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スポーツ関連タイトル 野球 

名将たちが語る「これから」の高校野球 

―伝統の継承と革新 : 紡がれる100の歩み― 

出版社 インプレスＲ＆Ｄ／インプレスビジネスメディア 

同時1アクセス(本体) ¥4,290 

同時3アクセス(本体) ¥8,580 

冊子版ISBN 9784295004103  

著編者名 大利 実 発行年 2018 商品コード 1028304194 

記念すべき第100回大会を迎えた夏の高校野球。全国の伝統校・実力校の監督が描く、高校野球の未来とは――。大正、昭和、
平成と、3つの元号とともに歴史を重ねてきた高校野球。時代が変われば、人の価値観も、社会が求める人間像も、高校生の気質
も変わる。それに伴い、監督の指導方法も変わっていく。甲子園の歴史を築いてきた伝統校、そして新しい歴史を創ろうとしている
強豪校の監督たち。高校野球の「過去」と「今」を知る監督たちは、「これから」に向かってどのような道を歩んでいくのか。それぞれ
の想いに迫った――。 

変わりゆく高校野球 ―新時代を勝ち抜く 

名将たち : 「いまどき世代」と向き合う大人力― 
【スマホ・読上】 （※） 

出版社 インプレスＲ＆Ｄ／インプレスビジネスメディア 

同時1アクセス(本体) ¥4,290 

同時3アクセス(本体) ¥8,580 

冊子版ISBN 9784295001331  

著編者名 大利 実 発行年 2017 商品コード 1028157761 

2018年に100回大会を迎える夏の高校野球。その長い歴史の中で、「環境」「指導法」「選手の気質」……じつに多くのものが移り変わり、新たな時代
に突入している。特に「我慢強さがない」「打たれ弱い」「コミュニケーション力が足りない」……そう言われることの多い「いまどきの若者」に、悩みを抱え
る指導者が多くいると聞く。そんな新時代の野球界で、結果を残している名将がいる。彼らはいかにして変化を受け入れ、どのような姿勢で、どのよう
な想いで、選手と向き合っているのだろうか―。いつの時代であっても、問われるのは「大人の生き方」「大人の姿勢」である。大人がどのような生き方
を見せ、どのような言葉をかけるのか。変化の激しい時代だからこそ、大人の力が求められている。いまどきの若者と向き合う、名将たちの「大人力」に
迫る―。 

101年目の高校野球「いまどき世代」の 
力を引き出す監督たち 

出版社 インプレスＲ＆Ｄ／インプレスビジネスメディア 

同時1アクセス(本体) ¥4,290 

同時3アクセス(本体) ¥8,580 

冊子版ISBN 9784844381143  

著編者名 大利 実 発行年 2016 商品コード 1022246296 

次の100年に向けて歩みを始めた高校野球。勝利と教育のどちらも追い求める指導者13名の「いまどき世代への指導法」とは―。2015年に100周年を
迎えた夏の甲子園。時代背景とともに指導方法も移り変わり、「根性」「理不尽」「忍耐」「スパルタ」といった言葉よりも「自主性」「主体性」「自立」などの
言葉がよく聞かれるようになった。ただ、一方で「厳しい指導ができなくなった」「最近の子は我慢強さがない」「打たれ弱い」という悩みを抱えている指
導者も多くいると聞く。「ゆとり世代」「スマホ世代」「さとり世代」などさまざまな呼び方をされる、いまどきの高校生。果たして、彼らの力を引き出すにはど
んな指導が必要になるのだろうか―。 

