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1 伏見俊郎 1951 太洋クラブ史　上巻（函館オーシャンクラブ史） 函館文庫
2 大井廣介 1955 プロ野球史 大蔵出版
3 久保田高行 1956 高校野球五十年 時事通信社
4 馬立龍雄 1961 プロ野球25年 報知新聞社
5 広瀬健三 ？ 日本の野球史 ？ 1964年頃の発刊か？
6 池田恒雄 1965 戦後20年プロ野球の歩み ベースボール・マガジン社
7 鈴木惣太郎 1966 アメリカ野球史話 ベースボール・マガジン社
8 大和球士 1970 野球百年（改定増補） 時事通信社
9 君島一郎 1972 日本野球創成期 ベースボール・マガジン社
10 富沢宏哉 1973 野球審判ガイドブック ベースボール・マガジン社
11 大和球士 1974 長嶋茂雄　虹をかける男 恒文社
12 越智正典 1974 ジャイアンツの歴史 恒文社
13 池田恒雄 1974 日本プロ野球40年史 ベースボール・マガジン社

14 報知新聞社 1975
栄光の軌跡－報知新聞にみる長嶋茂雄
第1巻　雄飛はばたく（立教時代・昭和33年・昭和34年）

報知新聞社

15 報知新聞社 1975
栄光の軌跡－報知新聞にみる長嶋茂雄
第2巻　無敵！萌える男（昭和35年～昭和38年）

報知新聞社

16 報知新聞社 1975
栄光の軌跡－報知新聞にみる長嶋茂雄
第3巻　結婚　そして飛躍（昭和39年～昭和42年）

報知新聞社 未収

17 報知新聞社 1975
栄光の軌跡－報知新聞にみる長嶋茂雄
第4巻　比類なき円熟（昭和43年～昭和46年）

報知新聞社

18 報知新聞社 1975
栄光の軌跡－報知新聞にみる長嶋茂雄
第5巻　熱闘のうた（昭和47年～昭和49年）

報知新聞社

19
ウォルター・オルストン、
ダン・ワイスコップ　共著

1975 現代野球百科　勝利への戦略と技術 ベースボール・マガジン社

20 報知新聞社 1975 定本　長嶋茂雄（限定版　218／1000） 報知新聞社 記録資料編付き
21 松尾俊治他 1975 六大学野球物語 恒文社
22 永井正義 1976 プロ野球・記録物語 現代企画室
23 日本高校野球連盟 1976 日本高校野球連盟三十年史 日本高校野球連盟
24 日刊スポーツ出版社 1976 スポーツ人国記 日刊スポーツ新聞社
25 山本英一郎、近藤唯之、殿岡駒吉 1976 甲子園・熱戦の記録 河出書房新社
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26 読売新聞社社会部 1977 われら野球人 ベースボール・マガジン社
27 池井　優 1977 東京六大学野球外史 ベースボール・マガジン社
28 ロバート・ホワイティング/鈴木武樹訳 1977 菊とバット サイマル出版会
29 鶴岡一人 1977 鶴岡一人の栄光と血涙のプロ野球史 恒文社
30 大和球士 1977 真説　日本野球史　明治篇 ベースボール・マガジン社
31 大和球士 1977 真説　日本野球史　大正篇 ベースボール・マガジン社
32 大和球士 1977 真説　日本野球史　昭和篇その一 ベースボール・マガジン社
33 大和球士 1977 真説　日本野球史　昭和篇その二 ベースボール・マガジン社
34 朝日新聞社 1978 甲子園風土記　西日本編 朝日新聞社
35 朝日新聞社 1978 甲子園風土記　東日本編 朝日新聞社
