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ポーツ競技を支える千葉の匠の技についてもまとめました。
本展示を御覧いただくことで、まもなく開催される「東京 2020 オリンピック・パラリンピック」
が一層興味深いものになれば幸いです。
なお、本展覧会の実施にあたっては、多くの方の御協力をいただいて貴重な資料を借用すること
ができました。この場をお借りして、関係者の皆様に厚く御礼を申し上げます。
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近代スポーツの誕生
The Birth of Modern Sports in Japan
しんしん

けんこう

たも

体を動かして心身を健康に保つという考え方は、

めい じ

じ だい

せいよう

明治時代になって西洋から入ってきました。
もと

ぐん たい

このような新しい考えに基 づき、学校や軍 隊 に
おいてスポーツがとり入れられていきます。
めい じ せい ふ

たいそうでんしゅうじょ

かいせつ

養成のために、体操伝 習 所を開設しました。
かつしかぐんおにごえ

つぼ い げんどう

葛飾郡鬼越村（現：市川市）出身の坪井玄道は、
きょうし

physical exercise, were brought in from the West at
the beginning of the Meiji period. Physical education
was adopted in schools and the military based on

たい そう きょういん

明 治 政 府 は、明治 11 年（1878）に体 操 教 員の

ようせい

The concepts of physical education and sports, that
people's minds and bodies are maintained through

よ

日本最初の「体操教 師」と呼 ばれ、この体操伝習
ふ きゅう

つと

所で多くの体操教員を育て、体育教育の普 及 に務
めました。

these new ideas. The Meiji government opened The
National School of Gymnastics in order to train people
to be gym teachers in 1878. Tsuboi Genzo from
Ichikawa City, Chiba, who is believed to be Japan's first
gym teacher, educated a great number of teachers in
the school and was committed to promoting physical
education. In Chiba, physical education was spread
throughout the prefecture after Baba Hisashi, who

千葉県内においては、明治 15 年（1882）に体
ば

ば ひさし

し はん

ふ にん

操伝習所出身の馬 場 寿 が千葉師 範 学校へ赴 任 した

graduated from the school, was appointed as a teacher
at The Chiba Teacher Training School in 1882.

じゅぎょう

ことによって、体育の授業が広まっていきました。

坪井玄道と体操
か えい

坪井玄道は嘉永 5 年（1852）に市川市に生まれ、

ばく ふ

かいせいじょ

幕府が開設した開成所で英語を学びました。
せっ ち

明治 11 年（1878）に体操伝習所が設置されると、
まね

坪井はアメリカから教員として招 かれたリーラン
つう やく

ドの通 訳 を務めました。リーランドはアメリカで
ひっ しゅう か もく

だい がく しゅっ しん

初めて体操を必 修 科 目 としたアマスト大 学 出 身
い

し

けい

リ－ランド肖像写真
George Adams Leland
明治 10 年代
市立市川歴史博物館寄託
坪井三郎蔵

どう ぐ

の医師で、同大学で行われていた「軽体操」
（道具
をあまり使わずにできる体操）を日本に伝えまし
た。
明治 14 年（1881）にリーランドが日本を離れ
ひき つ

ると、坪井はリーランドの後を引 継 いで伝習所の
教員となり多くの体操教員を日本全国に送り出し
ちょ しょ

ました。また、著 書 を通じてサッカーやテニス、
卓球などの西洋のスポーツを日本に紹介しました。

坪井玄道肖像写真
Tsuboi Gendo
明治 20 年代

市立市川歴史博物館寄託
坪井三郎蔵
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坪井玄道が書いた体操の教科書
Textbook of Physical Education
written by Tsuboi Gendo
しょうがく ふ つうたいそうほう

小学普通体操法
つぼ い げんどう

巻上

た なかせいぎょう

坪井玄道・田中盛業 著

明治 17 年（1884） 個人蔵
でんしゅうじょ

坪井玄道が体操 伝 習 所 第１回卒業

生である田中盛業とともに著した
体操の教科書。上巻は道具などを
と しゅ

もく あ

使わない徒 手 体操。下巻には木 亜

れい

こん ぼう

鈴 や棍 棒 などを使った体操が紹介
ふ つう

されており、両者を合わせて普 通
体操と呼んだ。

体操の様子を描いた錦絵

Woodblock printing depicting physical exercises
がっこうせい と たいそう の

ず

学校生徒体操之図
周延

明治 19 年（1886）国立歴史民俗博物館蔵
ひ ろう

きゅうかん

明治天皇の前で体操を披露する様子を描いている。生徒たちが行っている体操は、徒手体操や木亜鈴、球竿を使った体操。
す

え

じゅうじょうたもつ

ば

ば ひさし

かのうざん

えんしゅう

ふん い

き

周淮郡長である 重 城 保や馬場寿の前で生徒が体操を披露した鹿野山体操大演習（P. ６参照）もこのような雰囲気だった

のだろうか。

4

しか

しか

★鹿ヤ鹿ヤ

★トロコ

上に乗った人が指で数を
しめ

示 しながら、下になった
お じか

と

つぼ い げんどう

牡 鹿 役に角の数を問 う遊
ぎ

こ がいゆう ぎ

坪井玄道が伝えた戸外遊戯

ゆう

わき

戯。脇 に立っている人は
しん ぱん

おう べい

審 判。欧 米 の遊戯書には
「Buck Buck」とあり、牡
鹿を意味する。

イ タ リ ア 語 で「trucco」。
英語では「lawn billiards」
（ ロ ー ン・ ビ リ ヤ ー ド ）。
じ めん

じ どう

しん しん

坪井玄道は児 童 の心 身 を育てるには、体操
ゆう ぎ

だけでなく遊 戯（戸外遊戯）も必要であると
考 え、 明 治 18 年（1885） に『 戸 外 遊 戯 法 』
を出版して 21 種類の遊戯を紹介しました。紹
せい よう

