
 

 

  

 

中野区立上高田図書館 平成２６年４月２６日 

 

第１８回 上高田図書館 個性づくりテーマ展示 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中野区立上高田図書館 

ＴＥＬ：０３－３３１９－５４１１

 

展示期間：４月２６日(土)～６月２６日(木) 
 

展示場所：上高田図書館２階 

一般開架展示コーナー 
 

上高田さくらの木だより Ｎｏ .１8  

●許可を得られた資料に関して掲載しています 

日本ではサッカーと呼ばれますが、世界ではフットボール、世界ナンバー

ワンスポーツです。６月１２日からブラジルで始まる 2014 FIFAワールドカップ

はフットボール世界最強国決定戦。オリンピックと並ぶスポーツの国際大会

といわれます。オリンピックは１都市で催されるのに対し、国中で行われる

ワールドカップのほうがより大きな大会ではないでしょうか。各国の王族や

元首も観戦に訪れ、試合に合わせて国際会議の日程も変更されてしまうほどです。

大会が始まる前に、図書で最大のお祭りを予習して、心ゆくまで楽しみましょう。 

～FIFAワールドカップへの誘い～ 
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第１回から第１９回大会の歴史を

簡単に振り返ってみましょう。 
ワールドカップ ヒストリー 

 

プロ化が進むサッカー界で、世界一を決める初めて

の大会は、1924、28年のオリンピック優勝国ウルグ

アイで開催されました。イギリス生まれのサッカー

がいち早く伝わった同国は、競いながら力をつけた

隣国アルゼンチンとの決勝を制して優勝しました。 

 

『写真で学べるスポーツの祭典 

FIFA ワールドカップ／ディ

ビット・ウィトフィールド著、

草鹿佐恵子訳／２００９年／

汐文社』のｐ１８、１９。 

（注）第○回という箇所は出版社

の許可を得て加筆しています。 

国威発揚のためイタリアのムッソーリーニが希望

して開催。アルゼンチンの帰化選手もチームに

加え、疑惑の判定に守られながらチェコスロバキア
※１を破りイタリアが優勝しました。 

第２次世界大戦前の不穏な状況で、開催国選び

に難航。ワールドカップ開催の立役者 FIFA 会長

ジュール・リメの母国フランスで開かれることになり

ました。前回大会を制し、力を残していたイタリア

はハンガリーを負かし優勝しました。 

第２次大戦の破壊を免れた南米ブラジルで開催。

全国民が優勝を疑いませんでしたが、滅ぼした先

住民から学んだガラ・チャルーアと呼ばれる不屈の

精神でウルグアイが逆転。この闘いはブラジルでは

マラカナンの悲劇として語り継がれています。 

ヨーロッパで戦渦を逃れたスイスで開かれた大会。

テストマッチでサッカーの母国イングランドを

敵地で破ったハンガリーは、マジック・マジャール

と呼ばれ、優勝候補筆頭でした。しかし戦後の復興

に願いをかけた西ドイツ※２が逆転で優勝しました。 

イギリス、ソビエト連邦※３などが参加し、ヨーロッ

パ各国のハイレベルの闘いが期待されましたが、決

勝はイタリアで活躍した選手によって鍛えられた

地元スウェーデンと、彗星のように登場した 17 歳

のペレ有するブラジル。決勝でもペレは大活躍して

ブラジルの初優勝に貢献しました。 

この大会では世界のサッカーを引っ張ってきた

欧州と南米の対立が目につきました。ブラジルの

ペレはこの荒れた雰囲気のなか、ラフプレイで負傷

欠場しましたが、代わりにガリンシャの大活躍で

チェコスロバキアを破りブラジルが連覇しました。 

ワールドカッブで次々チャンピオンが生まれても

イングランドは最強を自任していました。初参加の

1950年大会はアメリカにも敗れてしまいました。しかし

地元開催のこの大会で疑わしいゴールもありました

が西ドイツを振り切り、母国の誇りを取り戻しました。 

中米で初めて開催された大会は暑さや高地の影響

で、技術のあるブラジルの独断場となり３度目の

優勝。優勝国に授与されてきたジュール・リメ杯が

永久保持され、ペレは伝説となりました。 

クライフ率いるオランダは未来のサッカーといわ

れ、旋風を巻き起こし、優勝の大本命でした。しか

し、クライフの影に隠れながらモダンなサッカーを

展開していたベッケンバウワー主将の西ドイツが

優勝しました。 

第１回ウルグアイ（1930） 

第２回イタリア（1934） 

第３回フランス（1938） 

第４回ブラジル（1950） 

第５回スイス（1954） 

第６回スウェーデン（1958） 

第７回チリ（1962） 

第８回イングランド（1966） 

第９回メキシコ（1970） 

第１０回西ドイツ（1974） 

※１現在チェコとスロバキアに独立した 

※２現在西と東が統合してドイツとなる 

※３現在ロシアなど 15 の国に分裂した 
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フットサルのコートはサッカーの１／４

