
№ 著者 発行年 書名 出版社 備考

1 中沢不二雄 1950 プロ野球 旺文社

2 室伏高信 1958 野球と正力 講談社

3 報知新聞社運動部 1958 GIANTS巨人軍　過去と明日への展望 三笠書房

4 川上哲治 1959 背番号16とともに 博友社

5 水原　茂 1961 私の見た裸のジャイアンツ ベースボール・マガジン社

6 越智正典 1961 物語ジャイアンツの野歴史 ベースボール・マガジン社

7 川上哲治 1961 背番号16のひとりごと ベースボール・マガジン社

8 鶴岡一人 1962 南海ホークスとともに ベースボール・マガジン社

9 水原　茂 1962 私の歩んだ野球生活 全国書房

10 ヒル・スターン 1963 野球王国 文藝春秋新社

11 近藤唯之 1963 プロ野球を科学する 白鳳社

12 藤本定義 1963 プロ野球風雪三十年の夢 ベースボール・マガジン社

13 長島茂雄 1963 熱球悲願 白鳳社

14 水原　茂 1963 勝負師の新兵法 ベースボール・マガジン社

15 近藤唯之 1963 プロ野球忍法帖 文藝春秋新社

16 大井廣介 1964 タイガース史 ベースボール・マガジン社

17 大井廣介 1964 巨人軍の光と影 河出ペーパーバックス

18 三原　脩 1964 三原メモ　現代プロ野球の理論と実際 新潮社

19 野村克也 1965 うん・どん・こん にっぽん新書

20 中沢不二雄 1965 遺稿　プロ野球 オリオン出版

21 越智正典 1965 アナおもしろ話　マイク武者修行 報知新聞社

22 近藤唯之 1965 くたばれプロ野球 早川書房

23 越智正典 1965 強者　プロ野球ドキュメント サンデー新書

24 近藤唯之 1965 プロ野球　話の種 ベースボール・マガジン社

25 金田正一 1965 やったるで！ 報知新聞社

26 五十公野清一 1966 正力松太郎　－プロ野球の父－ 鶴書房

27 秋田貞夫 1966 プロ野球入門 秋田書店

28 秋田貞夫 1966 プロ野球入門 秋田書店 同本２冊

29 高原弘吉 1966 野球が２倍楽しくなる本 ダイヤモンド社

30 関　三穂 1967 プロ野球裏面史　上 ベースボール・マガジン社

31 越智正典 1969 プロ野球風土記 報知新聞社

32 鈴木陽一 1970 八百長を演出するのは誰か　プロ野球黒書 日新報道出版部

吉田一雄氏寄贈　野球関係資料一覧（大町ハチ公プラザ内書籍）
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33 山下重定 1970 素顔の巨人軍　栄光と葛藤の10年 日芸出版

