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千葉県 夏の高校野球 
 

 毎年、日本中が湧く夏の高校野球（全国高等学校野球選手権大会）。全国大会開催地の甲子園球場は、

高校野球の代名詞とも言えます。代表校が勝ち進むにつれて地元では熱狂的なムードが高まり、テレビや

新聞、最近ではインターネットで発表される試合結果に注目します。 

千葉県では、2004 年の千葉経済大学附属高校ベスト４入り、2000 年の東海大学附属浦安高校準優勝

が記憶に新しいところです。1967（昭和 42）年、1975（昭和 50）年には習志野高校が優勝し、県内で最も多

く 12 回も全国大会に出場した銚子商業高校は 1974（昭和 49）年に優勝しています。 

千葉県立図書館では千葉県の野球に関する資料を多数所蔵しています。夏の高校野球に関する資料

を中心に、千葉県資料室に展示しました。 

 

ここでは、県立図書館にある図書や雑誌、インターネット情報を使って「千葉県の夏の高校野球」につい

て調べるための方法をご紹介します。 

 

目次 

１ キーワード  

２ 夏の高校野球の概要を調べる 

３ 千葉県の高校野球について調べる（県大会など） 

４ 出場校について調べる 

５ 新聞・雑誌記事で探す  

６ 千葉県の野球全般に関する資料  

 

１．キーワード 

 図書や雑誌を探すときにこれらのキーワードを使うと幅広く調べられます。 

“夏の高校野球”は呼び方がいろいろあります。見たい本の書名や新聞・雑誌記事の見出しなどを想像し

てみてください。 

 「野球」「甲子園」「高校野球」「全国高等学校野球選手権大会」「球児」「千葉県」・・・ 

 

２．夏の高校野球の概要を調べる 

 大会の沿革や出場校、試合結果などを知るために、まず夏の高校野球全般について調べましょう。 

（１）図書館内の所蔵資料を探す 

・テーマの棚（一般資料室）で探す 

図書には１冊毎にテーマを表す分類記号がついており、この番号順に書架に並んでいます。分類

記号は日本十進分類法を基に決めています。 

      ＜関連分野の分類記号＞    野球 ７８３．７ 

・千葉県立図書館ホームページの「図書・雑誌・視聴覚資料の検索」で調べる 

図書館の蔵書を調べることができます。「検索項目」で「NDC 分類」を指定し、「７８３．７」と入力して

検索します。資料の所蔵の有無、配架場所、請求記号などがわかります。 
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検索結果のヒット件数が多い場合は、一度検索画面に戻り更に条件を加えます。例えば「検索項

目」で「タイトル」を指定し、「高校」や「高等学校」を加え再度検索します。「高」の字だけでも可能で

す。 

【こんな資料が見つかります】 

書名 出版情報 請求記号 

資料コード 

熱球譜  甲子園全試合スコアデータブック 恒川 直俊／編  東京堂出版 

２００６ 

7837/40 

0105946096 

 

（２）Web サイトから探す 

・日本高等学校野球連盟 http://www.jhbf.or.jp/ 

選手権大会、選抜大会、軟式選手権大会ごとに大会の歴史、出場校などを掲載 

・asahi.com高校野球http://www2.asahi.com/koshien/index.html  

最新情報から過去の戦績、出場回数・優勝回数のランキングなどを掲載 

 

３．千葉県の高校野球について調べる（県大会など） 

（１）図書館内の所蔵資料を探す  

・テーマの棚（千葉県資料室）で探す 

千葉県資料室の資料には千葉県立図書館独自の分類表を基にした分類記号がついており、この

番号順に書架に並んでいます。  

＜関連分野の分類記号＞    球技 C７８．３ 

【こんな資料がお薦めです】 

書名 出版情報 
請求記号 

資料コード 

高校野球グラフＣＨＩＢＡ ２００７ 第８９回全国高

校野球選手権千葉大会の全記録 
千葉日報社  ２００７ 

C783/3/07 

0200856838 

所蔵している 1976,1988,1990-1999 年分は「高校野球グラフ」という書名です。2000 年から「高校野球グラフＣＨＩＢＡ」に変

更。 

熱闘千葉  千葉県高等学校野球連盟創設５０周

年記念誌 本文編 
千葉県高等学校野球連盟  １９９９ 

C783/10 

0200705735 

本文編 記録編 1･2 の 3 分冊 

 

・千葉県立図書館ホームページの「図書・雑誌・視聴覚資料の検索」で調べる  

「検索項目」で「NDC 分類」を指定し、「７８３．７」と入力して検索します。「対象資料」で「千葉県資料」

のみ✔（チェック）すると千葉県に関係する資料だけが探せます。 

検索結果のヒット件数が多い場合は、一度検索画面に戻り更に条件を加えます。例えば「検索項

目」で「タイトル」を指定し、「高校」や「高等学校」を加え再度検索します。「高」の字だけでも可能で

す。 

 

【こんな資料が見つかります】 

書名 出版情報 
請求記号 

資料コード 

甦る熱闘  昭和の高校野球史  広川 善任／著  千葉日報社  １９８２ 
C783/H71/1

9200219032 

http://www.jhbf.or.jp/
http://www2.asahi.com/koshien/index.html
http://www.library.pref.chiba.lg.jp/cgi-bin/Sopcsmin.sh?p_mode=1
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書名 出版情報 
請求記号 

