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一般 ソフトバレーボール読本 石田／憲一∥著 鳥影社 2003.9

一般
ひとりでできる太極拳健康
法

真北／斐図∥著 有楽出版社 2005.6

一般
わかりやすいテニスのルー
ル

成美堂出版編集
部∥編

成美堂出版 2002.6

一般 野球食Ｊｒ．
海老　久美子∥
著

ベースボール・マガジン社 2007.2

一般
ソフトボール“投・打”の
極意

ベースボール・マガジン社 2007.3

一般
いちばんわかりやすいソフ
トボール入門

宇津木　妙子∥
著

大泉書店 2006.8

一般 大延長 堂場　瞬一∥著 実業之日本社 2007.7

一般 晩夏のプレイボール
あさの　あつこ
∥著

毎日新聞社 2007.7

一般 武士道シックスティーン 誉田　哲也∥著 文芸春秋 2007.7
一般 サクリファイス 近藤　史恵∥著 新潮社 2007.8
一般 ＢＯＳＳ 堂場　瞬一∥著 ＰＨＰ研究所 2007.1

一般
だれでもわかる野球のルー
ルとスコアのつけ方

アンパイアディ
ベロプメント
コーポレーショ
ン∥監修

実業之日本社 2008.1

一般
ぐんぐんうまくなる！ソフ
トボール

利根川　勇∥著 ベースボール・マガジン社 2008.5

一般 Ｆｉｅｌｄ，Ｗｉｎｄ
あさの　あつこ
∥著

ジャイブ 2008.4

一般
スポーツ観戦が１００倍楽
しくなる本

1 鈴木　祐蔵∥著 ベストブック 2007.1

一般
スポーツ観戦が１００倍楽
しくなる本

2 鈴木　祐蔵∥著 ベストブック 2007.1

一般 武士道セブンティーン 誉田　哲也∥著 文芸春秋 2008.7
一般 ひかりの剣 海堂　尊∥著 文芸春秋 2008.8
一般 スマッシュ×スマッシュ！ 松崎　洋∥著 徳間書店 2008.1
一般 チーム 堂場　瞬一∥著 実業之日本社 2008.1
一般 中学軟式野球 ベースボール・マガジン社 2007.1

一般
スポーツフルコース・レシ
ピ

成瀬　紀子∥著 新紀元社 2008.11

一般 偽りのスラッガー 水原　秀策∥著 双葉社 2009.3
一般 ホペイロの憂鬱 ＪＦＬ篇 井上　尚登∥著 東京創元社 2009.3
一般 ヒルクライマー 高千穂　遥∥著 小学館 2009.7
一般 武士道エイティーン 誉田　哲也∥著 文芸春秋 2009.7
一般 あねチャリ 川西　蘭∥著 小学館 2009.12
一般 青森ドロップキッカーズ 森沢　明夫∥著 小学館 2010.2
一般 銀盤のトレース 碧野　圭∥著 実業之日本社 2010.2
一般 エデン 近藤　史恵∥著 新潮社 2010.3

一般 スパイクを買いに
はらだ　みずき
∥著

角川書店 2010.3

一般 グラウンドの空
あさの　あつこ
∥著

角川書店 2010.7

一般 輝跡
柴田　よしき∥
著

講談社 2010.9

一般
もし高校野球の女子マネー
ジャーがドラッカーの『マ
ネジメント』を読んだら

岩崎　夏海∥著 ダイヤモンド社 2009.12

一般 自転車冒険記 竹内　真∥著 河出書房新社 2011.2
一般 エースの系譜 岩崎　夏海∥著 講談社 2011.3
一般 初歩から学べる太極拳 伊藤　聡∥著 愛隆堂 2011.3
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一般 スパイクス
あさの　あつこ
∥著

