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「戸田ボートコース」について、 

OPAC、各種データベース等で検索する際のキーワードの一例 

戸田ボートコース／戸田漕艇場（トダソウテイジョウ）／ 

ボートコース／漕艇場／戸田艇庫（トダテイコ）／ 

ボート／漕艇／ローイング／ボート競技／競漕（キョウソウ）／レガッタ  
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レ
ミ
さ
ん 

戸田市のシンボルでもある戸田ボートコースは、昭和 15 年（1940）に造成され、オリンピック東

京大会のボート競技会場として使われた歴史ある競技場です。そんな歴史も含め、今回は戸田

ボートコースについて調べるための方法を紹介します。 

 

～資料の紹介について～ 

●紹介する資料は、当館が把握しているすべての資料ではありません。 

●戸田市立図書館内で複本資料がある場合は、本館 2階の郷土資料を優先して紹介しました。郷

土資料は貸出しできません。貸出しできる資料があるか、分館及び分室で所蔵している資料が

あるか等複本の確認が必要な場合は、当館のＯＰＡＣ（オンライン目録）で検索してください。 

▲このページのトップへ戻る。 

https://library.toda.saitama.jp/
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〇OPAC で調べる。 

・当館所蔵の本は、オンライン目録（ＯＰＡＣ）で探すことができます。 

・検索キーワードは、「戸田ボートコース」、「戸田漕艇場」等いくつかの表記方法を使ってください。よ

り多くの候補を得ることができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇テーマの棚に行って本を探す。 

 

 

 

 

戸田市に関する資料から探す。 

○『戸田市史』で調べる。 

戸田市の歴史に関することを調べる場合は、まず本館 2 階「戸田市関連郷土資料」の棚にある『戸

田市史』（請求記号 T213.4-ト）を確認してください。 

＜『戸田市史』の中の「戸田ボートコース」関連記述＞ 

『書名』出版者／出版年 掲載ページ等 

『戸田市史』通史編 下巻 

戸田市／1987 年 

p.381～400「幻のオリンピックとボートレース・コースの創設」 

p.500～504「オリンピックと戸田町」 

p.663～667「オリンピック東京大会の開催と国民体育大会の開催」 

『戸田市史』資料編 5 

戸田市／1985 年 

p.548～581 

東京オリンピック前後、新聞に掲載されたボートコース関連の記事

を紹介しています。 

 

  

戸田市立図書館で所蔵している資料を探す。 

＜例えば「戸田ボートコース」で検索すると、以下の資料を探すことができます（一例）。＞ 

『書名』出版者／出版年 内容 分類 配置場所 

『戸田ボートコース物語』 
第 31 回特別展 
戸田市立郷土博物館／ 

2015 年 

戸田市立郷土博物館で開催された第 31 回

特別展の展示図録です。展示品の写真及び解

説を見ることができます。 

T780.6 

本館2階「郷

土特集ボー

ト」 

『戸田ボートコースの 

水をきれいに』 
戸田ボートコース水質浄化 

実行委員会／2015 年 

戸田ボートコースの水質を改善するための

取り組みについて報告したリーフレットで

す。 

T519.4 

本館2階「戸

田市関連郷

土資料」 

 

・漕艇に関する資料の分類は〔785.5 ボート〕です。 

・本館 2階「郷土特集ボート」の棚には漕艇に関する資料を別置しています。 

・その他の棚にある資料については、以降で紹介していますので参考にしてください。 

▲このページのトップへ戻る。 



3 

 

