
書籍名 著者名 説明 定価

1 新釈古事記伝 阿部國治・著/栗山要・編
「『古事記』と『万葉集』の解釈については、日本中の誰にも引けを取らない自信があ
る」――。そう語った阿部國治氏による幻の名著。

12,960¥   

2 老子講義録 本田濟・講述
政財界の首脳たちがこぞって心酔した中国哲学者・本田濟氏による老子講義全29講
の全容を収録！

10,800¥ 

3 人に長たる者の人間学 伊與田覺・著
安岡正篤師の高弟であり、7歳から学び続けた『論語』講義の集大成。『致知』編集長
の座右の書。

10,584¥ 

4 平澤興講話選集「生きる力」 平澤興・著
昭和44年から50年に行われた講話の中から、珠玉の82篇を厳選。生きる力が湧く名
講話。

8,640¥ 

5 孝経・大学・中庸新釈 塩谷温･諸橋轍次･宇野哲人・著
塩谷温、諸橋轍次、宇野哲人という歴史に名を残す碩学が紐解いた3冊の古典を、
一セットにまとめた贅沢な逸品。

6,171¥ 

6 愛蔵版「仮名論語」 伊與田覺・著
伊與田覺氏が「数千年の星霜風雪に堪えて変わらない生命の書、日本人の聖書(バ
イブル)」と呼ぶ『論語』を、誰もが気楽に素読できるよう、全文を読み下し、全仮名を
付記。

5,400¥ 

7 「小さな人生論」5冊ｾｯﾄ 藤尾秀昭・著
シリーズ累計65万部突破！人間学を学ぶ月刊誌『致知』の巻頭コラムをまとめた『小
さな人生論』シリーズが、愛蔵版5巻セットとして登場。

5,400¥ 

8 日本精神の研究 安岡正篤・著 “日本精神の神髄に触れ得た魂の記録”と呼び得る安岡人物論の粋を集めた一冊。 2,808¥     

9 いかに生くべきか 安岡正篤・著
人生を青少年期、壮年期、老年期の3期に分け、それぞれの時期に応じた生き方を、
東洋の古典を縦横に引用、駆使しながら論究した書。

2,808¥ 

10 王道の研究 安岡正篤・著 「長たる者」が学ぶべき王道のリーダーシップとは。 2,808¥ 

11 人生、道を求め徳を愛する生き方 安岡正篤・著 安岡正篤師が説く「日本の心の源流と真髄」を学ぶ。 2,160¥ 

13 活学講座 安岡正篤・著
安岡正篤師が若き同志に説いた、安岡正篤人間学の中枢とも言うべき10講。「安岡
正篤活学3部作」第1弾。

1,728¥ 

12 洗心講座 安岡正篤・著
「安岡正篤人間学講話」第2弾。『中庸』『老子』『言志四録』『小学』に関する講義を厳
選。

1,944¥ 

14 照心講座 安岡正篤・著
「安岡正篤人間学講話」の第3弾。王陽明、中江藤樹、熊沢蕃山に加えて、儒教や
禅、さらには『三国志』に至るまで、人間学の源流ともいえる数々の教えを紐解く。

1,728¥     

15 安岡正篤一日一言 安岡正泰・監修 安岡師の膨大な著作から金言を366厳選。安岡教学を初めて学ぶ方にもおすすめ。 1,234¥ 

16 坂村真民一日一言 坂村真民・著
「念ずれば花ひらく」で知られる仏教詩人・坂村真民氏。人生で口ずさみたくなる言葉
が見つかる一冊。

1,234¥ 

17 平澤興一日一言 平澤興・著
世界的な脳神経解剖学者として、人間に秘められた無限の可能性を説き続けた京
都大学元総長・平澤興氏の、生きるエネルギーが湧き起こる金言366。

