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相撲について調べてみよう！
相撲は娯楽・スポーツの一つとして多くの日本人に親しまれてきました。
以前は神事として発展してきたこともあり、昔から私達の生活の身近にあったものと思
われます。
ここでは相撲について知るための資料を紹介します。

目次
図書を探す
雑誌・雑誌記事を探す
新聞・新聞記事を探す、専門的な事典
AV 資料を探す

…
…
…
…

p.１
p.２
p.３
p.４

キーワード
オンライン目録（OPAC）や各種データベースを検索する際に利用するキーワードの例です。

「相撲」「武道」
「力士」
「国技」「神事」
「年中行事」「奉納」「伝統芸能」

入門的な情報源
「キーワード」を手がかりに百科事典、用語事典を引いてみましょう。
＜図書館で所蔵している図書（一例）＞

資料情報（書誌情報）
『日本武術・武道大事典』
加来 耕三／編 勉誠出版 ,2015.6
『祭・芸能・行事大辞典 上』
小島 美子／監修，鈴木 正崇／監修，三隅 治雄／監修，
宮家 準／監修，宮田 登／監修，和崎 春日／監修
朝倉書店 ,2009.11

請求記号･資料 ID
ＳＫ／789.0／ニ
ＳＫ／386.1／マ
（121443881）

配置場所
中央館
参考
中央館
参考

図書を探す
●図書館内の所蔵を探す
○テーマの棚に行って探す
図書には 1 冊毎にテーマを表す分類番号が付いていて、この番号順に書架に並んでいます。
＜関連分野の分類記号＞
386

年中行事（民俗）

788.1

相撲

788.1

力士

○OPAC で調べる
オンライン目録（ＯＰＡＣ）で長岡市立図書館の蔵書を調べることができます。資料の所
蔵の有無、配架場所、請求記号がわかります。
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＜図書館で所蔵している図書（一例）＞

資料情報（書誌情報）

請求記号･資料 ID

『大相撲力士名鑑 明治・大正・昭和・平成の歴代幕内
全力士収録 平成 29 年版』
亰須 利敏／編著，水野 尚文／編著
共同通信社 ,2016.12
『テレビでは言えない大相撲観戦の極意』（ポプラ新書）
舞の海 秀平／著 ポプラ社 ,2016.12
『大相撲の解剖図鑑』
伊藤 勝治／監修 エクスナレッジ,2016.9
『大相撲手帳』
杉山 邦博／監修 東京書籍 ,2016.8
『小国の名力士資料集 平成二十三年度合併市町村住民
組織活性化支援事業』
小国文化フォーラム／編 小国文化フォーラム,2011.12

配置場所

788.1／オ
（113400147）

中央館
一般

Z／788.1／マ
（113399315）
788.1／オ
（113833867）
788.1／オ
（113836233）
N／788／オ
（150625069）

中央館
一般
中央館
一般
中央館
一般
中央館
郷土

●国内で刊行されている図書を探す
○「NDL-OPAC」

インターネット

http://opac.ndl.go.jp/

国立国会図書館の蔵書目録。国内で刊行されている図書や雑誌が検索できる。
○「CiNii Books」
インターネット http://ci.nii.ac.jp/books/
明治以前の図書から新刊書まで日本語の図書・雑誌が探せる。所蔵している図書館も表示
される。
○「Books.or.jp」
インターネット http://www.books.or.jp/
国内で発行された入手可能な書籍が検索できる。出版社のホームページやオンライン書店
へのリンクもある。

雑誌・雑誌記事を探す
●雑誌の探し方
○ 図書館の所蔵を探す
オンライン目録（ＯＰＡＣ）で長岡市立図書館の蔵書を調べることができます。資料の所
蔵の有無、配架場所、請求記号がわかります。
＜図書館で所蔵している主な雑誌＞

資料情報（書誌情報）

請求記号･資料 ID

『相撲』（２０１７年１月号から所蔵があります）
ベースボールマガジン社
『百歳万歳 Ｇａｂｉｎ』１６年１０月号
エヌシィシィ ,20161001

101036762

配置場所
中央館
一般
中央館
一般

○ 国内で刊行されている雑誌を探す
1「雑誌新聞総かたろぐ．メディア･リサーチ・センター」

冊子

現在刊行されている雑誌、新聞が調べられる。
2「NDL-OPAC」

インターネット

http://opac.ndl.go.jp/

国立国会図書館の蔵書目録。国内で刊行されている図書や雑誌が検索できる。
3「CiNii Books」
インターネット http://ci.nii.ac.jp/books/
明治以前の図書から新刊書まで日本語の図書・雑誌が探せる。所蔵している図書館も表
示される。
4「雑誌ネット」
インターネット
http://www.zassi.net/
雑誌の最新刊号の表紙、中吊り広告、立ち読み、定期購読申込ができる。
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●雑誌記事の探し方
○ 記事索引データベース
「国立国会図書館雑誌記事索引」
（NDL-OPAC） インターネット http://opac.ndl.go.jp/
国内で刊行された学術雑誌、紀要を中心に人文科学･社会科学・自然科学の記事情報が検
索可能。
＜こんな雑誌記事が検索できます＞

