
中脇初枝
世界の果てのこどもたち
たくさんの死を見た。空襲で家族を失った。自分の故郷
ではない国で生きていかなければならなかった。でも、
そこにはいつだって、国境を越えた友情があった。

1,728円　講談社
ISBN978-4-06-219539-3

富樫康明
それでも人生にＹＥＳを
幼少期の闘病生活、信じた社会からの裏切り、かけがえ
のない人との死別……。それでも人生を否定せず、ひた
むきに生きる著者を支えた人々と、珠玉のことばたち。

1,404円　WAVE 出版
ISBN978-4-87290-751-3

錦織　圭／秋山英宏
頂点への道
本人が 2010 年からつづってきた生の言葉で、試合の
内幕、負傷の苦悩、戦いへの決意が語られる。  国民的
ヒーローの初めての自著、テニスファンならずとも必携。

1,674円　文藝春秋
ISBN978-4-16-390251-7 

山本　弘
翼を持つ少女
中高一貫の国際学園で、ＳＦ小説大好きな 15 歳の内気
な少女がビブリオバトル部に入部、個性的な仲間と活動
を始めるが…。本格的ビブリオバトル青春小説！

2,052円　東京創元社
ISBN978-4-488-01820-7 

稲盛和夫
考え方ひとつで人生は変わる
挫折と苦悩の青春時代を越えて「京セラ」「KDDI」をつ
くり、「日本航空」を再生させた著者が、仕事と人生でいち
ばん大切にすべきことを、未来を担う若い人に熱く語る !

1,404 円　ＰＨＰ研究所
ISBN978-4-569-78468-7

サキ／和爾桃子（訳）
クローヴィス物語
皮肉屋で悪戯好き、舌先三寸で周囲を振りまわす青年ク
ローヴィスが起こす騒動、また聞き手として引き出す物
語の数々。“短篇の名手”サキの代表的短篇集を初の完訳。

1,404 円　白水社
ISBN978-4-560-07199-1

ヤマザキマリ
国境のない生き方
虫や魚と遊んだ幼少期、反発した中高生時代。芸術家から
刺激を受けた留学の日々にさまざまなトラブル。強烈な経
験やディープな読書による著者の半生と人生哲学を公開。

799円　小学館
ISBN978-4-09-825215-2

ＮＨＫ「幸福学」白熱教室制作班ほか
「幸せ」について知っておきたい５つのこと

「幸福」は心の問題ではない。「コーヒーの買い方」といっ
たちょっとした習慣を変えればだれでも幸せになれる。
そんなレッスンを２人の研究者が科学的に解き明かす。

1,620円　KADOKAWA
ISBN978-4-04-601053-7

雨宮処凛
14 歳からの戦争のリアル
集団的自衛権ってなに ?  戦争の民営化ってなに ?　「戦
争できる国」って、どういうこと ? イラク、アフガン、
太平洋戦争―。" 戦場 " を体験した人たちのリアル。

1,404円　河出書房新社
ISBN978-4-309-61695-7

椰月美智子 
14 歳の水平線
好きなサッカー部も辞めてしまった中２の加奈太。最近、
息子の気持ちが掴めない征人。息子と父親、そしてかつ
て少年だった父親の視点で交互に描く、感動傑作！

1,620円　双葉社
ISBN978-4-575-23910-2

清水真砂子
大人になるっておもしろい？
大人になる直前のとまどいや悩みは尽きず、未来に希望
を思い描くのもむずかしい。そんな 10 代に、伸びやか
に自由に生きようと呼びかける、青春の羅針盤。 

907円　岩波書店
ISBN978-4-00-500801-8

吉本ばなな
おとなになるってどんなこと？
勉強しなくちゃダメ？ 普通って？ 生きることに意味は
あるの？ 死ぬとどうなるの？ 人生について、生まれて
きた目的について吉本ばななさんからのメッセージ。

734円　筑摩書房
ISBN978-4-480-68942-9

●この書目は、各都道府県の読書推進運動協議会から寄せられた推薦を基にして選定したものです。本を選ぶ手がかりにしてください

●書店で目的の書籍をご注文のときに ISBN の番号を明示すると便利です  ●定価は 5% 税込価格です

田中正人／斎藤哲也（編集・監修）
哲学用語図鑑
古代から現代までの哲学の概念・用語を、親しみやすい
イラストで完全にビジュアル化した「とにかくわかりや
すい」入門書。学び初めも学び直しもこの一冊から。

1,944円　プレジデント社
ISBN978-4-8334-2119-5 

中山七里
総理にされた男
総理の“替え玉”にされた売れない舞台役者が国民の怒
りと願いを代弁する。読み終えたあとの爽快感は必至 !
ポリティカル・エンターテインメント小説 ! 

1,728 円　ＮＨＫ出版
ISBN978-4-14-005670-7

ゴルゴ松本
あっ！ 命の授業
３年ほど前からボランティアで少年院を回り、少年たち
に独自の漢字を使った授業をしていた著者。 だれもが
受けたがっていた「命の授業」が待望の書籍化 ! 