1,296¥ 

18 修身教授録 森信三・著
14万部突破の不朽のベストセラー。北尾吉孝氏、小宮一慶氏など、一流人たちが座
右の書としてあげる森信三師の代表的著作。

2,484¥ 

19 人生二度なし 森信三・著 人は何のために生きるのか――。森信三師が生前に記した貴重な著作。 1,728¥ 

20 森信三一日一語 寺田一清・編 20世紀最後の哲学者・森信三師の膨大な著作の中から選り抜かれた金言集。 1,234¥ 

21 『大学』を素読する 伊與田覺・著 大人になるための学『大学』全文を素読用に墨書。著者の素読CD付。 1,728¥     

22 『孝経』を素読する 伊與田覺・著 2,000年以上読み継がれてきた不朽のベストセラー『孝経』の素読読本。 1,620¥ 

23 「論語」一日一言 伊與田覺・編 書き下し文と訳文を併載し、端的で丁寧な解説を加えた『論語』の名句366。 1,234¥ 

24 人生を創る言葉 渡部昇一・著 斎藤一人氏が「最低でも7回は読みな」と推薦した名著。 1,728¥     

25 渡部昇一の少年日本史 渡部昇一・著 中学生から読める日本通史の決定版。次世代への遺産とも言える一冊。 2,160¥ 

26 渡部昇一　一日一言 渡部昇一・著 成功する人、しない人の違いはどこにあるのか。知の巨人による訓言集。 1,296¥ 

27 四書五経一日一言 渡部昇一・編 碩学渡部氏が厳選した四書五経366の教え。分かりやすい解説つき。 1,234¥     

28 「易経」一日一言 竹村亞希子・編 5000年読み継がれてきた人生のバイブル『易経』の言葉366。 1,234¥ 

29 自分を育てるのは自分 東井義雄・著 教育界の国宝と称えられた東井氏が子供に向けて語った不朽の名講話録。 1,296¥     

30 日本のこころの教育 境野勝悟・著 700人の高校生が聞き入った伝説の講演を書籍化。 1,296¥     

31 あとからくる君たちへ伝えたいこと 鍵山秀三郎・著
会社を1代で優良企業に育てた起業家として、また「日本を美しくする会」の相談役と
して知られる鍵山秀三郎氏が、自身が体得した人生哲学を中学生に語った講演録。

1,080¥     

32 宣長にまねぶ 吉田悦之・著 『古事記』を1000年の眠りから目覚めさせた知の巨人・本居宣長の人生の歩き方。 2,700¥     

33 教育勅語の真実 伊藤哲夫・著 世界から称賛される日本人の美質を育んだ『教育勅語』の真実とは――。 1,512¥     

34 明治憲法の真実 伊藤哲夫・著 日本国憲法改正への視点を養う一冊。 1,512¥     

35 武士道 新渡戸稲造・著／夏川賀央・現代日本語訳
1900年に米国で刊行され、世界的ベストセラーとなった『武士道』を分かりやすい現
代語訳で読む。日本人必読の書。

1,512¥ 

36 論語と算盤(上) 渋沢栄一・著／奥野宣之・現代語訳
生涯に500以上もの会社に関わり、資本主義の父といわれる渋沢栄一。その渋沢に
よる不朽の名著が、とことん読みやすい現代語訳になって登場。

1,620¥ 

37 論語と算盤(下) 渋沢栄一・著／奥野宣之・現代語訳
豊富な実体験に基づき考察された、人間性の見極め方や勇猛心を養う方法、どうす
れば人格を磨けるのか、一生かけて歩む道をどう決めるか、などが記された名著。

1,620¥ 

38 吉田松陰一日一言 川口雅昭・編
魂を鼓舞する吉田松陰の言葉。吉田松陰研究30余年の編者による訳文が収めら
れ、松陰の魂の叫びが見事に現代に蘇っている。

1,234¥     

39 小さな修養論 藤尾秀昭・著
知識を高め、品性を磨き、自己の人格形成につとめるための修養論。ベストセラー
『小さな人生論』の続篇第１弾。

1,296¥ 

48 小さな修養論２ 藤尾秀昭・著
「運命を切り拓く」「長たる者の心得」「大成への道」「志を遂ぐる道」「心力を養う」「人
生の要訣」など、'随所に修養の神髄がちりばめられた署。

1,296¥     

40 小さな修養論３ 藤尾秀昭・著
安岡正篤師や森信三師、松下幸之助翁など先哲の残した言葉や、３９年間に及ぶ本
誌の取材を通して得た人生の要訣が綴られた一冊。

1,296¥ 

41 生き方のセオリー 藤尾秀昭・著
一流プロ6,000人以上の取材を通して得た人生の成功法則とは何か。あらゆる仕事、
あらゆる人の生き方に共通する万古不変のセオリーとは何か――。