地 面 で行うビリヤードの
きょう ぎ

ような競 技。17 世紀初め

ころ

頃 から、20 世紀初め頃ま

ではヨーロッパで行われ
ていた。

しょ もつ

介された遊戯の多くは、西 洋 の書 物 の中から
選びだされたものですが、日本人にあわせて

へんこう

変更を加えたものも含まれています。

なげ わ

★投環（クオイツ）

わ なげ

英語で
「quoits」
。輪投げの一種。輪投げとはいっても、ゲー
き そく

さだ

ムとして規則が定められている。イギリスでは、14 世紀
頃から現在までスポーツとして行われている。

★ベースボール

いわゆる野球のこと。ピッチャーのことはピッチャル、
キャッチャーのことはキャッチャルと表現されている。
イラスト：高木陽子
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馬場寿と千葉県の体育
ば

ば ひさし

たいそうでんしゅうじょ

し はん

馬場寿は、明治 15 年（1882）に体操伝 習 所を卒業して、同年 12 月に千葉師範学校の体操の

きょういん

ふ にん

ざいしょく

き かん

教員として赴任しました。千葉師範に在職した期間は 3 年 10 か月と短期間でしたが、千葉師範
か のうざん

における体操の授業の他に、県内の教員に対して体操指導を行い、鹿野山体操大演習をはじめと
えんそく

きょうかしょ

はばひろ

した演習（運動会の始まり）や遠足の指導、体育に関わる教科書の出版など幅広い活動をしまし
れいめい

き そ

きず

た。馬場によって、黎明期の千葉県の学校教育における体育の基礎が築かれました。

馬場寿が書いた体操の教科書
Textbook of Physical Education written by Baba Hisashi
しょうがく と し ゅ たいそうしんしょ ず かい

小 学 徒手体操新書図解
馬場寿

明治 18 年（1885） 画像提供：国立国会図書館

デジタルコレクション

馬場寿は明治 16 年（1883）～明治 19 年（1886）にかけて計 7 冊の体操の教科書を出版している。いずれも、千葉
県内の出版社からの出版で、印刷された数が少ないのか、現物を入手することは極めて困難である。

馬場寿の活躍を伝える資料

Written material that favorably
describes Baba Hisashi's
achievements
もみやま

えんかく し

籾山小学校沿革誌

明治 27 年（1894）
なか

君津市立中小学校蔵
す

え

馬場寿が明治 16 年（1883）周 淮 郡
内の小学校教員に対して、普通体操
たい そう か し ょ ほ えんしゅう そうろうこと

を指導し、「体 操 科 初 歩 演 習 候 事 」
しょうしょ

こう ふ

という証 書を交 付 していたことが記
されている。
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オリンピックとスポーツの広がり
The Olympics and the Spread of Sports
めい じ

明治 29 年（1896）にギリシャのアテネで第１回

The first modern Olympic Games were held in

近代オリンピックが開催されました。日本は嘉納治

Athens, Greece in 1896. Thanks to Kano Jigoro's

かいさい

か のう じ

ご ろう

五郎の尽力によって、明治 45 年（1912）のストッ
は けん

けい

クホルム大会に選手 2 名を派遣しました。これを契
き

しんとう

機に、スポーツは広く人々の間に浸透していきます。
千葉県内においては、ストックホルム大会に出場
かなくり し そ う

し どう

あき ば すけゆき

き さ ら づ

した金栗四三の指導を受けた秋葉祐之が木更津中学
ふ にん

りくじょう きょうぎ

校（現：県立木更津高等学校）に赴任し、陸上競技
ふ きゅう

を熱心に普及します。
あ わ

かがみがうら

こうとう し はん

また、安房地区の鏡ヶ浦は東京高等師範学校、一高
すいえい

（現：東京大学）をはじめとした学校の水泳場となりま
ほん だ ありや

した。東京高等師範学校の水泳師範であった本田存は、
すい ふ りゅうおお た は

安房中学校（現：県立安房高等学校）で水府 流 太田派
えいほう

の泳法を生徒に伝え、多くの水泳選手を育てました。

efforts, Japan sent two athletes to the 1912 Summer
Olympics in Stockholm, which was when the Japanese
people started to acknowledge sports widely. In Chiba
prefecture, Akiba Sukeyuki was appointed as a teacher
in Kisarazu High School after receiving instruction from
Kanakuri Shiso, one of the two athletes who took part
in the Stockholm games, and athletics became popular
in the prefecture. The Awa district in Chiba, moreover,
offered swimming practice places for schools such as
The Tokyo Teacher Training School and Dai-ichi High
School (the present-day The University of Tokyo).
Honda Ariya, a swimming coach at The Tokyo
Teacher Training School, produced many swimmers
when invited to Awa High School by introducing the
traditional samurai swimming style of the Suifu school
of the Ohta sect.

嘉納治五郎とオリンピック
まん えん

嘉納治五郎は、万 延 元年（1860）生まれ、日本
ふきゅう

にスポーツを普及した人物です。
じゅうじゅつ

り ろん

じゅうどう

そうせつ

柔術を理論化した「柔道」を創設するとともに、

とうよう

い いん

だいにっぽんたいいく

せつりつ

東洋初の IOC 委員になり、大日本体育協会を設立、
日本のストックホルム大会初参加をはじめとして、
つと

日本における体育の普及に務めるなど、近代スポー
はってん

こうけん

ツの発展に貢献しました。

あ

び

こ

て

が ぬま

嘉納は明治 44 年（1911）に我 孫 子 市の手 賀 沼

こ はん

べっ そう

かま

じ もと

湖 畔 に別 荘 を構 え、地 元 の人たちと交流し、地域
の発展のための活動も行っています。同時代には、
し

が なお や

む し ゃ の こ う じ さね あつ

しら かば は

ぶん じん

志 賀 直 哉、武 者小路実 篤 など白 樺 派 の文 人 をはじ
ち しき

きょ

めとした多くの知識人が我孫子に居を構えていました。

嘉納治五郎肖像写真

昭和 5 年（1930）頃か

Kano Jigoro
画像提供：国立国会図書館

近代日本人の肖像
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秋葉祐之と千葉県の陸上競技
あき ば すけゆき

