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本町図書館では、『文化・芸術・芸能』に関する資料を、絵画や音楽、工芸、伝統芸能など

幅広い分野にわたって収集・展示をしてまいります。 

 

第 40 回目となる今回は、「歴史を変えた瞬間～報道写真を知ろう～」と題して、「報道写真」

をテーマにした展示をお届けします。 

 

あなたは「報道写真」という言葉を知っていますか？ 

「報道写真」とは、社会の出来事などを広く知らせるための

写真です。たとえば、新聞や雑誌などの記事に掲載されている

写真が報道写真です。 

報道写真は数々の歴史的瞬間を写してきました。戦争や災害

など悲惨な場面や、心を打つ光景もフィルムに収めてきました。 

これらの歴史的瞬間を撮影したのは、著名なカメラマンだけ

ではなく、名前も知られていないアマチュアカメラマンもいま

す。彼らの撮影した写真は、私たちに真実を伝えてくれるので

す。 

今回の特集では、報道写真集や報道に関する本を紹介します。 

 

 

  

    

 

      

 

 

                 ※  展示資料は貸出もできます。 

展示場所：本町図書館 ２階書架 

展示期間：平成 29 年 12 月 23 日(土) ～ 平成 30年 2 月 22 日(木) 

 第 40 回 本町図書館 「個性ある図書館」展示 

歴史を変えた瞬間～報道写真を知ろう～ 

本町ほのぼのだより 第 40 号 



 

報道写真 
 

 写真の技術は１９世紀にめざましく発展し、写真家たちが多様な表現に挑戦するようになりました。 

 ２０世紀に入ると、世界中を巻き込んだ戦争や紛争が相次いで起こりました。写真は「戦争の記録」という社

会的役割を担い、報道に不可欠な要素となっていきました。 

 

 

代表的な報道写真家 

・ロバート・キャパ (1913-1954)  

ハンガリー生まれ。本名はエンドレ・エルネー・フリードマン。公私にわたるパートナーで

あったゲルダ・タローの戦略的発想から“ロバート・キャパ”という名義が生まれた。写真

家集団「マグナム」をカルティエ＝ブレッソンらと共に結成(1947 年)。ベトナムの戦場で地

雷に触れ、４１歳で死去。 

                                      『ロバート・キャパ 時代の目撃者』 

                     ロバート・キャパ／写真 岩波書店 1997 年   

                   ７４８ キ   野方・鷺宮・江古田図書館所蔵   

 

 

・アンリ・カルティエ＝ブレッソン (1908-2004) 

フランス生まれ。彼の写真集のタイトル“Image à la sauvette”（逃げ去るイメージ）が意訳さ

れて「決定的瞬間」という言葉が生まれた。キャパらと共に「マグナム」を結成するも、後年

退会。晩年は画家としての仕事に専念した。 

 

             『アンリ・カルティエ＝ブレッソン写真集成』  

                   アンリ・カルティエ＝ブレッソン／写真 岩波書店 2004 年 

                                   ７４８ カ   中央図書館所蔵 

 

 

・ユージン・スミス (1918-1978) 

アメリカ生まれ。戦場カメラマンとして第二次世界大戦に参加。戦後は『ＬＩＦＥ』誌(1936年創刊)を

中心に、数々のフォトエッセイを発表。水俣病の悲劇を撮影し、世界に公表。有害物質を海に流

した「チッソ」への抗議活動にも参加した。  

 

                                『ユージン・スミス写真集 １９３４－１９７５』 

                  ユージン・スミス／写真 岩波書店 1999 年  

                     ７４８ ス   鷺宮・東中野図書館所蔵 



 

 

・名取 洋之助 (1910-1962)  

ドイツへ留学し、当地のグラフ誌等で写真家として活躍。帰国して「日本工房」を設立する

にあたり「報道写真」という語句を生み出した。外国向けの日本文化宣伝グラフ誌『ＮＩＰＰ

ＯＮ』を日本工房から創刊(1934 年)。編集者としても活躍した。  

 

                  『ドイツ・１９３６年 名取洋之助写真集』 

                             名取 洋之助／写真 岩波書店 2006 年  

                                 ２３４．０  ド   中央図書館所蔵 

 