1,296¥ 

42 ポケット名言集「小さな人生論」 藤尾秀昭・著 「小さな人生論」から生まれた珠玉の言葉集。人生の糧となる名言を190収録。 1,080¥     

43 小さな経営論 藤尾秀昭・著
自分の人生は自分がオーナー経営者である。豊かな人生を送るための人生経営の
ヒント。

1,080¥     

44 心に響く小さな5つの物語 藤尾秀昭・著 30万もの人々が涙した感動実話。贈り物に喜ばれる本ナンバーワン。 1,028¥     

45 心に響く小さな5つの物語Ⅱ 藤尾秀昭・著
事の大小があるとはいえ、誰にでも、逃げたくなるような苦しい時が訪れる。そんな時
にどうするか。本書にはそのヒントがある。

1,028¥     

46 プロの条件 藤尾秀昭・著 5000人のプロに共通する秘伝5ヶ条。 1,028¥     

47 活学新書　ポケット修養訓 藤尾秀昭・著
『ポケット名言集「小さな人生論」』の姉妹本。修養に資する言葉を160精選。人生を
変える言葉に出会える一書。

1,296¥ 

49 人間学入門 藤尾秀昭･監修 仕事は人間力で決まる！いかに人間力を磨くかを各界の先達に学ぶ。 1,028¥     

50 生き方入門 藤尾秀昭・監修
五木寛之氏×稲盛和夫氏によるビッグ対談をはじめ、 各界の先達２０人に学ぶ生き
方のヒント。

1,296¥ 



書籍名 著者名 定価

51 青年の大成 安岡正篤・著 安岡正篤師が現代の若者向けに説いた人生の大則。 1,296¥ 

52 安岡正篤　活学一日一言 安岡正泰・監修
ベストセラー『安岡正篤一日一言』の姉妹篇。己を修めるのみならず、修めた己を以
て社会に尽くしていこうという思いを喚起せしめられる。

1,234¥     

53 詩人の颯声を聴く 坂村真民・著 仏教詩人・坂村真民氏の幻のインタビュー集。 1,404¥ 

54 自選　坂村真民詩集 坂村真民・著
昭和四十一年に刊行されて以来、半世紀以上読み継がれてきた『自選 坂村真民詩
集』。累計十一万部を超えるその詩集が、没後十周年の機に新装版となって登場。

1,620¥     

55 坂村真民詩集百選 坂村真民・著／横田南嶺・選
真民詩に魅せられて35年。臨済宗円覚寺派管長・横田南嶺氏が選ぶ、真民詩ベスト
100。

1,404¥     

56 かなしみを あたためあって あるいてゆこう 西澤孝一・著
坂村真民記念館館長で、晩年の真民氏の謦咳に接した西澤孝一氏による、真民詩
をやさしく紐解く手引き書。

1,404¥     

57 生きよう今日も喜んで 平澤興・著 京大総長・平澤興氏の不朽の名語録集。人生の中で何度も読み返したくなる一冊。 1,080¥     

58 真理は現実のただ中にあり 森信三・著 21世紀を生きる子どもたち、親たちに贈る、珠玉の名講話9篇を収録。 1,728¥     

59 10代のための人間学 森信三・著 中高生のために記された生き方指南書。 1,404¥     

60 家庭教育の心得 森信三・著
20万もの家庭を変えた、知る人ぞ知る「家庭教育のバイブル」。森信三師が語る、母
親のための我が子の育て方、しつけ方。

1,404¥ 

61 父親のための人間学 森信三・著
父親として、我が子に何を残せるか――。『家庭教育の心得』とあわせて読みたい一
冊。

1,404¥ 

62 若き友への人生論 森信三・著
二度とない人生をいかに生きるか。人間の生き方を問い続けた哲人が若き友に説い
た人生論。

1,728¥ 

63 森信三訓言集 森信三・著／寺田一清・編 魂をゆさぶる、森信三師の幻の金言集。 1,404¥     

64 森信三　運命を創る１００の金言 森信三・著／藤尾秀昭・監修
「いかに生きるか」「仕事の根本」「家庭教育の心得」「読書の神髄」「自分を確立す
る」といった人生の折節の指針となる100の金言を精選。