高校野球の経済学 

出版社 東洋経済新報社 

同時1アクセス(本体) ¥3,300 

同時3アクセス(本体) ¥7,425 

冊子版ISBN 9784492314807  

著編者名 中島 隆信 発行年 2016 商品コード 1025423313 

男子高校生の実に1割以上が所属し、高視聴率を叩き出す高校野球。人気の秘密を経済学的視点から分析し、汗と
涙の裏側を探る。 

野球関連タイトル 高校野球 

商品コード：1028397346 EPUBリフロー版あり 

商品コード：1028157750 EPUBリフロー版あり 

 ● タイトル末尾の（※）はダウンロード不可です。 ● EPUBリフロー版はダウンロード・印刷できません。 

http://www.kokusho.co.jp/np/result.html?ser_id=160


● 表示価格は税抜きです。 

For dummies  
ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル 

2020年4月  ● タイトル末尾の（※）はダウンロード不可です。  

野球関連タイトル 

プロ野球ビジネスのダイバーシティ 
戦略 【スマホ・読上】 （※） 

出版社 ＰＨＰ研究所 

同時1アクセス(本体) ¥8,500 

同時3アクセス(本体) - 

冊子版ISBN 9784569843704  

著編者名 小林 至 発行年 2019 商品コード 1031547660 

プロ野球ビジネスが地域密着に活路を見出す術を、アメリカのマイナーリーグ球団経営に学びながら、現地取材をもとに説き明かす。 

野球あるあるメンタル練習法 
 ―心を強くすれば必ず野球がうまくなる!―
新版 

出版社 マイナビ 

同時1アクセス(本体) ¥4,125 

同時3アクセス(本体) ¥10,312 

冊子版ISBN 9784839957896  

著編者名 高畑 好秀 発行年 2015 商品コード 1022133925 

本書では、野球のプレー中に、よく起こるさまざまなミスやトラブル（あるあるネタ）の解決策や対処方法を通して、本当の心の強さと
は何かを紹介。「メンタルトレーニング」をテーマに、「もっと野球がうまくなりたい！」「試合で活躍したい！」そう願う野球競技者（小・
中学、高校・大学）、指導者、保護者をサポートする実用書です。 

プロ野球語辞典 ―プロ野球にまつわる 

言葉をイラストと豆知識でカッキーンと読み
解く― 

出版社 誠文堂新光社 

同時1アクセス(本体) ¥3,080 

同時3アクセス(本体) ¥4,620 

冊子版ISBN 9784416517178  

著編者名 長谷川 晶一 発行年 2017 商品コード 1028388813 

イラスト、写真を交えて初心者にもやさしく、コアなファンも楽しめる、新しいスタイルの野球用語辞典！ 

プロ野球「熱狂」の経営科学 
 ―ファン心理とスポーツビジネス― 

出版社 東京大学出版会 

同時1アクセス(本体) ¥8,250 

同時3アクセス(本体) ¥20,625 

冊子版ISBN 9784130402774  

著編者名 水野 誠 発行年 2016 商品コード 1029161091 

プロ野球を題材に、データに基づく経営科学を消費者行動、社会心理学、経営組織論、財務会計論といったさまざまな学問分野か
ら解説する。価値を見きわめるマーケティング、ファンがチームを応援する心理的メカニズム、選手に対する人的資源管理など、「熱
狂」を支えるあらゆる要素をサイエンスの力で分析する。 

プロ野球の経済学 ―労働経済学の視点

で捉えた選手、球団経営、リーグ運営― 

出版社 東洋経済新報社 

同時1アクセス(本体) ¥3,300 

同時3アクセス(本体) ¥7,425 

冊子版ISBN 9784492314784  

著編者名 橘木 俊詔 発行年 2016 商品コード 1025423312 

プロ野球選手は、本当においしい職業なのか!?経済学の視点から、「職業としてのプロ野球」を評価・分析する異色の書。 

書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時1アクセス 

(本体) 
同時3アクセス 

(本体) 
商品コード 

Baseball for dummies 4th ed Joe Morgan 2014 9781118510544 ¥3,000  ¥4,500  1021933785 
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● 表示価格は税抜きです。 2020年4月  ● タイトル末尾の（※）はダウンロード不可です。  

野球関連タイトル 

野球を裏切らない 
 ―負けないエース斉藤和巳― 

出版社 インプレスＲ＆Ｄ／インプレスビジネスメディア 

同時1アクセス(本体) ¥5,940 

同時3アクセス(本体) ¥11,880 

冊子版ISBN 9784295006268  

著編者名 元永 知宏 発行年 2019 商品コード 1031338952 

2000年代最強投手・斉藤和巳――。03年の20勝3敗を皮切りに、05年に16勝1敗、06年に18勝5敗。「負けないエース」として圧倒的な数
字を残した。しかし、その後は度重なる肩の故障に悩まされ長期離脱。異例の長さとなる「6年間」のリハビリを懸命に続けたが、マウンド
に戻ることはできず13年に現役引退。なぜ、斉藤和巳のピッチングは今もなお野球ファンの心に深く刻まれ続けているのか――。本人
へのロングインタビューと、王貞治、小久保裕紀、杉内俊哉など多くの関係者の証言をもとに、最強投手の知られざる真実に迫る。 

