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富山の相撲　参考資料リスト
当館所蔵　相撲に関する郷土資料
書名 著者名 出版年 場所区分 請求記号
梅ケ谷伝　郷土が生んだ二十代横綱 堀田次修／著　水橋郷土資料館／編 1985 書庫 Ｔ289/ｳ8/1
越中人譚　第9号　横綱 チューリップテレビ／編 1999 書庫 T280/43
越中力士展覧会出品目録 富山県立図書館／編 1960 書庫 T788/3
大相撲朝乃山英樹 北日本新聞社／編著 2019.6 書庫 T788/26
大相撲高岡場所 高岡場所実行委員会事務局／編 2014.1 書庫 T788/24
加越能力士大鑑 森紫南／著 1912.9 書庫 T788/1
黒部市相撲連盟のあゆみ 黒部市相撲連盟／編 1986.03 書庫 T788/10
鶏野神社奉納相撲百五十周年記念誌 福島武志／編 2012.8 書庫 T788/25
国体相撲 第１３回国体高岡市実行委員会／編 1958 書庫 T780/61
すもう 富山市教育委員会／編 1983？ 書庫 T788/9
関脇玉椿 川端要寿／著 1995 書庫 T289/ﾀｹ
第５５回国民体育大会秋季大会相撲競技 ２０００年国体大門町実行委員会／〔編〕2000.1 書庫 T780/326
第５５回国民体育大会秋季大会相撲競技報告書 ２０００年国体大門町実行委員会／〔編〕2001.3 書庫 T780/391
太刀山　追補版 龍野周一郎／著　太刀山會／編 1918 書庫 Ｔ289/タ1/1
砺波野の草相撲の力士たち【パンフレット】 砺波市立砺波郷土資料館／〔編〕 2006.1 書庫 T788/20
砺波野の草相撲の力士たち 砺波市立砺波郷土資料館／〔編〕 2007.9 書庫 T788/21
〔富山県相撲番附〕（明治23年） （不明） 1890 書庫 T788/2/M23
〔富山県相撲番付〕（昭和31年） 富山県相撲協会／編 1957 書庫 T788/2/S31
〔富山県相撲番付〕（昭和30年） 富山県相撲協会／編 1957 書庫 T788/2/S30
富山県相撲連盟五十年史 富山県相撲連盟／編 1998.1 書庫 T788/15
平成６年度全国高等学校総合体育大会 大門町実行委員会／〔編〕 1994 書庫 T780/234
平成６年度全国高等学校総合体育大会報告書 大門町実行委員会／〔編〕 1994 書庫 T780/235

当館所蔵　相撲関係資料
書名 著者名 出版年 場所区分 請求記号
朝青竜はなぜ負けないのか  松田忠徳／著 2005 書庫 788/385
「うっちゃり」はなぜ消えたのか 真石博之／著 2000.4 書庫 788/294
海を渡った力士たち 工藤美代子／著 1988.8 書庫 788/91
江戸時代の大相撲 古河三樹／著 1942 書庫 788/7
江戸・明治・大正大相撲グラフティ 景山忠弘／編・著 1994.01 書庫 788/197
大相撲 日本相撲協会／企画・編集 1996.01 書庫 788/241
大相撲意外史 小島貞二／著 1980.1 書庫 788/61
大相撲鑑識体系（１～７） 本の友社／編 2001.3 書庫 788/328/1～7
大相撲鬼才人物烈伝 小池謙一／編 1994.09 書庫 788/214
大相撲決まり手大図鑑全８２手 ベースボール・マガジン社／編集 2018.9 一般開架 788/528
大相撲行司の軍配房と土俵 根間弘海／著 2012.8 書庫 788/476
大相撲行司の世界 根間弘海／著 2011.11 書庫 788/468
大相撲行司の伝統と変化 根間弘海／著 2010.7 書庫 788/456
大相撲この一番 同文書院総合企画室／編 1994.03 書庫 788/198
大相撲豪傑・名力士伝説 石井代蔵／著 1992.1 書庫 788/162
大相撲殺人事件　（小説） 岡田光治／著 1985 資料C BFｵ/63
大相撲新世紀 坪内祐三／著 2012.5 書庫 788/471