○戸田市関係資料で調べる。 

戸田市に関することを調べる場合は、『戸田市史』のほかに以下の基本資料を確認してみましょう。 

＜「戸田ボートコース」について記述のある資料（一例）＞ 

『書名』出版者／出版年 ページ／内容 分類 配架場所 

『戸田市いまむかし』 
戸田市／1989 年 

p.216～221「幻のオリンピックとボートコース

の創設」 

ボートコースの工事計画、工事の進行及びオリン

ピックの中止までの概要を知ることができます。 

p.251～253「オリンピックの開催」 

オリンピック開催の概要を知ることができます。 

T213.4 

本館 2 階「戸

田市関連郷土

資料」 

『戸田むかし史ある

記』 戸田市教育委員会

／1983 年 

p.40～42「戸田ボートコース（戸田漕艇場）」 

ボートコースの概要を知ることができます。 
T213.4 

本館 2 階「戸

田市関連郷土

資料」 

『戸田市史研究』第 4

号 戸田市／1981 年 

p.62～66 島田一廣「戸田漕艇場（戸田ボートコー

ス）のあゆみ」 

ボートコースの工事の計画概要及び工事の様子

を当時の関係者から聞き取ったものが掲載されて

います。 

T213.4 

本館 2 階「戸

田市関連郷土

資料」 

『郷土とだ』第４号 

戸田市文化財研究会

／1983 年 

p.9～10「ボートコース」 

昭和 12 年（1937）の「工事に使用された機関

車とトロッコ」、昭和３９年（1964）の「ボートコ

ース場全景」等写真 5 枚を紹介しています。 

T709.1 

本館 2 階「戸

田市関連郷土

資料」 

 

＜「戸田ボートコース」について記述のある戸田市の広報資料（一例）＞ 

『書名』出版者／出版年 ページ／内容 分類 配架場所 

『広報とだ』昭和 50 年

7 月号  戸田市役所／

1975 年（『広報戸田』昭

和 50 年版に収録） 

p.10 菅野一郎「戸田ボートコースとの会話（1）」 

戸田東中学校教諭の筆者が戸田ボートコースと

の思い出を綴ったものです。翌年 4 月号まで全

10 回の連載です。 

T318.2 

本館 2 階「戸

田市関連郷土

資料」 

『広報戸田』昭和 55 年 

10 月 1 日号 戸田市役

所／1980 年（『広報戸田』

昭和 55 年版に収録） 

p.12～13「皇太子殿下御夫妻漕艇競技とスポー

ツセンターを御視察」 

第３５回国民体育大会夏季大会漕艇競技会を皇

太子殿下御夫妻が視察した様子を写真で報告した

ものです。 

T318.2 

本館 2 階「戸

田市関連郷土

資料」 

『広報戸田』昭和 63 年 

7 月 1 日号 戸田市役所

／1988 年（『広報戸田』

昭和 63 年版に収録） 

p.10～11「戸田ボートコースからソウル五輪へ 

がんばれ！水の勇者たち」 

オリンピックソウル大会ボート競技代表選考会

も兼ねた競技会が戸田ボートコースで開催されま

した。その様子を写真で紹介しています。 

T318.2 

本館 2 階「戸

田市関連郷土

資料」 

『広報とだ』平成 2 年

9 月 1 日号 戸田市役所

秘書課／1990 年（『広報

とだ』平成 2 年版に収録） 

p.2～7「漕艇競技の聖地戸田ボートコース 市民

とともに歩んだ半世紀」 

戸田ボートコースの歴史、関係者による回想及

び戸田ローイングクラブの紹介記事を見ることが

できます。 

T318.2 

本館 2 階「戸

田市関連郷土

資料」 

『広報とだ』平成 5 年 

9 月 1 日号 戸田市役所

秘書課／1980 年（『広報

とだ』平成 5 年版に収録） 

p.6～7「戸田のコースを制するものはボートを制

する」 

ボート競技の基礎知識を伝える特集記事です。 

T318.2 

本館 2 階「戸

田市関連郷土

資料」 

 
▲このページのトップへ戻る。 
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ボートに関する資料から探す。 

○ボートの歴史について記述のある資料から探す。 

本館 2 階「郷土特集ボート」の棚では、ボートに関する資料を広く収集しています。その中からボート

の歴史について言及している資料を探してみましょう。「戸田ボートコース」について調べることができ

ます。 

＜「戸田ボートコース」について記述のある資料（一例）＞ 

『書名』出版者／出版年 ページ／内容 分類 配架場所 

『戸田ボートコース

と漕艇の歩み』 
第４回特別展 

戸田市立郷土博物館

／1988 年  

戸田市立郷土博物館で開催された第 4 回特別展

の展示図録です。戸田ボートコース、漕艇の歴史等

に関する展示品の写真及び解説を見ることができ

ます。 

T785.5 

本館 2 階「郷

土特集ボー

ト」 

『ボート五十年』 
時事通信社／1957

年 

p.214～223 ほか 

 昭和１２年（1937）～１５（1940）年の出来

事の中に戸田ボートコースの起工から入水式まで

の様子が掲載されています。以降、戸田での大会の

記録もあります。 

T785.5 

本館 2 階「郷

土特集ボー

ト」 

『ボート百年』 
時事通信社／1970

年 

p.172～174「秩父宮記念碑と戸田コース由来」 

 戸田ボートコース近くにある「秩父宮殿下記念

碑」に彫られた戸田ボートコース建設の由来につい

て紹介しています。 

p.291～297「戸田コース縁起」 

 戸田ボートコース建設について紹介しています。 

p.501～519「昭和３９年、東京大会」 

オリンピック東京大会の様子について紹介して

います。 

T785.5 

本館 2 階「郷

土特集ボー

ト」 

 

