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小学校低学年以上 

１ 読み物 強くしなやかなこころを育てる! こども孫子の兵法 

 

 

著 者 齋藤 孝 

出版社 日本図書センター 

 

〔推薦者のコメント〕 

生き方を教えてくれる本。昔は祖父母、曽祖父母、近所の年配者が

語って伝えてくれた人生観（生き方）。それを子供だけで読んでもわか

りやすく教えてくれます。 

 

  

 

 

２ 読み物  心を育てる こども論語塾 

 著 者 安岡 定子、田部井 文雄 

出版社 ポプラ社 

 

〔推薦者のコメント〕 

子どもの道徳心の拠所となる論語を分かりやすく解説している。 

 

※「１４ 壁を乗り越える論語塾」のコメントも参照 
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小学校中学年以上 

３ 読み物 大好きなことを「仕事」にしよう 

 著 者 中村 修二 

出版社 ワニブックス 

〔推薦者のコメント〕 

本書の著者は、青色発光ダイオードの開発により 2014 年にノーベ

ル物理学賞を受賞した中村修二氏。ご自身の経験から遣り甲斐のある

「仕事」の見つけ方を紹介しています。夢に満ち溢れている小・中学

生が、将来就く職業について考える際に一つの指針となる一冊です。 

 
 

 

 

４ 読み物  きまぐれロボット 

 著 者 星 新一 

出版社 KADOKAWA 

 

〔推薦者のコメント〕 

まずは、「読書って楽しいんだ」と思ってほしい。読みやすくて面白

い本を選びました。 

 

  

 

 

５ 読み物 シートン動物記 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

著 者 Ｅ．Ｔ．シートン 

出版社 KADOKAWA 

 

〔推薦者のコメント〕 

動物に対する愛情にあふれたまなざしから、人としてのやさしさ、

自然に対する畏敬の念を学んでほしいと思います。 
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６ 読み物 世界一素朴な質問、宇宙一美しい答え 

 著 者 ジェンマ・エルウィン・ハリス 

出版社 河出書房新社 

 

〔推薦者のコメント〕 

大人が読んでも大変おもしろいです。というより、大人が本気で子

供の疑問に答える姿が美しいです。 

 

  

 

 

７ 読み物  銀河鉄道の夜、やまなし 他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

著 者 宮沢 賢治 

出版社 新潮社ほか 

 

〔推薦者のコメント〕 

宮沢賢治の作品は想像力をかきたて、人に献身することが自分の幸

福につながることを良く感じさせてくれます。 
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小学校高学年以上 

８ 読み物 10 年後の仕事図鑑 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

著 者 落合 陽一、堀江 貴文 

出版社 SB クリエイティブ 

〔推薦者のコメント〕 

将来への不安をあおる報道が多い中、今の仕事や社会、お金はどう

なっていくのか。今までの価値観にとらわれている自分では子供に有

益なアドバイスもなかなかしてやれないと感じます。ＩＴやＡＩとい

う変革とともに、変化する社会や価値観とともに「消える仕事」と「生

み出される仕事」を紹介している。それをネガティブにとらえるかポ

ジティブにチャンスととらえられるかは読む側次第。新たな世界に向

かうヒントが見つかるかもしれません。 

 
 

 

 

９ 読み物 21 世紀に生きる君たちへ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

著 者 司馬 遼太郎 

出版社 朝日出版社 

 

〔推薦者のコメント〕 

司馬遼太郎が未来を創造する子どもたち、そして日本人に贈る心の

メッセージ。「人間は自然によって生かされてきた」など人生で最も大

切なものを小学校５、６年生に向けた日本語と英語対訳で書かれた 40

ページ程の本。親子で読むと共通の価値観に繋がるかも!! 

 

  

 

 

１０ 読み物 野口 英世 

 著 者 浜野 卓也 

出版社 ポプラ社 

 

〔推薦者のコメント〕 

貧しさ、大火傷、周囲の手助け、人を救う熱意、母への愛、そして

何よりも努力。すべてが詰まった人生。臨終の言葉といわれる「私に

は分からない」が“今度は自分たちが未来を切り開いていく”という

子供たちの気持ちを駆り立てる一冊でもあると思う。 
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１１ 読み物 君たちはどう生きるか 

 著 者 （作）吉野源三郎 （画）羽賀翔一 

出版社 マガジンハウス 

 