34 金田正一 1970 さよならギッチョやったるで！20年 報知新聞社

35 大島信雄 1970 目で見る野球上達法 成美堂出版

36 名取幸一、加茂下恒夫、菅谷文徳、山内良正 1971 少年野球　練習と試合の仕方 成美堂出版

37 越智正典 1972 野球王国アメリカ光と影　この目で見た大リーグ 世紀社出版

38 飛田穂州 1972 高校野球入門　守備編 ベースボール・マガジン社

39 飛田穂州 1972 高校野球入門　攻撃編　練習編 ベースボール・マガジン社

40 君島一郎 1972 日本野球創成期 ベースボール・マガジン社

41 松木賢治郎 1973 タイガースの生いたち 恒文社

42 清水哲男 1973 巨人軍死闘十番　名勝負でつづるもうひとつの昭和史 徳間書店

43 村山　実 1973 背番号11の訣別 恒文社

44 清水哲男 1973 巨人軍の死闘十番　名勝負でつづるもうひとつの昭和史 徳間書店

45 関　三穂 1973 がんばれ!!ジャイアンツ　川上野球をつらぬく闘魂の記録 恒文社

46 近藤唯之 1974 白球は見た！ 現代企画室

47 近藤唯之 1974 白球は見た！ 現代企画室 同本２冊

48 川上哲治 1974 ジャイアンツと共に 恒文社

49 川上哲治 1974 巨人軍の鬼といわれて　わが野球人生50年 読売新聞社

50 スポーツ・ニッポン新聞社 1974 長島茂雄百人の証言 恒文社

51 関　三穂 1975 戦後　プロ野球史発掘① 恒文社

52 関　三穂 1975 戦後　プロ野球史発掘② 恒文社

53 関　三穂 1975 戦後　プロ野球史発掘③ 恒文社

54 八木一郎 1975 野球英語教室　正しい用語の使い方とその解説 恒文社

55 五百崎三郎 1975 吼えろ！タイガース 図書刊行会

56 長嶋茂雄 1975 プロ野球秘伝公開 日刊スポーツ出版社

57 牧野　茂 1975 これが巨人戦法だ 鷹書房

58 江藤慎一 1975 闘将費と燃えて　山賊集団を率いる男の履歴書 鷹書房

59 松戸　健 1976 われら、夢の甲子園　成東高校　汗と涙の十四年 新潮社

60 渡辺謙太郎 1976 プロ野球雑学事典　ネット裏の気になる話 広済堂出版

61 鈴木武樹 1976 プロ野球の魔力　なぜ面白いか・なぜ興奮するのか 産報

62 報知新聞社運動部 1976 ドキュメント　長嶋巨人の長い一日　泥沼から栄光までの全軌跡 報知新聞社

63 近藤唯之 1976 野球の天才 KKベストセラーズ

64 牧野　茂 1976 威力の野球　驚くべき秘密の初公開 青春出版社

65 千葉　茂 1977 猛牛一代 恒文社
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66 大隈秀夫 1977 戦後日本のプロ野球をダメにした75人 山手書房

67 草野球狂会編 1977 草野球必勝法 講談社

68 週刊文春編集部・グループ756 1977 巨人軍のタブー 桃園書房

69 王　貞治 1977 756号への道のり　ぼくとホームラン モンキー文庫

70 浜崎信二 1978 球界彦左自伝　48歳の投手マウンドへ 恒文社

71 牛島秀彦 1978 風雲日本野球　V・スタルヒン　もうひとつの昭和史２ 毎日新聞社

72 関　三穂 1978 プロ野球われら一代 恒文社

73 太田行雄 1978 巨人軍緊急会議 桃園書房

74 太田行雄 1978 巨人軍緊急会議 桃園書房 同本２冊

75 瀧　安治 1978 巨人軍の真実 桃園書房

76 治田恭男、佐藤安弘、三浦勝男 1978 巨人軍記者三代　ある取材メモの証言 日刊スポーツ出版社

77 川上哲治 1978 もっこす人生 日本放送出版協会

78 野間省一 1979 野球戯評　梅原猛・小松左京・多田道太郎 講談社

79 学研教科図書編集部 1979 79　スポーツルール 学習研究社

80 戸部良也 1979 内幕・誰れも書かなかった巨人軍 エフプロ出版

81 越智正典 1979 プロ野球に見る　人間操縦法 少年画報社

82 芥田武夫 1981 わが熱球60年史 恒文社

83 徳光和夫 1981 徳光和夫のズームイン!!巨人軍 サンマーク出版

84 川上哲治 1981 悪の管理学　かわいい部下を最大限に鍛える 光文社

85 上之郷利昭 1981 川上哲治と長島茂雄の虚像と実像 三天書房

86 野村克也 1982 プロ野球の男たち　野村克也の目 朝日新聞社

87 近藤唯之 1982 この一級　野球はドラマだ ポプラ社

88 上之郷利昭 1982 西武王国　堤一族の血と野望 講談社

89 掛布雅之 1982 熱球悲願　猛虎が吼えた！　どん底から這い上った苦闘の記録 恒文社

90 江本孟紀 1982 抱腹絶倒！プロ野球を10倍楽しく見る方法 ワニの本

91 江本孟紀 1982 プロ野球を20倍楽しく見る方法 ワニの本

92 江本孟紀 1982 おれ紆球曲球 日之出出版

93 江本孟紀 1982 おれ紆球曲球 日之出出版 同本２冊

94 川上哲治 1982 続　悪の管理学　かわいい部下を最大限に鍛える 光文社

95 戀欛　稔 1982 ミスターは死なず 評伝社

96 鈴木　明 1983 プロ野球を変えた男たち 新潮社

97 永谷　脩 1983 こんな江川を知っているか　背番号30番の宇宙人 ワニブックス

98 関本四十四 1983 誰も書かなかったジャイアンツ二軍生活の内幕 恒文社
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99 戀欛　稔 1983 続　ミスターは死なず 評伝社

