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書名 著者 出版者 請求記号

私だけが知っている金言・笑言・名言録 高田 文夫／著 新潮社 0490/T10/

私だけが知っている金言・笑言・名言録 2 高田 文夫／著 新潮社 0490/T10/1-2

人生を変える修造思考！ 松岡修造／著 アスコム 1590/M84/3

解くだけで人生が変わる！修造ドリル 松岡修造／著 アスコム 1590/M84/4

もし君が、そのことについて悩んでいるのなら 千田琢哉／著 廣済堂出版 1590/S89/2

中学時代にガンバれる４０の言葉 中谷彰宏／著 ＰＨＰ研究所 1597/N6/6

１０代のための古典名句名言 佐藤文隆／著 岩波書店 1597/S19/

名言がいっぱい 出久根達郎／著 清流出版 1598/D3/

名言の真実 出口 汪／監修 小学館 1598/D5/

理系のための中国古典名言集 藤嶋 昭／著 朝日学生新聞社 1598/F3/

科学者と中国古典名言集 藤嶋 昭／著 朝日学生新聞社 1598/F3/2

人生の名言・歴史の金言 廣池幹堂／著 育鵬社 1598/H10/

心に響く51の言葉 橋本 五郎／著 中央公論新社 1598/H11/

名将名言録一日一言 火坂雅志／編 角川学芸出版 1598/H8/

ことばセラピー 上月 英樹／著 さくら舎 1598/K19/

そろそろ、何かしなくちゃ。 小宮 一慶／著 秀和システム 1598/K20/

ザ・殺し文句 川上 徹也／著 新潮社 1598/K22/

生と死のことば 川合 康三／著 岩波書店 1598/K24/

ざんねんな名言集 真山 知幸／著 彩図社 1598/M17/

1分で心に効く50の名言とストーリー 西沢 泰生／著 大和書房 1598/N12/

朝読むと元気をくれる56の言葉 西沢 泰生／著
エムディエヌコーポ
レーション

1598/N12/2

１０代のための座右の銘 大泉書店編集部／編 大泉書店 1598/O10/

ザ・ワーズ
アレックス・ロビラ／
編著

ポプラ社 1598/R2/

佐藤優選-自分を動かす名言 佐藤 優／著 青春出版社 1598/S15/

きみを変える50の名言 佐久間 博／文 汐文社 1598/S16

偉人たちの失敗 遠越段／著 総合法令出版 1598/T11/

不安な未来を生き抜く知恵は、歴史名言が教
えてくれる

竹中平蔵／著
ＳＢクリエイティ
ブ

1598/T12/

モヤモヤした感情を整理する8つのコツ 植西 聰／著 水王舎 1598/U4/

精神科医が選んだ「心が元気になる言葉」 和田秀樹／著 新講社 1598/W4/

心がきれいになる365日誕生花と名言
WRITES PUBLISHING／
編

ライツ社 1598/W5

中国古典「名言２００」 山田史生／著 三笠書房 1598/Y5/

ローマ人の名言８８ 山下太郎／著 牧野出版 1598/Y8/

Ｔｈｅ　Ｗｏｒｄｓ 弓狩匡純／著 朝日新聞出版 1598/Y9/

人生の役に立つ聖書の名言 佐藤 優／著 講談社 1930/S34/
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西郷どんの言葉 齋藤 孝／著 ビジネス社 2891/S18/44

白洲次郎１００の言葉 白洲次郎／〔述〕 宝島社 2891/S88/10

チャーチル名言録 チャーチル／〔述〕 扶桑社 2893/C1/13

ココ・シャネル99の言葉 酒田 真実／著
リンダパブリッ
シャーズ

2893/C15/15

ヒラリー・クリントンの言葉
ヒラリー・クリントン
／[述]

かんき出版 2893/C33/9

チェ・ゲバラ名言集
エルネスト・チェ・ゲ
バラ／著

原書房 2893/G7/14

世界でもっとも貧しい大統領ホセ・ムヒカ日
本人へ贈る言葉

ホセ・ムヒカ／[述] 双葉社 2893/M98/2

総理の言葉 遠越 段／著 総合法令出版 31210/T48/

誰も知らない世界のことわざ
エラ・フランシス・サン
ダース／著 イラスト 創元社 38880/S5/

アラブの格言 曽野綾子／著 新潮社 38882/S2/

アフリカのことわざ
アフリカのことわざ研
究会／編

東邦出版 38884/A1/

伝わる人は「1行」でツカむ 川上 徹也／著 PHP研究所 6740/K23/3

オトナの！格言 角田陽一郎／編 河出書房新社 6996/K21/

書で読む勝者のメンタリティ 金田 石城／書 ぴあ 7802/K13/

リオデジャネイロ・オリンピック勇気を与え
てくれるメダリストの言葉

国際アスリート研究会
／編

ゴマブックス 7802/K14/

ヘタな人生論よりトップアスリートの名言 児玉光雄／著 河出書房新社 7802/K9/2

天才・イチロー逆境を超える「言葉」 児玉光雄／著 イースト・プレス 7837/I3/19

小学館ことわざを知る辞典 北村 孝一／編 小学館 8134/K12/

ことわざ生活　あっち篇 あかいわ しゅうご／文 草思社 8144/A2/1-1

ことわざ生活　こっち篇 あかいわ しゅうご／文 草思社 8144/A2/1-2

このことわざ、科学的に立証されているんです 堀田 秀吾／著 主婦と生活社 8144/H2

宮沢賢治100の言葉 鈴木 宗男／監修 宝島社 9102/M5/157

夏目漱石100の言葉 矢島 裕紀彦／監修 宝島社 9102/N4/243

名作名言 中山 七里／監修 宝島社 9102/Z3/

ドン・キホーテ-人生の名言集 佐竹 謙一／編訳 国書刊行会 9602/C2/19

中国名言集一日一言 井波 律子／著 岩波書店 B19/I23/3

三国志名言集 井波 律子／著 岩波書店 B19/I23/4

中国名詩集 井波 律子／[訳]著 岩波書店 B19/I23/5

一日一文 木田 元／編 岩波書店 I1598/K1/

新編悪魔の辞典 ビアス／著 岩波書店 I9370/B1/
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