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2020/2/14 

第 8回 県立図書館・公文書館合同展示「かながわとオリンピック」 

公文書館担当部分「聖火が見守る平和の祭典 －B.C.776～1964～2020－」 

展示資料ならびに参考画像（解説パネルに用いる画像）リスト 

 

1.1 「聖火」、「聖火リレー」とは何か 

●参考画像 1-1：聖火台に灯る聖火【『東京オリンピック 文学者の見た世紀の祭典』講談社、1964 年 

県立図書館所蔵】 

■展示資料 1-1-①：The Olympic Fire の表記【『ベルリン・オリンピック公式報告書 英語版（The XIth 

Olympic games, Berlin, 1936. Official report）』p.119 国立国会図書館所蔵】 

■展示資料 1-1-②：The Olympic Flame の表記【『オリンピック憲章』2019 年 6 月 26 日版 p.21 JOC

日本オリンピック委員会ホームページ（https://www.joc.or.jp/olympism/charter/）】 

■展示資料 1-2：「かがり火」から「聖火」へ【『朝日新聞』昭和 7(1932)年７月 31 日付、8 月 15 日付 県立

図書館所蔵縮刷版】 

●参考画像 1-2：オリンピア・ヘラ神殿前での採火（1964 年 8 月 21 日）【『第 18 回オリンピック競技大会

公式報告書 上』オリンピック東京大会組織委員会、1966 年 県立図書館所蔵】 

●参考画像 1-3：古代ギリシャの壺絵に描かれた聖火リレー走者【楠見千鶴子『ギリシアの古代オリンピ

ック』講談社、2004 年、p.65 県立図書館所蔵】 

●参考画像 1-4：ピエール・ド・クーベルタンの肖像【wikipedia（パブリック・ドメイン）】 

●参考画像 1-5：現在のマラソンタワー（アムステルダム）【wikipedia（C.C. BY-SA 2.5）Van links naar 

rechts: Marathonpoort, Marathontoren en het huidige Van Tuyll van Serooskerkenmonument】 

●参考画像 1-6：ベルリン大会の聖火リレー【wikipedia（C.C. BY-SA 3.0）Bundesarchiv, Bild 146-1976-

116-08A】 

 

1.2 幻のオリンピックを追いかけて 

 ●参考画像 1-7：「聖矛継走記念号」の表紙【『陸上日本臨時増刊 聖矛継走記念号』昭和 13（1938）年

11 月 国立国会図書館所蔵】 

■展示資料 1-3：「武運長久 鎌倉八幡宮」「横浜から東京へ」【『陸上日本臨時増刊 聖矛継走記念号』昭和

13（1938）年 11 月 国立国会図書館所蔵】 

■展示資料 1-4：「紀元 2600年奉祝第 11回明治神宮国民体育大会海洋競技に関する件」【「昭和 15 年 参

事会議案原稿」公文書館所蔵歴史的公文書 1199403714 県会-1940-15】 

 ●参考画像 1-8：「閉会式」【『第 11 回明治神宮国民体育大会報告書』厚生省、1941 年 横浜中央図書

館所蔵】 

 

1.3 かながわの国民体育大会における聖火→炬火 

■展示資料 1-5：三ッ沢公園内に建つ平沼さんの像と御製歌碑【公文書館スタッフ撮影】 

■展示資料 1-6：炬火ランナーを務める平沼亮三、ほか【『第 10 回国体記念写真帖』神奈川県、1955 年 公

文書館所蔵行政刊行物 3199352158 K78-0-66】 

●参考画像 1-9：炬火台への点灯（開会式）【『かながわ・ゆめ国体報告書;総集編 第５３回国民体育大

https://www.joc.or.jp/olympism/charter/
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会かながわ・ゆめ国体』かながわ・ゆめ国体実行委員会、1999 年 公文書館所蔵行政刊行物】 

■展示資料 1-7：炬火受け皿のデザイン・プロポーザル実施要項、ほか【「平成１０年度〔かながわ・ゆめ国

体関係〕」全６点〔企画調整部企画調整課〕総務部・行政センター等 横須賀三浦地区行政センター 公

文書館所蔵歴史的公文書 1200202159 H14-501-02／「平成 10 年度 式典開催事業費 需用費」国

体局総務課 1200407810 H16-109-04】 

 

1.4 河野一郎とオリンピックの切れない縁i 

●参考画像 1-10：箱根駅伝における早稲田大学チーム【『河野一郎自伝』徳間書店、1965 年 県立図書

館所蔵】 

●参考画像 1-11：衆議院で質問する河野一郎【前掲『河野一郎自伝』徳間書店、1965 年】 

■展示資料 1-8：第 73 回帝国議会衆議院 国家総動員法案委員会議録（速記）第 8 回」昭和 13（1938）

年 3 月 7 日開催【帝国議会会議録検索システム https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/#/】 

