
新成人に贈りたい本 
アンケート 

「成人の日にちなんで 

あなたの人生の指針となった本を教えてください」 

回答結果 

 
・このリストは上記のアンケートへのご回答のうち「回答を公開しても可」と答えられた方のもののみ 

を挙げたものです。（受付順にリストアップ） 

・リストに挙げられた資料のうち本図書館に所蔵があるものには「有」、ないものについては「無」と書いて   

います。「無」と書いてあるものでも、他の図書館から借受できる場合もありますのでご遠慮なくお問い合

わせください。 

 

令和４年１月                              

 



ＮＯ 請求記号 　　書　名 　　作　者 　　出版者 　　メッセージ 年齢
当館所蔵
の有無

1 913.6 嫌な女 桂　望実 光文社
自分のすきなように生きればいい。いい子でいなくていい。一
度きりの人生楽しみたいと思える本です。

40代 有

2 193 聖書
人間は神につくられました。つくりぬしを知ることは自分を正し
く知ることにつながります。

40代 有

3 YN953.6 十五少年漂流記 ジュール・ヴェルヌ 新潮社 有

4 180.4 お寺の掲示板 江田　智昭 新潮社
生きていく道は一本ではなく、また歩むスピードも方向も人そ
れぞれ。焦らず今を楽しんで笑顔で過ごしましょう。

40代 有

5 159 道は開ける D.カーネギー 新潮社 60代 有

6 440 宇宙に行ったらこうだった! 山崎　直子 repicbook
宇宙へ行った時のことをわかりやすく書いてある。未来ある若
者はいずれ宇宙へ行く時代が来ると思います。

