
 創立90周年特別展　｢スポーツの歴史と文化｣出品リスト

資 料 名 地　域　  民族集団名 年　代 法　量 図録No.

Ⅰ　何のために戦う、走る

　１．くらしの中のスポーツ

1 鉛製胡瓶(狩猟文瓶) 中国 唐　8世紀 高29.1㎝ 図録8
2 三彩狩猟文鳳首瓶 中国 唐　8世紀 高28.8cm 図録9
3 押型西王母射人騎空塼 中国 前漢 　紀元前１世紀 高30.0㎝ 図録7
4 ボーラ アルゼンチン 20世紀後半 長160.0㎝ 図録4
5 弓 フィリピン　 ネグリート 20世紀後半 全長190.0㎝　 図録1
6 矢(3本セット) フィリピン　 ネグリート 20世紀後半 長109.0㎝ 図録1
7 ブーメラン オーストラリア　 20世紀前半 幅50.5㎝ 図録5
8 格闘技用棍棒 エチオピア 奥行81㎝、高2.6㎝
9 槍 タンザニア　 マサイ 20世紀前半 長182.5㎝ 図録15

10 マサイ戦士の風俗人形 ケニア南部、タンザニア マサイ 20世紀後半 高47.5㎝ 図録13
11 ズールー戦士の棍棒｢イシワ｣ 南アフリカ ズールー 20世紀前半 長84.4㎝ 図録10
12 ズールー戦士の風俗人形 南アフリカ ズールー 20世紀中頃 高35.0㎝ 図録12
13 ズールー戦士の盾 南アフリカ ズールー 20世紀前半 高124.5㎝　 図録11
14 スノーシュー競技の板 カナダ 20世紀後半 長71.5㎝ 図録18

15 徒歩スキー“アスレーン”　　シングルストック“ターウクス”
ロシア(シベリア　クラスノヤルス
ク地方)

ケート 20世紀前半 スキー：長135.0㎝　 図録17

16 伝統的徒競走｢走鏢(ゾウピャオ)｣の優勝旗 台湾 　南投県　 パゼッヘ 20世紀前半 長108.0㎝ 図録20
17 徒競走用仮面「グニェ・ゲ ; 家の仮面」 ギニア　湾岸西部 ダン 幅15.0㎝ 図録21