幻冬舎 2011.4

一般 快晴フライング 古内　一絵∥著 ポプラ社 2011.4
一般 サウスポー魂 川上　健一∥著 ＰＨＰ研究所 2011.3
一般 長拳入門とレベルアップ 呉　彬∥編著 ベースボール・マガジン社 2008.2
一般 太極拳レッスン 地曳／寛子∥著 家の光協会 2004.1
一般 サヴァイヴ 近藤　史恵∥著 新潮社 2011.6
一般 ジョッキー 松樹／剛史∥著 集英社 2002.1
一般 スポーツドクター 松樹／剛史∥著 集英社 2003.8
一般 おっぱいバレー 水野　宗徳∥著 泰文堂 2006.11
一般 竜時 02-03 野沢／尚∥著 文芸春秋 2003.9
一般 竜時 03-04 野沢／尚∥著 文芸春秋 2004.7
一般 空をつかむまで 関口／尚∥著 集英社 2006.4
一般 自転車少年記 竹内／真∥著 新潮社 2004.5
一般 銀河のワールドカップ 川端／裕人∥著 集英社 2006.4
一般 ヒート 堂場　瞬一∥著 実業之日本社 2011.11
一般 走れ！Ｔ校バスケット部 松崎　洋∥著 彩雲出版 2007.2
一般 走れ！Ｔ校バスケット部 2 松崎　洋∥著 彩雲出版 2008.4
一般 走れ！Ｔ校バスケット部 3 松崎　洋∥著 彩雲出版 2009.7
一般 走れ！Ｔ校バスケット部 4 松崎　洋∥著 彩雲出版 2010.2
一般 走れ！Ｔ校バスケット部 5 松崎　洋∥著 彩雲出版 2010.9
一般 走れ！Ｔ校バスケット部 6 松崎　洋∥著 彩雲出版 2011.6
一般 ルーズヴェルト・ゲーム 池井戸　潤∥著 講談社 2012.2
一般 走れ！Ｔ校バスケット部 7 松崎　洋∥著 彩雲出版 2012.1

一般 ぼくたちのアリウープ
五十嵐　貴久∥
著

ＰＨＰ研究所 2012.4

一般
ＧＯ！ＧＯ！アリゲーター
ズ

山本　幸久∥著 集英社 2012.4

一般
確実に上達するソフトバ
レーボール

日本ソフトバ
レーボール連盟
∥監修

実業之日本社 2012.5

一般 武曲（むこく） 藤沢　周∥著 文芸春秋 2012.5

一般 わかりやすい野球のルール 〔２０１２年版〕
粟村　哲志∥監
修

成美堂出版 2012.4

一般 ６　シックス 早見　和真∥著 毎日新聞社 2012.7
一般 頼むから、ほっといてくれ 桂　望実∥著 幻冬舎 2012.8
一般 弱くても勝てます 高橋　秀実∥著 新潮社 2012.9

一般 あと少し、もう少し
瀬尾　まいこ∥
著

新潮社 2012.1

一般 スタンダップダブル！
小路　幸也∥
〔著〕

角川春樹事務所 2012.11

一般 走れ！Ｔ校バスケット部 8 松崎　洋∥著 彩雲出版 2012.11
一般 大きな音が聞こえるか 坂木　司∥著 角川書店 2012.11
一般 追い風ライダー 米津　一成∥著 スターダイバー 2012.11

一般
確実に上達するソフトテニ
ス

松谷　茂∥監修 実業之日本社 2012.12

一般 竜時 01-02 野沢／尚∥著 文芸春秋 2002.4
一般 七帝柔道記 増田　俊也∥著 角川書店 2013.2
一般 キアズマ 近藤　史恵∥著 新潮社 2013.4

一般 レーン
あさの　あつこ
∥著

幻冬舎 2013.5

一般 走れ！Ｔ校バスケット部 9 松崎　洋∥著 彩雲出版 2013.4

一般 2.43
壁井　ユカコ∥
著

集英社 2013.7

一般 ジャッジメント 佐藤　青南∥著 祥伝社 2013.7

一般 グラウンドの詩
あさの　あつこ
∥著

角川書店 2013.7
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一般
さいとう市立さいとう高校
野球部

あさの　あつこ
∥著

講談社 2013.8

一般 独走 堂場  瞬一∥著 実業之日本社 2013.11
一般 向かい風で飛べ！ 乾  ルカ∥著 中央公論新社 2013.12
一般 赤ヘル１９７５ 重松  清∥著 講談社 2013.11
一般 風の向こうへ駆け抜けろ 古内  一絵∥著 小学館 2014.1

