
スポーツ・格闘技・武術

作者名 作品名 発行社・販売社・巻数・その他

昭和スポーツ史オリンピック８０年 毎日新聞別冊１億人の昭和史

柔道名鑑 柔道名鑑刊行社

大沢慶己柔道八段 柔道入門科学的なトレーニング 秋田書店ジュニア入門百科

柔道五段淵辺吉博 少年柔道教室 曙出版入門百科シリーズ

岡野功全日本覇者 バイタル柔道寝技編 日貿出版社

吉松義彦八段 柔道ひとすじ 葦書房

平野時男 柔道世界投げ歩る記 東都書房

井上靖 北の海 中央公論社

原康史 実録柔道三国志 東京スポーツ新聞社出版局全２巻×2

桜井康雄 実録小説プロレス対柔道 東京スポーツ新聞社出版局

力道山光弘 恒文社プロレスアルバム⑥

Super Hero 力道山
日本スポーツ出版社ゴング昭和５８年

９月増刊号

力道山写真集プロレスの鬼 東京スポーツ新聞社

力道山空手チョップ世界を行く 恒文社

プロレスボクシング1969年12月号

力道山七回忌追悼記念増大号
ベースボールマガジン社

別冊ゴング1977年5月号

表紙はミルマスカラス
日本スポーツ出版社

新日本プロレスDVD解説書

（昭和時代放映の名試合）

鈴木庄一 日本プロレス史 恒文社上下２巻

プロレス年鑑１９７１年度版 東京スポーツ

山田隆 プロレス入門 秋田書店ジュニア入門百科

ミスター高橋
知らなきゃよかった　プロレス界の

残念な伝説
宝島社

前田日明
格闘王への挑戦

（決め技スーパー・テクニック）
講談社

柳澤健 １９８４年のＵＷＦ

前田日明、藤原喜明、

山崎和夫、船木誠勝、

鈴木みのる、他

証言UWF最後の真実（１９８４年

のUWFへの前田日明の反論他）

横山健堂 日本相撲史 富山房昭和１８年発行

双葉山
日本スポーツ出版社大相撲写真画報別

冊ゴング１月増刊

翔べよウルフ千代の富士 日の出出版

春日野清隆 栃錦一代 中央公論社
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高見山大五郎 わしの相撲人生 朝日イブニングニュース社