む

さ

はすぬま

さん む

し はん

秋葉祐之は武射郡蓮沼村 ( 現：山武市）の出身。東京高等師範学校において、ストックホルム
かなくり し そ う

し どう

大会でマラソンに出場した金栗四三の指導を受けました。大正 11 年（1922）には、マラソンを
からふと

普及するために金栗と共に、樺太～東京間マラソンを行いました。
き さ ら づ

ふ にん

大正 10 年（1921）には理科の教員として木更津中学校（現：県立木更津高等学校）に赴任し、

りくじょうきょうぎ

いちりゅう

こう し

まね

陸上競技を指導しました。また、オリンピック選手など一流の陸上選手を講師に招き、県内のス
しんこう

こうけん

ポーツ振興に大きな貢献をしました。

あいよう

た

び

秋葉祐之が愛用したマラソン用の足袋
Tabi , toe-divided shoes, that Akiba Sukeyuki wore to

compete in marathons

大正 11 年（1922） 個人蔵
ちょうきょり

当時の長距離選手は普通の足袋をはいて走っていた。金
ほきょう

栗四三と足袋屋は足袋の改良を重ね、底をゴムで補強し、
こう

しば

コハゼをやめて甲の部分を紐で縛るマラソン用の足袋を
開発した。

県下一周マラソンの出発を待つ木更
津中学校の選手たち
Runners of Kisarazu High School waiting
for the start of the round-the-prefecture
marathon
画像提供：千葉県立木更津高等学校同窓会

秋葉祐之の指導のもと、選手が木更津～
ちょうし

あま

佐倉～銚子～八日市場～成東～大原～天
つ

ほうじょう

津～北条（館山）～木更津を８日間かけ
てマラソンをした。
写真は、大正 12 年（1923）3 月 24 日の
やるつぎ

スタート時（八剱八幡神社前）のもの。
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本田存と千葉県の水泳
ほん だ ありや

えい ほう

すい ふ りゅう おお た

は

し はん

本 田 存 は、明治 4 年（1871）の生まれで、日本泳 法 の 1 つである水 府 流 太 田 派 の師 範 です。

か のう じ ご ろう

おこ

どうじょう

こうどうかん

おさ

か のう

しんこう

嘉納治五郎が興した柔道の道場、講道館において柔道も修め、嘉納とも深い親交がありました。
こうとう

たてやま

ほうじょうかいがん

東京高等師範学校の水泳師範であった本田は、明治 35 年（1902）に館山市の北条海岸に水泳
かいせつ

場を開設したのをきっかけに、以後 45 年間、毎年北条海岸において水泳の指導を行い、多くの
水泳選手を育てました。また、本田の伝えた泳法は、安房中学校（現：県立安房高等学校）を中
心に現在も受け継がれています。

本田存が属していた流派の泳法を紹介する絵葉書

Postcards introducing the traditional samurai swimming
style of which Honda Ariya was a master
だいにっぽんゆうえいじゅつずかい

大日本游泳術図解

水交会

大正 11 年（1922） 当館蔵（菱田コレクション）

水府流太田派の泳法を紹介した絵葉書（34 枚）セット。大
うんどうたいいくはくらんかい

正 11 年に文部省主催の運動体育博覧会が現在の国立科学博
物館で開催された際に作られたもの。
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初期のオリンピックと日本人の活躍
さん か

い こう

日本は、明治 45 年（1912）のストックホルム大会への初参加以降、アントワープ、パリ、ア
せんしゅ

ふ

さんだん

ムステルダム大会と参加選手を増やします。昭和 3 年 (1928) のアムステルダム大会では、三段
とび

お だ みき お

かくとく

ひと み きぬ え

跳の織田幹雄が日本人初の金メダルを獲得するとともに、人見絹枝が日本人女性として初めてオ
しゅつじょう

りく じょう

リンピックに出場し、陸上 800 メートルで銀メダルを獲得しました。昭和 7 年（1932）のロサ
ンゼルス大会、昭和 11 年（1936）のベルリン大会とメダリストの数が増えていきます。

昭和 3 年のスポーツ界の様子を報じる新聞

Newspaper report on top Japanese athletes
in 1928
大日本スポーツアルバム（雑誌「キング」の附録）
昭和 3 年（1928）
当館蔵（菱田コレクション）
アムステルダム大会の直前に刊行されたも
つる た よし ゆき

の。織田幹雄、鶴田義行、人見絹枝などオリ

ンピックで活躍が期待されている選手が紹介
されている。

ベルリンオリンピック記録映画「美の祭典」広告
Poster of Olympia – Fest der Schönheit , a documentary film
about the 1936 Berlin Summer Game
昭和 15 年（1940）か？

当館蔵（菱田コレクション）

昭和 11 年（1936）のベルリン大会ではナチス政権の力を
誇示するために、公式記録映画「オリンピア」が制作され
かんとく

た。新進女流芸術家レニ・リーフェンシュタールの監督で、
ふきゅう

不 朽の名作とされている。日本では、昭和 15 年（1940）
に第１部「民族の祭典」、第２部「美の祭典」として上映さ
れた。
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運動会の誕生
うん どう かい