○戸田ボートコースに艇庫がある大学ボート部の記念誌から探す。 

本館 2階「郷土特集ボート」の棚には、戸田ボートコース周辺に艇庫のある大学を中心に各学校ボ

ート部の記念誌を揃えています。その中には戸田ボートコースについて言及しているものもあります。  

＜「戸田ボートコース」について記述のある大学の記念誌（一例）＞ 

『書名』出版者／出版年 ページ／内容 分類 配架場所 

『百年のあゆみ』 
慶応義塾体育会端艇

部／1989 年  

p.118～135「戸田コース縁起」、「戸田艇庫落成」、

p.301～303「戸田新艇庫完成」等に戸田ボートコ

ースについての回想が紹介されています。 

T785.5 

本館 2 階「郷

土特集ボー

ト」 

『東京大学漕艇部百

年史』下巻 
東京大学淡青会事務

局／1992 年 

p.90～92「戸田漕艇場竣工」、p.99「戸田漕艇場、

軍事事情で使用不能」、p.223～228「戸田艇庫・

合宿所竣工」等に戸田ボートコースについての回想

が紹介されています。 

T785.5 

本館 2 階「郷

土特集ボー

ト」 

『漕艇部の百年 早

稲田ボート文化史』 
稲門艇友会／2002

年 

p.301「戦前の戸田」、p.613「戸田艇庫建設前後

の状況」等に戸田ボートコースについての回想が紹

介されています。「戦前の戸田」には写真の掲載も

あります。 

T785.5 

本館 2 階「郷

土特集ボー

ト」 

 

▲このページのトップへ戻る。 
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埼玉県に関する資料から探す。 

戸田市に関することを調べる場合は、埼玉県関係資料も確認してみましょう。 

＜「戸田ボートコース」について記述のある埼玉県関係の資料（一例）＞ 

『書名』出版者／出版年 掲載ページ／内容 分類 配置場所 

『埼玉県体育史』第 1 巻  

埼玉県体育協会／1964 年 

p.75～79「埼玉県体育協会編」 

オリンピック東京大会戸田漕艇場での

競技日程及び動向についての記述があり

ます。 

p.401～408「漕艇」 

 昭和 24 年（1949）～昭和 34 年

（1959）の県内漕艇競技の動向及び「戸

田漕艇場の動向」等についての記述があり

ます。 

T780.2 
本館2階「郷

土資料架」 

『埼玉県体育史』第 2 巻  

埼玉県体育協会／1978 年 

※『埼玉県体育史』は３～４巻にも

県内の漕艇に関する記述がありま

す。 

p.85「オリンピック東京大会・戸田漕艇

場」 

 戸田ボートコースで開催されたオリン

ピック東京大会ボート競技についての記

述があります。 

p.88「東京五輪の聖火が戸田漕艇場にと

もる」 

戸田ボートコースに聖火が灯されたと

きの様子が分かります。 

T780.2 
本館2階「郷

土資料架」 

『新編埼玉県史』通史編６ 

埼玉県／1989 年 

p.822～824「文化活動の進展」内「戸田

漕艇場」 

昭和 11 年（1936）の誘致活動から昭

和１５年（1940）の戸田ボートコース竣

工までの概略が載っています。 

T213.4 
本館2階「郷

土資料架」 

『目で見る埼玉百年』 

埼玉県／1971 年 

p.137「戸田漕艇場竣工」、p.253「オリ

ンピック東京大会・戸田漕艇場」 

 戸田ボートコースの写真を掲載してい

ます。 

T213.4 
本館2階「郷

土資料架」 

『埼玉県史料叢書 21』 

フィルムの中の埼玉 

埼玉県／2020 年 

p.271「東京国際スポーツ大会でのボート

競技」、p.274、281、282「オリンピッ

ク東京大会・戸田漕艇場」 

 戸田ボートコースの写真を掲載してい

ます。 

T213.4 
本館2階「郷

土資料架」 

  