記事情報
「大相撲トーナメント「白鵬初戦敗退」と「あのグループ」の躍進」週刊ポスト．
Vol 49，2017，ｐ50-52
「好角家に聞くこうすればもっと相撲は盛り上がる！」中央公論.
Vol 130, 2016, p134-138
広井忠男「越後の神事相撲習俗」高志路．Vol 375，2010，ｐ1-8

新聞・新聞記事を探す
●原紙／縮刷版
新聞コーナーにあります。縮刷版は現物の新聞をそのまま縮小して冊子体にしたもので、
巻頭の索引を使うと関連するテーマの新聞記事が検索できます。
＜図書館で所蔵している専門紙＞
新聞名
「朝日新聞 縮刷版」朝日新聞社，月刊

配置場所
中央館 １F 書庫

●新聞記事の探し方
○ データベース
探しているテーマの新聞記事をテーマ、キーワード、日付等から検索して全文を読むことが
できます。
＜図書館で利用できるデータベース＞
データベース
日経テレコン２１
聞蔵Ⅱビジュアル
新潟日報データベース

新聞
日経各紙
朝日新聞
新潟日報

収録期間
１９７５年以降
１９４５年以降
２００４年４月以降

＜こんな新聞記事が検索できます＞
記事情報
「稀勢ヒヤリのち豪快 ８連勝 大相撲春場所・８日目」
朝日新聞 2017 年 3 月 20 日.朝刊.スポーツ２
「大相撲春場所 小柳関の千秋楽応援しよう パブリックビューイング ２６日、北区で
開催」
新潟日報 2017 年 3 月 17 日．朝刊．新下-10 版

3/4

専門的な情報源
更に深くテーマを掘り下げるには専門事典、白書、年鑑などの情報源が役立ちます。

資料情報（書誌情報）

請求記号･資料 ID

『相撲大事典』
金指 基／原著，日本相撲協会／監修 第 3 版
現代書館 ,2011.1
『大相撲人物大事典』
「相撲」編集部／編 ベースボール・マガジン社 ,2001.4
『年中行事大辞典』
加藤 友康／編，高埜 利彦／編，長沢 利明／編，山田 邦
明／編 吉川弘文館 ,2009.3

配置場所

ＳＫ／788.1／カ
（121451314）

中央館
参考（持禁）

ＳＫ／788.1／オ
（120923925）
ＳＫ／386.1／ネ
（121487144）

中央館
参考（持禁）
中央館
参考（持禁）

ＡＶ資料
ビデオや DVD などの視聴覚資料も参考になります。

資料情報（書誌情報）

請求記号･資料 ID

『大相撲大全集～平成の名力士～ １』（５巻まで）
日本相撲協会／監修 ＮＨＫソフトウェア ,2003.5

Ｄ17／オ

配置場所
中央館
ＡＶコーナー

Web サイト
キーワードを参考に、手がかりとなる単語やカテゴリーから関連サイトを検索しましょう。

●代表的なサーチエンジン
○「Yahoo!」 http://www.yahoo.co.jp/
○「Google」 http://www.google.co.jp/

●類縁機関の紹介
○「国立国会図書館」 http://opac.ndl.go.jp/
〒100-8924 千代田区永田町 1-10-1 電話：03-3581-2331（代）
○「日本相撲協会」 http://www.sumo.or.jp/

図書館にない資料を入手するには
●文献複写／相互貸借／購入を依頼する。
探している資料が図書館にない場合は以下のサービスが利用できます。
（＊長岡市に在住・在勤・在学の方のみ利用可能。
）
○文献複写・相互貸借（有料）
国立国会図書館・他市図書館等の類縁機関の資料の複写・借り出しができます。相互貸借
申込み用紙に記入の上申し込んでください。
○購入依頼
購入してほしい本がある場合は、リクエストカードに記入して下さい。
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