1,188¥ 

65 「中庸」に学ぶ 伊與田覺・著 人間としてあるべき道を説く古典中の古典『中庸』を伊與田氏が紐解く。 1,944¥ 

66 己を修め人を治める道 伊與田覺・著
人に長たる者の必読書『大学』の教え。伊與田氏による、心にすっととけこむ人間学
講話。

1,944¥ 

67 「孝経」人生をひらく心得 伊與田覺・著 安岡正篤師の高弟が語る、'「孝」の精神を呼び覚ます感動の『孝経』講座。 1,944¥     

68 人はいかにして大成するか 伊與田覺・著 日本人の精神の源流「神道」と「中庸」に学ぶ。 1,728¥     

69 百歳の論語 伊與田覺・著
『論語』とともに歩んで90余年――。伊與田氏100歳で行われた気迫溢れる講義を書
籍化。

1,728¥     

70 いかにして人物となるか 伊與田覺・著 孔子、王陽明、中江藤樹。三哲はいかにして自分を磨いたか。 1,944¥     

71 歴史の遺訓に学ぶ 堺屋太一、渡部昇一・著 保守の論客・堺屋太一、渡部昇一両氏が繰り広げる談論風発の対談。 1,620¥     

72 君のやる気スイッチをオンにする遺伝子の話 村上和雄・著 遺伝子工学の世界的権威が、現役高校生たちに行った「遺伝子と命」の講演録。 1,296¥ 

73 仕事の神様が“ひいき”したくなる人の法則 井垣利英・著
京セラ名誉会長・稲盛和夫氏ご推薦！　プラス思考と本物の自信を身につける秘訣
とは。

1,620¥     

74 感動の日本史 服部剛・著
教師歴28年、中学生たちが感動する道徳授業を行ってきた著者。日本人であること
を誇りに思える、知られざる偉人たちの物語を11話を収録。

1,620¥     

75 子どもたちが身を乗り出して聞く道徳の話 平光雄・著 たった5分で子どもの目が輝くプロ教師の技術。 1,620¥ 

76 楽しみながら１分で脳を鍛える速音読 齋藤孝・著
速読と音読を一つにした「速音読」を行うためのテキストブック。頭の回転がよくなる、
記憶力が高まる、集中力が高まる新感覚脳トレ。

1,404¥ 

77 楽しみながら日本人の教養が身につく速音読 齋藤孝・著
「日本の伝統文化の中で、これは覚えておいたほうがいい」と齋藤孝先生が考える言
葉ばかりをギュッと１冊に集めた、教養を高めるための脳トレブック。

1,404¥ 

78 日本が二度と立ち上がれないようにアメリカが占領期に行ったこと 髙橋史朗・著 千両文書250万ページを読破して明らかになった占領政策の実態。 1,944¥     

79 子供が育つ「論語」 瀬戸謙介・著
「成績が上がった！」「やる気が出てきた！」「しっかりしてきた！」。臨場感溢れる『論
語』の授業。

1,512¥     

80 活学新書 渋沢栄一 人生を創る言葉５０ 渋澤健・著 ５代目子孫が語る人生とビジネスの成功法則。 1,296¥     

81 活学新書　勝海舟修養訓 石川真理子・著 幕末の英傑・勝海舟が説いた人間を磨く50訓。 1,296¥     

82 活学新書　山岡鉄舟 修養訓 平井正修・著
剣・禅・書の達人が説く、人物修養法。鉄舟が創建した全生庵の住職を務める著者
が、鉄舟の言葉を42篇選定し、解説を綴った一冊。

1,296¥     

83 活学新書　吉田松陰修養訓 川口雅昭・著
松陰研究40余年となる川口氏が「日本人に再び元気を取り戻して欲しい」
と念じ筆を取った渾身の書。

1,296¥     

84 活学新書　山鹿素行修養訓 川口雅昭・著
吉田松陰らの魂を激しく揺さぶり、明治維新最大の原動力となった『中朝事実』の著
者・山鹿素行の教え。

1,296¥     

85 「孟子」一日一言 川口雅昭・編
萩の野山獄で、松陰が囚人たちへ説いた『孟子』の言葉を366精選。獄中の松陰が
刮目して学んだ『孟子』の言葉とはいかなるものであったか――。