千葉県における最初の学校運 動 会 は、明治 18
ば

ば ひさし

はつ あん

年（1885）11 月に馬 場 寿 の発 案 により千葉中学
こう がい

校（現：県立千葉高等学校）で行われた「郊外運
けん か

動会」であると言われています。以後、県下で運

と しゅ

動会が行われるようになりますが、内容は、徒手

たいそう

あ れい きゅうかん

ひ ろう

はた と

体操、亜鈴・球竿による体操の披露、旗取り、フー
ゆう ぎ

つぼ い げん どう

トボール（サッカー）などの遊戯で、坪井玄道が
ふ つうたいそう

こ がいゆう ぎ

こうかい

普及した普通体操、戸外遊戯の公開でした。
きょうぎ てき

しゅ もく

くわ

明治 30 年代になると、競 技的 な種 目 が加 わる
ばん こく き

がく たい

どう いん

とともに、万国旗によるや飾りつけや楽隊を動員
よきょう

そく めん

するなど、余興的な側面が出てきます。以後、運
ねんちゅう ぎょうじ

い

ち

動会は学校の重要な年中行事として位置づけられ
ち いき

こうりゅう

るとともに、地域の人たちとの交流の場として発

明治末～大正はじめの頃の運動会
School Sports Festival in the 1910s
木更津小学校運動会（絵はがき）
明治末～大正はじめ

当館蔵（菱田コレクション）

はかま

袴姿の女子児童が整列して体操をしている。グラウンド
には、万国旗が飾られている。

展していきます。

ラジオ体操の普及
たいそう

現在のラジオ体操は３代目です。
こく みん ほ けん

初代のラジオ体操（国 民 保 健 体操）
は 昭 和 3 年（1928）11 月 に は じ ま り
はい けい

てい しん しょう

かん い

ました。背 景 には、逓 信 省 による簡 易
ほ けん じぎょう

まん き

し ぼう りつ

けい えい

保 険 事 業（満 期 までの死 亡 率 が経 営 を
さ ゆう

もん ぶ

、ラジオ放送の開始、文 部
左 右 する）

しょう

しょうれい

省による体育運動奨励がありました。
せん じ

しき

か

い

昭和 10 年代に入ると、戦 時 下 を意
けん みん うん どう

むす

識 した健 民 運 動 と結 びつき、ラジオ体 早起き会チラシ
はや お

かい さい

とお

操の会や早 起 き会の開 催 を通 して人々

Leaflet asking people to attend a session for early morning radio
calisthenics, a Zen lecture and Zen meditation in Soji-ji Temple

の間に浸透していきます。

昭和 12 年（1937） 当館蔵（菱田コレクション）

しんとう

そう じ

じ

けいだい

横浜市にある曹洞宗総持寺の境内で行われた、ラジオ体操と講話、座禅

がセットになった早起き会のチラシ。参加者は電車の割引を利用できた。
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1940 年幻のオリンピック
The Lost 1940 Tokyo Olympics
じん む てん のう

そく い

こう

東京市は、神 武 天 皇 の即 位 から 2600 年目（皇

Tokyo City proposed that the city would host the

紀 2600 年）にあたる昭和 15 年（1940）に、東京

1940 Olympics to coincide with the 2600th anniversary

き

かい さい

てい あん

でのオリンピック開 催 を提 案 しました。IOC 委員
か のう じ ご ろう

であった嘉納治五郎らを通じて、昭和 7 年（1932）
そう かい

せい しき

りっ こう ほ

のロサンゼルス IOC 総 会 で正 式 に立 候 補 し、昭和
11 年（1936）のベルリン IOC 総会で 1940 年大会
の東京開催が決まりました。
て

そう てい きょうぎ

がら得て漕 艇 競 技会場として立候補しました。ア
ジア初のオリンピックとなるはずでしたが、翌年
にっちゅう せん そう

えいきょう

first emperor of Japan. In 1932, Kano Jigoro, as an
IOC member, traveled to Los Angeles, where the IOC
session was being held, to submit its application, and
in the IOC session in Berlin in 1936, Tokyo won the bid
to host the 1940 Summer Games. Lake Teganuma in
Chiba prefecture, with which Kano Jigoro himself had

が ぬま

嘉納ゆかりの手 賀 沼 も、嘉納の協力を非公式な

ぼっ ぱつ

of the enthronement of Emperor Jimmu, the legendary

へんじょう

に勃 発 した日 中戦 争 の影 響で、東京大会の返 上が
だい だい ち

決まりました。代 替 地 はヘルシンキとなりました
が、昭和 14 年（1939）に始まった第二次世界大
戦によってこれも中止となりました。

a strong connection, ran for the rowing and sailing
venue with Kano`s informal help. It would have been
the first Olympics held in Asia but, Japan decided to
cancel the games as the Sino-Japan war broke out in
1937 and did not end in a short time as those involved
in the Olympic bid had hoped. Meanwhile, Helsinki
was chosen to host the 1940 Olympics instead of
Tokyo, but World War II, which broke out in 1939, led
to the cancellation of the 1940 Games completely.

東京大会の招致と嘉納治五郎
なが た ひで じ

昭和 5 年（1930）に東京市長に再任した永田秀次

ろう

き げん

郎は、1940 年の紀元 2600 年記念事業として、オリ
ていあん

ンピックの東京開催を提案しました。永田に働きか
しゅうにん

けられた嘉納は、新たに日本人を IOC 委員に就任さ
しゅうとう

せるなど周到な準備を進め、昭和 11 年（1936）の
しょう ち

ベルリン IOC 総会で自ら招致演説を行い、東京開催
を勝ち取りました。
しかし、翌年勃発した日中戦争によって、海外では

こうせんこく

ぎ もん し

交戦国である日本での開催を疑問視する声が上がり、
ひょうめい

不参加を表明する国も現れました。嘉納は昭和 13 年

嘉納治五郎が昭和 8 年（1933）のウィーン IOC 総会
の様子を東京市長永田秀次郎に知らせた手紙
Letter from Kano Jigoro to Nagata Shujiro, the then Tokyo Mayor,
reporting on the IOC session in Vienna in 1933
画像提供：国立国会図書館
き ろ

デジタルコレクション

ひかわまる

（1938）のカイロ IOC 総会で東京開催を再確認させましたが、その帰路、氷川丸の船上で肺炎のた
げき か

かく ぎ

めこの世を去りました。その 2 ヶ月後、戦争激化のため、東京大会の返上が閣議で決まりました。
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1940 年のオリンピック東京開催決
定を報じる新聞記事
Newspaper article about Tokyo winning
the bid to host the 1940 Olympics
昭和 11 年（1986） 当館蔵

1940 年オリンピックのメイン会場の予定
だった明治神宮外苑競技場
Meiji Jingu Gaien Stadium which was supposed
to be the main venue for the 1940 Olympics
昭和 14 年（1939）

当館蔵（菱田コレクション）

大 正 8 年（1919） に 着 工 し、 大 正 13 年（1924）
に完成した。建設を提案したのも嘉納治五郎だった。

1940 年東京大会のポスター
（外国人向け観光雑誌の裏表紙）
1940 Tokyo Games poster
(the back cover of a travel magazine for non-Japanese visitors)
当館蔵 （菱田コレクション）

