
🌸　贈る言葉

タイトル 著者名 出版社 刊行年 資料コード

心に残る入学式・卒業式のあいさつ 鳥谷 朝代／監修 日本文芸社 2014 1110356431

伊集院静の「贈る言葉」 伊集院 静／著 集英社 2012 1110070123
これから社会に出るきみへ
有名人が贈る60の勇気

エドワード・ホフマン／編
田村 浩／訳

草思社 2005 1108319052

未来を拓く君たちへ
なぜ、　我々は「志」を抱いて生きるのか

田坂 広志／著 くもん出版 2005 1108268424

送る言葉迎える言葉 山住 正己／[著] 岩波書店 1997 1100399300

未来への提言　青少年へ贈る言葉 文教図書出版 1997 1101698866
自分の幸せは自分でつくれ
松下幸之助新入社員に贈ることば

松下 幸之助／[述] PHP研究所 1994 1101497665

親から子へ-門出に贈る言葉 パイロット萬年筆 1980 1107219428

🌸　励ます言葉

自分を励ます英語名言101 小池直己／著 岩波書店 2020 1111074223

生きつづける言葉 平尾誠二／著 PHP研究所 2018 1110881354

言葉の贈り物 若松英輔／著 亜紀書房 2016 1110839972

必ず出会える!人生を変える言葉2000 西東社編集部／編 西東社 2015 1110408638

羽生結弦　誇り高き日本人の心を育てる言葉 楓書店編集部／編 楓書店 2014 1110385869

切に生きる 瀬戸内 寂聴／著 扶桑社 2013 1110095898
運命を変えた33の言葉　　　　　　　　　　　　　　　　　
　   プロフェッショナル仕事の流儀

NHK「プロフェッショナル」        
    制作班 ／著

NHK出版 2013 1110139977

人生を勝利に導く金言 野村 克也／著 致知出版社 2012 1110024146

100歳の金言 日野原 重明／著 ダイヤモンド社 2012 1110047071

言葉の力　心豊かに生きる43のヒント! PHP研究所／編 PHP研究所 2012 1110027560

ちいさなてのひらでも やなせ たかし／著 双葉社 2011 1108761444
人生と仕事を変えた57の言葉　　　　　　　　　　　　　　　　
　     「プロフェッショナル仕事の流儀」決定版

NHK「プロフェッショナル」        
  制作班／著

NHK出版 2011 1108736636

スティーブ・ジョブズ全発言　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　  世界を動かした142の言葉

桑原 晃弥／著 PHP研究所 2011 1110060827

とにかく、やってみなはれ　西堀榮三郎語録 西堀 榮三郎／[著] PHP研究所 2009 1108856038

いま,きみを励ますことば 中村 邦生／著 岩波書店 2007 1108434869

がばいばあちゃんの勇気がわく50の言葉 島田 洋七／著 徳間書店 2007 1108436849

言技力　人の心の中に生き続ける100の言葉 鈴木 健二／著 グラフ社 2006 1108109339

夢をつかむイチロー262のメッセージ イチロー／[述] ぴあ 2005 1108289966

命のことば 瀬戸内 寂聴／著 講談社 2005 1107884379

しあわせ駆けこみ寺　心がふわりと軽くなる88の言葉 玄 秀盛／著 ベストセラーズ 2005 1108297050

強く生きる言葉 岡本 太郎／著 イースト・プレス 2004 1108202316
ただ自然に　比叡山・千日回峯行 
      酒井雄哉画賛集

酒井 雄哉／著 小学館 2001 1106004102

心をささえる50の言葉  きっと元気が近づいてくる！ 富田 富士也／著 PHP研究所 2001 1105912230

生きる勇気が湧いてくる魔法のほめ言葉 沢登 春仁／編著 講談社 2001 1105994725

しあわせはいつも 相田 みつを／著 文化出版局 1999 1101939260

元気がでる英語 杉田 敏／著 ビジネス社 1999 1108118512

本田宗一郎語録　 本田宗一郎研究会／編 小学館 1998 1101827218

元気語録400選 このひとことが幸運の扉を開く 竹内 均／[編著] 講談社 1998 1106777392
人生を励ます「この一言」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　 生きるヒント、名言の知恵200

秋庭 道博／著 プレジデント社 1997 1101492724

いちずに一本道いちずに一ツ事 相田 みつを／著 佼成出版社 1992 1100133733

人生を豊かにする言葉 現代言語セミナー／編 PHP研究所 1986 1106733171
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🌸　名言・格言