1,296¥ 

86 運命をひらく山田方谷の言葉５０ 方谷さんに学ぶ会・著
ノーベル賞受賞者・大村智氏推薦。生涯「知行合一」を旨とした山田方谷に学ぶ、大
事を成す者の心得。

1,296¥ 

87 養生訓 貝原益軒・著／城島明彦・現代語訳
江戸時代から読み継がれる心身の“国民的健康書”『養生訓』をとことん読みやすく
した一冊。

1,944¥ 

88 五輪書 宮本武蔵・著／城島明彦・現代語訳
60数戦して不敗という伝説をもつ剣豪宮本武蔵。「兵法指南書」でありながら、現代
の戦士にも通じる、ビジネスの書であり、人生指南の書とも言うべき一冊。

1,512¥ 

89 努力論 幸田露伴・著／夏川賀央・現代語訳
努力こそ人を幸福にする最善の道――。西洋の成功哲学に先駆けて書かれた、日
本人による日本人のための成功法則とは。渡部昇一氏推薦。

2,160¥     

90 中江藤樹『翁問答』 中江藤樹・著／城島明彦・現代語訳
日本陽明学の祖であり、「聖人」と称された唯一の日本人・中江藤樹の名著を現代語
訳。その教えは貴重な生きる指針を授けてくれるだろう。

1,620¥ 

91 代表的日本人 内村鑑三・著／齋藤慎子・現代日本語訳
西郷隆盛、上杉鷹山、二宮尊徳、中江藤樹、日蓮。19世紀末、内村鑑三が「日本人
にもこんな人物がいる」と世界に伝えようと英語で書いた名著が現代語訳で蘇る。

1,512¥ 

92 石田梅岩『都鄙問答』 石田梅岩・著／城島明彦・現代語訳
松下幸之助氏が座右の書とし、「経営や仕事に行き詰まったら読みなはれ」と他の人
にも勧めていたと言われる『都鄙問答』を分かりやすく現代語訳。

1,728¥ 

93 学問のすすめ 福沢諭吉・著／奥野宣之・現代語訳
「天は人の上に人を造らず」で始まる明治初期の大ベストセラーの全文を分かりやす
い現代語訳で読む。

1,512¥     

94 本居宣長『うひ山ぶみ』 本居宣長・著／濱田浩一郎・現代語訳
『古事記伝』全44巻を35年もの歳月をかけて完成させた知の巨人・本居宣長が、亡く
なる3年前に綴った学問の入門書

1,512¥     

95 一流になる人の２０代はどこが違うのか 致知編集部・編
ANA、クレディセゾン、SBIホールディングス、グロービス、ドトールコーヒー、リコー…
…。各界トップ35人が語る20代。一流と二流の分かれ目はここにある。

1,512¥     

96 現代人の伝記1 致知編集部・編
『致知』の特集記事の中から、特に10代の皆さんの生き方の参考になる人物を厳
選。セーラ・マリ・カミングス氏、鍵山秀三郎氏、矢谷長治氏、山下泰裕氏のインタ
ビューなど。

1,080¥     

97 現代人の伝記2 致知編集部・編
大平光代氏・清水哲氏（対談）、永守重信氏、塩沢みどり氏、畠山重篤氏、奥崎祐子
氏、草間吉夫氏、尾車浩一氏・大橋秀行氏（対談）収録。

1,080¥     

98 現代人の伝記3 致知編集部・編
坂村真民氏、坂岡嘉代子氏、熊沢健一氏、黒瀬曻次郎氏、河原成美氏、磯部則男
氏、村田兆治氏・井村雅代氏（対談）収録。

1,080¥ 

99 現代人の伝記4 致知編集部・編
中丸三千繪氏、辻口博啓氏、小林郁子氏、福島　智氏、小川与志和氏、上山博康
氏、小川三夫氏、八杉康夫氏収録。

1,080¥     

100 現代人の伝記5 致知編集部・編
福島令子氏・金澤泰子氏（対談）、小野二郎氏、清水咲栄氏、木下晴弘氏、鳥濱初
代氏、佐野有美氏、小宮正江氏・浦田理恵氏（対談）収録。

1,080¥     


