
「後援会文庫」図書一覧

No. 書名 著者名 出版者 請求記号

1
Factfulness : 10の思い込みを乗り越え、データを基に世界を正しく見る習慣

ハンス・ロスリング, オーラ・ロスリング, アンナ・ロスリング・ロン

ランド著/上杉周作, 関美和訳

日経BP社/日経BPマーケ

ティング (発売) 002.7/F11

2 手帳で夢をかなえる全技術 高田晃著 明日香出版社 002.7/Ta28

3 勉強の哲学 : 来たるべきバカのために 千葉雅也著 文藝春秋 002/C42

4 1日1ページ、読むだけで身につく世界の教養365 [正編] デイヴィッド・S・キダー, ノア・D・オッペンハイム著/小林朋則訳 文響社 002/Ki12

5
世界の自己啓発50の名著 (Liberal arts college) T・バトラー=ボードン [著]/野田恭子, 森村里美訳

ディスカヴァー・トゥエ

ンティワン 019.9/B96

6 人間力を高める読書法 (小学館文庫プレジデントセレクト:[Pた3-1]) 武田鉄矢[著] 小学館 019.9/Ta59

7 なぜ、宮崎の小さな新聞が世界中で読まれているのか 松田くるみ著 ごま書房新社 070.67/Mi88

8 犬の力を知っていますか? 池田晶子著/わたくし、つまりNobody編 毎日新聞出版 104/I32

9 14歳からの哲学 : 考えるための教科書 池田晶子著 トランスビュー 104/I32

10 知ることより考えること 池田晶子著 新潮社 104/I32

11 魂とは何か (さて死んだのは誰なのか) 池田晶子著/わたくし、つまりNobody編 トランスビュー 104/I32

12 新・考えるヒント 池田晶子著 講談社 104/I32

13 これからの哲学入門 : 未来を捨てて生きよ 岸見一郎著 幻冬舎 104/Ki58

14 理性の探求 西谷修著 岩波書店 104/N86

15 生きがいについて (神谷美恵子コレクション) 神谷美恵子著 みすず書房 113/Ka39

16 自分で考える勇気 : カント哲学入門 (岩波ジュニア新書:798) 御子柴善之著 岩波書店 134.2/Mi25

17 生きる勇気 : なにが人生を決めるのか アルフレッド・アドラー著/坂東智子訳 興陽館 140/A16

18 自己肯定感を高めるハーバード式ポジティブ心理学 : まんがでわかる 成瀬まゆみ著/前山三都里まんが 宝島社 140/N54

19 マインドセット : 「やればできる!」の研究 キャロル・S・ドゥエック著/今西康子訳 草思社 141.5/D99

20 ヤバい集中力 : 1日ブッ通しでアタマが冴えわたる神ライフハック45 SBクリエイティブ 141.5/Su96

21 スタンフォードの自分を変える教室 (だいわ文庫:[304-1G]) ケリー・マクゴニガル著/神崎朗子訳 大和書房 141.8/Ma99

22 図解でわかるスタンフォードの自分を変える教室 (だいわ文庫) ケリー・マクゴニガル監修 大和書房 141.8/Ma99

23 嫌われる勇気 (自己啓発の源流「アドラー」の教え:[1]) 岸見一郎, 古賀史健著 ダイヤモンド社 145.9/A16

24
マンガでやさしくわかるアドラー心理学 [1] 岩井俊憲著/星井博文シナリオ制作/深森あき作画

日本能率協会マネジメン

トセンター 145.9/A16/1(1)

25 幸せになる勇気 (自己啓発の源流「アドラー」の教え:2) 岸見一郎, 古賀史健著 ダイヤモンド社 145.9/A16/2

26 アドラー流自分らしく生きる心理学 (知的生きかた文庫:[な46-1]) 内藤誼人著 三笠書房 146.1/A16

27 それでも人生にイエスと言う V・E・フランクル著/山田邦男, 松田美佳訳 春秋社 146.8/F44

28 アドラー流「へこまない心」のつくり方 (王様文庫:[B169-4]) 岩井俊憲著 三笠書房 146.8/I93

29 自己肯定感diary : 運命を変える日記 中島輝著 SBクリエイティブ 146.8/N42

30 自己肯定感の教科書 : 何があっても「大丈夫。」と思えるようになる 中島輝著 SBクリエイティブ 146.8/N42(1)

