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783.48
なんのために勝つのか。
ラグビー日本代表を結束させたリー
ダーシップ論

廣瀬俊朗／著 東洋館出版社 2015 9784491031682

159 人を動かす　完全版
Ｄ・カーネギー／著
東条健一／訳

新潮社 2016 9784105066536

336.3
リーダーシップの旅　見えないものを
見る
(光文社新書)

野田智義／著
金井壽宏／著

光文社 2007 9784334033897

335.15 論語と算盤　(角川文庫) 渋沢栄一／〔述〕
ＫＡＤＯＫＡＷ
Ａ

2008 9784044090012

336.4
モチベーション３．０
持続する「やる気！」をいかに引き出
すか　　(講談社＋α文庫)

ダニエル・ピンク／〔著〕
大前研一／訳

講談社 2010 9784062816199

336.49
問いかけ続ける
世界最強のオールブラックスが受け継
いできた１５の行動規範

ジェイムズ・カー／著
恒川正志／訳

東洋館出版社 2017 9784491034218

159 完訳７つの習慣　人格主義の回復
スティーブン・Ｒ．コヴィー／著
フランクリン・コヴィー・ジャパン／
訳

キングベアー出
版

2013 9784863940246

232
ローマ人の物語　１　ローマは一日に
して成らず

塩野七生／著 新潮社 1992 4103096101

分類 書名 著者名 出版社名 出版年 ISBN

289.1
岩田さん
岩田聡はこんなことを話していた。
（ほぼ日ブックス）

岩田聡／〔述〕
ほぼ日刊イトイ新聞／編
糸井重里／監修

ほぼ日 2019 9784865014228

130
武器になる哲学
人生を生き抜くための哲学・思想の
キーコンセプト５０

山口周／著
ＫＡＤＯＫＡＷ
Ａ

2018 9784046023919

483.13

僕はミドリムシで世界を救うことに決
めました。
東大発バイオベンチャー「ユーグレ
ナ」のとてつもない挑戦

出雲充／著 ダイヤモンド社 2012 9784478021828

194 後世への最大遺物(岩波文庫) 内村鑑三／著 岩波書店 2011 9784003311943

336.1
イシューからはじめよ
知的生産の「シンプルな本質」

安宅和人／著 英治出版 2010 9784862760852

336.1 世界一やさしい問題解決の授業 渡辺健介／著 ダイヤモンド社 2007 9784478000496

521.8
木のいのち木のこころ　天・地・人(新
潮文庫)

西岡常一／著　小川三夫／著
塩野米松／著

新潮社 2005 4101190313

159 道をひらく 松下幸之助／著 ＰＨＰ研究所 1991 4569534074

407 理科系の作文技術(中公新書) 木下是雄／著 中央公論社 1981 4121006240

令和３年西区読書活動推進講演会
「元ラグビー日本代表に学生が聞く！読書から学んだリーダーシップ」
ブックリスト

◇◆講師：廣瀬 俊朗氏のおすすめ本◆◇

◇◆横浜市立中央図書館からのオススメ本◆◇

◆◇日本の著者の本◆◇

横浜市中央図書館サービス課作成 令和４年２月22日発行

横浜市立図書館Twitter（@yokohama_lib）や横浜市西区Twitter（@nishi_yokohama）でも情報発信中！

横浜市西区読書推進事業について詳しくはHPをご覧ください。
「西区の読書活動推進事業」
https://www.city.yokohama.lg.jp/nishi/kurashi/kyodo_manabi/manabi/dokusho/dokusho2.html
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501.8
多様性の科学
画一的で凋落する組織、複数の視点で
問題を解決する組織

マシュー・サイド／著
トランネット／翻訳協力

ディスカ
ヴァー・トゥエ
ンティワン

2021 9784799327524

209
サピエンス全史　上
文明の構造と人類の幸福

ユヴァル・ノア・ハラリ／著
柴田裕之／訳

河出書房新社 2016 9784309226712

209
サピエンス全史　下
文明の構造と人類の幸福

ユヴァル・ノア・ハラリ／著
柴田裕之／訳

河出書房新社 2016 9784309226729

331 その問題、経済学で解決できます。
ウリ・ニーズィー／著
ジョン・Ａ．リスト／著　望月衛／訳

東洋経済新報社 2014 9784492314494

335
ゼロ・トゥ・ワン
君はゼロから何を生み出せるか

ピーター・ティール／著　ブレイク・
マスターズ／著　関美和／訳

ＮＨＫ出版 2014 9784140816585

675
キャズム
新商品をブレイクさせる「超」マーケ
ティング理論　ｖｅｒ．２

ジェフリー・ムーア／著
川又政治／訳

翔泳社 2014 9784798137797

336.3
シンクロニシティ  増補改訂版
未来をつくるリーダーシップ

ジョセフ・ジャウォースキー／著
金井壽宏／監訳　野津智子／訳

英治出版 2013 9784862761460

331
予想どおりに不合理
行動経済学が明かす「あなたがそれを
選ぶわけ」(ハヤカワ文庫)

ダン・アリエリー／著　熊谷淳子／訳 早川書房 2013 9784150503918

141.8
選択の科学
コロンビア大学ビジネススクール特別
講義

シーナ・アイエンガー／著　櫻井祐子
／訳

文藝春秋 2010 9784163733500

159
ビジネスマンの父より息子への３０通
の手紙
(新潮文庫)　２６刷改版

キングスレイ・ウォード／〔著〕
城山三郎／訳

新潮社 2010 9784102428016

333.6
フラット化する世界　上
経済の大転換と人間の未来　増補改訂
版

トーマス・フリードマン／著
伏見威蕃／訳

日本経済新聞出
版社

2008 9784532313777

333.6
フラット化する世界　下
経済の大転換と人間の未来　増補改訂
版

トーマス・フリードマン／著
伏見威蕃／訳

日本経済新聞出
版社

2008 9784532313784

159 仕事は楽しいかね？
デイル・ドーテン／著
野津智子／訳

きこ書房 2001 4877710787

336.1
イノベーションのジレンマ
技術革新が巨大企業を滅ぼすとき

クレイトン・クリステンセン／著
伊豆原弓／訳

翔泳社 2001 4798100234

933
ザ・ゴール
企業の究極の目的とは何か

エリヤフ・ゴールドラット／著
三本木亮／訳

ダイヤモンド社 2001 4478420408

933 チーズはどこへ消えた？
スペンサー・ジョンソン／著
門田美鈴／訳

扶桑社 2000 459403019X

336
プロフェッショナルの条件
いかに成果をあげ、成長するか　はじ
めて読むドラッカー　自己実現編

Ｐ．Ｆ．ドラッカー／著
上田惇生／編訳

ダイヤモンド社 2000 4478300593

335.2
ビジョナリー・カンパニー
時代を超える生存の原則

ジェームズ・Ｃ．コリンズ／著
ジェリー・Ｉ．ポラス／著
山岡洋一／訳

日経ＢＰ出版セ
ンター

1995 4822740315

◇◆外国の著者の本◆◇
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