大相撲人物大事典 「相撲」編集部／編 2001.4 参考書 788/306
大相撲人物史 小島貞二／著 1979.05 書庫 788/57
大相撲立行司の名跡と総紫房 根間弘海／著 2018.2 一般開架 788/524
大相撲と歩んだ行司人生５１年 木村庄之助／著 2006.6 書庫 788/397
大相撲に魅せられて 赤嶺逸男／著 2005.3 書庫 788/376
大相撲の解剖図鑑 伊藤勝治／監修 2016.9 一般開架 788/512
大相撲の経済学 中島隆信／著 2003.1 書庫 788/353
大相撲の事典 沢田一矢／編 1995.09 書庫 788/231
大相撲の不思議 内館牧子／著 2018.9 一般開架 788/527
大相撲の文化史 内館牧子／〔述〕 2015.12 書庫 788/502
大相撲の見かた 桑森真介／著 2013.5 書庫 788/482
大相撲の魅力 銅谷志朗／著 2009.5 書庫 788/437
大相撲八十年史 日本相撲協会／編 2005.12 書庫 788/389
〔大相撲番付表〕　昭和38年5月場所 日本相撲協会／編 1963 書庫 788/11/S38-5
大相撲名勝負ものがたり 原三郎／著 1977 書庫 788/50
大相撲名力士１００選 小島貞二／〔著〕 1976 書庫 788/37
大相撲力士名鑑　平成29年版 亰須利敏／編著 2016.12 一般開架 788/148/N17
大相撲力士名鑑　令和2年版 亰須利敏／編著 2019.12 一般開架 788/148/N20
親方夫人たちの昭和大相撲史 阿良川角雄／著 1990.03 書庫 788/122
女相撲史研究 雄松比良彦／著 1993.12 書庫 788/45/A
女相撲民俗誌 亀井好恵／著 2012.1 書庫 788/478
女はなぜ土俵にあがれないのか 内館牧子／著 2006 書庫 788/405
春日野清隆と昭和大相撲 川端要寿／著 1990.02 書庫 788/120
決定版！大相撲観戦道場 『相撲』編集部／編 2000.9 書庫 788/298
国技大相撲の１００傑 講談社／編 1980.5 書庫 788/62
国技相撲 大日本相撲協会／編 1939 書庫 788/17



国技勧進相撲 木村庄之助（十代目）／著 1942 書庫 788/14
古今大相撲力士事典 景山忠弘，小池謙一／編著 1989.1 書庫 788/102
古今相撲評話 鹿島光太郎／著 1914 書庫 788/12
古写真、ブロマイド、カードで見る大相撲 景山忠弘／編著 2001.1 書庫 788/318
叱られ、愛され、大相撲！ 胎中千鶴／著 2019.9 一般開架 788/536
昭和大相撲騒動記 大山真人／著 2006.9 書庫 788/398
昭和の大相撲　【本編】【資料編】 「昭和の大相撲」刊行委員会／編 1989.11 書庫 788/101/1～2
昭和平成大相撲名力士１００列伝 塩澤実信／著 2015.12 一般開架 788/500
史料集成江戸時代相撲名鑑　（上・下） 飯田昭一／編 2001.9 参考書 788/312/1～2
相撲節会 飯田道夫／著 2004.1 書庫 788/361
相撲 二子山勝治／著 1981 書庫 788/69
相撲 土屋喜敬／著 2017.4 一般開架 788/516
相撲 下川隆司／編著 2002.12 書庫 788/337
相撲畸人列伝　（正・続） 石井代蔵／著 1975 書庫 788/40/1～2
相撲求道録 時津風定次／著 1979.6 書庫 788/58
相撲、国技となる 風見明／著 2002.9 書庫 788/330
相撲故実 伊藤常足／編録 1962 書庫 788/3
相撲豪傑伝　１ 石井代蔵／著 1989.8 書庫 788/99/1
相撲五十年 相馬基／著 1955.7 書庫 788/9
相撲歳時記 北出清五郎，水野尚文／編 1980.11 書庫 788/64
相撲四十八手 鰭崎英朋／画 1986.7 書庫 788/82
相撲社会の研究 生沼芳弘／著 1994.02 書庫 788/200