  

 

・木村 伊兵衛 (1901-1974)  

野島康三、中山岩太らと共に写真雑誌『光画』を創刊(1932 年)。後、名取洋之助と共に日

本工房を立ち上げるも翌年脱退。陸軍参謀本部の意向で創刊されたグラフ誌『ＦＲＯＮＴ』

(1942 年創刊)では写真部長を務めた。「ライカの名手」と呼ばれた。 

 

                            『日本の写真家８ 木村伊兵衛』  

                                            岩波書店 1998 年   

                         ７４８ ニ ８   中央・鷺宮・東中野図書館所蔵 

 

 

  

・土門 拳 (1909-1990) 

名取洋之助が設立した第二次日本工房に入社し、報道写真家として活躍。著作権を巡っ

て名取と対立し、退社後、文楽や仏像などの重要文化財を撮影したことでも広く知られて

いる。被写体となった高村光太郎に「土門拳のレンズは人や物を底まであばく」と評され

た。  

 

  『日本の写真家１６ 土門拳』  

                               岩波書店 1998 年    

           ７４８ ニ １６   中央・鷺宮・東中野図書館所蔵 

 

 

 

                     

                    参考資料：『写真家と名機たち』 那和秀峻 彩流社  

                                          大型本 ７４０．２ ナ 本町・江古田図書館所蔵 



 

 

 オリンピックやワールドカップなど国際的なスポーツの大会では、報道カメラマンたちが競技の模様を撮影

し、新聞や雑誌に掲載しています。アスリートの躍動や表情など、劇的な一瞬が写し取られ、私たちに感動を

与えます。この章では、オリンピックやスポーツに関する写真が載った図書を紹介します。 

 

① 『東京オリンピック 1964』 フォート・キシモト／新潮社 編 新潮社 2009年 

              （780.6 ト 本町・野方・南台・鷺宮図書館所蔵） 

  

三島由紀夫、海音寺潮五郎、山口瞳、杉本苑子、石原慎太郎など当時を代表する文筆

家が、東京オリンピックについて様々な視点で文章を書きました。この本は当時の文

章と写真で構成されています。日本中を熱気に包んだ 1964年東京オリンピックの興

奮が伝わってきます。 

 

 

② 『地図と写真で見る東京オリンピック 1964』 ブルーガイド編集部 編  

                        実業之日本社 2015年 

                     （780.6 チ 本町図書館所蔵） 

 

 東京オリンピックの競技写真のみならず、当時の東京の街角の写真や地図も

収録されています。東京オリンピックが国を挙げての一大事業だったことが視

覚的にわかりやすい一冊です。東京オリンピックの前後で、街がどのように変

貌したのか、見くらべてみましょう。 

 

③ 『リオデジャネイロオリンピック・パラリンピック写真集』 時事通信社 編  

                        時事通信出版局 2016年 

                     （780.6 リ 本町図書館所蔵） 

 

 日本人選手が活躍した種目を中心に、2016年リオデジャネイロ大会のハイライト写真

が掲載されています。 

 

④ 『朝日新聞報道写真集 2017』 朝日新聞社 編 朝日新聞出版 2017年 

       （748 ア 17 本町・中央図書館所蔵） 

 

 リオデジャネイロ大会では、日本選手団は史上最多のメダルを獲得しました。新聞の

報道写真を通じて、選手たちの活躍を知ることができます。また、25年ぶりにリーグ優

勝した広島の活躍のほか、2016年の重大な報道写真が収録されています。 

 

※2018年は、韓国・平昌で冬季オリンピックが開催されます。選手の活躍はもちろん 

こと、その活躍を伝える写真や報道も楽しみにしたいですね。 



 

 

 

●東京都写真美術館（http://www.topmuseum.jp/） 

 住所：東京都目黒区三田 1-13-3 恵比寿ガーデンプレイス内  

 ＴＥＬ：03-3280-0099 

 概要： 1995年に総合開館しました。2016年にリニューアル・

オープンし、日本における写真・映像文化の発展を目的にした、

さまざまな企画展を催しています。また、図書室が併設されてお

り、写真集や展覧会カタログ、専門雑誌などを収集し、一般に公

開しています。 

            （画像提供：東京都写真美術館） 

 