18 赤像式オイノコエ イタリア　カンパニア地方 紀元前350-340年頃 高35.3㎝ 図録26

19 儀礼的競技｢刺球｣に使用される竹竿と籐球 台湾　南部 パイワン 20世紀後半 経7.0㎝ 図録23

20 北米先住民のラクロスのラケット アメリカ チェロキー 20世紀後半 長さ90.5㎝ 図録22

21 北米先住民のラクロスのボール アメリカ チェロキー 20世紀後半 直径５.0㎝ 図録22

22 太鼓綱引き 中国　広西省柳州 ミャオ 20世紀後半 太鼓：長151.0㎝ 図録24

23 横綱常陸山像 日本 明治時代後期 高9.3cm 図録36

24 宇土張子　力士(常ノ花) 日本 昭和時代前期 高41.0㎝ 図録38

25 横綱照國化粧まわし三揃の内　露払用｢風｣ 日本 1953(昭和28)年 全長653.7cm 図録39

　３．見よ、勇者のしるし

26 金製メダリオン ギリシア 紀元前5-2世紀頃 経6.8㎝ 図録40

27 金製月桂冠 ギリシア 紀元前４世紀頃 経20.0㎝ 図録41

Ⅱ　楽しむ

　１．飛べ、舞え、美しく

28 褐釉舞人俑 中国 隋 6-7世紀 高14.5cm 図録47

29 踊るシヴァ像(ミニチュア) インド 20世紀後半 高9.5㎝ 図録45

30 古典舞踊の踊り子の人形 インド　アッサム州 20世紀後半 高25.7㎝ 図録46

31 太鼓｢ブルブル｣
パプアニューギニア　トレス海峡
地方

ケラム 20世紀前半 高60.0㎝ 図録52

32 蹴羽根｢毽子＝ジェンズ｣ 中国 20世紀後半 長15.0㎝ 図録50

33 中国ゴマ｢空竹｣ 中国 20世紀後半 独楽：高13.0㎝ 図録51

34 しんぱんかくべしし 日本 明治時代 37.2×24.6cm 図録49

35 鞠水干　桃色紫片身替花菱亀甲丸金紗上 日本 昭和時代前期 裄丈115.0cm 図録54

36 紺組懸緒立烏帽子 日本 大正15年 高17.0cm

37 有文燻革韈鴨沓 日本 江戸時代末期 長23.0cm 図録56

38 白鞠 日本　京都 2019(平成31)年 外周57.0cm 図録57

39 木球 日本　奈良 15～16世紀 外周17.5cm 図録58

40 木球 日本 15～16世紀 外周18.0cm 図録58

41 年中行事絵巻(写)　蹴鞠図 日本 江戸時代末期 全長788㎝ 図録53

42 武装した戦士像 メキシコ　ハリスコ州 推/10世紀頃 高41.4㎝ 図録59

参考 オルメカの石頭像(レプリカ) メキシコ 2010年復元 高237.0㎝

43 動物の膀胱ボール(復元品) 日本 20世紀後半 大幅17.0㎝ 図録63

44 球技｢ペルク｣のボール スウェーデン　ゴトランド島 20世紀後半 直径9.0㎝ 図録65

45 アザラシの毛皮ボール アメリカ　アラスカ　 北米先住民 20世紀後半 直径11.5㎝ 図録64

46 ｢約婚球戯｣のボール ラオス　 ミャオ 20世紀後半 直径8.5㎝ 図録67

47 ｢約婚球戯｣のボール ラオス　 ミャオ 20世紀後半 直径7.5㎝ 図録67

48 ｢約婚球戯｣のボール ラオス　 ミャオ 20世紀後半 直径7.5㎝ 図録67

49 ｢約婚球戯｣のボール ラオス　 ミャオ 20世紀後半 直径6.0㎝ 図録67

50 ｢約婚球戯｣のボール 中国　 チワン族 20世紀後半 直径6.5㎝ 図録66

51 セパタクローのボール　 タイ 20世紀前半 直径11.5㎝ 図録68

52 セパタクローのボール　 タイ 20世紀後半 直径12.0㎝ 図録69

53 セパタクローのボール　 タイ 20世紀後半 直径12.0㎝

54 ｢リアルテニス｣のラケット イギリス 20世紀後半 長67.0㎝ 図録70

55 遊戯用ボール カロリン諸島 幅8.7㎝

56 初誕生日用　占い道具 韓国 直径10㎝

57 玩具　ボール ロシア 幅10㎝

58 クリケット用ボール サモア 幅7.9㎝

59 打毬婦人俑 中国 唐　8世紀 高34.4㎝ 図録73

60 伝統ポロのスティックとボール 韓国 20世紀後半 スティック91.0㎝　直径9.0㎝ 図録75

61 ｢ペロータ・ミステカ｣のグローブ メキシコ 20世紀後半 幅21.0㎝ 図録62

62 ｢ペロ－タ・ミステカ｣のボール メキシコ 20世紀後半 直径12.0㎝ 図録61

63 ｢ペロータ　プレペチャ｣のボール メキシコ 20世紀後半 直径14.0㎝ 図録60

64 ｢ペロータ　プレペチャ｣のスティック メキシコ 20世紀後半 長126.5㎝ 図録60

65 クリケットのボール イギリス 20世紀後半 直径7.0㎝ 図録71

66 クリケットのバット イギリス 20世紀後半 長78.0㎝ 図録71

67 クリケットのグローブ イギリス 20世紀後半 長.30.0㎝

68 馬上ラグビー｢パト｣のボール袋 アルゼンチン 20世紀後半 長40.0㎝ 図録74

　　　　　　　　【会期】 2020年6月10日(水)～8月2日(日)　　　