100 三原　脩 1983 人づかいの魔術 講談社

101 鈴木健二 1984 巨人が強けりゃ文句なし サンケイ出版

102 板東英二 1984 プロ野球知らなきゃ損する 青春出版社

103 板東英二 1984 プロ野球これだけ知ったらクビになる 青春出版社

104 板東英二 1984 プロ野球これだけ知ったらクビになる 青春出版社 同本２冊

105 関川夏央 1984 海峡を越えたホームラン 双葉社

106 近藤唯之 1985 こうすれば人は動く 東急エージェンシー

107 江夏　豊 1985 男のチャンスはたった一度 徳間書店

108 江本孟紀 1985 エモやんのザンゲ録よってたかって、みんな悪かった　ごめんなさい阪神さん ワニの本

109 板東英二 1985 プロ野球殺られても書かずにいられない 青春出版社

110 江本孟紀 1985 エモやんのああ言えば交遊録 ワニの本

111 江本孟紀 1986 エモやんの今年のファンは騙される ワニの本

112 柴田　勲 1986 俺か、おまえか？こんな弱い巨人軍にしたのは誰か　壊れた信号機ザンゲ録 ワニブックス

113 柴田　勲 1986 俺か、おまえか？こんな弱い巨人軍にしたのは誰か　壊れた信号機ザンゲ録 ワニブックス 同本２冊

114 板東英二 1986 プロ野球ここを喋る奴はウチから出て行け 青春出版社

115 越智正典 1986 ザ・二軍！ ベースボール・マガジン社

116 渡部直巳 1987 プロ野球観戦學講座 論創社

117 星野仙一 1987 燃えて勝つ　我れ再び巨人と戦わん 実業之日本社

118 グループ「王番記者」 1987 王監督が怒った 文藝春秋

119 山際淳司 1987 「ルーキー」もうひとつの清原和博物語 毎日新聞社

120 山本おさむ 1988 遙かなる甲子園　第1巻 双葉社 マンガ

121 江川　卓 1988 たかが江川されど江川　 新潮社

122 永谷　脩 1988 江川のウソ　東尾のホント　山田の意地　エース３人の処世術 JICC出版局

123 桑原稲敏 1988 天皇の野球チーム　スコアブックの中の昭和史 徳間書店

124 近藤貞雄 1988 野球はダンディズム 朝日新聞社

125 ブラッドリー・ジェイ・レスリー 1988 アニマルのプロ野球素っ裸 学習研究社

126 板東英二 1988 板東英二が明かします　楽屋裏を覗いてみれば… 日之出出版

127 江川引退に反対した記者グループ 1988 江川クンのないしょ話 ブックマン社

128 広岡達朗 1988 勝者の方程式 講談社

129 山本おさむ 1989 遙かなる甲子園　第2巻 双葉社 マンガ

130 山本おさむ 1989 遙かなる甲子園　第3巻 双葉社 マンガ

4 



№ 著者 発行年 書名 出版社 備考

吉田一雄氏寄贈　野球関係資料一覧（大町ハチ公プラザ内書籍）

131 甘糟　章 1989 史上最強の野球コラム マジックハウス

132 王番記者グループ 1989 背番号1が泣いている　苦しみつづけた王貞治の日々 ブックマン社

133 王番記者グループ 1989 背番号1が泣いている　苦しみつづけた王貞治の日々 ブックマン社 同本２冊