31 その生きづらさ、「かくれ繊細さん」かもしれません 時田ひさ子著 フォレスト出版 146.8/To33

32 死と愛 : ロゴセラピー入門 新版 ヴィクトール・E・フランクル [著]/霜山徳爾訳 みすず書房 146.811/F44

33 幸せになる60の法則 : 逆転の引き寄せ 奥平亜美衣著 中央公論新社 147/O54

34 成功している人の部屋はなぜきれいなのか? (TJ MOOK) 八木龍平監修 宝島社 147/Y16

35 生き方について哲学は何が言えるか (ちくま学芸文庫:[ウ27-1]) バーナド・ウィリアムズ著/森際康友, 下川潔訳 筑摩書房 150/W74

36 大人の友情 (大活字本シリーズ) 河合隼雄著 埼玉福祉会 158/Ka93

37 子供に読み聞かせたい日本人の物語 占部賢志著 致知出版社 159.2/U81
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38 ユダヤの商法 : 世界経済を動かす : 新装版 藤田田著 ベストセラーズ 159.4/F67

39 図解働き方 稲盛和夫著 三笠書房 159.4/I53

40 逆境からの仕事学 (NHK出版新書:505) 姜尚中著 NHK出版 159.4/Ka59

41 これからの生き方。 : 自分はこのままでいいのか?と問い直すときに読む本 北野唯我著/百田ちなこ絵 世界文化社 159.4/Ki69

42 役割 : なぜ、人は働くのか 佐藤芳直著 プレジデント社 159.4/Sa87

43 Simple rules : 「仕事が速い人」はここまでシンプルに考える ドナルド・サル, キャスリーン・アイゼンハート著/戸塚隆将監訳 三笠書房 159.4/Su55

44 飽きる勇気 : 好きな2割にフォーカスする生き方 大草直子著 講談社 159.6/O57

45 自分を育てるのは自分 : 10代の君たちへ 東井義雄著 致知出版社 159.7/To26

46 君たちはどう生きるか 吉野源三郎著 マガジンハウス 159.7/Y92

47 漫画君たちはどう生きるか 吉野源三郎原作/羽賀翔一漫画 マガジンハウス 159.7/YoG

48 いくつになっても、「ずっとやりたかったこと」をやりなさい。 ジュリア・キャメロン著/エマ・ライブリー著/菅靖彦訳 サンマーク出版 159.79/C14

49 鎌田式「にもかかわらず」という生き方 鎌田實著 宝島社 159.79/Ka31

50 生きる力になる言葉 藤尾秀昭著 致知出版社 159.8/F65

51
名言サプリ : 言葉なんかで人生なんて変わらないと思っているあなたに (祥伝社黄金

文庫:Gに6-2) 西沢泰生著 祥伝社 159.8/N87

52 心が元気になる美しい絶景と勇気のことば パイインターナショナル編著 パイインターナショナル 159.8/P15

53 100年後まで残したい日本人のすごい名言 齋藤孝著 アスコム 159.8/Sa25

54 世界の古典と賢者の知恵に学ぶ言葉の力 シン・ドヒョン, ユン・ナル著/米津篤八訳 かんき出版 159.8/Sh62

55 1日1話、読めば心が熱くなる365人の仕事の教科書 藤尾秀昭監 致知出版社 159.84/F65(1)

56 いつも機嫌がいい人の小さな習慣 : 仕事も人間関係もうまくいく88のヒント 有川真由美著 毎日新聞出版 159/A71

57 自分の時間 : 新装新版 アーノルド・ベネット著/渡部昇一訳・解説 三笠書房 159/B35(1)

58
あなたはあなたが使っている言葉でできている ゲイリー・ジョン・ビショップ [著]/高崎拓哉訳

ディスカヴァー・トゥエ

ンティワン 159/B47

59 道は開ける 文庫版 D. カーネギー[著]/香山晶訳 創元社 159/C19

60 漫画バビロン大富豪の教え : 「お金」と「幸せ」を生み出す五つの黄金法則 ジョージ・S・クレイソン原作/坂野旭漫画/大橋弘祐企画・脚本 文響社 159/C76