くらいの大きさ。ゴールのサイズはハン

ドボールと同じです。右図にポジション

名と配置を記載しました。オフサイドもな

く、５人集まればできる手軽なミニサ

ッカーです。ボールはサッカーより小さ

く弾みません。何度でも交代できるので、

体力に不安のある方も安心です。 

熱狂的に自国を応援するファンが放った紙吹雪が

スタジアムに舞い踊り、世界を驚かせました。芝生

の緑を隠さんばかりの紙吹雪を蹴散らし、攻撃サッ

カーを展開したアルゼンチンがオランダを破り

初優勝。軍独裁政権下で鬱屈した国民に喜びを

与えました。 

司令塔といわれた選手がゲームのタクトを振るう

ように見事なパスを配給し、受けた選手も巧みな

ドリブルでゴールを目指す。そんな魅惑的なサッカ

ーが展開されました。優勝したイタリアのスタイル

は固い守りと一瞬の隙をつく攻撃。決勝でも西ドイ

ツを翻弄して勝利し、華麗なサッカーを展開した強

豪国に冷や水を浴びせる番狂わせでした。 

コロンビアで開催される予定でしたが、経済状態の

悪化で、メキシコが代わりを引き受け、開かれまし

た。この大会では、最高の司令塔といわれたアルゼ

ンチンの天才マラドーナが神懸かった活躍をみせ

ました。決勝でも勝負を決めるパスを次々繰り出

し、西ドイツに引導を渡しました。 

当時イタリアのリーグが繁栄していたため、イタリア

の特徴である守備的なサッカーが展開されました。

前回大会の活躍でマークされながら渋い働きを見

せていたマラドーナ率いるアルゼンチンを倒した

西ドイツが優勝し、秋に予定されていた東西ドイツ

統一の前祝いとなりました。 

北米大陸で初開催。サッカー不毛の地での大会は

危惧されましたが、過去最高の収益と観客動員数を

上げ、心配は杞憂に終わりました。決勝はＷ杯史

上初の引き分け。PK 戦によりイタリアを倒しブラ

ジルが勝利。４度目の栄冠を手にしました。 

ワールドカップは６カ国しか優勝はできないといわれ

ていたジンクスが破られ、ジダンの大活躍で地元フラ

ンスが初優勝。日本は初出場しましたが3戦全敗でした。 

21世紀最初の大会は、初のアジア開催で日本、韓国

の共催。実力不足を露呈し続けてきたアジアですが

両国そろって予選リーグを突破。ブラジルのロナウ

ドが力を発揮してドイツを打ち破り５度目の優勝。

アルゼンチン、フランスの予選敗退など番狂わせの

多い大会でした。 

ドイツが東西統一後初めての開催。前回大会のような

波乱は少なくヨーロッパの強豪国が順当に勝ち上がり

ました。決勝はフランスが攻め続け、イタリアが防

ぐ展開でしたが延長線でフランスのジダンがラフ

プレイで退場、PK戦にもつれ、カテナチオといわれ

る伝統の守りを誇るイタリアが凌ぎきりました。 

第１１回アルゼンチン（1978） 

第１２回スペイン（1982） 

第１３回メキシコ（1986） 

第１４回イタリア（1990） 

第１５回アメリカ（1994） 

第１６回フランス（1998） 

第１７回日本・韓国（2002） 

第１８回ドイツ（2006） 

第１９回南アフリカ（2010） 

初めてのアフリカ開催。堅守速攻のサッカーを掲げ

る多くの国々の向こうを張って、スペインはティキ

タカと呼ばれるショートパスを繋ぐ攻撃サッカー

を展開しました。決勝でもオランダを寄せつけませ

んでした。 

ピヴォ 

アラ アラ 

フィクソ 

ゴレイロ 

中野区では各年代に合わせたフット

サル講習を行っています。 

●鷺宮体育館アリーナ 

Tel.3337-1771 Fax.3337-3280 

●中野体育館 

Tel.3389-3151 Fax.3398-3193 

 