資料コード 

房総白球伝  野球王国ちばの１００年 和田 正樹／著  崙書房出版  １９９２ 
C783/W12/1

9200341790 

銚子と野球  平成１０年度企画展示 千葉県立大利根博物館  １９９８ 
C783/9 

0200700102 

銚子野球史 宮内 貞治／著  洋洋社  １９５９ 
C783/MI86/1

9200341727 

 

（２）Web サイトから探す 

・千葉県高等学校野球連盟http://www.chbf.or.jp/ 

大会の日程、球場案内、千葉県高校野球の歴史、完全試合やノーヒットノーランなどの記録を掲

載。 

 

４．出場校について調べる 

（１）学校史や広報で調べる 

・学校史 

  「図書・雑誌・視聴覚資料の検索」ではキーワードに正式な学校名を入力して検索すると探せま

す。クラブ活動についても記述されています。大きな大会で優勝した時は年表に載ったり、巻頭

に写真が掲載されていることもあります。 

・広報 

千葉県資料室では県内の市町村の広報紙を所蔵しています。広報紙には、その月に活躍した

住民の写真などが掲載されることがあります。 

【こんな資料が見つかります】 

書名 出版情報 
請求記号 

資料コード 

習志野高校二十年  昭和４２－昭和５３ 習志野市立習志野高等学校  １９７９ 
C3764  /N51/1 

9200099444 

広報ふなばし（船橋市）   

2007 年 8 月 15 日号には、市立船橋高校の甲子園出場の記事があります。 

 

（２）Web サイトから探す 

・銚商硬式野球部http://www.portland.ne.jp/~chosho/club/bb/index.html  

・千葉県教育委員会 県立高校名簿HP http://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/meibo/koukou.html 

 

５．新聞記事・雑誌で探す 

 大会結果は、県紙「千葉日報」などに掲載されます。また、大会後には特集雑誌が出されます。 

 

（１）新聞記事で探す 

書名 出版情報 所蔵場所 

千葉日報縮刷版 1977（昭 52）年～ 千葉日報社 新聞雑誌室 

夏の高校野球が行われる７・８月の、巻頭の索引「スポーツ」の項目で記事を探せます。2004(平 16)年からはＣＤ－ＲＯＭ

版で、月ごとに記事全文・見出し検索、日付・面数からの検索ができます。 

書名 出版情報 所蔵場所 

http://www.chbf.or.jp/
http://www.library.pref.chiba.lg.jp/cgi-bin/Sopcsmin.sh?p_mode=1
http://www.portland.ne.jp/%7Echosho/club/bb/index.html
http://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/meibo/koukou.html
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千葉日報 1976（昭 51）以前，全国紙千葉版など  新聞雑誌室 

マイクロフィルムを所蔵していますので、紙面を見て記事を探せます。詳しい所蔵状況については新聞リストをご覧くださ

い。 

・千葉県の主な新聞記事索引 

書名  所蔵場所 

千葉県関係新聞・雑誌記事索引検索（データベース）  千葉県立図書館ＨＰ 

千葉日報１９８７年（昭和６２年）７月～の見出し、件名からの検索ができます。朝日・毎日・読売（主に東葛飾地域版）につ

いては、1987（昭 62）年 7 月～1996（平 8）年 3 月の記事が検索できます。 

千葉県関係新聞記事索引 1961（昭 36）年～1973（昭 48）年  新聞雑誌室 

年ごとに千葉日報、朝日、毎日、読売新聞の千葉版から、主要新聞記事を主題別に編集した冊子です。野球（高校）の項

目で記事を探せます。 

【こんな記事が探せます】 

「きょう優勝パレード 市川駅前から県庁まで 習志野ナイン」千葉日報 1967 年 8 月 21 日 p1 

「甲子園４強を報告 千経大附ナイン 堂本知事ら４００人が出席」千葉日報 2004 年 9 月 5 日 p19 

 

（２）雑誌の特集号で探す 

「アサヒグラフ」（朝日新聞社）では、毎年９月に夏の高校野球を特集した増刊号が出版されています。

（「アサヒグラフ」の休刊により、2001 年以降は「週刊朝日」増刊号です。） 

【こんな雑誌があります】 

「アサヒグラフ １９９２年９月５日増刊号」には、準優勝した拓大紅陵高校の活躍する様子が載ってい

ます。 

・雑誌の所蔵を調べるには 

千葉県立図書館ホームページの「図書・雑誌・視聴覚資料の検索」で、「対象資料」で「雑誌」を

✔（チェック）して検索します。 

 

６．千葉県の野球全般に関する資料 

【こんな資料がお薦めです】 

書名 出版情報 
請求記号 

資料コード 

千葉県野球史 鈴木 徳二／著 １９６３ 
C783/SU96/1

9200341763 

明治大正から昭和前期までの千葉県内の中学校野球、社会人野球について紹介。中学校野球については、藩校“佐倉集

成学校（現在の佐倉高）”野球部誕生から昭和 37 年習志野高校が甲子園に出場するまで。 

千葉県スポーツ史 
千葉県スポーツ史編集委員会／編集 

千葉県体育協会  １９６２ 

C7802/C42/1

9200341511 

千葉県内のスポーツについてまとめた資料。体育行政や種目、各地域、団体ごとの説明、若潮国体の記録などを掲載。 

2 巻は 1978 年に刊行。 

ちば人国記経済 野球編 
毎日新聞千葉支局／編  

毎日新聞社  １９８８ 

C281/MA31/1

9200303815 

毎日新聞千葉版に昭和 62 年から連載された「ちば人国記」を単行本化。プロ野球選手、高校野球部監督など多彩な野球

人を紹介。 
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