70代 有

7 N933.7 大地 パール・バック 新潮社
人生の様々な出来事を、のりこえていく勇気を教えてくれまし
た。

50代 有

8 N933.7 おばちゃまは飛び入りスパイ ドロシー・ギルマン 集英社
少々辛いことがあっても“おばちゃま”を思えば何でも乗り越え
られる気がします！ぜひ読んでください！

20代 有

9 YN933 ゲド戦記
アーシュラ・K.ル=グウィ
ン

岩波書店 自分自身と向き合うときにぜひ手にとってほしい一冊！ 60代 有

10 911.5 自分の感受性くらい 茨木　のり子 花神社 40代 有

11 913.6 新・水滸伝 吉川　英治 六興出版
小４の時、父に漢字を聞きながら読みました。これで漢字が
好き、本好きとなる。

60代 有

12 289 シュバイツァー 山室　静 講談社 有

13 289 キュリー夫人 エリナー・ドーリイ 岩波書店 有

14 913.6 ジェネラル・ルージュの凱旋 海堂　尊 宝島社
ジェネラルの想いを通じて、改めて考えてあなたの仕事はな
んのためですか？みて下さい。

30代 有



ＮＯ 請求記号 　　書　名 　　作　者 　　出版者 　　メッセージ 年齢
当館所蔵
の有無

15 913.6 橋のない川 住井　すゑ 新潮社 70代 有

16 913.6 冬の標 乙川　優三郎 文藝春秋
悩みながら、主人公が自分の生きる道を切り開く姿に感動し
ました。

60代
中央公論

社　有

17 933 かいじゅうたちのいるところ モーリス・センダック 冨山房 子供の感性、想像力を忘れないで。 30代 有

18 913.6 竜馬がゆく 司馬遼太郎 文芸春秋 志を貫いた男の人生 70代 有

19 933.7 銀河市民 ロバート・A.ハインライン 早川書房 苦しいときもあるが、やるべきことをして行きましょう 60代 無

20 104
人生を<半分>降りる　哲学的生き
方のすすめ

中島　義道 ナカニシヤ出版 有

21 913.6 素直な戦士たち 城山　三郎 新潮社 子育ての（個）を大切に 70代 有

22 913.6 カラフル 森　絵都 講談社
人生って見る方向で色々見え方が変わる。その色どりを決め
るのは自分自身

50代 有

23 943.7 飛ぶ教室 ケストナー 岩波書店 40代 有

24 913.6 人民は弱し官吏は強し 星　新一 新潮社 60代 無

25 913.6 負けんとき 玉岡　かおる 新潮社
元気になる本。過去にこんなに人のために尽力した人がいる
のかと感動。

50代 有

26 940.2 いきいきと生きよ 手塚　富雄 講談社
この本の中にある「活動だけが恐怖と心配を追いはらう。」
に、何度も助けられました。

50代 無

27 338.1 ナニワ金融道なんでもゼニ儲けや! 青木　雄二 講談社 人生は辛いことも楽しい事もたくさんある。 50代 有

28 913.6 本日は、お日柄もよく 原田　マハ 徳間書店
自分の力で生きていこうとする気力がわいていきます。強く生
きよう。

20代 有

29 913.6 塩狩峠 三浦　綾子 新潮社 50代 有



ＮＯ 請求記号 　　書　名 　　作　者 　　出版者 　　メッセージ 年齢
当館所蔵
の有無

30 914.6 大河の一滴 五木　寛之 幻冬舎 有

31 913.6 人間革命 池田　大作 聖教新聞社 70代 無

32 913.6 新・人間革命 池田　大作 聖教新聞社 70代 無

33 913.6 新・平家物語 吉川　英治 講談社
長い長い物語の最終で、人間の真の幸福が何であるのかを
教えてもらえた。

70代 有

34 913.6 下町ロケット 池井戸　潤 小学館
努力するすばらしさ、夢を追うすばらしさ、夢がかなうすばらし
さを感じてほしい。

40代 有

35 913.6 坂の上の雲 司馬　遼太郎 文芸春秋 有

36 913.6 竜馬がゆく 司馬　遼太郎 文芸春秋 有

37 913 グスコーブドリの伝記 宮沢　賢治 筑摩書房
何に学び誰のため、何のため、どうして生きるのか、どんな時
死ねるのか、死んではいけないのか、いろんなことを考える
時の指針となった本です。

70代 有

38 290.9 無人島に生きる十六人 須川　邦彦 新潮社
実体験した人の話を元に書いてありますが、誰も死ぬことなく
全員助かっています。この本の内容は社会に出たときに役に
立つと思います。

40代 有

39 913.6 塩狩峠 三浦　綾子 新潮社 たくさん本を読んで下さい。 70代 有

40 913.6 五重塔 幸田　露伴 岩波書店 乾坤一擲、情熱をもやして勝負をかける。 ６０代 有

41 915.6 街道をゆく 司馬遼太郎 朝日新聞社 日本の国の成り立ちを知ってほしい 70代 有

42 913.6 100万回生きたねこ 佐野　洋子 講談社 自分で決める。そのことを大切にしてほしい。 ６０代 有



ＮＯ 請求記号 　　書　名 　　作　者 　　出版者 　　メッセージ 年齢
当館所蔵
の有無

43 159.7 17歳からのドラッカー 中野　明
学研パブリッシン
グ

①ドラッガーを知ることによって、学生・社会人として一歩先ん
じた道を歩めます。②ドラッガーを知ることによって、若くして
悔いのない人生を歩めます。③ドラッガーを知ることによっ
て、前広に、計画的に考え人に頼られる人間になれます。

80代以
上

有

44 913.6 風が強く吹いている 三浦　しをん 新潮社 何かに行き詰った時に、心に清々しさをくれる本です。 ６０代 有

45 331.2 経済思想と現代 R.D.コリソン・ブラック 日本経済評論社 70代 有

46 913.6 月の影影の海[十二国記シリーズ] 小野　不由美 講談社
登場人物の生き方、言葉が心に響きます。この本に出会って
本の楽しさを知り、色々な本を読むようになりました。ファンタ
ジー好きには特におすすめです。

30代 有

47 913.6 こころ 夏目　漱石 岩波書店 40代
複数の出
版社有

48 913.6 流星ワゴン 重松　清 講談社
"指針″とは少しはずれるかもしれませんが"家族″を大切に
したくなる小説です。思い切り泣きたい時に、手に取ってみて
下さい。

有

49 911 へいわってすてきだね 安里　有生 ブロンズ新社
若い頃に読んだ本ではありませんが、これからの日本を支え
る人々にぜひ読んでほしい絵本です。

70代 有

50 913.6 氷点、続・氷点 三浦　綾子 角川書店

文中に出てきた言葉で「包帯をまいてやれないのなら他人の
傷にふれてはならない」という文があり、興味本位で他人の傷
をあばいたりさらにその傷を大きくきくするような言動をする人
がどの年代コミュニティにもいる。成人式という大人になる日
を境に他人を思いやる気持ちをもてる余裕のある人になって
ほしいです。この本は贖罪をテーマにしているが20代から読
み始めたが読み返してもあきないです。