タイトル 著者名 出版社 刊行年 資料コード

世界の名言名句1001 ロバート・アープ／責任編集三省堂 2018 1111003834

中国名言集一日一言 井波律子／著 岩波書店 2017 1110593439

佐藤優選-自分を動かす名言 佐藤優／著 青春出版社 2017 1110572383

孤高のことば　強く生きる名言88 萱野 稔人／監修 東京書籍 2014 1110186887

10代のための古典名句名言 佐藤 文隆／著 岩波書店 2013 1108971811
ビジネスの武器として使える　　　　　　　　　　　　　　　　　
   　 中国古典の名言至言ベスト100　英訳つき

竹内 良雄／著 集英社 2013 1110126735

「座右訓」大全 祥伝社書籍編集部／編 祥伝社 2012 1110010343

スティーブ・ジョブズ英語で味わう魂の名言 桑原 晃弥／著 PHP研究所 2012 1110060710

D・カーネギー名言集 ドロシー・カーネギー／編 創元社 2010 1110074547

武士の一言　逆境を打ち破った男たちの名言 火坂 雅志／著 朝日新聞出版 2010 1108900026

知っておきたい日本の名言・格言事典 大隅 和雄／著 吉川弘文館 2005 1108299510
座右の銘　信念・勇気・決断 
　  自らの道をひらく-人生の要諦と叡智

ティーケイシー出版編集部
／編集

ティーケイシー出版 2004 1108068071

名言は人生を拓く　生き方上手になる「517の教え」 加藤 諦三／著・訳 講談社 1994 1100395233

仏教名言一〇八の知恵 松涛 弘道／著 日本文芸社 1982 1106689373

🌸　人生訓

一切なりゆき　樹木希林のことば 樹木希林／著 文藝春秋 2019 1111016794
人生の先達に学ぶまっすぐな生き方　　　　　　　　　　　　
　　 日本人の大切にしてきた心

木村耕一／著 1万年堂出版 2017 1110823315

幸せになる勇気 岸見一郎／著 ダイヤモンド社 2016 1110577226

本音で生きる 堀江 貴文／著 SBクリエイティブ 2016 1110557038
一生モノの超・自己啓発                                          
       京大・鎌田流「想定外」を生きる

鎌田 浩毅／著 朝日新聞出版 2015 1110561311

自分を敬え。　超訳・自助論  辻 秀一／編訳[著] 学研パブリッシング 2015 1110508817

やなせたかしみんなの夢まもるため やなせ たかし／著 NHK出版 2014 1110380936

養老訓 養老 孟司／著 埼玉福祉会 2014 1108984129

ノーベル物理学者が教える「自分力」の磨き方 益川 敏英／著 ブックマン社 2014 1110198379

世界を「あっ!」と言わせた日本人 今こそ知っておきたい黄 文雄／著 海竜社 2014 1110157110

ほがらかに品よく生きる　モタさんの言葉 斎藤 茂太／著 新講社 2013 1110133673

何のために生まれてきたの?　希望のありか やなせ たかし／著 PHP研究所 2013 1110105762

情熱のスイッチ 齋藤 孝／著 大和書房 2012 1110079835

いつも元気、いまも現役　老いてこそ輝く人生! 長寿科学振興財団／監修 厚生科学研究所 2012 1110059423

心を整える。　勝利をたぐり寄せるための56の習慣 長谷部 誠／著 幻冬舎 2011 1108753813

水木さんの「毎日を生きる」 水木 しげる／著 角川マガジンズ 2011 1110047642

日本人だけが知らない世界から絶賛される日本人 黄 文雄／著 徳間書店 2011 1108792191

イチロー式逆境力 児玉 光雄／著 ぶんか社 2009 1108605039

一日一生 酒井 雄哉／著 朝日新聞出版 2009 1108811082

生きがい。 三浦 雄一郎／著 山と溪谷社 2008 1108480623

はつらつ力　この人たちの元気をもらおう 日本経済新聞社／編 日本経済新聞社 2005 1108294404

大切なこと 松下 幸之助／文 PHP研究所 2004 1107171629

勇気凛々こんな人生 谷沢 永一／著 講談社 2003 1108284322

私がこれまで「笑って生きて」こられた理由 斎藤 茂太／著 新講社 2003 1108174713

いま、生きる力 岡本 敏子／著 青春出版社 2002 1107017822

背中を押してくれる50のヒント 中谷 彰宏／著 三笠書房 1998 1101849519

デール・カーネギーに学ぶ7つの生きる力 田中 真澄／著 大和出版 1998 1101876033

松下幸之助〈一日一話〉　仕事の知恵・人生の知恵 松下 幸之助／[著] PHP研究所 1982 1107413054

茂太流元気術　ごきげんに生きるぼくのノウハウ 斎藤 茂太／著 創拓社 1981 1106386343

道をひらく 松下 幸之助／著 PHP研究所 1968 1102607056