●東京工芸大学写大ギャラリー（http://www.shadai.t-kougei.ac.jp/） 

 住所：東京都中野区本町 2-4-7 芸術情報館 2Ｆ  

 ＴＥＬ：03-3372-1321（大学の代表） 

 概要：1975年に開設された写大ギャラリーは、国内の写真

専門の美術館としては、先駆的な存在です。日本を代表する

写真家である「土門拳」や「森山大道」のコレクションを所

有しています。特に土門拳については、毎年のように企画展

を催しています。開催中は無休で入場無料です。 

        （画像提供：東京工芸大学写大ギャラリー） 

 

 

●日本新聞博物館（http://newspark.jp/newspark/floor/reading/） 

 住所：神奈川県横浜市中区日本大通 11 横浜情報文化センター  

 ＴＥＬ：045-661-2040 

 概要：新聞文化に関する資料の収集・保存のために設立されました。常設

展示では、新聞の歴史について学べるコーナーや、新聞記者を体験できるゲ

ームコーナーがあります。また、新聞閲覧室では、日本新聞協会に加盟する

各社が発行する新聞 1週間分が閲覧可能です。 

                       （画像提供：日本新聞博物館） 

 

 

●日本カメラ博物館（http://www.jcii-cameramuseum.jp/） 

 住所：東京都千代田区一番町 25番地 ＪＣＩＩ一番町ビル地下一階    

 ＴＥＬ：03-3263-7110 

 概要：カメラの研究や理解を目的に、一般財団法人日本カメラ財団が運営する博物館。世界中のカメ

ラが古い機種から最新機種まで幅広く展示され、カメラの進歩について学べます。隣接するＪＣＩＩビ

ルには、写真とカメラの専門図書館である「ＪＣＩＩライブラリー」があり、館外貸出はできませんが、

専門雑誌の創刊号などが閲覧可能です。



 

展示図書リスト 
 

 

報道写真について調べてみよう！ 
 

今回ご紹介した他にも報道写真に関する図書はたくさんあります。また、図書のほかに、雑誌記事、新聞などでも調

べられます。いろいろな情報源を使って、調べてみましょう。 

 

1.キーワードを使って調べよう   

 

次のキーワードを参考にして調べよう。 

報道写真 報道写真家 戦場カメラマン ドキュメンタリー写真 ピューリッツァー賞 

スポーツ写真 戦争写真 新聞写真 写真週刊誌 フォトジャーナリズム 

 

2.基本的な情報源を使って調べよう 

   

 辞書・事典類を使って、テーマについての基本的な事柄を押さえよう。 

書名 請求記号 所蔵館 

現代写真人名事典 Ｒ７４０．３ ゲ 中央 

写真大百科事典 1～10 ７４０．３ シ 中央 

写真大事典 ７４０．３ シ 中央・南台 

 

書名 著者 出版者 出版年 分類記号 

幕末明治 新聞ことはじめ 奥 武則 著 朝日新聞出版 2016 070.2 ｵ 

世界の特別な 1日 
マルゲリータ・ジャコーザ 

ほか 著 

日経ナショナルジオ

グラフィック社 
2017 209.6 ｾ 

ピュリツァー賞受賞写真全記録 ハル・ビュエル 編著 
日経ナショナルジオ

グラフィック社 
2015 209.7 ﾋﾞ 

レンズが撮らえた幕末の写真師

上野彦馬の世界 
小沢 健志 ほか 監修 山川出版社 2012 740.2 ｳ 

103歳。どこを向いても年下ば

かり 
笹本 恒子 著 PHP研究所 2017 740.2 ｻ 

知られざる日本写真開拓史 東京都写真美術館 編 山川出版社 2017 740.2 ｼ 

写真家三木淳と「ライフ」の時代 須田 慎太郎 著 平凡社 2017 740.2 ﾐ 

SNS時代の写真ルールとマナー 日本写真家協会 編 朝日新聞出版 2016 743 ｴ 



3.図書を探そう 

 