61
7つの習慣 普及版 スティーブン・R・コヴィー著/フランクリン・コヴィー・ジャパン訳 キングベアー出版 159/C89

62 パラダイムと原則/第1の習慣/第2の習慣 (まんがでわかる7つの習慣:2) 小山鹿梨子まんが 宝島社 159/C89/2

63 第3の習慣/第4の習慣/第5の習慣 (まんがでわかる7つの習慣:3) 小山鹿梨子まんが 宝島社 159/C89/3

64 第6の習慣/第7の習慣/第8の習慣 (まんがでわかる7つの習慣:4) 小山鹿梨子まんが 宝島社 159/C89/4

65 まんがでわかる7つの習慣Plus 小山鹿梨子まんが 宝島社 159/C89/5

66 まんがでわかる7つの習慣 小山鹿梨子まんが 宝島社 159/C89/[1]

67 成功者がしている100の習慣 ナイジェル・カンバーランド著/児島修訳 ダイヤモンド社 159/C95

68 やり抜く力 : 人生のあらゆる成功を決める「究極の能力」を身につける アンジェラ・ダックワース著/神崎朗子訳 ダイヤモンド社 159/D93(1)

69 人生を変えるモーニングメソッド : 朝時間が自分に革命をおこす ハル・エルロッド著/鹿田昌美訳 大和書房 159/E48

70 幸福のための人間のレベル論 : 「気づいた」人から幸せになれる! 藤本シゲユキ著 さくら舎 159/F62

71 人間学入門 : 人間力を高める 藤尾秀昭監修 致知出版社 159/F65

72 プロの条件 : 人間力を高める5つの秘伝 藤尾秀昭文/武田双雲書 致知出版社 159/F65

73 心に響く小さな5つの物語 [1] 藤尾秀昭文/片岡鶴太郎画 致知出版社 159/F65/1

74 小さな人生論 : 「致知」の言葉 2 藤尾秀昭 [著] 致知出版社 159/F65/2
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75 心に響く小さな5つの物語 2 藤尾秀昭文/片岡鶴太郎画 致知出版社 159/F65/2

76 小さな人生論 : 「致知」の言葉 3 藤尾秀昭 [著] 致知出版社 159/F65/3

77 小さな人生論 : 「致知」の言葉 4 藤尾秀昭 [著] 致知出版社 159/F65/4

78 小さな人生論 : 「致知」の言葉 5 藤尾秀昭 [著] 致知出版社 159/F65/5

79 小さな人生論 : 「致知」の言葉 [1] 藤尾秀昭 [著] 致知出版社 159/F65/[1]

80 あやうく一生懸命生きるところだった ハ・ワン文・イラスト/岡崎暢子訳 ダイヤモンド社 159/H45

81 思考は現実化する : アクション・マニュアル、索引つき 46刷 : [新装版] ナポレオン・ヒル著/田中孝顕訳 きこ書房 159/H58

82 生きがいに気づく、いい言葉 : 心が楽になる処方箋 樋野興夫著 PHP研究所 159/H61

83 生きよう今日も喜んで : 平沢興語録 (活学叢書:15) 平沢興著 致知出版社 159/H67

84 偉人賢人の教え (平澤興講話選集生きる力:第1巻) 平澤興著 致知出版社 159/H67/1

85 古典に学ぶ (平澤興講話選集生きる力:第2巻) 平澤興著 致知出版社 159/H67/2

86 人間、この不思議なるもの (平澤興講話選集生きる力:第3巻) 平澤興著 致知出版社 159/H67/3

87 生き方の知恵 (平澤興講話選集生きる力:第4巻) 平澤興著 致知出版社 159/H67/4

88 自分を育てる (平澤興講話選集生きる力:第5巻) 平澤興著 致知出版社 159/H67/5

89
パーソナル・トランスフォーメーション : コロナでライフスタイルと働き方を変革す

る 本田直之著 KADOKAWA 159/H84

90 スタンフォード式生き抜く力 星友啓著 ダイヤモンド社 159/H92

91 99.9%は幸せの素人 : Our happiness depends on wisdom all the way 星渉, 前野隆司著 159/H92

92 生き方 : 人間として一番大切なこと 稲盛和夫著 サンマーク出版 159/I53

93 考え方 : 人生・仕事の結果が変わる 稲盛和夫著 大和書房 159/I53

94 心。 : 人生を意のままにする力 稲盛和夫著 サンマーク出版 159/I53

95 「成功」と「失敗」の法則 稲盛和夫著 致知出版社 159/I53(1)