13

そうていきょうぎ

漕艇競技会場を手賀沼に
か のう じ

ご ろう

あ

び

こ

て

が ぬま こ はん

かま

嘉納治五郎は、明治末期に我孫子町（現：我孫子市）の手賀沼湖畔に別荘を構えました。我
ちょうぼう

かんたく

孫子では 2 番目の別荘だったと言われています。手賀沼の眺望を愛した嘉納は、干拓に反対し、
め

ざ

地域の人々と共に手賀沼を活かした我孫子の発展を目指しました。
かいさい

そめ や しょうじ

1940 年のオリンピック東京開催が決まると、我孫子町長染谷正治と、地元の地主で東京帝国
そう てい

いの うえ たけし

ゆう ち

大学漕艇部出身の井上 武を中心として、手賀沼での漕艇（ボート）競技開催の誘致運動が起こ
きょうぎ

うなが

ようしょく

ります。嘉納は、競技開催地が決まる数日前に電話で染谷と井上の上京を促すなど、要職にある
さいしゅうてき

と

だ

ため非公式ながらも手賀沼関係の人々に協力しました。
最終的には埼玉県戸田が競技場に選ばれ、
かな

手賀沼での競技開催は叶いませんでした。

手賀沼への競技会場誘致活動の始まりを報じ
る新聞 千葉讀賣「“誘致の手” 乱れ飛ぶ」
Newspaper report in the Chiba Yomiuri on the
beginning of the campaign to make Lake Teganuma
a venue
昭和 11 年（1936）

マイクロフィルム千葉県立中央図書館蔵
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手賀沼の漕艇競技場の計画地図 ( 部分）
Detail of map of the rowing and sailing venue plan for Lake Teganuma
昭和 11 年（1936）か？

個人蔵

嘉納治五郎の別荘は手賀沼北岸の高台にあり、ボートコースをよく見渡せる。手賀
沼は、天然の水面を活かすことで、他の候補地と比べて低コストなことをアピール
ポイントとしていた。
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1964 年東京オリンピック・パラリンピックと千葉県
The 1964 Tokyo Games and Chiba
そう かい

昭和 34 年（1959）のミュンヘン IOC 総 会 で昭

Tokyo won the bid to host the Summer Games

和 39 年（1964）東京開 催 が決まり、昭和 39 年

at the IOC session in Munich in 1959 and the 1964

かい さい

（1964）10 月 10 日、オリンピック東京大会が開幕
け み が わ

します。千葉市検 見川の東大グラウンドは近代五
しゅきょうぎ

種 競技のクロスカントリーの会場として利用され
ました。
さ わら

か とり

さくらい た か お

佐 原 市（現：香 取 市）出身の桜 井孝 雄は、ボク
かく とく

こう ざき

シングバンタム級で金メダルを獲 得 し、神 崎 町出
いそ べ

身の磯 辺 サタは、女子バレーボールチームの一員
として金メダルを獲得します。

Tokyo Games began on 10 October. The cross-country
section of the Modern Pentathlon was held in the
Athletics and Sports Ground of The University of Tokyo
in Kemigawa, Chiba City. Sakurai Takao from Katori
City won a boxing gold medal in the bantamweight
division. Isobe Sada from Kozaki Town was a member
of the winning volleyball team.
Takahashi Haruto from Narita City designed the
posters for the Paralympic Games held after the
Olympics.

オリンピック後に行われたパラリンピック東京
大会のポスターをデザインしたのは、成田市出身
たか はし はる と

の高 橋 春 人 です。大会の企画の当初から関わり、
たい かい き

そう しょく

大 会 旗、大会マーク、大会装 飾 などのデザインを

手がけました。

聖火千葉県内を走る
茨城県からの聖火は、10 月 5 日佐原市（現：香
取市）で県境を越え、６日に佐原市から神崎町、
しもうさ

し

す

い

、成田市、酒々井町、佐倉市、
下総町（現：成田市）
よつかいどう

なら し

の

四街道町（現：四街道市）
、千葉市、習志野市、船
橋市とめぐり、10 月 7 日に市川市で東京都に手渡
されました。
そう しゃ

ねん れい

走 者 の年 齢 は 16 才から 20 才まで、リレー隊は
ずいそうしゃ

正走者１名、副走者 2 名、随走者 20 名以内とされ、
随走者に限って中学生の参加が認められていまし
た。
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1964 年オリンピック東京大会の聖火トーチ
The Olympic Torch used in the 1964 Tokyo Games
昭和 39 年（1964）（公財）千葉県スポーツ協会蔵
やなぎそう り

ねんしょう

柳宗理のデザイン。聖火トーチは、燃焼部分のトーチと、
かか

黒いホルダーからできている。片手で掲げて走るために、

けいりょう

軽量にできている。

千葉県内の聖火リレーコース（実施要項より）
The Olympic Torch Relay Route in Chiba Prefecture written in the Torch Relay
Arrangement book
オリンピック東京大会千葉県聖火リレー

昭和 39 年（1964）（公財）千葉県スポーツ協会蔵
千葉県内で行われた聖火リレーについて定めたもの。走者の年齢や走者１人あたりが走
とうちゃく

る距離とスピード、宿泊地での到 着 式、出発式等について定められている。

千葉県庁に聖火が到
着した時の様子
The arrival of the
Olympic Torch at the
Chiba Prefectural Office
昭和 39 年（1964）

画像提供：千葉県文書館
10 月 6 日 夕 方、 千 葉 県

庁に聖火が到着し、到着
式が行われれた。
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近代五種競技の会場となった東大グラウンド
け

み がわ

そうごううんどうじょう

10 月 15 日、千葉市検見川にある東京大学検見川総合運動場（通称：東大グラウンド）で近代

ごしゅきょうぎ

じっ し

五種競技のうち、クロスカントリーが実施されました。競技終了後、東大グラウンドの体育館で
ほうどうじん

まね

かんげい

各国選手や報道陣を招いて歓迎レセプションが行われました。レセプションでは、東大グラウン
おお が

しゅ し

くば

ドで発見された大賀ハスの種子３粒と大賀ハスの絵葉書が配られました。

クロスカントリー入場券
Tickets for the cross-country
昭和 39 年（1964） 千葉市立郷土博物館蔵

競技後に行われた地元主催のレセプションの招待状

Invitation letter for a reception to be held after the crosscountry competition hosted by locals
昭和 39 年（1964） 千葉市立郷土博物館蔵

クロスカントリーの競技風景

Cross-country competition in progress

招待状は、大賀ハスを発見した大賀一郎氏のものである。

昭和 39 年（1964）
画像提供：（公財）千葉県スポーツ協会

レセプション風景

Reception after
the cross-country
competition

レセプションで配られた絵葉書

昭和 39 年（1964）

昭和 39 年（1964）

画像提供：
千葉市
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Postcard given out at the reception