　２．神と交わる聖なる時間

　２．球体の魅力と魔力



　１．｢民族スポーツ｣と｢国際スポーツ｣

69 民族衣装｢キルト｣(ハイランドゲームズのユニフォーム) スコットランド 20世紀後半 丈65.8㎝ 図録76

70 バスク民族の牛引きのレリーフ スペイン バスク民族 20世紀後半 縦29.5㎝、横20.0㎝ 図録78

71 バスク民族の丸太切りのレリーフ　 スペイン バスク民族 20世紀後半 縦29.0㎝、横20.0㎝ 図録77

72 ペロータ　捕打球具｢シャーレ｣ スペイン バスク民族 20世紀後半 長55㎝、幅17.5㎝ 図録80

73 ペロータ　捕打球具｢セスタ｣ スペイン バスク民族 20世紀後半 長58.5㎝ 図録82

74 ｢ペロータ｣のボール スペイン バスク民族 20世紀後半 直径6.0㎝ 図録81

75 ｢ペロータ｣のレリーフ スペイン バスク民族 20世紀後半 縦45.0㎝、幅35.0㎝ 図録79

76 モンゴル相撲の衣装　帽子｢マルガイ｣　 モンゴル 20世紀後半 高22.0㎝

77 モンゴル相撲の衣装　長袖のチョッキ｢ゾドク｣ モンゴル 20世紀後半 大長158.0㎝ 図録83

78 モンゴル相撲の衣装　パンツ｢ショーダグ｣ モンゴル 20世紀後半 ウエスト幅47.5㎝ 図録83

79 モンゴル相撲の衣装　ブーツ｢ゴタル｣ モンゴル 20世紀後半 高56.5㎝ 図録85

80 モンゴル相撲の人形 モンゴル 20世紀後半 高21.0㎝ 図録84

81 ムエタイの頭飾り｢モンコン｣ タイ 20世紀後半 長51.0㎝ 図録86

82 ムエタイのグローブ タイ 20世紀後半 長24.0㎝ 図録87

83 ムエタイのトランクス タイ 丈40㎝ 図録88

84 サンボの胴着 ジョージア(旧：ソビエト連邦) 20世紀前半 丈65.0㎝　裄79.0㎝ 図録89

85 ｢シルム｣のまわし 韓国 横341㎝、縦108㎝

86 格闘技｢クリャシ｣の胴着　 ウズベキスタン 丈71.5㎝　袖巾66.0㎝ 図録90

87 格闘技｢クリャシ｣のズボン ウズベキスタン 丈87.0㎝ 図録91

88 格闘技｢クリャシ｣の帯 ウズベキスタン 長78.0㎝ 図録92

　２．讃えよ、超人

　４．スポーツの多様性

104 邦字新聞のスクラップブック ブラジル　サンパウロ州 1950(昭和25)年 幅40.5㎝ 図録98

105 駅弁ラベル「御弁当」 日本 名古屋 1964(昭和39)年 縦17.6cm　横25.4cm 図録99

106 オリンピック特殊往復乗車券、東京オリンピック記念急行券 日本 東京 1964(昭和39)年 往復乗車券：縦3.0cm　横5.7cm
図録103、
104

107 オリンピック東京大会　運営のあらまし 日本 1964(昭和39)年 縦25.7cm　横18.2cm 図録106

108 首都高速道路公団広報誌「首都高速」No.34 日本 東京 1965(昭和40)年 縦25.6cm　横18.2cm 図録100

109 絵葉書「'64オリンピック東京大会速報５」より(2) 日本 1964(昭和39)年 上：縦10.4cm　横14.3cm 図録102

計109件
※状況に応じて展示内容を変更することがあります。

天理大学附属天理参考館

Ⅲ　競う

　３．天理スポーツの交流、貢献　(パネル展示)

     89～103　計15件