96 悩む力 [正] (集英社新書:0444C, 0647C) 姜尚中著 集英社 159/Ka59

97 悩む力 続 (集英社新書:0444C, 0647C) 姜尚中著 集英社 159/Ka59/2

98 勝間式ネオ・ライフハック100 : 圧倒的に自由で快適な未来が手に入る! 勝間和代著 KADOKAWA 159/Ka88

99
+(プラス)1cm(センチ)Life(ライフ) : たった1cmの差があなたの未来をがらりと変え

る キム・ウンジュ文/キム・ジェヨンイラスト/小笠原藤子訳 文響社 159/Ki38

100 私は私のままで生きることにした キム・スヒョン著/吉川南訳 ワニブックス 159/Ki39(1)

101 道をひらく : オーディオブック付 松下幸之助著 PHP研究所 159/Ma88

102 しごとのきほんくらしのきほん100 松浦弥太郎著 マガジンハウス 159/Ma89

103 なくなったら困る100のしあわせ 松浦弥太郎著 SBクリエイティブ 159/Ma89

104
スタンフォードの心理学講義人生がうまくいくシンプルなルール ケリー・マクゴニガル著

日経BP社/日経BPマーケ

ティング (発売) 159/Ma99

105 生きることと考えること (講談社現代新書:240) 森有正著 講談社 159/Mo45

106
「やりたいこと」が見つかる時間編集術 : 「4つの資産」と「2つの時間」を使って

人生を変える 長倉顕太著 あさ出版 159/N14

107 20代を無難に生きるな 永松茂久著 きずな出版 159/N15(1)

108 在り方 : 自分の軸を持って生きるということ 永松茂久著 サンマーク出版 159/N15(1)

109 『鬼滅の刃』に学ぶ絶望から立ち上がるための27の言葉 合田周平, 堀田孝之著 笠倉出版社 159/N37

110 運命を拓(ひら)く : 天風瞑想録 (講談社文庫) 中村天風 [著] 講談社 159/N37
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111
心に成功の炎を 中村天風述

日本経営合理化協会出版

局 159/N37

112 科学がつきとめた「運のいい人」 中野信子著 サンマーク出版 159/N39

113 億を稼ぐ人の考え方 中野祐治著 きずな出版 159/N39

114 13歳から分かる!7つの習慣 : 自分を変えるレッスン 「7つの習慣」編集部監修/大西洋イラスト 日本図書センター 159/N48

115 1%の努力 ひろゆき著 ダイヤモンド社 159/N84

116 修養 (タチバナ教養文庫) 新渡戸稲造 [著] たちばな出版 159/N88

117 自動的に夢がかなっていくブレイン・プログラミング アラン・ピーズ, バーバラ・ピーズ著/市中芳江訳 サンマーク出版 159/P32

118 20歳のときに知っておきたかったこと 新版 (スタンフォード大学集中講義:[1]) ティナ・シーリグ著/高遠裕子訳/三ツ松新解説 CCCメディアハウス 159/Se15(1)

119 渋沢栄一「生き方」を磨く 渋沢栄一原著/竹内均編・解説 三笠書房 159/Sh21(1)

120
ものごとに動じない人の習慣術 : 冷静でしなやか、タフな心をつくる秘訣 (KAWADE

夢新書:S417) 菅原圭著 河出書房新社 159/Su28

121
あなたはいつからだって幸せになれる! : 「私に生まれてきてよかった」と心から思

える言葉 鈴木真奈美著 三笠書房 159/Su96

122 きっと明日はいい日になる 田口久人著 PHP研究所 159/Ta19

123 ポジティブの教科書 武田双雲著 主婦の友社 159/Ta59

124 ストレスゼロの生き方 : 心が軽くなる100の習慣 Testosterone著 きずな出版 159/Te84

125 アファメーション : 人生を変える!伝説のコーチの言葉と5つの法則 ルー・タイス著/田口未和訳 フォレスト出版 159/Ti1

126 「言葉」があなたの人生を決める 苫米地英人著 フォレスト出版 159/To49

127 精神科医Tomyが教える1秒で悩みが吹き飛ぶ言葉 Tomy著 ダイヤモンド社 159/To52

128 マンガで「めんどくさい」がなくなる本 鶴田豊和著/藤原ちづる作画/鍋島焼太郎シナリオ原作 フォレスト出版 159/Ts87

129 置かれた場所で咲きなさい (幻冬舎文庫:心-7-1) 渡辺和子 [著] 幻冬舎 159/W46

130 「修養」のすすめ : 人間力を高める 渡部昇一著 致知出版社 159/W46

131
世界一やさしい「やりたいこと」の見つけ方 : 人生のモヤモヤから解放される自己理

解メソッド 八木仁平著 KADOKAWA 159/Y15/(1)