1,404円　廣済堂出版
ISBN978-4-331-51935-6

似鳥昭雄
運は創るもの
度胸と愛嬌があれば、人生なんとかなる。―23 歳でニ
トリ家具を創業し、日本一の家具チェーンに育て上げた、
似鳥昭雄の波瀾万丈の一代記。大反響の連載を書籍化。

1,620円　日本経済新聞出版社
ISBN978-4-532-32021-8

若いひとたちが本を読まなくなったといわれて、
久しくなります。
若い人たちが本を読まなくなったという
年上のひとたちの言葉は、
若いときにこそ本を読むべきであったという、
後悔の言葉でもあります。
あなたのみずみずしい感性、好奇心、柔軟な思考、
そうしたものを豊かに持ち合わせている

〈若いとき〉に読書をすることは、
後の生き方に必ずや大きな実りをもたらします。
あなたが読書を日常のなにげない習慣にすれば、
思いもかけない幸せな「本との出会い」が
きっとやってくるにちがいありません。

ＮＨＫ「幸福学」白熱教室
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「読書週間」のマーク

公益社団法人

読書推進運動協議会
〒 162-0828  東京都新宿区袋町６

（日本出版クラブ会館内）
電話(03)3260-3071
FAX(03)5229-1560
http://www.dokusyo.or.jp

公益社団法人 読書推進運動協議会（略称＝読進協）は、
読書の推進によって、わが国の文化の向上に寄与することを
目的として、昭和 34 年の「読書週間」を契機に、
図書館界と出版界の総意のもとに結成されたものです。
現在、全国 40 の都道府県に読進協の設立をみて、
手を携えて読書推進運動を実施しています。
秋の「読書週間」、春の「こどもの読書週間」を主催し、
1 ～ 3 月には「若い人に贈る読書のすすめ」、
9 月には「敬老の日・読書のすすめ」を実施しています。
また、地域の読書グループ活動を支援するなど、
多彩な運動を展開しています。

図書館・書店印

五郎丸　歩／大友信彦（編）
不動の魂
ラグビーと出会った幼少時代から花園での挫折、早稲田
→ヤマハ、そして日本代表として過ごしてきた日々を振
り返りつつ、自分とラグビーのすべてを語り尽くす！

1,728円　実業之日本社
ISBN978-4-408-45528-0

森谷明子
春や春

「俳句甲子園」を目指して俳句同好会を設立。初めはば
らばらだった 6 人の個性が“俳句バトル”で輝きを増す !
少女たちの友情と成長がまばゆい、圧倒的青春小説 !! 

1,728円　光文社
ISBN978-4-334-91025-9

小路幸也
花咲小路二丁目の花乃子さん
ユニークな人々の暮らす花咲小路商店街。「花の店 にら
やま」を営む花乃子さんの元で居候を始めた 10 代の女
の子が主人公。ある日気がかりなお客さんが来店して―。

1,728円　ポプラ社
ISBN978-4-591-14658-3

トマ・ピケティ／山形浩生ほか（訳）
21世紀の資本
経済的格差は長期的にどのように変化してきたのか ? 
所得の分配と経済成長は、今後どうなるのか ? 格差につ
いての議論に大変革をもたらしつつある、ベストセラー。

5,940円　みすず書房
ISBN978-4-622-07876-0

水戸岡鋭治
鉄道デザインの心

「ななつ星」や「或る列車」などの鉄道デザインを手掛
けた水戸岡鋭治氏が、徹底した顧客目線の仕事哲学を披
露、熱のこもった“ものづくり”の心を語った一冊。

2,160円　日経 BP社
ISBN978-4-8222-7541-9

やましたひでこ
「めんどくさい」をやめました。

ことばは使い方しだいでゴミにも宝にもなる！　
口癖を見つめ直せば人生は調（ととの）えていけるはず。
口癖は「見えない自分」を映し出す鏡！ 

1,404円　祥伝社
ISBN978-4-396-61515-4 

金原ひとみ
持たざる者
震災、子どもの死、義理の家族との軋轢… 抗いようの
ない形で人生が進んでゆく 4 人の 30 代の男女。四者
四様の思いが絡まり、人生の葛藤が鮮やかに描かれる。

1,404円　集英社
ISBN978-4-08-771606-1

エドワード・Ｏ・ウィルソン／北川玲（訳）
若き科学者への手紙
二度のピューリッツァー賞を受賞し、世界屈指の生物学者
として知られる著者が、「科学の世界で成功するために知っ
ておくべきこと」を記した 20 通の熱いメッセージ。

1,620円　創元社
ISBN978-4-422-40024-2

村上春樹／フジモトマサル（絵）
村上さんのところ
期間限定サイトで、村上春樹が 3 か月半にわたって続
けた回答は、3716 問！ 選りすぐりの名問答をセレク
トして、フジモトマサルのイラストを加えた愛蔵版 。

1,404円　新潮社
ISBN978-4-10-353431-0

高橋源一郎
ぼくらの民主主義なんだぜ
課題の解決に必要な柔らかい思考の根がとらえる、みん
なでつくる「ぼくらの民主主義」のためのエッセイ 48。
大きな声より小さな声に耳をすませた、前人未到の傑作。

842円　朝日新聞出版
ISBN978-4-02-273614-7