134 三浦真一郎 1989 プロ野球これだけ言ったら気が晴れた ワニの本

135 桑原稲敏 1989 青バットのポンちゃん大下弘 ライブ出版

136 栗山英樹 1990 栗山英樹29歳　夢を追いかけて 池田書店

137 赤瀬川　隼 1990 野球の匂いと音がする 筑摩書房

138 プロ野球特別取材班 1990 90プロ野球爆笑マル秘総決算 リム出版

139 深見喜久男 1991 スポニチ三国志　スポーツ記者が泣いた日 毎日新聞社

140 戸部良也 1991 ダメ阪神（トラ）に呑ます薬 双葉社

141 徳永喜男 1992 ヤクルトスワローズ球団史　1992版 ベースボール・マガジン社

142 若菜嘉晴 1992 プロ野球が危ない　絶叫メッタ斬り!!　 学習研究社

143 十乗院潤一 1992 ミスター・タイガース　藤村富美男伝 データハウス

144 江本孟紀 1993 93プロ野球は監督勝負！　長嶋×野村のデスマッチ!! ケイブンシャブックス

145 小川　卓 1994 職業野球の男たち 協和企画

146 ストレスが溜まっているプロ野球記者グループ 1997 97プロ野球コイツらみんな土下座しろ!! 太陽出版

147 藤本義一 2001 いわゆる　ひとつの長嶋茂雄語録 早稲田出版

148 六車　護 2002 名スカウトはなぜ死んだか 講談社

149 小関順二 2002 プロ野球問題だらけの12球団　2002年版 草思社

150 アル・カンパニス 1957 ドジャースの戦法 ベースボール・マガジン社 内村祐之/訳

151
ハアヴェイ・キューン
ジェームス・スミルゴフ

1962 大リーグのバッティングの秘訣 ベースボール・マガジン社 内村祐之/訳

152 タイ・カップ 1963 野球王　タイ・カップ自伝 ベースボール・マガジン社 内村祐之/訳

153 ジョン・W・クームス 1964 個人プレーとティームプレー ベースボール・マガジン社 内村祐之/訳

154 ベーブ・ルース 1973 ベーブ・ルース自伝　不滅の714本塁打への道 ベースボール・マガジン社 宮川毅/訳

155 テッド・ウィリアムズ 1973 テッド・ウィリアムズ自伝　大打者の栄光と生活 ベースボール・マガジン社 宮川毅/訳

156 ジャッキー・ロビンソン 1974 ジャッキー・ロビンソン自伝　黒人初の大リーガー ベースボール・マガジン社 宮川毅/訳

157 ジョセフ・ダーソー 1974 ジョン・マグロー自伝　近代野球の開拓者 ベースボール・マガジン社 宮川毅/訳

158 ベン・オーラン 1975 大リーグ不滅の名勝負 ベースボール・マガジン社 宮川毅/訳

159 ロバート・クリーマー 1975 英雄ベーブ・ルースの内幕 恒文社 宮川毅/訳

160 クリスティー・マシューソン 1975 私のピッチング 恒文社 村山実/訳

161 ミッキー・マントル、ロバート・スミス 1976 ミッキー・マントル自伝　大リーガーへの道 ベースボール・マガジン社 宮川毅/訳

書　　籍（洋書）
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162 ボブ・ホーナー 1988 地球のウラ側にもうひとつの違う野球があった 日之出出版 安西達夫/訳

