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東京オリンピックは１９４０年に開催が予定

されていましたが、戦争のため中止され““幻”の

オリンピックとなりました。 

アジアではじめての開催となった「東京 1964   

オリンピック・パラリンピック競技大会」開催

を契機に東京の街は大きく変貌しました。世田

谷区でも大会で使用する競技場の建設や道路整

備など、急速な都市化が進みました。 

２０２０年に東京大会が開催されます。馬事

公苑で競技が行われるなど世田谷区にも関わり

があります。本号では、それらの調べ方の一例

を紹介します。 

 １ キーワード 

「東京オリンピック」、「世田谷」ａｎｄ「オリンピック」、「パラリンピック」、

「馬事公苑」、「駒沢オリンピック公園」 

 ２ 入門的な情報源 

●地域資料コーナー 
世田谷区立図書館には、世田谷区、東京都などに関する資料を集めたコーナーが設け

られています。地域の情報はこのコーナーで探すのが有効です。 

「深沢図書館の特色あるコーナー」 

深沢図書館には『深沢、駒沢公園そしてオリンピック！』をテーマとしてオリンピッ

ク関連図書を集めた「ふかふかコーナー」が設けられています。 

●東京オリンピックメモリアルギャラリー 

  駒沢オリンピック公園体育館内に、「東京 1964 オリンピック」当時の日本代表ユニ

ホーム、メダル、名場面の写真や映像等が見られるコーナーがあります。大会の開催に

尽力した人や、大会が日本のスポーツ界に与えた影響等を記した資料も置いてあります。 

●東京都立中央図書館 

  「オリンピック・パラリンピックについて調べるには」という冊子（パスファインダ

ー）があります。「東京 2020 大会」についても様々な角度から調べることが可能です。 

 『パスファインダー』とは、 

ある事柄を調べるときに基本的な

資料や情報源を紹介した「情報検

索の“道しるべ”」のことを言いま

す。 

世田谷区をテーマにした資料の

探し方を、次号以降もご案内して

いきます。 

世田谷区立図書館 編集・発行 

パスファインダー(path finder)第６号          

図書館ホームページ （パソコン） https://libweb.city.setagaya.tokyo.jp/   
 （携  帯）  http://libweb.city.setagaya.tokyo.jp/i/ 

「パスファインダー」は、図書館ホームページ（トップページ＞図書館で調べる＞パスファインダー）
でカラーでご覧いただけます。 
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 ３ 図書を探す 

●オリンピックの起源や全般に関する資料 
『 オリンピックのルーツを訪ねて －古代ギリシャの競技大祭－ 』 

（協同出版 西川亮 後藤淳 ２００４年） 

  ギリシャで行われていた古代オリンピックの競技の意義と、時代の流れとともにその

内容が変遷していった様子を、土地の遺跡の写真とともに詳細な説明をしています。 

『 ＪＯＡオリンピック小事典 』 

（メディアパル 日本オリンピック・アカデミー ２０１６年） 

  オリンピックの起源、競技大会の歴史、競技・種目、パラリンピ

ック、年表等が紹介されています。また、大会にまつわる社会的な

背景など多岐にわたるテーマを取り上げています。 

●パラリンピックに関する資料 
『 パラリンピックを学ぶ 』 

（早稲田大学出版部 平田竹男 河合純一 荒井秀樹 ２０１６年） 

  1９６０年のローマ大会から始まったパラリンピックの歴史や、概要、対象種目や選

手の育成など多岐に渡って述べられています。 

『パラリンピックの楽しみ方 －ルールから知られざる歴史まで－ 』 

（小学館 藤田紀昭 ２０１６年） 

「東京 1964 パラリンピック」の開催までの道のりから、詳細な競技の様子、メダ

ル獲得数まで、当時の様子を写真とともに掲載しています。 

●世田谷区と幻の東京オリンピック、「東京 1964 オリンピック」に関する 

資料 
『 幻の東京オリンピック －１９４０年大会招致から返上まで－（講談社学術文庫） 』 

（講談社  橋本一夫 ２０１４年） 

  幻の東京オリンピックの招致から返上に至った経緯が、当時の政治状況を背景に描か

れています。オリンピックが戦争と政治に翻弄された実態が記述されています。 

『 オリンピック・シティ東京 －１９４０・１９６４－ 』（河出書房新社 片木篤 ２０１０年） 

  戦争のため中止されましたが、最初の東京オリンピックは１９４０年に開催される予

定でした。競技場の候補地がどのように選定され、建設に至

ったのかを都市計画の観点から記述されています。 

『 地図と写真で見る東京オリンピック１９６４ 』 

（実業之日本社 ブルーガイド編集部 ２０１５年） 

   「東京 1964 オリンピック」に向けて都市開発の様子を

写真にて解説しています。世田谷区内の街並み、道路の変貌

や駒沢競技場の今昔の比較もわかりやすく記されています。 

『 駒沢オリンピック公園 』（郷学舎 三橋一也 １９８１年） 

  公園誕生の経緯やオリンピックをめぐる工事の様子などを詳細に網羅しています。 
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 図書を探す 