一般 スタンダップダブル！ 〔２〕
小路  幸也∥
〔著〕

角川春樹事務所 2014.3

一般
ソフトテニスの戦術＆ト
レーニング

小野寺  剛∥監
修

新星出版社 2014.3

一般
観るまえに読む大修館ス
ポーツルール

2014
大修館書店編集
部∥編集

大修館書店 2014.4

一般 太極拳パワー
スコット  メレ
ディス∥著

ＢＡＢジャパン 2013.12

一般 ここからはじまる
はらだ  みずき
∥著

新潮社 2014.4

一般 幕末まらそん侍
土橋  章宏∥
〔著〕

角川春樹事務所 2014.7

一般 敗者たちの季節
あさの  あつこ
∥著

ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2014.7

一般
さいとう市立さいとう高校
野球部

〔２〕
あさの  あつこ
∥著

講談社 2014.8

一般 走れ！Ｔ校バスケット部 10 松崎  洋∥著 彩雲出版 2015.2

一般 2.43 ｓｅｃｏｎｄ  ｓｅａｓｏｎ
壁井  ユカコ∥
著

集英社 2015.6

一般 武士道ジェネレーション 誉田  哲也∥著 文芸春秋 2015.7

一般 チームＦについて
あさの  あつこ
∥〔著〕

角川春樹事務所 2015.8

一般
すぐに試合で役に立つ！テ
ニスのルール・審判の基本

岡川  恵美子∥
監修

実業之日本社 2015.8

一般 スイム！スイム！スイム！
五十嵐  貴久∥
著

双葉社 2016.5

一般 スティグマータ 近藤  史恵∥著 新潮社 2016.6

一般 空への助走
壁井  ユカコ∥
著

集英社 2016.1

一般 スマイリング！ 土橋  章宏∥著 中央公論新社 2016.1

一般 名もなき風たち
はらだ  みずき
∥著

ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2016.1

一般 フェンシング入門
日本フェンシン
グ協会∥編

ベースボール・マガジン社 2016.1

一般
Ｇｏｏｄ  ｏｌｄ  ｂｏｙ
ｓ

本多  孝好∥著 集英社 2016.12

一般 チア☆ダン 円山  夢久∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2017.1
一般 武曲(むこく) 2 藤沢 周∥著 文藝春秋 2017.6

一般
最新ソフトバレー・ハンド
ブック

日本ソフトバ
レーボール連盟
∥編

大修館書店 2017.7

一般 風の声が聞こえるか
はらだ みずき∥
著

KADOKAWA 2017.1

一般 ペダリング・ハイ 高千穂 遙∥著 小学館 2017.11
一般 セブンズ! 五十嵐 貴久∥著 KADOKAWA 2017.12
一般 伴走者 浅生 鴨∥著 講談社 2018.2
一般 オリンピックへ行こう! 真保 裕一∥著 講談社 2018.3
一般 最強のスポーツビジネス 池田 純∥編 文藝春秋 2018.4

一般
観るまえに読む大修館ス
ポーツルール

2018
大修館書店編集
部∥編集

大修館書店 2018.4

一般
わかりやすいソフトボール
のルール

〔２００５年版〕 吉村／正∥著 成美堂出版 2005.4
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一般 押し出せ青春 須藤　靖貴∥著 小学館 2007.1

一般 ウォーターボーイズ
矢口／史靖∥
〔著〕

角川書店 2001.8

一般 フルスイング 上 森下　直∥脚本 大和書房 2008.9
一般 フルスイング 下 森下　直∥脚本 大和書房 2008.1

一般 ダイブ！！ 下
森　絵都∥
〔著〕

角川書店 2006.6

一般 ダイブ！！ 上
森　絵都∥
〔著〕

角川書店 2006.6

一般 風色デイズ
あさの　あつこ
∥著

角川春樹事務所 2012.12

一般 偏差値７０の野球部 レベル１ 松尾　清貴∥著 小学館 2012.5
一般 偏差値７０の野球部 レベル２ 松尾　清貴∥著 小学館 2012.5
一般 偏差値７０の野球部 レベル３ 松尾　清貴∥著 小学館 2012.5
一般 偏差値７０の野球部 レベル４ 松尾　清貴∥著 小学館 2012.5
一般 フルスウィング 須藤／靖貴∥著 小学館 2005.8
一般 １４歳の本棚 部活学園編 北上　次郎∥編 新潮社 2007.3

一般 ラブオールプレー
小瀬木　麻美∥
〔著〕

ポプラ社 2011.5

一般 風の生まれる場所
小瀬木　麻美∥
〔著〕

ポプラ社 2012.3

一般 夢をつなぐ風になれ
小瀬木　麻美∥
〔著〕

ポプラ社 2013.5

一般 君は輝く！
小瀬木  麻美∥
〔著〕

ポプラ社 2014.3

一般 あざみ野高校女子送球部
小瀬木 麻美∥
[著]