戸田ボートコースについて調べる場合は、オリンピック東京大会に関する資料も確認してみましょう。 

 ＜「戸田ボートコース」について記述がある資料（一例）＞  

『書名』出版者／出版年 掲載ページ／内容 分類 配置場所 

『第１８回オリンピック

競技大会公式報告書』下 
オリンピック東京大会組

織委員会／1966 年 

p.113～128 

 戸田ボートコース場での競技日程及び競技

記録について報告したものです。写真の掲載

もあります。 

T780.6 

本館2階「郷

土特集ボー

ト」 

 

オリンピック東京大会の資料から探す。 

▲このページのトップへ戻る。 
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文学作品の中に登場する戸田ボートコース 

戸田ボートコースを題材とした俳句、詩等には、作品に描かれた情景又は作品に添えられた回想か

ら戸田ボートコースの様子を知ることができます。 

＜戸田ボートコースを題材にした文学作品（一例）＞ 

『書名』／出版者／出版年 掲載ページ／内容 分類 配置場所 

『荒川』 
荒川総合調査報告書４ 人文 3 

埼玉県／1988 年 

p.651「第 2 節 詩・歌・俳句」内 

 「青春水路 戸田ボートコース」と

いう詩が紹介されています。 

T 517.2 
本館2階「郷

土特集棚」 

『石田波郷の俳句』4 

学文社／1984 年 

p.179～186「戸田ボートコースに

て、四句」 

戸田ボートコースで開催されたオ

リンピック東京大会についての雑記

が添えられています。 

911.36 本館「書庫」 

『猪俣千代子集』 

牧羊社／1987 年 

p.80 

 戸田ボートコースで詠んだ句が所

収されています。 

T911.3 
本館2階「郷

土特集棚」 

 

○戸田市立図書館のＯＰＡＣで検索する。 

以下のキーワードで検索すると図書以外にも雑誌等を探し出すことができます。 

＜例えば「戸田ボートコース」をキーワードにするとこんな資料を検索できます（一例）。＞ 

「雑誌名」号数／出版社／版年／ページ／「記事タイトル」 配置場所 

雑誌「Rowing」（ローイング）2018 年 12 月 5 日号 
日本ボート協会／2018 年／ 

p.13／「第 96 回全日本選手権大会 10 月 25 日（木）～28

日（日）埼玉県・戸田ボートコース 主催：日本ボート協会」 

本館１階 開架閲覧室 雑誌コーナー 

※「Rowing」のバックナンバーは、本館

書庫及び 2 階「郷土特集ボート」の棚に

あります。 

 

○新聞記事を検索する。 

本館２階カウンターでは、データベースを使って朝日新聞、読売新聞、日本経済新聞等の新聞記事

を、探しているテーマ、キーワード、日付等から検索することができます。 

＜例えば「戸田 and ボートコース」をキーワードにするとこんな記事を検索できます。＞ 

データベース名／記事名／紙名／出版年月日／掲載面 

聞蔵Ⅱビジュアル／「戸田コースの国立化を推進」／朝日新聞／昭和 40 年 4 月 6 日朝刊／p.13 

ヨミダス歴史館／「戸田コースを五輪候補に」／読売新聞／昭和 34 年 8 月 16 日朝刊／p.6 

※データベースの閲覧方法については、「当館で利用できるオンラインデータベース」のページを確認

してください。 

  

図書以外の資料を探す。 

▲このページのトップへ戻る。 

https://library.toda.saitama.jp/reference/sankou/database.htm
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○「埼玉県内図書館横断検索」で県内公共図書館所蔵の資料を探す。 

埼玉県内の公共図書館で所蔵している資料を探す場合は、「埼玉県内図書館横断検索」を活

用しましょう。県内にある市町村立図書館、大学図書館、県施設等で所蔵している資料をまとめて検

索することができます。 

 アドレス：https://www.lib.pref.saitama.jp/calil/sainet.html 

～例えばキーワード「漕艇場」で検索して候補に出る資料（一例）。～ 

『書名』出版者／出版年 内容 所蔵館 

『埼玉県オリンピック 

競技場案内』 
埼玉県／1964 年 

 オリンピック東京大会での県内会場案内図に「戸

田漕艇場」が掲載されています。 
埼玉県立図書館 

 

 