〔推薦者のコメント〕 

小・中学生だけでなく、大人にとってもそれぞれの世代で考えさせ

られる本だと思います。 
 

〔推薦者のコメント〕 

主人公は、中学二年生。学校や日常生活の中で、あるいは、友達と

の間で起きる様々な出来事を通して、 

・自己中心的な考えへの戒め 

・誰かのために生きる（行動する）こと 

・探究心を忘れてはならないこと 

・相手を思いやる人間らしい言動をとり、よい関係を築くことが大事 

・人間の価値を貧富で判断しないこと 

など、人として大切なことを教えている。そのことを自ら考えながら、

答えを出して生きていかないといけないと教えており、参考になると

思います。 
 

 

 

１２ 読み物 ぼくらのサイテーの夏 

 著 者 笹生 陽子 

出版社 講談社 

 

〔推薦者のコメント〕 

家族・兄弟・友達について考える１冊。 

 

  

 

 

  



中学生以上 

１３ 知識  新 13 歳のハローワーク 

 著 者 村上 龍 

出版社 幻冬舎 

〔推薦者のコメント〕 

子どもたちが勉強するときに漠然とでもいいので将来の「職業」を

イメージすることはとても意味のあることではないでしょうか。この

本には 600 以上の仕事について作者なりのユーモアと愛情に溢れ、か

ついくぶんシニカルな説明が収められています。もちろん急いで職業

を決める必要はありません。作者は「28 歳」が職業を決める年齢の目

安だと言っています。28－13＝15、、、13 歳にはまだ 15 年の時間があ

るのです。 

 
 

 

 

１４ 読み物 壁を乗り越える論語塾 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

著 者 安岡 定子 

出版社 PHP 研究所 

〔推薦者のコメント〕 

教育の普及は、鎌倉時代に武士階級の子弟が寺に預けられ、四書

五経など東洋の古典を学んだことに始まります。それが江戸時代の

藩校や寺子屋に進展し、東洋の古典は広く市井に浸透していったよ

うです。そのお陰で日本では、共通の古典を介することにより家庭

における教育的対話が成立し、規範意識が根付く礎となりました。

加えて、互いに同じ規範意識を持っているという信頼感は、道徳社

会そのものの形成を担保してくれたのです。ところが、敗戦を境に

家庭において教育的対話が少なくなり、社会における規範意識が希

薄になってきたように感じます。その根本原因は、保護者世代にと

って子供と共有できる古典が身近なところに存在していないことに

あるようです。古典については東洋に限らず西洋のものでも構いま

せんが、欲をいえば、比較的広く普及している論語などが理想だと

思います。今後、道徳教育が教科化され、子供たちは授業で古典を

拠とした規範について考え、議論することになります。しかしなが

ら、教育的対話が家庭で成立しなければ、単なる知識に終わり実践

に移すことはできません。これでは道徳社会の形成へと結びつかな

いのです。道徳は実践できてこそ本物となります。今回の教科化を

意義あるものとするために、今こそ家庭に古典を取り戻す時機では

ないでしょうか。 
 

 

  



１５ 読み物 「原因」と「結果」の法則 

 著 者 ジェームズ・アレン 

出版社 サンマーク出版 

 

〔推薦者のコメント〕 

人格や環境、成功といった外側に表れる結果は全て内側にある「原

因」によってつくられる。自分の心をしっかりと管理して人格の向上

に努めれば、それに見合った環境の変化を体験できます。 

 

  

 

 

１６ 読み物 青が散る 

 著 者 宮本 輝 

出版社 文藝春秋 

 

〔推薦者のコメント〕 

新設大学に入学した一人の若者の学生生活を描いた小説。入部し

たテニス部を通じ、主人公を取り巻く恋愛や人間関係を見事に描き

出している。中学生（高校生）に読んでもらいたい一冊。私は社会

人になってから読み、学生時代に読みたかったと感じた一冊。今で

も疲れたときに読み返すと元気が出ます。 

 

  

 

 

１７ 読み物  未来をはじめる「人と一緒にいること」の政治学 

 著 者 宇野 重規 

出版社 東京大学出版会 

 

〔推薦者のコメント〕 

友だち同士から国際社会まで互いに異なる人たちが、共に暮らして

いくには。変わりゆく世界の中で、政治の根本を考え抜く 5 つの講義。 

 

  

 

 



１８ 読み物 竜馬がゆく 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

著 者 司馬 遼太郎 

出版社 文藝春秋 

 