36 ジム・バウトン/帆足実生訳 1978 ボール・フォア 恒文社
37 大道　文 1978 プロ野球・謎とロマン①　グラウンドに消えた青春 恒文社
38 神田順治 1978 野球殿堂物語 恒文社
39 大和球士 1978 真説　日本野球史　昭和篇その三 ベースボール・マガジン社
40 ベースボール・マガジン社 1978 野球の妙技 ベースボール・マガジン社
41 木村　毅 1978 都の西北　早慶野球戦史を中心に ベースボール・マガジン社
42 日本社会人野球協会秋田県支部 1979 都市対抗野球50年史 日本社会人野球協会秋田県支部
43 秋田文化出版社編集部 1979 我れらの野球部　秋田県高校野球一校一話 秋田文化出版社
44 秋田魁新報社事業局 1979 少年野球　秋田球児、60年の歩み 秋田魁新報社
45 大和球士 1979 真説　日本野球史　昭和篇その四 ベースボール・マガジン社
46 徳永喜男 1980 スワローズ激動の歩み 恒文社
47 秋田県軟式野球連盟 1980 天皇賜杯第35回全日本軟式野球大会記念誌 秋田県軟式野球連盟
48 牛島秀彦 1981 ノンフィクション消えた春　名古屋軍投手石丸進一 時事通信社
49 千葉　功 1982 日本プロ野球記録史１　昭和36年－昭和40年 ベースボール・マガジン社
50 千葉　功 1982 日本プロ野球記録史２　昭和41年－昭和44年 ベースボール・マガジン社
51 千葉　功 1982 日本プロ野球記録史３　昭和45年－昭和48年 ベースボール・マガジン社
52 千葉　功 1982 日本プロ野球記録史４　昭和49年－昭和52年 ベースボール・マガジン社
53 千葉　功 1982 日本プロ野球記録史５　昭和53年－昭和56年 ベースボール・マガジン社
54 江本孟紀 1983 「プロ野球」仁義なき大戦争 KKベストセラーズ
55 佐々木信也監修 1983 ザ・プロ野球　記録と話題の50年（増補新版） 自由国民社
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56 秋田県軟式野球連盟 1986 秋田県軟式野球連盟40年史 秋田県軟式野球連盟
57 大道　文 1987 新プロ野球人国記１ ベースボール・マガジン社
58 大道　文 1987 新プロ野球人国記２ ベースボール・マガジン社
59 大道　文 1987 新プロ野球人国記３ ベースボール・マガジン社
60 大道　文 1987 新プロ野球人国記４ ベースボール・マガジン社
61 大道　文 1987 新プロ野球人国記５ ベースボール・マガジン社
62 大道　文 1987 新プロ野球人国記６ ベースボール・マガジン社
63 大道　文 1987 新プロ野球人国記７ ベースボール・マガジン社
64 大館鳳鳴90年史編纂委員会 1988 大館鳳鳴九十年史 大館鳳鳴90年史編纂委員会
65 近藤唯之 1988 プロ野球ジーンとくる話 日本映像出版
66 マーティ・キーナート 1988 ニッポン野球、一刀両断 パン リサーチ インスティテュート
67 オフィス・ヒット 1988 星野の時代　-魅力のリーダー星野仙一の実戦勝利術- ワニブックス
68 安部讓二 1989 プロ野球死んでもらいます 学習研究社
69 秋田県野球協会審判部 1989 白球を追って　秋田県野球協会審判部三十年の歩み 秋田県野球協会審判部
70 秋田県高等学校野球連盟 1991 秋田県高等学校野球史「翔球」 秋田県高等学校野球連盟