『 馬事公苑５０年のあゆみ 』（日本中央競馬会馬事公苑 １９９０年） 

  馬事公苑は、総合的な馬事施設への時代の要請に応え、昭和１５年に開苑しました。

「東京 1964 オリンピック」会場であった当苑の歩みを写真とともに掲載しています。 

『 第１８回オリンピック競技大会 －公式報告書－ 上・下 』 

（オリンピック東京大会組織委員会 １９６６年） 

  大会全般の準備運営に関する上巻と競技記録の下巻から構成されています。招致から

競技大会にいたるまでの大会全般の詳細な記録集となっています。 

『 写真アルバム 世田谷区の昭和 』（いき出版 ２０１２年） 

  世田谷区の昭和時代の写真が豊富に掲載されています。駒沢体育館建築工事中の当時

の写真や、オリンピック開催期間中の様子の写真も見ることができます。 

『 世田谷往古来今 －区制８５周年記念－ 』（世田谷区政策経営部政策企画課 ２０１７年） 

  区制８５周年を契機に新たな区史の編さん事業に先立って刊

行された、世田谷区の歴史について書かれた冊子です。「東京オ

リンピックと世田谷」の項で、世田谷区における「東京 1964

オリンピック」が記述されています。 

『 サザエさん ４３巻 』（朝日新聞社 １９９４年） 

    「東京 1964 オリンピック」が開催された当時の世相がうか

がえる作品が掲載されています。 

『 サザエさんとその時代 』（晩聲社 新藤謙 １９９６年） 

    長谷川町子が見た戦後民主主義をキーワードから読み解く現代史入門書です。ｐ.１

０５から「東京 1964 オリンピック」について取り上げた回の解説がされています。 

●世田谷区とオリンピック 2020 年東京大会に関する資料 
『 東京２０２０大会の記憶が薫るまち －「馬事公苑界わい」まちの魅力向上構想－ 』 

（世田谷区都市整備政策部都市デザイン課 ２０１７年） 

  馬事公苑は「東京 2020 大会」期間中には競技場として使用し、その後も周辺の街

並みを大会の遺産として残していこうとする構想について述べられています。 

『 ２０２０年に向けた世田谷区の取組み －東京２０２０大会後を見据えて－ 』 

（世田谷区スポーツ推進担当部オリンピック・パラリンピック担当課 ２０１７年） 

  「東京 2020 大会」に向けて、世田谷区の取組みについて８つのテーマに分けて記

しています。そのひとつには馬術競技の開催や、大蔵公園をアメリカ選手団のキャンプ

地として整備し、大会をサポートするだけでなく、将来に渡って区民にかけがえのない

施設にしていくことなどが述べられています。 

『 オリンピック・パラリンピック学習読本 』 

（東京都教育庁指導部指導企画課 ２０１６年） 

  「小学校編」、「中学校編」、「高等学校編」があり、オリンピッ

ク・パラリンピックの基礎知識が学べる内容となっています。 
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 ４ 雑誌記事などを探す 

『 緑と水のひろば ２０１５年冬号 』（東京都公園協会 ２０１５年） 
東京都公園協会の広報誌です。特集に「1964 年東京オリンピックと公園」があり

ます。 
『 東京オリンピック －完全復刻アサヒグラフ－ 』（朝日新聞出版 ２０１３年） 

  選手の迫力ある動きや、力のこもった表情の写真を満載しています。駒沢屋内球技場

での、“東洋の魔女”と呼ばれた女子バレーボール日本代表がソ連に勝ち、優勝した瞬

間の様子も見られます。なお、アサヒグラフは発行当時雑誌でしたが、本書については

世田谷区立図書館では図書扱いとしております。 

『 世田谷ライフ magazine Ｎo.１７、１９、３０ 』（枻出版 ２００６年） 
『世田谷ライフ magazine』は年４回発行される世田谷の情報満載のマガジンです。 

『No.１７』のｐ.１８～ｐ２１、『Ｎo.３０』の p.１０９、ｐ.１１７に駒沢オリンピッ

ク公園が紹介されています。『No.１９』のｐ.２６～ｐ２９に馬事公苑が紹介されてい

ます。本書も図書扱いです。（※過去のバックナンバーから探しました。） 

 ５ インターネットで探す 

●世田谷区ホームページ 
世田谷区スポーツ推進部 オリンピック・パラリンピック担当課 

http://www.city.setagaya.lg.jp/soshiki/7063/4009/index.html 

世田谷区の「東京 2020 大会」に関する情報 

http://www.city.setagaya.lg.jp/kurashi/106/15561/index.html 

「風は世田谷」 

http://www.city.setagaya.lg.jp/kurashi/107/159/774/d00010422.html 

世田谷区ホームページ内、広報のページに、過去放映されたテレビ番組「風は世田

谷」の作品一覧が掲載されています。区民の活動や世田谷の文化、歴史などを紹介し

ています。区政情報センター（世田谷区民会館１階）でＤＶＤを貸し出しています。

ご利用の際には、同センターにご確認ください。 

〈公園散歩・公園に行こうよ(昭和６２年１１月２８日放映 作品番号１１３)〉 

駒沢オリンピック公園などの園内の様子を紹介しています。 

〈緑のオアシス－馬事公苑－(平成４年９月１７日放映 作品番号２００)〉 

馬事公苑の様々な魅力を紹介しています。 

●東京都オリンピック・パラリンピック準備局 

http://www.2020games.metro.tokyo.jp/ 

   「2020 年大会開催準備」のページに「大会情報」、「オリンピック情報」、「パラリ

ンピック情報」があり、さまざまな情報を調べることができます。 

●ＪＯＣ-東京オリンピック 1964｜メモリアル・プレイス 

https://www.joc.or.jp/ 

   駒沢オリンピック公園総合運動場の陸上競技場、体育館、ホッケー場、また馬事公

苑についても各々の競技別に調べることができます。 
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※ 本号では、夏季大会について取り上げています。 

※ 2020 年東京大会に関する図書、雑誌については、新しく発行されたものを追加した

改訂版の発行も今後予定しています。 
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