50代 有

51 945.7
若き詩人への手紙・若き女性への
手紙

リルケ 新潮社
学生時代、将来の不安、孤独感、失恋の苦しみ、何とも知れ
ない心のざわめき等々。心がどんどん落ち込んでいた時に、
この本に何度も力付けられました。

70代 有

52 182.1 日本仏教史 ひろさちや 河出書房新社
仏教が日本に伝わって以来の歴史とその教えを学んでほし
い

80代

53 913.6 ビルマの竪琴 竹山　道雄 新潮社 50代 有



ＮＯ 請求記号 　　書　名 　　作　者 　　出版者 　　メッセージ 年齢
当館所蔵
の有無

54 933.7 真夜中は別の顔 シドニィ・シェルダン アカデミー出版

河内長野図書館ほど蔵書数が多くサービスが整っている図
書館はめったにないです。こんなに素晴らしい図書館が地元
にあるなんてとても幸せな事です。感性が若いうちに多くの素
敵な本に出会って下さい。

20代 有

55 590.4 ときをためる暮らし つばた　英子 自然食通信社

英子さんとしゅういちさんの暮らしは、現代社会において現実
的ではないかも知れない。でも「人生はだんだん美しくなる」を
モットーとし、丁寧に暮らした二人のように日々大切に生きて
ほしいと思う。

50代 有

56 913.6 小説十八史略 陳　舜臣 毎日新聞社 40代 有

57 913.6 雨の日も、晴れ男 水野　敬也 文藝春秋

この本の最後にシュナのメモに書いた「神は人を平等にする
ことも幸福にすることもできない。ただ出来事を起こすだけ」と
文がある。自分のとらえ方で物事は楽しくあり、苦しく思うこと
もある。どうせなら楽しく思えるように周りを楽しい気持ちにさ
せようと毎日思っていればそのうち楽しいことばかりおこるよ。

40代 有

58 913.6 桐島、部活やめるってよ 朝井　リョウ 集英社

この本は「思春期の私に紹介したい」と思った本です。今より
何倍も傷つきやすいあの時期に読んでいたら、もっと早くに自
分を好きになれていたかもしれません。全員に好かれるのは
無理だけど全員に嫌われることもない。見てる人は見てるか
ら、自分の人生に集中して自分の人生を生きてほしい。

40代 有

59 309 現代日本のラディカリズム 芝田 進午 青木書店
思想形成期に何故急進主義にひかれるのか。その歴史と背
景、問題点と前進面を解明し、当時の私の前途を開いてくれ
た一冊です。

70代 無

60 913.6 高瀬舟 森　鷗外 新潮社 医学を志す方には是非読んでいただきたいです。 30代 有

61 子供の科学 誠文堂新光社 この本は子供向けで文書解説が正確で信用になります。 60代 有

62 933.7 影との戦い　ゲド戦記 ル=グウィン 岩波書店
大魔法使いゲドの若き日の戦いです。影とは、心の奥底の闇
の部分に潜んでいるもの。人は誰でも一度はこの影と立ち向
かわなければなりません。

70代 有

63 007.1 知ってるつもり　無知の科学 スティーブン・スローマン 早川書房 20代 有

64 493.7
神谷美恵子著作集　生きがいにつ
いて

神谷　美恵子 みすず書房 60代 有



ＮＯ 請求記号 　　書　名 　　作　者 　　出版者 　　メッセージ 年齢
当館所蔵
の有無

65 913.6 坂の上の雲 司馬　遼太郎 文芸春秋
人生の必読書と思って熟読して下さい。若き日本が先進国に
追いつこうと懸命に努力したことがわかります。

80代 有

66 913.6 津波 Tsunami 高嶋　哲夫 集英社

前作「M8」の若者主人公達が数年後更なる二次的大災害を
各分野で命をかけ水際で防ぐ奮闘に共感し、「自分はいかに
活きるか？」の参考に。因みに東日本大震災より５年前の作
品。

60代 有

67 913.6 そして僕らはいなくなる にかいどう　青 講談社 20代 無

68 124.2 老荘を読む 蜂屋　邦夫 講談社 有

69 122 荘子　中国の思想 岸　陽子／訳 徳間書店 有

70 159 人を動かす D・カーネギー協会／編 創元社

社会は人の集まりが故に人と接触せずして１日たりとも社会
では暮らせません。そのため人間関係ほど重要なものはあり
ません。本書は、日常の事例を通じて人間関係の重要性をい
かに自己の意図する方向に人を動かすかを語っており、人生
のバイブルとして読んでもらいたい本です