71 ブルース・ナッシュ、アラン・ズーロ
/岡山徹訳

1991 アメリカ野球　珍事件珍記録大全 東京書籍

72 秋田県野球協会審判部大館支部 1991 審判部大館支部　２０年の歩み 秋田県野球協会審判部大館支部
73 宇佐美徹也 1993 プロ野球記録大鑑 講談社
74 池田恒雄 1994 日本プロ野球60年史 ベースボール・マガジン社
75 進藤　昭 1995 戦場に散ったエース　投手・村松幸雄の生涯 同時代社
76 滝川宗晴 1995 逐球　大館営林署野球部の軌跡 大館営林署野球部
77 森岡　浩 1995 プロ野球人名辞典 日外アソシエーツ
78 秋田県軟式野球連盟 1996 秋田県軟式野球連盟50年史 秋田県軟式野球連盟
79 福島良一 1997 大リーグ雑学ノート ダイヤモンド社
80 北鹿新聞社 2000 炎の球宴半世紀　北鹿二市二郡360歳野球大会50回記念誌 北鹿新聞社
81 池田恒雄 2000 高校野球強豪校伝説（スポーツ伝説シリーズ16） ベースボール・マガジン社
82 森岡　浩 2000 高校野球甲子園全出場校 東京堂出版
83 豊田泰光 2002 憂球　だれがプロ野球を潰すのか？ 東邦出版
84 大館グリーンクラブ 2002 栄光の軌跡　30年間の各種大会記録 大館グリーンクラブ
85 北鹿新聞社 2004 北鹿二市二郡中学校新人野球大会50回史 北鹿新聞社
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86 佐山和夫 2005 野球、この美しきもの。アメリカン・ベースボールと秋田野球 水曜社
87 佐山和夫 2008 大リーグを超えた草野球　サッチとジョジュの往くところ 彩流社
88 秋田県野球連盟 2009 あくなき挑戦再び　都市対抗野球80回史 秋田県野球連盟
89 田窪　潔 2010 アメリカ文学と大リーグ　作家たちが愛したベースボール 彩流社
90 野村克也 2013 私が見た最高の選手、最低の選手 東邦出版
91 羽佐間正雄 2013 打撃の神様　川上哲治 ワック株式会社
92 秋田県軟式野球連盟 2016 秋田県軟式野球連盟70年史　白球との我が青春の思い出 秋田県軟式野球連盟
93 北鹿新聞社 1988 北鹿新聞社七十年史 北鹿新聞社
94 北鹿新聞社 1998 北鹿新聞社80年史 北鹿新聞社
95 北鹿新聞社 2008 北鹿新聞社90年史 北鹿新聞社
96 北鹿新聞社 2018 北鹿新聞社100年史 北鹿新聞社
97 石井博夫 1979 ふるさとの想い出写真集　明治大正昭和　大館
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1 鶴岡一人 1965 わしの野球　この道40年 講談社
2 神田順治、鈴木美嶺 1957 野球難問解答集（改訂増補版） ベースボール・マガジン社
3 中沢不二雄 1960 これが野球だ　監督の作戦・選手の心理 光文社
4 南　博監修、麻生文也 1965 勝者の条件　ビジネスマンとプロ野球 日本文華社
5 ジョージ・バー 1966 野球審判の手引 ベースボール・マガジン社
6 近藤唯之 1969 プロ野球観戦術 明文社
7 後藤　修 1970 ジプシー球談　やぶにらみのプロ野球哲学 秋田書店
8 川瀬　渉 1975 プロ野球の泣きぼくろ　元審判が明かす球界秘話 ペップ出版
9 東　光晴 1977 プロ野球ユーモア全集　ネット裏の隠れた話 講談社
10 鈴木龍二 1977 セントラルリーグ選手教書 ベップ出版
11 伊東一雄 1978 アメリカ大リーグ サンケイ出版
12 佐山和夫 1986 黒き　やさしき　ジャイアンツ ベースボール・マガジン社
13 山田久志 1988 300勝に賭けるサブマリン ベースボール・マガジン社
14 江夏　豊 1988 江夏豊のくたばれ管理野球 学習研究社
15 佐山和夫 1994 黒人野球のヒーローたち 中公新書
16 佐山和夫 1998 ベースボールと日本野球 中央公論社
17 川口和久 1999 投手論 講談社
18 豊田泰光 2003 サムライたちのプロ野球 講談社
19 小関順二 2004 プロ野球のサムライたち 文春新書
20 渡辺俊介 2006 アンダースロー論 光文社新書
21 堤　　哲 2010 国鉄スワローズ　1950-1964 400勝投手と愛すべき万年Bクラス球団 交通新聞社
22 二宮清純 2011 天才たちのプロ野球 講談社
23 野村克也 2016 俺の苦言を聞け！ 悟空出版
24 広岡達朗 2017 広岡イズム　“名将”の考え方、育て方、生き方に学ぶ ワニブックス

新　　書
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1 「キャッチボール」製作委員会 2010 イチローに糸井重里が聞く 朝日文庫
2 岩川　隆 1982 キミは長嶋を見たか 集英社文庫
3 山際淳司 1985 ベースボール・スケッチブック 講談社文庫
4 近藤唯之 1986 引退　そのドラマ 新潮文庫
5 宇佐美徹也 1987 プロ野球　記録　奇録　きろく 文春文庫
6 海老沢泰久 1987 球界裏の演出者たち 朝日文庫
7 海老沢泰久 1987 球界裏の演出者たち 朝日文庫
8 鈴木　明 1987 セ・パ分裂プロ野球を変えた男たち 新潮文庫
9 草野　進 1988 プロ野球批評宣言 新潮文庫
10 玉木正之 1988 プロ野球の友 新潮文庫
11 スポーツ・グラフィック「ナンバー」 1989 攻守攻走列伝 文春文庫ビジュアル版
12 近藤唯之 1998 プロ野球　男の美学 PHP文庫
13 矢島裕紀彦 1998 山田久志　投げる 小学館文庫
14 海老沢泰久 2001 巨人がプロ野球をダメにした 講談社＋α文庫
15 盛美堂出版編集部 2001 メジャーリーグ早わかりブック 盛美堂出版
16 宇佐美徹也 2002 上原の悔し涙に何を見た 文春文庫＋プラス
17 江本孟紀 2003 読売巨人軍をダメにした「ジャイアンツバカ」 講談社＋α文庫
18 織田淳太郎 2003 巨人軍に葬られた男たち 新潮文庫
19 テリー伊藤 2004 ダメ監督列伝 光文社
20 鈴木康允、酒井賢次 2005 ベースボールと陸蒸気　日本で初めてカーブを投げた男・平岡熈 小学館文庫
21 田沼雄一 2005 野球映画超シュミ的コーサツ 小学館文庫
22 永谷　脩 2006 野村克也「頭の使い方」 三笠書房
23 別冊宝島編集部 2006 プロ野球スキャンダル事件史 宝島社文庫

計　144冊

文　　　庫
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