図書館では、関連分野ごとに図書が並んでいる。【テーマの棚】を実際に見て、図書を探そう。 

 

図書館のホームページやＯＰＡCを使って、図書を探そう。 

【中野区内に図書があるか】 

●中野区立図書館ホームページを使って調べよう。 

                        → http://www3.city.tokyo-nakano.lg.jp/tosho/index.asp 

【東京都内に図書があるか】 

●東京都立図書館のホームページを使って調べよう。 

                       → http://www.library.metro.tokyo.jp/ 

【国内に図書があるか】 

●国立国会図書館のホームページを使って調べよう。 

                        → http://www.ndl.go.jp/ 

4.雑誌・新聞記事を探そう 

 

●関連の雑誌を調べよう。 

雑誌名 出版者 所蔵館 

日本カメラ 日本カメラ社 本町、中央、上高田 

アサヒカメラ 朝日新聞出版 野方、鷺宮、江古田、南台  

キャパ 学研プラス 東中野 

※他にも、「ＣＵＴ」や「ＳＷＩＴＣＨ」などの雑誌で、写真の特集が組まれることがあります。    

 

●中央図書館参考室のオンラインデータベースを使って、調べよう。 

日経テレコン２１ 1975年からの日経4紙（経済・産業・金融・流通）の新聞全文（収録範囲は

媒体によって異なります。1981年 9月までは見出しと一部記事の抄録の

み）や企業情報、人事情報が検索可能。 

聞蔵Ⅱビジュアル 朝日新聞のほか、知恵蔵・ＡＥＲAなどが検索可能。 

ＭＡＧＡＺＩＮＥ ＰＬＵＳ 雑誌記事や論文情報検索が可能。 

ＷＨＯ ＰＬＵＳ 歴史上の人物から現在活躍中の人物について検索可能。 

官報情報検索サービス 1947年から当日までの官報が検索可能。 

Ｄ1－Ｌａｗ.com 判例などの法律情報が検索可能。 

 

 ※新聞写真を調べる際は、上記オンラインデータベースのうち、日経テレコン 21と聞蔵Ⅱビジュアルを利用して、

調べることが可能です。ただし、著作権や肖像権がクリアされていない場合は、写真は表示されません。 

 

5.インターネットを使って調べよう 

 

●よみうり報知写真館（https://database.yomiuri.co.jp/shashinkan/） 

●毎日フォトバンク（http://photobank.mainichi.co.jp/php/KK_search.php） 

分野 請求記号 分野 請求記号 分野 請求記号 

報道写真 070.1 写真 740 写真集 748 

http://www3.city.tokyo-nakano.lg.jp/tosho/index.asp
http://www.library.metro.tokyo.jp/
http://www.ndl.go.jp/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本町図書館「個性ある図書館」展示｢歴史を変えた瞬間～報道写真を知ろう～｣はお楽しみ

いただけましたでしょうか。これからもみなさまの身近にある、お役に立つ図書館、新し

い発見のある図書館を目指して、スタッフ一同取り組んでまいります。 

 

 

 

☆おはなし会☆ 

毎週土曜日 11:00～11:30 

第４水曜日 15:30～16:00 

児童室にて開催中！ 

第４土曜日は乳幼児向けの 

 「おひざでだっこのおはなし会」 

 

『本町ほのぼのだより』 

第４１号は２月２４日 

発行予定です。 

本町図書館からのお知らせ 

児童コーナー 

冬の子ども会 

平成 30年 2月 3日(土) 

11:00～12:00 

 

 

 

 

☆個性づくり展示☆ 

下記の個性づくりの本は展示しています。 

 

   第三十六回・博物学    

   第三十七回・洋楽 

   第三十八回・日本映画 

   第三十九回・江戸時代と江戸 

第一回～第三十五回の 

個性づくりの本は 

一般書架にあります。 

是非ご覧下さい！ 

☆1月・2月の休館日のご案内☆ 

<1月> 

１２月２９日～１月３日・年末年始 

9日（火） 

26日（金）・館内整理日 

 

<2月> 

１３日（火） 

２3日（金）・館内整理日   

 

 

 