132 自分を休ませる練習 : しなやかに生きるためのマインドフルネス 矢作直樹著 文響社 159/Y16

133 生きる技法 安冨歩著 青灯社 159/Y66

134 自分を強くする : 動じないメンタルと能力が身につく本 横山信弘著 フォレスト出版 159/Y79

135 習慣が10割 吉井雅之著 すばる舎 159/Y88

136 のんびり、ゆったり、ほどほどに : 「がんばらない菩薩」のすすめ ひろさちや著 佼成出版社 180.4/H72

137 思いやりのある生活 (知恵の森文庫) ダライ・ラマ十四世テンジン・ギャムツォ[著]/沼尻由起子訳 光文社 180.9/B79

138 釈迦にまなぶ (ひろさちやのいきいき人生:1) ひろさちや著 春秋社 181/H72/1

139 禅にまなぶ (ひろさちやのいきいき人生:2) ひろさちや著 春秋社 181/H72/2

140 浄土にまなぶ (ひろさちやのいきいき人生:3) ひろさちや著 春秋社 181/H72/3

141 密教にまなぶ (ひろさちやのいきいき人生:4) ひろさちや著 春秋社 181/H72/4

142 イエスにまなぶ (ひろさちやのいきいき人生:5) ひろさちや著 春秋社 181/H72/5

143 般若心経絵本 諸橋精光作 小学館 183.2/M75

144 寂聴般若心経 : 生きるとは 瀬戸内寂聴著 中央公論新社 183.2/Se93

145
ブッダの獅子吼 : 原始仏典・法華経の仏教入門 北川達也著

COBOL/日販アイ・

ピー・エス(発売) 183/Ki63
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146 反応しない練習 : あらゆる悩みが消えていくブッダの超・合理的な「考え方」 草薙龍瞬著 KADOKAWA 184/Ku83

147 眠れないほど面白い空海の生涯 (王様文庫:6885, [D12-14]) 由良弥生著 三笠書房 188.52/Ku27

148 気持ちが折れない禅の習慣 枡野俊明著 秀和システム 188.84/Ma68

149 2万人の人生を変えた23通の手紙 : 夢をかなえる「いちばん簡単な考え方」 立花大敬著/池田光編 イースト・プレス 188.84/Ta13

150
二十歳(ハタチ)のとき、何をしていたか? (Magazine House mook) (Popeye books) [マガジンハウス] 280.4/Ma29