●参考画像 1-12：「“ボクには不可解だ”河野一郎氏のオリンピック映画論」【『毎日新聞』昭和 40（1965）

年 3 月 11 日夕刊 県立図書館所蔵縮刷版】 

■展示資料 1-9：高峰秀子「わたしはアタマにきた 映画「東京オリンピック」をめぐって」【東京新聞 昭和 40

（1965）年 3 月 18 日） 県立図書館所蔵】 

■展示資料 1-10：市川崑監督のことば【『別冊キネマ旬報 東京オリンピック』昭和 40（1965） 

 

神奈川県内の聖火リレーコース（1964年オリンピック東京大会） 

■展示資料 extra1：「聖火リレー」【公文書館所蔵 広報課撮影写真 No.70 4199203885】 

●参考画像：「宙瞰図 宇宙から見た東京から神奈川」ポスター【生命の星・地球博物館所蔵】 

●参考画像：「オリンピック東京大会国内聖火リレー神奈川県内リレーコース」『オリンピック東京大会国内聖

火リレ－神奈川県内リレ－実施要綱』オリンピック東京大会神奈川県実行委員会、1964 年【公文書館所

蔵行政刊行物】 

●参考画像：「オリンピアでの聖火リレースタート」「国立競技場の聖火台（1964年 10月 10日）」「聖火リレー

国外ルート」『第 18 回オリンピック競技大会公式報告書』1966 年【県立図書館所蔵】 

 

■展示資料 extra2：「聖火トーチ（1964年オリンピック東京大会）」イメージレプリカ【公文書館スタッフ作成】 

 

神奈川県内の聖火リレールート（2020年オリンピック東京大会） 

●参考画像：2020年東京オリンピック 神奈川県内の聖火リレールート【東京 2020 オリンピック聖火リレ

ー神奈川県実行委員会】 

 

2.1  神奈川の聖火リレー  

■展示資料２－１：聖火リレー神奈川県内走者人選要項（案） 昭和 39（1964）年４月 10 日【県立公

文書館所蔵 歴史的公文書 「昭和三十九年 聖火リレー関係綴 ３冊の２」 ID:1199412311 より】 

■展示資料２－２：聖火リレー神奈川県内リレーコース試走実施要項（案） 昭和 39（1964 

）年 6 月 2 日【県立公文書館所蔵 歴史的公文書 「昭和三十九年 聖火リレー関係綴 ３冊の２」 

ID:1199412311 より】 

■展示資料２－３：「聖火の分火に関する打合会結果報告」 昭和 39（1964）年 5 月 28 日【県立公文

書館所蔵 歴史的公文書 「昭和三十九年 聖火の分火リレー関係綴」 ID:1199412312 より】 

https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/#/】
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 2．2 1964東京パラリンピック  

■展示資料２－４：PARALYMPIC TOKYO 1964（ポスター、アーチェリー選手） 昭和 39（1964）

年【県立公文書館所蔵 歴史的公文書 「昭和三十九年 身体障害者スポーツ関係綴」ID:1199412813

より】 

■展示資料２－５：PARALYMPIC TOKYO 1964（ポスター、各種競技） 昭和 39（1964）年【県

立公文書館所蔵 歴史的公文書 「昭和三十九年 身体障害者スポーツ関係綴」ID:1199412813 より】 

■展示資料２－６：県内選手に関するパラリンピック総評 昭和 39（1964）年 12 月 12 日【県立公文

書館所蔵 歴史的公文書 「昭和三十九年 身体障害者スポーツ関係綴」ID:1199412813 より】 

■展示資料２―７：国際身体障害者スポーツ大会の開催について 昭和 39（1964）年 6 月 30 日【県立

公文書館所蔵 歴史的公文書 「昭和三十九年 身体障害者スポーツ関係綴」ID:1199412813 より】 

■展示資料２－８：国際身体障害者スポーツ大会第一部国際大会県別参加選手及び附添人員 昭和 39

（1964）年 10 月【県立公文書館所蔵 歴史的公文書 「昭和三十九年 身体障害者スポーツ関係綴」

ID:1199412813 より】 

■展示資料２－９：神奈川県身体障害者更生指導所（空撮） 神奈川県広報課 昭和 38（1963）年 11

月【県立公文書館所蔵 広報課写真 ID:4199400420】 

■展示資料２―10：国際身体障害者スポーツ大会（パラリンピック）本県出場選手成績表 昭和 39（1964）

年 12 月【県立公文書館所蔵  歴史的公文書  「昭和三十九年  身体障害者スポーツ関係綴」

ID:1199412813 より】 

 

 

※パブリック・ドメインとは、権利が消失した著作物で、だれでもが自由に利用できるもの、です。 

※C.C. BY-SA とは「クリエイティブ・コモンズ」という著作物の利用方法を表示する取り決めで、「原

作者のクレジット（氏名、作品タイトルなど）を表示することを主な条件とし、改変した場合には元の

作品と同じ CC ライセンス（このライセンス）で公開することを主な条件に、営利目的での二次利用も

許可される CC ライセンス」を示しています。 

 

                                                      