千葉市立郷土博物館蔵
写真中央の男性は大賀一郎氏

千葉県出身選手の活躍
かつやく

千葉県出身の選手も活躍しました。
か とり

さくらいたか お

かくとく

佐原市（現：香取市）出身の桜井孝雄は、ボクシングバンタム級で金メダルを獲得しました。
せいしきしゅもく

とうよう

まじょ

「東洋の魔女」と呼ばれていた女子チーム
東京大会から正式種目となったバレーボールでは、
こうざき

が金メダルを獲得します。このチームで活躍した磯辺サタも神崎町の出身です。
表彰台の中央に立つ桜井選手
Sakurai Takao standing in the center of the podium
昭和 39 年（1964） ワンツースポーツクラブ蔵

1964 年オリンピック東京大会
チームのサイン入りボール

女子バレーボール

The 1964 Tokyo Games winning women`s volleyball team
autographed volleyball
昭和 39 年（1964） 神崎町教育委員会蔵
だい まつ ひろ ふみ かん とく

がい せん

磯辺サタが大 松 博 文 監 督 とともに、神崎町に凱 旋 したとき
き ぞう

に、出身である神崎中学校に寄贈したものだろう。

オリンピック記念スポーツ施設
そ しき

かいさん

ざん よ ざいさん

しん

東京オリンピック終了後、組織委員会は解散されますが、その残余財産は財団法人スポーツ振

こう し きんざいだん

き

ふ

し

興資金財団に寄付されます。寄付金はスポーツ振興のために、国民全体が利用できるスポーツ施
せつ

設の建設費にあてられることになりました。これにより、日本全国にスポーツ施設が建設されま
せい び

した。千葉県では昭和 41 年（1966）千葉県総合運動場補助競技場を整備する際に、建設費の一
はいぶん

部として財団から資金配分を受けました。
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1964 年東京パラリンピック
き げん

せきずい

そんしょう

か はんしん

ま

ひ

せいしん

パラリンピックの起源は、第二次世界大戦で脊髄を損傷し、下半身が麻痺した兵士たちの精神
にくたい

的・肉体的リハビリテーションのために、イギリスのストーク・マンデビル病院で 1948 年に行
われたスポーツ大会です。

こくさい

きょうぎかい

昭和 35 年（1960）のオリンピックローマ大会の直後に、国際ストーク・マンデビル競技会が

かいさい

ようせい

開催されました。オリンピック東京大会の後にも国際ストーク・マンデビル競技会開催の要請が
ざいだんほうじん

しんたいしょうがいしゃ

うんえい

あり、昭和 38 年 (1963）に財団法人国際身体障害者スポーツ大会運営委員会が設立され、オリ
ンピック東京大会の後に、
パラリンピック（国際ストーク・マンデビル競技会）が開催されました。
パラリンピックという言葉は、下半身麻痺者という意味のパラプレジアとオリンピックを合
ぞう ご

へい

わせた造語として東京大会の時にはじめて使われました。しかし、現在はギリシャ語のパラ（並

こう

行）とオリンピックを合わせた言葉として解釈されています。

著

作

権

保

護

1964 年パラリンピックのポスター
1964 Tokyo Paralympics poster
ポスター「パラリンピック

（一般公式ポスター）

東京

1964」

高橋春人デザイン
昭和館蔵

東京パラリンピックは、車いす使用者を対象とした第
１部ストーク・マンデビル競技会と、すべての障害者
を対象とした第 2 部国内の身障者スポーツ大会の 2 部
構成で行われた。
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著

作

権

保

護

1964 年パラリンピックのポスター
1964 Tokyo Paralympics poster
ポスター「パラリンピック

（室内用ポスター）

東京

1964」

高橋春人デザイン
昭和館蔵

高橋春人
どくがく

成田市の出身。東京写真学校卒業後、デザイン、写真を独学で学びました。戦前から戦中・戦
こうきょうこうこく

後と様々な公共広告を作成しました。昭和 39 年（1964）のパラリンピックの開催にあたっては、
こう ほう ばい たい

大会の企画当初から企画委員として、広報媒体の制作にかかわりました。大会マーク、大会旗、
そうしょく

大会装飾、ワッペン、メダルなどのデザインを手がけています。
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青木半治とオリンピック
Aoki Hanji and the Olympics
あお き はん じ

いすみ市出身の青木半治は、昭和 39 年（1964）
のオリンピック東京大会、昭和 47 年（1972）の冬
そ しき

季オリンピック札幌大会ともに組織委員会委員として
じんりょく

Aoki Hanji from Isumi City, Chiba, was instrumental,
as a member of the Japanese Olympic Committee, in
two Olympics being held in Japan – the 1964 Tokyo
Summer Olympics and the 1972 Sapporo Winter

オリンピック開催に尽力します。昭 和 43 年（1968）

Olympics. Moreover, he took on the roles of a deputy

のメキシコ大会では日本代 表 選 手 団 副 団 長、昭 和

chief of the Japanese Olympic delegation for the 1968

47 年（1972）の ミュン ヘ ン 大 会 で は団長、昭和 59
こ もん

年（1984）のロサンゼルス大会では顧問を務めます。
昭和 44 年（1969）から平成 26 年（2014）まで、
はい

千葉市内を会場に行われていた「青木半治杯 国際
えき でん

こう せき

Mexico City Games, the chief for the 1972 Munich
Games and an advisor for the 1984 Los Angeles
Games. The International Chiba Ekiden Relay held in
Chiba City between 1969 and 2014 was called the Aoki
Hanji Cup to honor him.