163 ボブ・ホーナー 1988 地球のウラ側にもうひとつの違う野球があった 日之出出版 安西達夫/訳　同本２冊

164 ジョセフ・ダーソー 1991 アメリカンドリーム　大リーグとその時代 ベースボール・マガジン社 武田薫/訳

165 デヴィット・ハルバースタム 1993 男たちの大リーグ JICC出版局 常盤新平/訳

166 村松梢風 1962 巨人軍の花 春陽文庫

167 三原　脩 1963 監督はスタンドとも勝負する 朝日新聞社

168 大和球士 1964 プロ野球三国志　青春編 ベースボール・マガジン社

169 大和球士 1964 プロ野球三国志　怒濤編 ベースボール・マガジン社

170 大和球士 1964 プロ野球三国志　黄金編 ベースボール・マガジン社

171 大島信雄 1970 解説野球ルール 成美堂

172 大和球士 1973 プロ野球三国志　第四巻 ベースボール・マガジン社

173 鈴木美嶺 1975 目で見る野球ルール 永岡書店

174 大和球士 1975 プロ野球三国志　第五巻 ベースボール・マガジン社

175 大和球士 1975 プロ野球三国志　第六巻 ベースボール・マガジン社

176 大和球士 1975 プロ野球三国志　第七巻 ベースボール・マガジン社

177 大和球士 1975 プロ野球三国志　第八巻 ベースボール・マガジン社

178 大和球士 1975 プロ野球三国志　第九巻 ベースボール・マガジン社

179 大和球士 1975 プロ野球三国志　第十巻 ベースボール・マガジン社

180 大和球士 1975 プロ野球三国志　第十一巻 ベースボール・マガジン社

181 大和球士 1975 プロ野球三国志　第十二巻 ベースボール・マガジン社

182 上前淳一郎 1982 巨人軍陰のベストナイン 角川文庫

183 野間省一 1982 野球戯評　梅原猛・小松左京・多田道太郎 講談社 文庫版

184 近藤唯之 1983 比較野球選手論 新潮文庫

185 近藤唯之 1984 プロ野球監督列伝 新潮文庫

186 山際淳司 1985 いつかまた、プレーボール 角川文庫

187 近藤唯之 1985 背番号の消えた人生 新潮文庫

188 上之郷利昭 1985 西武王国　堤一族の血と野望 講談社文庫 文庫版

189 野村克也 1985 野球は頭でするもんだ! 朝日文庫

190 広岡達朗 1986 意識革命のすすめ 講談社文庫

191 近藤唯之 1986 引退そのドラマ 新潮文庫

192 森　祇晶 1987 勝つための参謀学 講談社文庫

文庫本

6 



№ 著者 発行年 書名 出版社 備考

吉田一雄氏寄贈　野球関係資料一覧（大町ハチ公プラザ内書籍）

193 グループ「江川番記者」 1987 江川ってヤツは… 日本映像出版

194 海老沢泰久 1987 みんなジャイアンツを愛していた 新潮文庫

195 海老沢泰久 1987 みんなジャイアンツを愛していた 新潮文庫 同本２冊

196 山口　瞳 1987 男性自身　巨人ファン善人説 新潮文庫 豊沢静雄氏

197 近藤唯之 1988 プロ野球　オレの必殺ワザ 新潮文庫

198 草野　進 1988 プロ野球批評宣言 新潮文庫

199 文藝春秋 1988 暴れん坊列伝　プロ野球乱闘史 文春文庫ビジュアル版

200 グループ「江川番記者」 1989 江川ってヤツは… 文春文庫

201 近藤唯之 1989 プロ野球優勝その陰のドラマ 新潮文庫

202 近藤唯之 1990 プロ野球　騒動その舞台裏 新潮文庫

203 山際淳司 1991 スタメンはおれだ　プロ野球読本 福武文庫

204 近藤唯之 1991 プロ野球トレード光と陰 新潮文庫

205 はた山ハッチ 1993 パロ野球ニュース　野球殿堂編PART1 竹書房文庫

206 近藤唯之 2001 プロ野球　遅咲きの人間学 PHP出版

207 ジョージ・プリンプトン 1995 遠くから来た大リーガー　シド・フィンチの奇妙な事件 文春文庫 芝山幹郎/訳

208 ベースボール・マガジン社 1971 週刊ベースボール増刊DYNAMIC PLAYER 長嶋茂雄 ベースボール・マガジン社

209 ベースボール・マガジン社 1972 週刊ベースボール増刊ホームランモンスター・王貞治 ベースボール・マガジン社

210 ベースボール・マガジン社 1972 ベースボールマガジン春季号　戦後のプロ野球史 ベースボール・マガジン社

211 ベースボール・マガジン社 1972 ベースボールマガジン秋季号　プロ野球スーパースター50人 ベースボール・マガジン社

212 日刊スポーツ出版社 1974 巨人軍長嶋茂雄　栄光の17年　さよならミスターG 日刊スポーツ出版社

213 日刊スポーツ出版社 1975 日刊スポーツグラフ　燃えるプロ野球　'75開幕特集号 日刊スポーツ出版社

214 ベースボール・マガジン社 1976 別冊週刊ベースボール冬季号　宿命の巨人・阪神戦 ベースボール・マガジン社

215 日本スポーツ出版社 1977 月刊野球党　６月創刊号 日本スポーツ出版社

216 日本スポーツ出版社 1977 月刊野球党　長島巨人日本一への挑戦 日本スポーツ出版社

217 日本スポーツ出版社 1977 月刊野球党12月号　激突！巨人vs阪急 日本スポーツ出版社

218 ベースボール・マガジン社 1977 別冊週刊ベースボール新春号　100人の群像　 ベースボール・マガジン社

219 ベースボール・マガジン社 1977 別冊週刊ベースボール初秋号　明日のスター ベースボール・マガジン社

220 ベースボール・マガジン社 1978 別冊週刊ベースボール新春号　100人の群像　 ベースボール・マガジン社

221 日本スポーツ出版社 1978 月刊野球党９月号　'78甲子園大会第60回大会記念号 日本スポーツ出版社

222 日本スポーツ出版社 1989 ホームラン11月号　日本シリーズ40年激動のドラマ 日本スポーツ出版社

223 巨人軍歴史新聞編集委員会 1998 巨人軍の歴史新聞 日本文芸社

雑誌、グラフ誌等
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