『ワールドサッカー歴史年表』／サッカー批評編集部／
カンゼン、他を参考に作成 
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iおすすめ展示図書 i 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ２００４年からサッカー日本代表の専属シェフを

勤める西芳照氏の奮闘記です。Ｗ杯やアジア杯に

帯同し、選手やスタッフがストレスなく、試合に

打ち込めるように食生活を提案。食材の揃わない外国

で日本人好みの料理を作るべく腕を振るっています。

南アフリカ大会中の日記には持参した食材のリスト

やメニューも満載しています。大会中の監督、選手と

の秘話も数々あかされていて、試合中は見られない日本

代表のもうひとつの顔も垣間見られます。サッカーを

知らなくても気軽に楽しめる１冊です。 

サムライブルーの料理人 

西 芳照 

白水社 

２０１１年５月発行  

請求記号 ７８３．４ ニ 

 

 

 居酒屋サッカー論…それは一人ひとりが監督の

ように、ひいきチームについて熱く語り合うこと。

本書は WEBサイト『cakes』に連載されたものをま

とめたサッカー評論集です。「どうしてシュートを

うたないの？」「なぜあのタイミングで交代した

の？」と、ワイワイ仲間と語り合ったことはあり

ませんか？そんな居酒屋や職場、学校で談義され

る代表戦の「？」を実際のデータを基に分析し、

解説しています。本書を読めば、サッカー談義が

更に盛り上がること間違いなし！ 

 

だれでもわかる居酒屋サッカー論 

清水 英斗 

池田書店 

２０１３年１０月発行  

請求記号 ７８３．４ シ 
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i 展示図書リスト i 
  

 

書名 著編者名 出版社名 出版年 請求記号 

ビジュアル博物館 第８２巻 サッカー  同朋舎 ２０００年 ０３３ ビ ８２ 

ブラジル×ジャパン 鈴木 美也子 書肆侃侃房 ２００９年 ２９６．２ ス 

ブラジル・カルチャー図鑑 麻生 雅人 山本 綾子 スペースシャワーブックス ２０１２年 ３６１．５ ブ 

写蹴 今井 恭司 スキージャーナル ２０１０年 ７８３．４ イ 

サッカーの敵 サイモン・クーパー 白水社 ２００１年 ７８３．４ ク 

ゴール裏で日向ぼっこ 熊崎 敬 駒草出版 ２００７年 ７８３．４ ク 

ザックＪＡＰＡＮはスペインを倒せるか？ 小宮 良之 白夜書房 ２０１１年 ７８３．４ コ 

ボールピープル 近藤 篤 文藝春秋 ２０１３年 ７８３．４ コ 

サッカーは語る。 ワールドサッカーキング編集部 フロムワン ２０１２年 

 