96敗 ―東京ヤクルトスワローズ : それでも 

見える、希望の光― 

出版社 インプレスＲ＆Ｄ／インプレスビジネスメディア 

同時1アクセス(本体) ¥4,950 

同時3アクセス(本体) ¥9,900 

冊子版ISBN 9784295003496  

著編者名 長谷川 晶一 発行年 2018 商品コード 1027349970 

球団ワーストの「96敗」――。2017年のヤクルトに何があったのか！？負けても負けても神宮に通い続けた著者が綴る、どん底シーズンに見た「希
望の光」――。野球ファンに大人気！「文春野球コラム」待望の書籍化！文春野球コラムの初代セ・リーグ首位打者に輝いた長谷川晶一氏のヤ
クルト連載に「後日談」や「今の思い」を大幅加筆！さらに本書限定の書き下ろしコラムや、宮本慎也、石川雅規、真中満、伊藤智仁の超豪華ロン
グインタビューも収録！追体験で見えてくる「96敗」の真実と、新たなる「希望」。2018年もヤクルトから目が離せない！ 

幸運な男 ―伊藤智仁悲運のエースの幸福な 

人生―【スマホ・読上】 （※） 

出版社 インプレスＲ＆Ｄ／インプレスビジネスメディア 

同時1アクセス(本体) ¥5,280 

同時3アクセス(本体) ¥10,560 

冊子版ISBN 9784295002420  

著編者名 長谷川 晶一 発行年 2017 商品コード 1028157764 

1993年、あの松井秀喜を抑えて新人王に輝いた元ヤクルトスワローズ伝説の投手・伊藤智仁。名捕手・古田敦也に「直角に曲がる」と言わしめ、名将・野村
克也でさえも「私が見た中でナンバーワン」と感嘆した“高速スライダー”を武器に、プロ野球界を席巻した。そんな鮮烈デビューを果たした伊藤だが、その
後はたび重なる故障に見舞われ、長期離脱を余儀なくされる。過酷なリハビリに打ち克ち、一度はカムバックを果たしたものの、伊藤の右腕は再び悲鳴を上
げる・・・。その後も復活をめざし懸命なリハビリを続けたが、とうとう神宮のマウンドに戻ることはできず、03年に現役引退。世間からは「悲運のエース」と呼ば
れた。しかし、伊藤智仁は「悲運」ではなかった―。 

甲子園野球と日本人 ―メディアのつくった 

イベント―（歴史文化ライブラリー 14） 

出版社 吉川弘文館 

同時1アクセス(本体) ¥5,610 

同時3アクセス(本体) ¥8,415 

冊子版ISBN 9784642054140  

著編者名 有山 輝雄 発行年 1997 商品コード 1025423393 

※著作権などの理由により、掲載されていない画像がございます。 今や国民的行事と化した高校野球大会。全国を興奮のるつぼに引
き込む汗と涙の感動のドラマ、その始まりには新聞社の社運を賭けた拡張競争があった。80年に及ぶその歴史をたどり、日本独特の野
球観の形成を考える。 

2000勝投手はこうして誕生した 
 ―サチェル・ペイジとその時代― 

出版社 彩流社 

同時1アクセス(本体) ¥6,820 

同時3アクセス(本体) ¥10,230 

冊子版ISBN 9784779126239  

著編者名 佐山 和夫 発行年 2019 商品コード 1031301248 

2020年は、ニグロ・リーグ創立百周年！「ペイジが2000勝以上したという話は本当ですか？」少しでも野球を知っている人には、容易に
信じてもらえない話でもあるサチェル・ペイジの偉業を、ペイジの足跡を常に追い続けてきた著者が、事実は事実なのだと、満を持して
描くサチェル・ペイジ最新評伝！誰にも真似できぬ功績を讃え、MLBで「サチェル・ペイジ・デー」創設を！ 