70代 有

71 423.5 摩擦の話 曾田 範宗 岩波書店
摩擦の話を分かりやすく説明していて若い人に読んでもらい
たい。

70代 無

72 410
なぜ数学を学ぶか 手をつなぐ中学
生の本36

武藤　徹 民衆社
数学を学ぶ意味や楽しさ。人間の歴史において数学がどれ
ほど必要であったかふれられると思います。受験数学ではわ
からない奥深さを楽しんでほしいと思います。

60代 有

73 370.4 学校とはなにか 三上 満 労働旬報社 無

74 374.3 眠れぬ夜の教師のために 三上 満 大月書店 無

75 123.8 論語 桑原　武夫 筑摩書房 苦しいときに力を与えてもらった本 60代 有

76 366.2 自分らしいキャリアのつくり方 高橋　俊介 PHP研究所

学生の時は言われたことをこなせばなんとかなるけど社会に
出ると、常にどういう目的をもってどんなふうになりたいか考
えないといけません。この本には、その指針となる内容が具
体例も含めて分りやすく紹介されてます。

20代 無

77 123.8 論語
多数の出版者あ
り

有

（教員を目指す方々へ）私がまだ新任教師だった頃、三上先
生の本や講演にどれほど学び勇気づけられたかわかりませ
ん。三上先生のどの本でもこの仕事をする上で大切な事が書
かれていると思います。

60代

常識や他人の目、まわりの空気に縛られて、身動きができな
い時に

50代
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当館所蔵
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78 124.1 孟子
多数の出版者あ
り

有

79 123.8 大学・中庸
多数の出版者あ
り

有

80 913.6 三国志 吉川　英治 講談社 人を思いやること 60代 有

81 933.6 高慢と偏見 ジェーン・オースティン 岩波書店 有

82 460.4 世界を、こんなふうに見てごらん 日高　敏隆 集英社 この世界は人間だけのものではないことに気付けます。 50代 無

83 911.1 新編啄木歌集　一握の砂 石川　啄木 岩波書店
ただし、最初の数行読んで面白そうだと思える本がそのとき
あなたにとって最良の本です。

有

84 911.1 新編啄木歌集　悲しき玩具 石川　啄木 岩波書店
ただし、最初の数行読んで面白そうだと思える本がそのとき
あなたにとって最良の本です。

有

85 933.7 赤毛のアン L.M.モンゴメリ 文藝春秋
本は親友であると確信した本です。主人公のアンに前向きに
生きていくように励まされ、勇気を与えてくれました。今でも座
右の本です。

60代 有

86 913.6 竜馬がゆく 司馬遼太郎 文芸春秋
夢や信念をもって生きることの大切さを知りました。周りの人
達のために生きてほしい

60代 有

87 336.4 社員心得帖 松下　幸之助 PHP研究所
成人おめでとうございます。仕事とは仕えることと書きます。
誰に仕え事を成し遂げるかを、よく考えて選んだ道で精進して
下さい。

50代 有

88 ＜心の本シリーズ＞ 筑摩書房
楽しい生き甲斐のある人生を送って頂く為に時空を超えて伝
えたい。

７0代 有

89 913.6 夜明け前 島崎　藤村 岩波書店 40代 有

90 146.8 最高の自分を生きるための心理学 浅野　薫 チーム医療
人との関わりなしでは豊かな人生は無いので、恐れず、対話
力を身につけて下さい。

50代 無

91 933.7 ロボットと帝国 アイザック・アシモフ 早川書房
現在そして将来、ロボットや人工知能《ＡＩ）に向き合うときの参
考や指針になると思います。

60代 無

92 ＜ファウンデーションシリーズ＞ アイザック・アシモフ
現在そして将来、ロボットや人工知能《ＡＩ）に向き合うときの参
考や指針になると思います。

60代 無
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当館所蔵
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93 ＜ロボットシリーズ＞ アイザック・アシモフ
現在そして将来、ロボットや人工知能《ＡＩ）に向き合うときの参
考や指針になると思います。

60代 有

94 913.6 漂流 吉村　昭 新潮社 「真の自主独立とは」を教えてくれる
80代以

上
有

95 954.7 シジフォスの神話 アルベール・カミユ 新潮社 人生は不条理、それを背負って生の力だけ人倫を歩く
80代以

上
有

96 953.7 異邦人 アルベール・カミユ 新潮社 有

97 953.7 ペスト アルベール・カミユ 新潮社 有

98 エ よあけ ユリー・シュルヴィッツ 福音館書店 40代 有


	新成人に贈りたい本リスト表紙
	配布用リスト