栃若時代 日本スポーツ出版社大相撲写真画報

昭和の名横綱シリーズ１２

初代若乃花
ベースボールマガジン社別冊相撲

昭和の名勝負１００番 日本スポーツ出版社大相撲写真画報

昭和の優勝三賞力士 日本スポーツ出版社大相撲写真画報

昭和大相撲史 毎日新聞社別冊1億人の昭和史

古今大相撲辞典 読売新聞社大相撲臨時増刊

新・昭和の名力士１００人

ふるさとの名力士
日本スポーツ出版社大相撲写真画報ゴ

ング４月増刊

横綱大鵬引退特別記念号 ベースボールマガジン社相撲

（初代）貴ノ花　さらば炎の大関 ベースボールマガジン社別冊相撲

昭和の大関 ベースボールマガジン社別冊相撲

中村泰三郎 居合剣道 西東社

宗道臣 少林寺拳法入門 徳間書店

大山倍達 昭和五輪書地の巻 PHP研究所

大山倍達 極真への道ー私の空手哲学ー 日貿出版社

虜山初雄 武道のススメ 気天舎

佐藤金兵衛 これがカンフーだ！！ 教育出版センター

Wilfrid　Sheed

村上堯
王者アリ ダンディ社

吉田豊 武道秘伝書 徳間書房

堀辺正史 必殺骨法の極意 二見書房

堀辺正史 喧嘩芸骨法 二見書房

チャフラフスカ日本招待記念 中日新聞　東京新聞

巨人軍栄光の４０年沢村から

ＯＮまで
報知グラフ別冊

ジャイアンツ５０周年前夜 ベースボールマガジン社

プロ野球スーパースター５０人 ベースボールマガジン社

本誌創刊十周年記念開幕展望号 ベースボールマガジン社

長嶋茂雄 燃えた、打った、走った 講談社

長嶋茂雄愛をこめてこの一冊 報知新聞社

あー！長嶋茂雄２３年間の全て ベースボールマガジン社緊急増刊

王貞治世界一のすべて 週刊サンケイ

王貞治背番号１よ永遠に！ ベースボールマガジン社冬季増刊号

王も長嶋も去った 日本スポーツ出版社月刊ホームラン

川上哲治
巨人軍の鬼といわれて

わが野球人生５０年
読売新聞社
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長嶋茂雄

村山実
野球入門守備編 小学館入門百科シリーズ１１

王貞治 飛べよ熱球 講談社ほるぷ自伝選集

豪球伝説「ナンバー」編 文藝春秋文春文庫

魔球伝説「ナンバー」編 文藝春秋文春文庫

江本孟紀 プロ野球を１０倍楽しく見る方法 ワニの本

江本孟紀 女性に捧げるプロ野球 ワニの本

江本孟紀 これはヘンだぞプロ野球 ワニの本

松尾雄治 勝つために何をすべきか 講談社

升田幸三 勝負 中央文庫版

升田幸三

筆録田村龍記兵
名人に香車を引いた男

朝日新聞オリジナル版

中央文庫版

升田幸三 升田の将棋入門 弘文社升田将棋シリーズ

升田幸三 升田流新戦法 弘文社升田将棋シリーズ

升田幸三 格言と手筋 弘文社升田将棋シリーズ

升田幸三 ここでこう指せ 弘文社升田将棋シリーズ

升田幸三 升田の居飛車 弘文社升田将棋シリーズ

升田幸三 升田の中飛車 弘文社升田将棋シリーズ

升田幸三 升田の向い飛車 弘文社升田将棋シリーズ

升田幸三 升田の振飛車 弘文社升田将棋シリーズ

升田幸三 振飛車退治 弘文社升田将棋シリーズ

升田幸三 終盤の急所 弘文社升田将棋シリーズ

升田幸三 升田十五番勝負 秋田書店

升田幸三 鬼手の研究　強い奴に勝つ将棋 経済界タツの本

升田幸三 升田将棋次の一手 秋田書店

真部一男 升田将棋の世界 日本将棋連盟、将棋世界に連載

升田幸三名局集 日本将棋連盟

大山ＶＳ升田全局集 日本将棋連盟

大山康晴 己れに勝つ ＰＨＰ研究社

大山康晴 大山将棋若手斬り実年パワー 池田書店

八段木村義男 将棋大観（S3年発行） 誠文社

名人木村義雄 私の三十五年（S14年発行） 新潮社

倉島竹二郎 小説関根名人 大日本雄弁会講談社

名人谷川浩二 光速の終盤術 日本将棋連盟

伊藤宗看・看寿

門脇芳雄編

詰むや詰まざるや（将棋無双・将棋

図巧
平凡社

大橋宗桂他

門脇芳雄編

続詰むや詰まざるや（江戸時代の詰

将棋選集）
平凡社

加藤治郎 将棋は歩から H4改訂新書版上中下全３巻
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天狗太郎 将棋好敵手物語 光風社書店

日本将棋連盟書籍編集部力戦相振り飛車の戦い 日本将棋連盟

芹沢博文 ぼくんちは萌黄色 フレーベル館

林葉直子 ひとりぼっちの対局だから青春 ノラブックス

七段木谷實 布石と定石の統合 誠文堂新光社（昭和9年初版の3版）

呉清源 随筆 砂小屋書房昭和17年発行

呉清源 日本囲碁体系道策 菊間書房

酒井猛 玄妙道策 日本棋院

江崎誠致 名人碁所 新潮社

藤沢秀行 棋聖秀行囲碁放談　芸の詩 日本棋院、サンケイスポーツ連載

藤沢秀行 碁打ち一代 読売新聞社

藤沢秀行 耐えて勝つ！ 講談社

京野秀夫 天下の秀行 東京経済

藤沢秀行 手筋辞典 日本棋院上下二巻

安永一 囲碁名勝負物語 時事通信社

右遠俊郎 碁の心人の心 大月書店

ハメ手小辞典 日本棋院小辞典シリーズ5

武宮正樹 価値を呼ぶ棋風 講談社囲碁開眼シリーズ８

坂田栄男 坂田の碁２．石のシノギ方 平凡社１．２．３

坂田栄男 碁急所この一手 有紀書房

安倍吉輝 ツケツケ百科 日本棋院烏鷺うろブックス

三好徹 五人の棋士 講談社

田村竜騎兵編集著作

プロ棋士１５名
碁きちにささげる本 青春出版社

米長邦夫（将棋プロ） 碁敵が泣いて口惜しがる本 祥伝社ノンブック

加納義徳 新編ヨセ辞典 誠文堂新光社

坂田吾郎 連珠・ごもくならべの勝ち方 金園社

五味康佑 五味マージャン教室 光文社カッパブックス

五味康佑 五味康佑マージャン大学 青春出版社

麻雀百科５２、５３年度版 別冊近代麻雀

小島武夫 雀狂はめ手の研究 ワニの本

小島武夫 小島の麻雀必殺テクニック 日東書院

小島武夫 小島の麻雀道場 池田書店

小島武夫
プロ麻雀入門

華麗なるイカサマとその防止法
新評社

小島武夫

吉行淳之介
麻雀の研究　笑いながら強くなる本 祥伝社

灘麻太郎 強者のマージャン発想法 西東社ナウブックス
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村石利夫
初心者無用のテクニック

雀狂実践教室
KKベストセラーズ、ワニの本

福地泡介 名人ホースケのジャン友雀敵 徳間書店

福地泡介 あいつのマージャン 徳間書店

天野大三
リーチ麻雀シリーズ②麻雀の定跡⑩

敵手看破の秘伝
東京日東書院

井出洋介 井出洋介の麻雀クリニック 日刊スポーツ出版社

朝日ゲーム・サイエン

ス・クラブ

大型コンピューターがはじきだした

麻雀の常識を破る本
二見書房

阿佐田哲也 小説・麻雀新選組 双葉新書

阿佐田哲也 どさ健ばくち地獄 角川書店

阿佐田哲也 雀鬼五十番勝負 双葉社

阿佐田哲也 阿佐田哲也麻雀小説自選集 双葉社

阿佐田哲也 ヤバ市ヤバ町雀鬼伝 講談社

武村一 花札ゲーム２８種 大泉書店