古角イズム ―野球王国・和歌山の中興の祖-

古角俊郎伝― 

出版社 彩流社 

同時1アクセス(本体) ¥4,070 

同時3アクセス(本体) ¥6,050 

冊子版ISBN 9784779111037  

著編者名 田中 弘倫 発行年 2005 商品コード 1030945521 

わずか２年で新宮高校野球部を全国レベルに育てあげた監督・古角俊郎のすべて！ 実力は科学的・合理的な練習によって身につく。
監督・古角を信じ、ひたすら練習に打ち込んだ新宮高校野球部の選手たち。彼らがつかんだ「自信」、それは実力の裏書きであった。
「全国制覇」という具体的な目標を掲げ、練習を裏づける野球理論、それを理解し実践する選手たち、それらが揃ってはじめて成立した
古角野球の真髄と軌跡を追究。「古角イズム」の真実がいま明らかになる。 

嗚呼!!明治の日本野球  
（平凡社ライブラリー . offシリーズ 576） 

出版社 平凡社 

同時1アクセス(本体) ¥3,520 

同時3アクセス(本体) ¥5,280 

冊子版ISBN 9784582765762  

著編者名 横田 順彌 発行年 2006 商品コード 1025526231 

新聞紙上で闘われた奇妙奇天烈な野球害毒論争。十九年間に及ぶ早慶戦中止にまで発展した応援合戦事件等プロ野球もまだ始まっ
ていなかった明治時代に起こった野球騒動の貴重な文献を復刻しつつ、SF作家・明治文化史研究家で野球好きとしても知られる著者
が、平成の野球問題解決のヒントを探る異色の野球史。 
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丸善雄松堂株式会社学術情報ソリューション事業部 Maruzen eBook Library 担当 
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● 表示価格は税抜きです。 2020年4月 

野球関連タイトル 
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書名 著編者 出版社 発行年 冊子版ISBN 
同時1アクセス 

(本体) 
同時3アクセス 

(本体) 
商品コード 

肘の内側部障害 ―病態と対応― 
（肘実践講座 . よくわかる野球肘） 

山崎 哲也 全日本病院出版会 2016 9784865192179 ¥31,790  ¥47,685  1030555812 

離断性骨軟骨炎 （肘実践講座 . よくわかる野球肘） 岩瀬 毅信 全日本病院出版会 2013 9784881170700 ¥28,050  ¥42,075  1030956549 

野球ヒジ診療ハンドブック ―肘の診断から治療,検診まで― 柏口 新二 全日本病院出版会 2014 9784865192049 ¥13,464  ¥20,196  1031115495 

野球肘検診ガイドブック 松浦 哲也 文光堂 2018 9784830651861 ¥7,700  ¥11,550  1030071671 

野球の医学 新版 菅谷 啓之 文光堂 2017 9784830651847 ¥15,400  ¥23,100  1029574149 

全32巻 同時1アクセス(本体): ¥624,800 
書名 発行年 収録巻号 冊子版ISBN 

同時１アクセス 
（本体） 

同時３アクセス 
（本体） 

商品コード 

野球界 （第1期） 1～5巻 明治44年9月～大正2年2月 1巻1号～3巻3号 9784909052124 ¥99,000  ¥148,500  1026546517 

野球界 （第2期） 6～10巻 大正2年3月～大正3年2月 3巻4号～4巻2号 9784909052186 ¥96,800  ¥145,200  1026546518 

野球界 （第3期） 11～15巻 大正3年3月～大正4年5月 4巻3号～5巻5号 9784909052247 ¥99,000  ¥148,500  1026546519 

野球界 （第4期） 16～20巻 大正4年6月～大正5年8月 5巻6号～6巻8号 9784909052308 ¥99,000  ¥148,500  1026546520 

野球界 （第5期） 21～24巻 大正5年9月～大正6年5月 6巻9号～7巻7号 9784909052360 ¥79,200  ¥118,800  1026546521 

野球界 （第6期） 25～28巻  大正6年6月～大正7年3月 7巻8号～8巻4号 9784909052414 ¥77,000  ¥115,500  1026546522 

野球界 （第7期） 29～32巻  大正7年4月～大正7年12月 8巻5号～8巻14号 9784909052469 ¥74,800  ¥112,200  1026546523 

スポーツ研究者必見の貴重資料が電子化！ 
電子版をご購入の機関には冊子も献本ができます！ 

電子版がお買い得です！ 
※冊子の献本はなくなり次第終了となります。注文時は弊社営業にご確認ください。 

(※)本商品は目次のみが検索対象となっております。 

全刊配信中!! 

シリーズ完結!! 
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