○「国立国会図書館サーチ」で資料を探す。 

国立国会図書館サーチでは、国立国会図書館、都道府県立図書館及び政令指定都市の市立図

書館の蔵書をまとめて検索することができます。また、国立国会図書館及び他機関が収録している各

種のデジタル情報も探すことができます。 

 アドレス：http://iss.ndl.go.jp/  

～例えばキーワード「戸田漕艇場」で検索して候補に出る資料（一例）。～ 

『書名』出版者／出版年 内容 所蔵館 

『戦時行刑
ぎょうけい

実録』 
矯正協会／1966 年 

p.129～137「戸田漕艇場の建設」 

 『戦時行刑実録』は、太平洋戦争中の行刑につい

て記録したものです。戸田漕艇場の建設は、受刑者

により行われました。そのときの記録を見ることが

できます。 

国立国会図書館 

デジタル化送信 

サービス（図書

館送信）※ 

 

 

 

 

○文書館の資料を探す。 

埼玉県立文書館には県内の文書が多く保管されています。「戸田ボートコース」に関する資料もあ

り、ホームページから検索することができます。 

アドレス： http://www.monjo.spec.ed.jp/ 

＜例えば「戸田漕艇場」「戸田ボートコース」をキーワードにするとこんな文書を検索できます。＞ 

文書名／作成年 

「戸田漕艇場整備関係」行政文書  昭和 12 年(1937)～昭和 36 年(1961) 

「オリンピック関係」行政文書 （戸田ボートコース クレー射撃場 選手村等の問題処理方針 戸

田運動公園整備計画概要ほか） 昭和 36 年(1961)～昭和 37 年(1962) 

 

戸田市立図書館で所蔵していない資料を探す。 

★埼玉県内にある図書館資料を借りる場合は、リクエストカードに必要事項を記入の上、カウンターへ

お出しください。なお、取り寄せには時間がかかります。また、郷土資料は「貸出禁止」の場合があり

ます。その場合は、所蔵館で直接閲覧してください。 

※デジタル化資料送信サービス（図書館送信）は、国立国会図書館のデジタル化資料のうち、絶版等

の理由で入手が困難な資料を全国の公共図書館、大学図書館等（当館の承認を受けた図書館に限り

ます。）の館内で利用できるサービスです。戸田市立図書館では本館２階カウンターで利用できます。

利用方法等は、「当館で利用できるオンラインデータベース」のページで確認してください。 

 

★埼玉県立文書館の資料を閲覧したい場合は、上記ホームページの利用案内を参照してください。 
 

▲このページのトップへ戻る。 

https://www.lib.pref.saitama.jp/calil/sainet.html
http://iss.ndl.go.jp/
http://www.monjo.spec.ed.jp/
https://library.toda.saitama.jp/reference/sankou/database.htm
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戸田ボートコースについて調べる場合は、関係機関のホームページも確認してみましょう。戸田ボー

トコースで開催されている大会等の情報を得ることができます。 

＜「戸田ボートコース」についての情報を発信している関係機関のホームページ（一例）＞ 

サイト名 アドレス／入手できる情報 

公益社団法人 

日本ボート協会 

https://www.jara.or.jp/ 

日本ボート協会のホームぺージです。ボート競技に関する様々な情報を

発信しています。関係機関のホームページへのリンク集も充実していま

す。 

戸田ボートコースについては、「競技者向けトップ」のページで左側に

あるメニューより「戸田ボートコース」を選択してください。戸田ボート

コース使用案内や大会スケジュールを確認することができます。 

全国高体連 

ボート専門部 

http://hs-rowing.jp/ 

 全国高等学校体育連盟ボート専門部のホームページです。主に競技会の

情報を発信しています。 

埼玉県ボート協会 
http://www17.plala.or.jp/boat-sara/ 

埼玉県ボート協会のホームページです。競技会の日程、要項等を見るこ

とができます。 

戸田公園管理事務所 

http://www.parks.or.jp/koen_main/toda3.html 

戸田ボートコースのある戸田公園の管理事務所からのお知らせを発信

するホームページです。戸田ボートコースの水位、コースの閉鎖時間等を

知ることができます。 

 

 

 

 

 

 

戸田ボートコースに関する情報を入手できる関係機関 

▲このページのトップへ戻る。 

http://hs-rowing.jp/
http://www17.plala.or.jp/boat-sara/
http://www.parks.or.jp/koen_main/toda3.html

