v. 01 大空出版 2015 7881 / 40 /015

わくわく大相撲ガイド ハッキヨイ!せきトリくん

　[正編/押し出し編]
日本相撲協会/監修 河出書房新社

2013

2014
7881 / 47 /1・2

大相撲語辞典 相撲にまつわる言葉をイラストと豆知識でどす

こいと読み解く
福家聡子/著

木村銀治郎/監修
誠文堂新光社 2018 7881 / 85 /018

相撲博物館青森展 東奥日報社創刊105周年記念 東奥日報社/[編] 東奥日報社 1993 M21 / AO-2 /38

大相撲展 八戸市博物館場所 開館20周年記念特別展 八戸市博物館/編 八戸市博物館 2003 M21 / HA-1 /18

四角い土俵とチカラビト 盛岡藩の相撲 第57回企画展 岩手県立博物館/編 岩手県立博物館 2006 M22 / IW-3 /62

稲敷の奉納相撲 若い衆から子供達へ 稲敷市立歴史民俗資料館/編 稲敷市立歴史民俗資料館 2008 M31 / IN-1 /8

蒙御免(ごめんこうむる) 相撲の起りと常陸の三横綱 土浦市立博物館/編 土浦市立博物館 1999 M31 / TS-2 /45

古今随一の名行司と名力士 松翁・二十代木村庄之助と二十七

代横綱栃木山
壬生町立歴史民俗資料館/編 壬生町,壬生町教育委員会 2005 M32 / MI-1 /8-S0

力士の考古学 相撲は、古墳時代に伝来した。 かみつけの里博物館/編 かみつけの里博物館 2008 M33 / KA-3 /24-S0

相撲 いにしえの力士の姿 第29回企画展 行田市郷土博物館/編 行田市郷土博物館 2015 M34 / GY-1 /48

相撲 むかしきけ ちゝぶ殿さへ すまふとり 特別展図録 埼玉県立博物館/[編] 埼玉県立博物館 1994 M34 / SA-7 /85

千葉の力士たち 利根川下流域の相撲文化
千葉県立中央博物館[大利根分

館]/編
千葉県立中央博物館 2006 M35 / CH-3 /25

大相撲 成田山霊光館/[編] 成田山霊光館 1997 M35 / NA-2 /10

江戸の相撲と力士たち 石黒和義コレクション 太田記念美術館/編 太田記念美術館 2014 M3648 / OT-1 /39

すまひ・角力・相撲 石川県立歴史博物館/編 石川県立歴史博物館 1991 M43 / IS-6 /4

大相撲 伝統・文化のワンダーランド 企画展 副野均/編集 [熱田神宮宝物館] 1996 M55 / AT-1 /7

相撲錦絵展 浮世絵に見る江戸の風俗 田原町博物館/編 田原町博物館 1996 M55 / TA-1 /10 

大相撲と日本刀 杉山昌男/編集 テレビせとうちクリエイト 2017 M63 / OS-24 /59-S0

相撲の歴史 堺・相撲展記念図録 相撲博物館,堺市博物館/編 堺・相撲展実行委員会 1998 M63 / SA-1 /33

野見宿禰と相撲 特別展図録 龍野市教育委員会/編 龍野市立歴史文化資料館 1994 M64 / TA-7 /4

相撲の造形 おもちゃにみる力士たち 特別展図録 龍野市教育委員会/編 龍野市立歴史文化資料館 1996 M64 / TA-7 /6

郷土の力士たち
たつの市立龍野歴史文化資料

館/[編]

たつの市立龍野歴史文化資

料館
2006 M64 / TA-7 /29

どすこい! 出雲と相撲 特別展
島根県立古代出雲歴史博物館/

編
ハーベスト出版 2009 M73 / SH-7 /21

大相撲と日本刀 第11回中国・四国の現代刀工展 [備前長船刀剣博物館/編] [備前長船刀剣博物館] 2006 M75 / BI-3 /1

大相撲展 相撲の歴史と名横綱双葉山伝説 大分県立歴史博物館/編 大分県立歴史博物館 2008 M95 / OI-1 /33

相撲関連 展覧会カタログ

※新型コロナウイルス感染症拡大防止の為、座席数や混雑時の利用時間など一部制限をしています。

※資料の状態などにより閲覧できない場合がありますので、ご了承ください。 2021年7月 江戸東京博物館図書室
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昭和～現代の大相撲