〔推薦者のコメント〕 

坂本竜馬を主人公とした小説。 先見の明と高い志を持ち、型破りな

発想と行動力で明治維新に大きな影響を与え、数々の功績を残し、近

代日本誕生に大きく貢献した。 定型化、画一化された学校教者の中で

型通りのレールの上を進む生き方が全てではないということを教え

てくれる。また、外国との交易が乏しかった当時の日本で世界レベル

で物事を見ようとした姿勢は今の若い世代にとって通じるものがあ

る。 

 

  

 

 

１９ 詩 島崎藤村詩集 

 著 者 島崎 藤村 

出版社 教育出版 

 

〔推薦者のコメント〕 

日本語の元となっている七五調を若いうち体感してほしいと思い

ます。 

 

  

 

 

２０ 読み物  バタフライ・エフェクト 

 著 者 アンディ・アンドルーズ 

出版社 竹書房 

 

〔推薦者のコメント〕 

人間のひとつひとつの言動がいかに周りに影響を与えていくかや

良い習慣を続けていくことの大切さが伝われば良いと思います。自分

の存在価値や生きる意味を考える際にあれば良い本と思いますし、素

直な子供たちにまっすぐ受け止めてもらえると良いと思います。 

 

  

 

 

画像 

なし 



２１ 読み物  成功の教科書 

 著 者 原田 隆史 

出版社 小学館 

〔推薦者のコメント〕 

私が起業したばかりの頃, 事業は軌道にのらず毎日「今日は何をし

よう・・・」と悩んでばかりでした。  

 そんな時、この本に出会いました。 作者の原田隆史 さんは、中学

の陸上部を全国屈指の強豪校に育て上げた教育者です。 この本に出

会えて、今の自分がいかに目先のことだけにとらわれ、長い目で具体

的な目標を持っていないかに気付き、目標達成のために現在、将来、

何をすべきかを明確にすることができました。 小・中学生の皆さん

も、数ある選択肢の中から、自分で起業するという未来も考えてみて

欲しいと思います。本当に自分のやりたいことを実現するために、何

ができるのか、10 年後 20 年後、どんな自分になって社会に貢献し、

夢を追っているのか。もちろん、すぐに何でも上手くいくわけはあり

ません。苦労する分、達成した時の喜びはひとしおです。 大きな夢を

実現させるために、まずは今やれるベストを尽くしましょう。  

 
 

 

 

２２ 読み物 最高にすてきな人生 

 著 者 ジェームズ・アレン 

出版社 ベストセラーズ 

〔推薦者のコメント〕 

私達が心の中で考えたことや行動したことが「原因」となり、その

思考や行動に応じた「結果」が与えられる。だから自分の人生をすて

きなものにしたいのなら自分の思考や行動をより良いものに変えて

行けばいい。 

この思想は数々の成功哲学にも受け継がれ、１世紀の時を経ても世

界中の多くの人々の人生の指針となっている。 

 
 

 

 

２３ 読み物  この世で一番の奇跡 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

著 者 オグ・マレディーノ 

出版社 PHP 研究所 

 

〔推薦者のコメント〕 

世界で 700 万部のベストセラー。 

・自己肯定感 

・自分の限界を超えてみる？ 

この世で一番の奇跡とは・・・ 

・この世にあなたがいること・・・！ 

 

  

 

画像 

なし 



 

２４ 読み物 鹿の王 

 著 者 上橋 菜穂子 

出版社 KADOKAWA 

〔推薦者のコメント〕 

恐ろしい病気と人との関係や、病気と環境の謎など、いくつもの謎

の中で、病気になった人と病気を治そうとする人の 2 人を主人公に物

語は進む。 人の体の不思議、死に直面した人が何を頼りに自分を保つ

か、 国家間の対立や共存、支配民と被支配民との関係、 免疫の話、

生態系の成り立ちなど多くの難解な世界を物語の中で解き明かしな

がら読み進めることが出来る。 その中で、登場人物はそれぞれの決断

をする。 ページ数は多いが読みだすと止まらない一冊だと思います。 

いろんな不思議に懸命に挑む姿を堪能してください。  
 

 

 