ポプラ社 2017.5

児童 ラスト・イニング
あさの　あつこ
∥著

角川書店 2007.2

児童 サッカーボーイズ１３歳
はらだ　みずき
∥著

カンゼン 2007.7

児童 たまごを持つように
まはら　三桃∥
著

講談社 2009.3

児童 サッカーボーイズ１４歳
はらだ　みずき
∥著

角川書店 2009.7

児童 サッカーボーイズ
はらだ　みずき
∥著

カンゼン 2006.7

児童 クリスタルエッジ
風野　潮∥
〔著〕

講談社 2009.12

児童 １００ｋｍ！ 片川　優子∥著 講談社 2010.8

児童
クリスタルエッジ目指せ４
回転！

風野　潮∥
〔著〕

講談社 2010.9

児童 どまんなか 1
須藤　靖貴∥
〔著〕

講談社 2010.5

児童 どまんなか 2
須藤　靖貴∥
〔著〕

講談社 2010.6

児童 どまんなか 3
須藤　靖貴∥
〔著〕

講談社 2010.7

児童
クリスタルエッジ決戦・全
日本へ！

風野　潮∥
〔著〕

講談社 2011.2

児童 サッカーボーイズ１５歳
はらだ　みずき
∥著

角川書店 2011.7

児童 セキタン！ 須藤　靖貴∥著 講談社 2011.9
児童 メン！ 開　隆人∥作 そうえん社 2011.1
児童 メン！ 開　隆人∥作 そうえん社 2010.2
児童 メン！ 開　隆人∥作 そうえん社 2009.6
児童 ゲキトツ！ 川島／誠∥作 ＢＬ出版 2003.1
児童 リターンマッチ 八束／澄子∥著 文渓堂 1998.12
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児童 熱烈応援！スポーツ天国 最相／葉月∥著 筑摩書房 2005.1

児童 レガッタ！
浜野　京子∥
〔著〕

講談社 2012.6

児童 サッカーボーイズ卒業
はらだ　みずき
∥著

角川書店 2013.3

児童 レガッタ！ 2
浜野　京子∥
〔著〕

講談社 2013.3

児童 レガッタ！ 3
浜野　京子∥
〔著〕

講談社 2013.8

児童 ダッシュ！
村上  しいこ∥
著

講談社 2014.5

児童 風のヒルクライム 加部  鈴子∥作 岩崎書店 2015.5

児童 白をつなぐ
まはら  三桃∥
著

小学館 2015.1

児童 バッテリー 4
あさの／あつこ
∥作

教育画劇 2001.9

児童 バッテリー 2
あさの／あつこ
∥作

教育画劇 1998.4

児童 バッテリー 3
あさの／あつこ
∥作

教育画劇 2000.4

児童 バッテリー 5
あさの／あつこ
∥作

教育画劇 2003.1

児童 バッテリー 6
あさの／あつこ
∥作

教育画劇 2005.1

児童 スポーツ・体育ものがたり 9 岩崎書店 1990.3

児童 世界のスポーツ 3
友添／秀則∥監
修

学研 2005.3

児童
ソフトバレーボールをはじ
めよう

遠藤／則男∥文 汐文社 2006.1

児童 ソフトボール 吉村／正∥著 ベースボール・マガジン社 1984.5

児童 バッテリー
あさの／あつこ
∥作

教育画劇 1996.12

児童 やろうよソフトテニス 宮下  徹∥著 ベースボール・マガジン社 2014.12

児童 小説チア☆ダン
林  民夫∥映画
脚本

ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2017.2

児童 知ってる?ソフトボール 齊藤 優季∥著 ベースボール・マガジン社 2017.4
児童 知ってる?ソフトテニス 川並 久美子∥著 ベースボール・マガジン社 2017.11

郷土

平成３０年「福井しあわせ
元気」国体・障害者スポー
ツ大会越前市準備委員会第
２回総会 及び 福井しあわ
せ元気国体・福井しあわせ
元気大会越前市実行委員会
第１回総会

越前市 2015.5

郷土
福井しあわせ元気大会２０
１８

「福井しあわせ
元気」国体・障
害者スポーツ大
会実行委員会／
〔編〕

「福井しあわせ元
気」国体・障害者
スポーツ大会実行
委員会

2016.1

郷土
福井しあわせ元気国体・障
スポ2018 観光ガイドブッ
ク

福井県観光営業
部観光振興課／
〔編〕

福井県観光営業部
観光振興課

2017.1

郷土

福井しあわせ元気国体 福
井しあわせ元気大会〔競技
会場ＭＡＰ 競技別会場一
覧表〕

「福井しあわせ
元気」国体・障
害者スポーツ大
会実行委員会／
〔編〕

福井県 2018.4
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郷土 県民運動パンフレット

「福井しあわせ
元気」国体・障
害者スポーツ大
会実行委員会/
〔編〕

福井県 〔2016.4〕

郷土
デモスポ デモンストレー
ションスポーツ参加申込み
ガイド

「福井しあわせ
元気」国体・障
害者スポーツ大
会実行委員会/
〔編〕

福井県 不明

郷土 越前市つどい体操 越前市

郷土
はぴねすダンスｍｕｓｉｃ
ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ

ＣＨＡＳＯ，石
田  公代／作詞

「福井しあわせ元
気」国体・障害者
スポーツ会実行委
員会

2017.5

郷土
福井しあわせ元気国体・障
スポ  融合プロモーション
ビデオ

「福井しあわせ
元気」国体・障
害者スポーツ大
会実行委員会/制
作・著作

「福井しあわせ元
気」国体・障害者
スポーツ大会実行
委員会

〔2018〕
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