たたえ

千葉駅伝 」は、こうした青木の功 績を称えて名づけ
られたものです。

にんしきひょう

青木半治が東京オリンピックの際に身に着けた認識票
IDs used by Aoki Hanji during the 1964 Tokyo Games
昭和 39 年（1964） いすみ市教育委員会蔵

本体の下のプレートの部分の色の違いで大会役員、選手団、報道関係者などを８つに区別し、プレート
には役職名が記された。現在の ID カードのようなもの。この認識票は青木半治のもので、選手団役員、
オリンピック組織委員、国内オリンピック委員会事務総長など４種類があり、青木が様々な役職を務め
ていたことがわかる。
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ミュンヘン大会開会式の写真

The Opening Ceremony of the 1972 Munich Summer Games
昭和 47 年（1972） いすみ市教育委員会蔵
きしゅ

写真中央で旗手を務めているのが、選手団団長であった青木半治。

ソウル大会男子 400 メートル競走表彰式

The medal ceremony for the Men’ s 400m at the 1988 Seoul
Olympics Track and Field event
昭和 63 年（1988） いすみ市教育委員会蔵
青木半治はプレゼンターを務めた。
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1964 東京オリンピックから
東京 2020 オリンピック・パラリンピックへ

From the 1964 Tokyo Summer Games
to the Olympic and Paralympic Games Tokyo 2020
これまで多くの国・都市でオリンピック・パ

Many cities have hosted the Olympic and Paralympic

ラ リ ン ピ ッ ク が 開 催 さ れ、 そ れ ぞ れ 時 代 や 地

games, each of which reflected their times and local

かい さい

はん えい

域 の 特 色 を 反 映 し た 大 会 と な っ て き ま し た。
かいさい

アジアで初の開催となった１９６４年東京大会は、
しん かん せん

こう そく どう ろ

こう つう もう

きょうぎ し せつ

せい び

新 幹 線 や高 速 道 路 などの交 通 網 や競 技施 設 が整 備
へん ぼう

せん ご ふっ こう

され、東京は大きく変 貌 し、戦 後 復 興 した新しい
日本を世界にアピールしました。それから 50 年以
ねん げつ

へ

上の年 月 を経 て、東京 2020 オリンピック・パラ
ゆう けい

む けい

リンピックは、どのような有 形・無 形 のレガシー
い さん

み らい

（遺産）を未来に残すのでしょうか。主な競技会場
が集中する東京ベイエリアや、千葉県で開催され
ちゅう もく

る競技などに注 目 しながら、1964 年から 2020 年
への変化を見ていきます。

characteristics. The 1964 Tokyo Games were the first
Olympics held in Asia, and Tokyo underwent a drastic
transformation. Japan`s post-war comeback was
demonstrated through its transportation network of
bullet trains and expressways and the newly developed
sports facilities. More than 50 years on, what legacies,
tangible or intangible, will the Olympic and Paralympic
Games Tokyo 2020 leave for the future? This section
shows how Tokyo and its surrounding areas have
been, and will be, transformed between 1964 and
the start of the Games in 2020, especially focusing
on the Tokyo Bay area where the main venues are
concentrated and also the sports and events featured
in Chiba prefecture.

2020 東京オリンピック・パラリンピックの主な競技会場の分布
Distribution of major competition venues for the 2020 Tokyo Olympics and Paralympics
2020 年の競技会場は、札幌や宮城、福島県内など、広域に分布しているが、多くは東京都心部に位置し、1964
年の
しょうちょう
こうせい
レガシーを引き継ぐ「ヘリテッジゾーン」と、都市の未来を象徴する「東京ベイゾーン」から構成されている。

24

1964 年東京大会の競技会場の分布と交通網

開業直後の東海道新幹線（昭和 39 年新橋付近）
Tokaido Shinkansen (bullet train), new in 1964, near
Shimbashi
当館蔵（菱田コレクション）

首都高速道（昭和 39 年

赤坂見附付近）

The Metropolitan Expressway near Akasakamitsuke in 1964
当館蔵（菱田コレクション）

東京大学検見川総合運動場（昭和 39 年）
オリンピック東京大会会場案内

The Athletics and Sports Ground of Tokyo University in
Kemigawa in 1964

Flyer: “Tokyo Olympic Games; Guide to the Venues”

画像提供：千葉市

東京都江戸東京博物館蔵

日産自動車株式会社 / 発行 1964 年（昭和 39 年）
きょうぎ かいじょう

あ さ か しゃげき

と

だ そうてい

1964 年東京大会の競技会場は、東京都心部を中心に、埼玉県の朝霞射撃場や戸田漕艇場、神
奈川県の江ノ島ヨットハーバーなど、30 ヶ所に広がっていました。千葉県では、アップダウン
ち けい

い

け

み がわそうごううんどうじょう

きんだい ご しゅ

のある地形を活かし、
東京大学検見川総合運動場で近代五種のクロスカントリーが行われました。
しんかんせん

こうそくどう ろ

こうつうもう

せい び

この大会に向けて、新幹線や高速道路などの交通網が整備され、それらが有形のレガシーとな
りました。当時作られた「オリンピック東京大会会場案内」などの図には、新しく整備された道
路網や鉄道が描かれ、それらと競技会場との位置関係がわかるようになっています。
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1964 年から 2020 年へ 東京ベイエリアの変化

埋立前の海岸（検見川）

Coastal area in Kemigawa before reclamation
撮影：林辰雄
昭和 30 年代

1964 年当時の東京湾岸部（千葉県側）

当館蔵

Chiba coastline of Tokyo Bay in 1964

基図は「オリンピック東京大会会場案内（部分）」
（東京都江戸東京博物館蔵）
わん がん

な ら し の

まく はり

け み が わ

海の家（稲毛）
いな げ

Beachfront hut in Inage

東京湾岸の習志野市から千葉市幕
張・検 見川・稲毛にか
ひ か く て き おそ
けての地域は、埋立の時期が比
較的遅
く、1964 年東京
とおあさ
大会の前までは、遠浅の海岸が広がっていました。図の赤
かい がん せん
線は、当時の国道 14 号線などで、海岸線ぎりぎりのとこ
ろを通っています。
（右上写真の道路）