２５ 読み物 羊と鋼の森 

 著 者 宮下 奈都 

出版社 文藝春秋 

〔推薦者のコメント〕 

主人公が調律師という職業を選択し、自分の才能に悩みながら、 上

司、同僚、顧客といった多くの人々から影響を受けていく。 憧れの上

司を目指しながらその差の大きさにどうしたらよいのか 分からず悩

む主人公。そんな中で知り合ったお客のためにもっと自分の技術を磨

きたいと訓練に励みます。これからら自分にあった仕事を探していく

若い人たちに読んで欲しい本です。  

 
 

 

 

２６ 読み物  鏡の法則 

 著 者 野口 嘉則 

出版社 サンマーク出版 

 

〔推薦者のコメント〕 

本当にいい本です。 
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２７ 読み物 塩狩峠 

 著 者 三浦 綾子 

出版社 新潮社 

 

〔推薦者のコメント〕 

明治末年、北海道旭川の塩狩峠で、自らを犠牲にして大勢の乗客の

命を救った一青年の愛と信仰に貫かれた生涯を描いた小説。生きるこ

との意味、利他主義とは何かを大いに考えさせられました。 

 

  

 

 

２８ 読み物 
学年ビリのギャルが 1 年で偏差値を 40 上げて慶應大学に現
役合格した話 

 著 者 坪田 信貴 

出版社 KADOKAWA 

 

〔推薦者のコメント〕 

あなたには「自分にはゼッタイ無理」っていつしかあきらめてしま

った夢がありませんか？この物語はそんなゼッタイ無理に挑んだあ

る女の子のお話しですが、「ダメな人間なんていないんです。ただ、ダ

メな指導者がいるだけなんです」という冒頭にある文には管理者とし

て感銘を受けました。本人の素質も良かったのでしょうが、たくさん

の協力者と指導者に恵まれ、見事合格することは、非行や不良の生徒

に勇気を与え、誰でも立ち直れることができることを証明してくれた

とても良い本だと思います。 
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◆ご推薦いただいた会員＜五十音順、敬称略、役職は平成３１年３月のもの＞  

 

荒井   進  （ジェイアールエム㈱ 取締役） 

五十嵐 博明   （㈱サプラ 取締役社長） 

伊勢   徹  （㈱ライフサービス 代表取締役） 

伊藤  友啓  （アサヒビール㈱ 富山支社長） 

稲垣  晴彦  （北陸コカ・コーラボトリング㈱ 取締役社長） 

稲葉  伸一  （㈱三四五建築研究所 代表取締役） 

井上   孝  （ＹＫＫ㈱ 特別顧問） 

浦山  哲郎  （（学）浦山学園 理事長） 

小川   忍  （日本生命保険（相） 富山支社長） 

尾山 謙二郎   （マンパワーセキュリティ㈱ 代表取締役） 

小柴  順子  （㈱コージン 会長） 

斉藤  伸一  （第一生命保険㈱ 富山支社長） 

佐藤  隆史  （㈱三菱ＵＦＪ銀行 富山支社長） 

武内  孝憲  （㈱牛島屋 代表取締役） 

田中 由紀夫   （㈱ほくつう 執行役員富山支社長） 

谷川  治仁  （ニットービバレッジ㈱ 取締役社長） 

中野  和幸  （東京海上日動火災保険㈱ 富山支店長） 

新田  八朗  （日本海ガス絆ホールディングス㈱ 取締役社長） 

浜田  満広  （㈱シキノハイテック 取締役社長） 

福島  鉄雄  （㈱エフテック 取締役社長） 

藤野   修  （損害保険ジャパン日本興亜㈱ 富山支店長） 

牧田  和樹  （㈱牧田組 取締役社長） 

桝田 敬次郎  （㈱桝田酒造店 取締役会長） 

源   和之  （㈱源 代表取締役） 

麦野  英順  （㈱北陸銀行 取締役会長） 

村上  宏康  （㈱ワプラス 代表取締役） 

山﨑  義明  （㈱山崎製作所 取締役社長） 

山野  昌道  （㈱チューリップテレビ 専務取締役） 

吉岡 隆一郎  （㈱文苑堂書店 取締役会長） 

若林  忠嗣  （日本海電業㈱ 代表取締役）     

 

 

 

 

 

 

 

富 山 経 済 同 友 会 

〒930-0856 富山市牛島新町 5番 5号 
ＴＥＬ （０７６）４４４－０６６０ 
ＦＡＸ （０７６）４４４－０６６１ 
E-mail：doyukai@po.hitwave.or.jp 
ホームページ：http://www.doyukai.org
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