151 ポストコロナ期を生きるきみたちへ (犀の教室) 内田樹編/斎藤幸平 [ほか] 著 晶文社 304/U14

152 リベラリズムと正義の限界 M.J.サンデル著/菊池理夫訳 勁草書房 309.1/Sa62

153 公共哲学 : 政治における道徳を考える (ちくま学芸文庫:[サ28-1]) マイケル・サンデル著/鬼澤忍訳 筑摩書房 311.1/Sa62

154 これからの「正義」の話をしよう : いまを生き延びるための哲学 マイケル・サンデル著/鬼澤忍訳 早川書房 311.1/Sa62

155 Justice : a reader : pbk edited by Michael J. Sandel Oxford University Press 311.1/Sa62

156 世界と僕のあいだに タナハシ・コーツ著/池田年穂訳 慶應義塾大学出版会 316.853/C81

157 夜と霧 新版 ヴィクトール・E・フランクル [著]/池田香代子訳 みすず書房 316.88/F44

158 いのちの証言 : ナチスの時代を生き延びたユダヤ人と日本人 六草いちか著 晶文社 316.88/R63

159 それをお金で買いますか : 市場主義の限界 マイケル・サンデル著/鬼澤忍訳 早川書房 331.15/Sa62

160
スティーブ・ジョブズ驚異のイノベーション : 人生・仕事・世界を変える7つの法則 カーマイン・ガロ著/井口耕二訳

日経BP社/日経BPマーケ

ティング (発売) 335.13/J56

161
自分の小さな「箱」から脱出する方法 : 人間関係のパターンを変えれば、うまくい

く! アービンジャー・インスティチュート著/冨永星訳 大和書房 336.49/A67

162 1分で話せ : 世界のトップが絶賛した大事なことだけシンプルに伝える技術 伊藤羊一著 SBクリエイティブ 336.49/I91

163 モラルの起源 : 実験社会科学からの問い (岩波新書:新赤版 1654) 亀田達也著 岩波書店 361.4/Ka33

164 こうすれば必ず人は動く D・カーネギー著/田中孝顕訳 きこ書房 361.454/C19

165
わかりあえないことから : コミュニケーション能力とは何か (講談社現代新書:2177) 平田オリザ著 講談社 361.454/H68

166 みんな、どんなふうに働いて生きてゆくの? (自分の仕事を考える3日間:2) 西村佳哲著 弘文堂 366.29/N84

167
理解するってどういうこと? : 「わかる」ための方法と「わかる」ことで得られる宝

物 エリン・オリヴァー・キーン著/山元隆春, 吉田新一郎訳 新曜社 371.4/Ke18

168 社会人基礎力が身につくキャリアデザインブック 自己理解編 寿山泰二著 金子書房 377.9/Su89/1

169 大学生のためのキャリアデザイン入門 岩上真珠, 大槻奈巳編 有斐閣 377.95/I93

170 「育ちがいい人」だけが知っていること 諏内えみ著 ダイヤモンド社 385.9/Su73

171
日本人のしきたり : 正月行事、豆まき、大安吉日、厄年…に込められた知恵と心 (青

春新書intelligence:PI-046) 飯倉晴武編著 青春出版社 385/I27

172 人を幸せにする魂と遺伝子の法則 村上和雄著 致知出版社 467.2/Mu43

173 スイッチ・オンの生き方 : 遺伝子が目覚めれば、人生が変わる : 子供にも教えたい 村上和雄著 致知出版社 467.2/Mu43

174 人間この未知なるもの 改訂新版 アレキシス・カレル著/渡部昇一訳・解説/江藤裕之編集 三笠書房 469/C22

175 精神科医Tomyの自分をもっと好きになる「自己肯定感」の育て方 精神科医Tomy著 マガジンハウス 493.79/To52

176 最高の体調 : 100の科学的メソッドと40の体験的スキルから編み出した (Active

health:001) 鈴木祐 著

クロスメディア・パブ

リッシング/インプレス

(発売) 498.3/Su96
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177
精神科医が教えるストレスフリー超大全 : 人生のあらゆる「悩み・不安・疲れ」をな

くすためのリスト 樺沢紫苑著 ダイヤモンド社 498.39/Ka11

178 スタンフォードのストレスを力に変える教科書 ケリー・マクゴニガル著/神崎朗子訳 大和書房 498.39/Ma99

179 書くだけで人生が変わる自己肯定感ノート 中島輝著 SBクリエイティブ 498.39/N42

180 おしゃれな大人が実は!している小さな習慣 (ナチュリラ別冊) 主婦と生活社 589.2/Sh99

181
忙しくても毎日が整うシンプルライフ入門 (日経BPムック. 日経ホームマガジン)