撮影：林辰雄

当館蔵

昭和 30 年代

現在の海岸線
と埋立地
（幕張地区）

©Makuhari

Messe

Current coastline
and reclaimed
land in the
Makuhari district

幕張メッセ全景
現在のベイエリア（千葉県側）
Current Chiba coastline of Tokyo Bay
ぜん ご

Makuhari Messe

©Makuhari
うめたて

いっ き

しゅ と こうそく

Messe
つな

1964 年東京大会の前後から、東京湾岸（千葉県側）の埋立が一気に進みました。その後、首都高速に繋がる
とうかんどう
せい び
さいたん
かいぎょう
京葉道路や東関道が整備され、東京と千葉を最短で結ぶ京葉線も開業しました。それまで海の中だったところに、
しん と しん
東京ディズニーランドや幕張メッセなどの施設が次々とでき、
「幕張新都心」と呼ばれる新しい街並みが生まれました。
せい
2020 年は、この幕張メッセで合わせて 7 種目の競技が行われます。今回は建物やインフラなどのハード面の整
び
じ せ だい
あん ぜん
あん しん
じゅうじつ
備だけでなく、次世代通信網技術の推進、バリアフリーや安全・安心への取り組みなど、ソフト面での充実・発
展が期待されています。
けいよう
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千葉の匠

The Master Craftsmanship of Chiba Prefecture
東京 2020 オリンピック・パラリンピックでは、
世界のさまざまな国や地域から集まるアスリート
みがき

ぬ

わざ

たちが、磨 き抜 かれた技 でそれぞれの競技に挑む
き

In the Olympic and Paralympic games, athletes
from all over the world compete to the best of their
abilities. At the same time, sports apparatus and
equipment, which help the athletes to perform to their

ことでしょう。一方で、競技を支えるスポーツ器

best, are produced with craftsmen’s professional skills

具 も、職 人による精 巧 な「技」によって製作され

and techniques. Sports apparatus and equipment

ぐ

しょくにん

せい こう

ています。
スポーツ器具とは、まず安全で使いやすくなけ
ればならず、時にはアスリートからの細かなリク
じゅうなん

エストに応える柔 軟さが必要であり、また国際大
会で使用される場合などでは、ルールや規格を守
げん かく

る厳 格 さも要求されるというように、さまざまな
特質が求められる器具だといえます。
千葉県内には、オリンピック・パラリンピック

must be safe and easy to handle and need to be
adjustable and durable to meet the fine requirements
of their users. They are also required to be made to
meet the strict standards of official competitions.
Several manufacturers in Chiba Prefecture support
the world’s top athletes and sports events at an
Olympic / Paralympic level with their outstanding
skills and techniques. This section highlights the
skillful craftsmanship and cutting-edge technology
from Chiba, which assists the world of sports.

に代表される世界のスポーツ競技を支える、一流
の技術を持った企業があります。世界のスポーツ
たくみ

を支える「千葉の匠 」として注目される、千葉県
発の素晴らしい技術についてご紹介します。

競技用車いす
千葉市若葉区の株式会社オーエック
つちか

スエンジニアリングは、長年培ったモー
い

タースポーツのノウハウを活 かし、既
がい ねん

存の車いすの概 念 を超えた製品を生み
出している企業です。特に、競技用車
かく とく

いすでは 100 を超えるメダルを獲 得 す
はっ き

競技用車いすの製作
Manufacturing wheelchairs
for sports competitions

るなど、大きな成果を発 揮 しており、
にちじょう

その技術は日 常用車いすなどにも応用
されています。

画像提供：株式会社オーエックス
エンジニアリング

競技用車いす
Wheelchair for sports
competitions
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卓球台
株式会社三英は、千葉県流山市に本社を
そうぎょう

置く、1962 年創 業の卓球台の専門メーカー
で、卓球台についての研究・開発から製造
まで手がけています。オリンピックでは 1992

卓球台「インフィニティ―」

年のバルセロナ大会に続き、2016 年のリオ

An “infinity” table tennis table

デジャネイロ大会でも公式採用されました。
へいたん

卓球台の製造

きんしつせい

卓球台の命ともいえる天板の平坦さや均質性
は、選手からも高い評価を得ています。

Manufacturing table tennis tables

画像提供：株式会社三英、卓球王国

体操器具
セノー株式会社は、千葉県松戸市に本社
を置く、明治 41 年（1908）創業の歴史の
あるスポーツ器具メーカーです。特に、体操
器具においては、国際体操連盟（FIG）が
ゆいいつ

認定する国内唯 一のメーカーで、
「体操ニッ
ポン」を一世紀にわたり支えてきました。実
き かく

際に使う選手の意見を取り入れながら、規格
内でできるだけ高い性能が得られるよう器
具を開発しています。

床

Gymnastics floor

画像提供：セノー株式会社

床のウレタン構造
Urethane structure of the floor

投てき用具
株式会社ニシ・スポーツは、1951 年創
業の国内唯一の陸上競技用器具専門のメー

けん

カーです。日本陸上競技連盟（JAAF）検

砲丸の製造
Manufacturing shot puts

てい

定品はもとより、世界陸上競技連盟（WA）
しょうにん

承 認品として認定された公式競技用器具
は、国際競技会でも使用されています。競
ぜつ だい

し

じ

技者から絶大な支持を得ており、これらの
じ しゃ

全てが、千葉県船橋市における自社工場に
おいて製造されています。
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円盤 左：女子用、右：男子用
Discuses for women (on the left) and men (on the right)
画像提供：株式会社ニシ・スポーツ

オリンピックのマッチラベル
The Olympic Commemorative Matchbox Labels
現在では珍しくなってしまったマッチですが、
むかし

み ぢか

ひと昔 前までは火をつける道具としていつも身 近
にありました。
ばこ

a thing of the past.
Matchbox labels were used to advertise match

は

マッチ箱に貼られたマッチラベルには、マッチ製
しょう ひょう

Although matches to create small flames were an
everyday part of life, they have, more or less, become

こう こく

がら

えが

造会社の商 標 や、商店の広 告 など様々な柄 が描 か
き ねん

た すう

れていますが、オリンピック記 念 のものも多 数 作
られました。

manufacturing companies, individual shops and also
big events, such as the Olympics.
This section displays the Olympic commemorative
matchbox labels from Mr. Yoshizawa Teiichi’s
collection.

よし ざわ てい いち

今回は吉 澤 貞 一 さんの世界有数のコレクション
の中から、オリンピック記念のマッチラベルを紹
介します。

昭和３年（1928）アムステルダム大会記念
The 1928 Amsterdam Games commemorative
matchbox labels

昭和 15 年（1940）幻の東京大会記念
The lost 1940 Tokyo Games commemorative
matchbox labels
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