７８３．４ サ 

サッカー日本代表フォトブック 東邦出版 東邦出版 ２０１３年 ７８３．４ サ 

 夢想するサッカー狂の書斎 佐山 一郎 カンゼン ２０１３年 ７８３．４ サ 

 ザック革命 小川 光生 フロムワン ２０１１年 ７８３．４ ザ 

THE WORLD CUP 1982－2010 清水 和良 写真・文 アートヴィレッジ ２０１０年 ７８３．４ シ 

だれでもわかる居酒屋サッカー論 清水 英斗 池田書店 ２０１３年 ７８３．４ シ 

サッカー・フットサルかんたんリフティング入門 土屋 健二 ダイヤモンド社 ２００９年 ７８３．４ ツ 

サムライブルーの料理人 西 芳照 白水社 ２０１１年 ７８３．４ ニ 

2014 FIFA World Cup Brazil 公式プレビューガイド Focus Media 講談社 ２０１４年 ７８３．４ ニ 

サッカー非公式世界王者の歴史 ポール・ブラウン 飛鳥新社 ２０１１年 ７８３．４ ブ 

 ペレ自伝 ペレ 白水社 ２００８年 ７８３．４ ペ 

ザック・ジャパンの流儀 矢内 由美子 学研パブリッシング ２０１１年 ７８３．４ ヤ 

背番号１０ アンドレ・リベイロ ヴラジール・レモス 白水社 ２００８年 ７８３．４ リ 

世界一わかりやすい！フットサルの授業 ミゲル・ロドリゴ カンゼン ２０１２年 ７８３．４ ロ 

ワールドカップ戦記 波濤編 スポーツ・グラフィックナンバー 文藝春秋 ２０１２年 ７８３．４ ワ 

ワールドカップ戦記 飛翔編 スポーツ・グラフィックナンバー 文藝春秋 ２０１２年 ７８３．４ ワ 

ワールドサッカー歴史年表 サッカー批評編集部 カンゼン ２００８年 ７８４．３ レ 

銀河のワールドカップ 川端 裕人 集英社 ２００８年 ９１３．６ カワ 

風のダンデライオン 川端 裕人 集英社 ２０１２年 ９１３．６ カワ 

ブラインドサッカーがくれた生きる勇気 釜本 美佐子 日本文芸社 ２０１３年 ９１６ カ 

サッカーボールの音が聞こえる 平山 譲 新潮社 ２０１０年 ９１６ ヒ 

サッカーが消える日 カルロ・カルザン 東邦出版 ２０１１年 ９７３ カ 

 



 

6 
 

 
１．情報検索のキーワード 
 

 

 

 

 
 
 

２．基本的な情報を引き出す 
辞書・事典類で、テーマについて基本的な情報を入手しましょう。 

 
＜図書館で所蔵している図書＞(一例) 

資料情報 請求記号 所蔵館   

イミダス 

集英社 ２００７ 

Ｒ０３１ イ ０７ 中央図書館 

０３１ イ ０７ 南台、鷺宮、 

上高田図書館 

大事典ナビックス  

猪口邦子・尾崎秀樹・西澤潤一・柳田邦夫・ 

養老孟司監修 講談社 １９９７ 

Ｒ０３１ ダ 中央図書館 

０３１ ダ 上高田図書館 

 

３．図書を探す 
◆テーマの棚に行って探す 

  図書館の本は主題ごとに棚に並んでいるので、分類記号の最初の数字を参考にして

同じ主題の本を探すことができます。 
 

＜関連分野の分類記号＞ 

分類記号 分野 分類記号 分野 

２９６．２ ブラジル史 ７８３．４ サッカー 

３０２．６ 南アメリカの政治・経済・ 

社会・文化事情 

８６９ ポルトガル語 

９６９ ポルトガル文学 
 

◆中野区立図書館ホームページの蔵書検索で探す 
http://www3.city.tokyo-nakano.lg.jp/tosho/index6.html 

 
＜図書館で所蔵している図書＞(一例) 

資料情報 請求記号 所蔵館 

アナキストサッカーマニュアル 

ガブリエル・クーン著  甘糟智子訳 

現代企画室 ２０１２ 

７８３．４ ク 中央図書館 

サッカースーパースター名鑑 清水和良写真 

コスミック出版 ２００９ 

７８３．４ シ 上高田図書館 

フットボールの歴史 

小倉純二、大住良之、後藤健生日本語版監修 

講談社 ２００４ 

７８３．４ フ 中央図書館 

◆東京都内公立図書館で所蔵されている図書を探す 
  ◎東京都立図書館リサーチページ 統合検索 http://ufinity01.jp.fujitsu.com/metro/ 

東京都内の公立図書館の蔵書を一括して検索できます。 

蹴球、ア式蹴球、 アソシエーションフットボール、フットボール、サッカー、ソッカー、

カルチョ、フットサル、世界選手権、ジュール・リメ・トロフィー、ピッチ、コーナーフラッグ、

センターサークル、フォワード、ミッドフィールダー、ディフェンダー、ゴールキーパー、

スローイン、オフサイド、フリーキック、ペナルティキック、サッカーくじ、サポーター など 

 

作成：平成２６年４月２６日 上高田図書館 

http://www3.city.tokyo-nakano.lg.jp/tosho/index6.html
http://ufinity01.jp.fujitsu.com/metro/
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◆国内で刊行されている図書を探す 

  ◎国立国会図書館サーチ（NDL Search） 【インターネット】 http://iss.ndl.go.jp/ 

国内で刊行されている図書や雑誌が検索できます。 

 

４．雑誌を探す 
◆中野区立図書館ホームページの蔵書検索で探す 

http://www3.city.tokyo-nakano.lg.jp/tosho/index6.html 
 

＜図書館で所蔵している雑誌＞(一例) 