日経BP/日経BPマーケ

ティング (発売) 590.4/N73

182
捨てればいいってもんじゃない : 暮らしと生き方を簡素化して人生が変わった僕のシ

ンプリストライフ エヌケン著 KADOKAWA 590/E64

183 シュレディンガーの哲学する猫 : シュレ猫とコトハ 竹内薫, 竹内さなみ原作/新崎三幸漫画 イースト・プレス 726.1/Ta67

184 水木しげる : 鬼太郎、戦争、そして人生 (とんぼの本) 水木しげる, 梅原猛, 呉智英著 新潮社 726.101/Mi95

185 地球生まれで旅育ち : ヤマザキマリ流人生論 ヤマザキマリ著 海竜社 726.101/Y48

186 366日映画の名言 品川亮選・文 三才ブックス 778.04/Sh58

187 一切なりゆき : 樹木希林のことば (文春新書:1194) 樹木希林著 文藝春秋 778.21/Ki22

188 信念を貫く (新潮新書:355) 松井秀喜著 新潮社 783.7/Ma77

189 弱者の流儀 : 野村克也31の考え 野村克也著 ポプラ社 783.7/N95

190 野球と人生 : 最後に笑う「努力」の極意 (青春新書intelligence:PI-584) 野村克也著 青春出版社 783.7/N95

191
世界最高の話し方 : 1000人以上の社長・企業幹部の話し方を変えた!「伝説の家庭教

師」が教える門外不出の50のルール 岡本純子著 東洋経済新報社 809.2/O42

192 話し方入門 文庫版 D・カーネギー著/市野安雄訳 創元社 809.4/C19

193 スタンフォードの「英語ができる自分」になる教室 : [対訳] ケリー・マクゴニガル著/『CNN english express』編集部編訳 朝日出版社 830.7/Ma15

194
日本人なら知っておきたい日本文学 : ヤマトタケルから兼好まで、人物で読む古典 蛇蔵, 海野凪子著 幻冬舎 910.2/H51

195 幸田露伴の語録に学ぶ自己修養法 渡部昇一著 致知出版社 910.268/Ko19

196 牛のようにずんずん進め : 夏目漱石の人生論 齊藤孝著 草思社 910.268/N58

197
そのままでいい : 100万いいね!を集めた176の言葉 田口久人 [著]

ディスカヴァー・トゥエ

ンティワン 911.56/Ta19

198 ジョージカックルのWELL WELL WELL : スローでメローな人生論 ジョージ・カックル著 小学館 914.6/C82

199 20代で得た知見 F著 KADOKAWA 914.6/F11

200 言葉が鍛えられる場所 : 思考する身体に触れるための18章 平川克美著 大和書房 914.6/H64

201 見えないものとの対話 : 喪われた時間を呼び戻すための18章 平川克美著 大和書房 914.6/H64

202 鋼のメンタル (新潮新書:679) 百田尚樹著 新潮社 914.6/H99

203
いま伝えたい!子どもの心を揺るがす"すごい"人たち : 魂の編集長が選んだ「教科書

に載せたい」新聞の社説 水谷もりひと著 ごま書房新社 914.6/Mi97

204 希望・勇気・感動溢れる珠玉の43編 (日本一心を揺るがす新聞の社説:2) 水谷もりひと著 ごま書房新社 914.6/Mi97/2

205 「感動」「希望」「情」を届ける43の物語 (日本一心を揺るがす新聞の社説:3) 水谷もりひと著 ごま書房新社 914.6/Mi97/3

206 「感謝」「美徳」「志」を届ける41の物語 (日本一心を揺るがす新聞の社説:4) ごま書房新社 914.6/Mi97/4

207 それは朝日でも毎日でも読売でもなかった (日本一心を揺るがす新聞の社説:[1]) 水谷もりひと著 ごま書房新社 914.6/Mi97/[1]

208 人生は美しいことだけ憶えていればいい 佐藤愛子著 PHP研究所 914.6/Sa85

209 利他 : 人は人のために生きる (小学館文庫:[せ1-5]) 瀬戸内寂聴, 稲盛和夫著 小学館 914.6/Se93
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210 悔いなく生きよう 瀬戸内寂聴著 祥伝社 914.6/Se93

211 日本人の甘え (新潮新書:686) 曽野綾子著 新潮社 914.6/So44

212 自分の価値 曽野綾子著 扶桑社 914.6/So44

213 知的生活習慣 (ちくま新書:1104) 外山滋比古著 筑摩書房 914.6/To79

214 昭和前期の青春 (ちくま文庫:[や22-35]) 山田風太郎著 筑摩書房 914.6/Y19

215 杜甫のユーモアずっこけ孔子 興膳宏著 岩波書店 920.4/Ko98

216 はみだしインディアンのホントにホントの物語 (Super!YA) シャーマン・アレクシー著/エレン・フォーニー絵/さくまゆみこ訳 小学館 933.7/A41

217
マンガでわかるチーズはどこへ消えた?

スペンサー・ジョンソン [原] 著/星井博文シナリオ/松浦まどか, 多田

あゆ実マンガ 扶桑社 933.7/J64

218 「星の王子さま」に聞く生きるヒント : サン=テグジュペリ名言集 稲垣直樹著/アントワーヌ・ド・サン=テグジュペリ挿絵 平凡社 950.278/Sa22
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