相撲昭和史 高永武敏／著 1975 書庫 788/42
相撲甚句・有情 呼出し永男／著 1994.02 書庫 788/199
相撲随筆 酒井忠正／著 1995.05 書庫 788/223
相撲大事典 金指基／原著 2015.1 参考書 788/321/C
相撲渡世 田原八郎／著 1998.7 県人文庫 788/274　（ﾀﾊ）
相撲錦絵蒐集譚 ジョージ石黒／著 1994.06 書庫 788/211
相撲錦絵発見記 ジョージ石黒／著 1996.7 書庫 788/248
相撲の宇宙論 寒川恒夫／編著 1993.11 書庫 788/190
相撲のおもしろさ 和歌森太郎／著 1957 書庫 788/4
相撲の人類学 寒川恒夫／編著 1995.1 書庫 788/234
相撲の誕生 長谷川明／著 1993.09 書庫 788/187
相撲の民俗史 山田知子／著 1996.8 書庫 788/251
相撲の歴史 新田一郎／著 1994.06 書庫 788/212
〔相撲番付〕　昭和31年春場所 大日本相撲協会／編 1956 書庫 788/11
相撲百年 相馬基／著 1966 書庫 788/28
相撲部屋２４時おかみさん奮戦記 中沢嗣子／〔著〕 2004.5 書庫 788/369
相撲略伝 池田良吉／編 1932 書庫 788/15
相撲ロマン大事典 弥谷まゆ美／著 2000.1 書庫 788/299
相撲記 舟橋聖一／著 1982.1 書庫 788/97
相撲史うらおもて　その１～その３ 小島貞二／著 1992 書庫 788/152/1～3
相撲道教本 佐渡ケ嶽高一郎／著 1941 書庫 788/2
相撲道綜鑑 彦山光三／著 1977.9 書庫 788/51
相撲部屋物語 能見正比古／〔著〕 1978 書庫 788/52
図解平成大相撲決まり手大事典 新山善一／著 2008.4 書庫 788/420
関取音羽山物語　史上最強の雷電を破った男（小説） 高久達英／著 2001 書庫 F/ﾀﾀ
力人    雷電為右衛門　（小説） もりたなるお／著 1996 書庫 F/ﾓﾅ
床山と横綱 小林照幸／著 1996.9 書庫 788/254
栃若時代 小坂秀二／著 1988.9 書庫 788/92
どすこい 島根県立古代出雲歴史博物館／編集 2009.7 書庫 788/450
ドスコイ警備保障　（小説） 室積光／著 2003 書庫 F/ﾑﾋ
土俵に生きて    若乃花一代  二子山勝治／著 1989 書庫 788/94
土俵の真実 杉山邦博／著 2008.5 書庫 788/419
土俵 奥村忠雄／著 1964 書庫 788/72
日本相撲大鑑 窪寺紘一／著 1992.07 書庫 788/157
野見宿禰と大和出雲 池田雅雄／著 2006.12 書庫 788/407
花の嵐    花田家三代若・貴物語 松下茂典／著 1993 書庫 788/179
二子山勝治・相撲ルーツの旅 ＮＨＫ取材班，石田雄太／著 1993.01 書庫 788/172
本日晴天興行なり 小島貞二／著 1995.06 書庫 788/225
目でみる昭和の大相撲　（上・下） 景山忠弘／編・解説 1986.9 書庫 788/83/1～2
明治時代の大相撲 加藤隆世／著 1942 書庫 788/8
物語日本相撲史 川端要寿／著 1993.11 書庫 788/189
横綱 武田葉月／著 2013 書庫 788/481
横綱昇進 日高将／著 1994.01 書庫 788/195
横綱の品格 風見明／著 2008.12 書庫 788/430
雷電為右衛門　（上・下） 小島貞二／著 1990 書庫 788/103/1～2
雷電為右衛門  （一）～（四）　（小説） 尾崎士郎／著 1972 資料C BFｵ/87/1～4
雷電日記 雷電為右衛門／著 1999 書庫 788/278
力士漂泊 宮本徳蔵／著 1985.12 書庫 788/86
力士はなぜ四股を踏むのか？ 工藤隆一／著 2007.5 書庫 788/412
我が相撲道に一片の悔いなし　稀勢の里自伝 荒磯寛／著 2019.9 一般開架 788/538