資料情報 請求記号 所蔵館 

週刊 サッカーダイジェスト 

日本スポーツ企画出版社 週刊 

７８ 中央、上高田図書館 

サッカーマガジンＺＯＮＥ 

ベースボールマガジン社 月刊 

７８ 本町、鷺宮、江古田図書館 

ＳＯＣＣＥＲ ａｉ 

日刊スポーツ出版社 隔月刊 

７８ 南台図書館 

ＷＯＲＬＤ ＳＯＣＣＥＲ ＤＩＧＥＳＴ 

日刊スポーツ出版社 月二回刊 

７８ 中央図書館 

 
◆国内で刊行されている雑誌を探す 

◎雑誌新聞総かたろぐ ２０１３年版 メディア・リサーチ・センター 【冊子】 

  （中央図書館 参考資料室所蔵） 

現在刊行されている雑誌、新聞が調べられます。 

※上記、国立国会図書館サーチでは、国内で刊行されている雑誌、雑誌の記事も検索

できます。 

 

５．インターネットを利用して調べる 
◎公益財団法人日本サッカー協会 http://www.jfa.or.jp/jfa/history/index.html 

日本サッカー協会の設立からの沿革・歴史が表形式で世界のサッカーとリンクする形で

わかりやすく表記されています。他に用語集やデータボックスなど情報満載です。 

 

◎クラシックフットボール http://www.fifa.com/classicfootball/matches/index.html 

国際サッカー連盟（FIFA）のサイト。ワールドカップ創成期からの歴史決定版です。日本

語表示がありませんので、英・仏・西・独・ポルトガルの各言語で挑戦してみてください。 

 

 

６．関連機関を利用して調べる 
◎日本サッカーミュージアム 

〒113-0033東京都文京区本郷 3丁目 10-15 日本サッカー協会ビル 

TEL：03-3830-2002  http://www.11plus.jp/ 
 

◎秩父宮記念スポーツ博物館・図書館 

〒160-0013東京都新宿区霞ヶ丘町 10番 2号 

TEL：03-3403-1159 
 http://www.jpnsport.go.jp/muse/Default.aspx 

http://iss.ndl.go.jp/
http://www3.city.tokyo-nakano.lg.jp/tosho/index6.html
http://www.jfa.or.jp/jfa/history/index.html
http://www.fifa.com/classicfootball/matches/index.html
http://www.fifa.com/classicfootball/matches/index.html
http://www.11plus.jp/
http://www.jpnsport.go.jp/muse/Default.aspx
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入口からずっと進んで、突き当りの壁に雑誌

コーナーがあります。配置を説明しますので

いろいろな雑誌を手に取ってみてください。 

図書館資料の充実による図書館サービスの向上を

図るために、中野区の図書館でも雑誌スポンサー制

度が始まりました。雑誌の年間購入費をスポンサー

になった法人その他の団体及び個人に負担してい

ただき、かわりに費用を負担していただいた雑誌最

新号のカバー表側にスポンサー名を、裏側に広告を

載せることができる制度です。 

i上高田図書館 ＴＯＰＩＣi 

 

 
 

雑誌コーナーで愛読誌をさがしてください 

 

平成２６年４月２６日 現在 

「雑誌スポンサー制度」実施中 

雑誌が置いてある扉を開けると

バックナンバーがあります。 

扉にはバックナンバーの保存期

間が記載されています。 

中野区の雑誌

新聞目録です 

雑誌すべての配置が

表示されています 

 

分類０５、３３、 

０２ 

様々な話題が取り

上げられている総

合誌です 

雑誌カバー裏には広告を

入れることができます。 

雑誌カバー表にはスポン

サー名が入ります。 

毎日新聞縮小版 

があります 

 

分類２９、６８ 

地理や紀行な

どです 

 

分類５２、３６ 

住まいや建築

などです 

分類３３ 

経済誌 

などです 

分類４０、０５、 

４９ 

科学や健康など

です 

分類５９、６７ 

男性・女性誌、

生活の雑誌など

です 

分類５９、６０ 

料理や手芸、生活

などです 

分類６４ 

ペット関連誌

です 

分類７６、７７、 

７８、７９ 

音楽、映画、 

スポーツ、舞踊

などです 

分類５３ 

乗物など

です 

分類７４ 

写真誌です 

分類６２ 

園芸誌です 

※今年度の募集は終了していますが、詳しい

ことは、図書館ホームページをご覧ください。 

雑誌コーナー向かっ

て左手には官公庁や

団体、出版案内など

の雑誌があります 

※お探しの雑誌が見つからない場合は図書館スタッフに声をかけてください。 

※他館に所蔵の雑誌でも予約して読むことができます。 

分類９０ 

文学など

の読みも

のです 

カウンターに置かれ

ている雑誌一覧です 

 


