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書名 巻次 著者名 出版者
こう考えれば、うまくいく。 日垣　隆∥著 文芸春秋
女が腹を括る時 大平／栄一郎∥著 羽衣出版
キタイ 吉来／駿作∥著 幻冬舎
ＪＡＬ再建の行方 杉浦　一機∥著 草思社
銀行から融資を受ける前に読む 大森  雅美∥著 旬報社
中小企業再生のターニングポイントはここだ！ 川野　雅之∥著 中央経済社
できることをしよう。 糸井　重里∥著 新潮社
日本が潰してはいけない会社 立川　昭吾∥著 青志社
Ｓｐｏｒｔｓ　Ｇｒａｐｈｉｃ　Ｎｕｍｂｅｒベ
スト・セレクション

3
スポーツ・グラフィッ
クナンバー∥編

文芸春秋

復興の息吹き 田代　洋一∥編著 農山漁村文化協会
蘇るサバ缶 須田 泰成∥著 廣済堂出版

だけど、くじけない
長倉洋海と東北の子ど
もたち∥著

ＮＨＫ出版

百と八つの流れ星 下 丸山　健二∥著 岩波書店
三谷幸喜のありふれた生活 8 三谷　幸喜∥著 朝日新聞出版

柳園の壷
ロバート・ファン・
ヒューリック∥著

早川書房

「お金の毒」な人々 お金の毒研究所∥編 三五館
地球は「行動の星」だから、動かないと何も始ま
らないんだよ。

斎藤  一人∥著 サンマーク出版

衰退産業・崖っぷち会社の起死回生 遠藤　咲子∥著 日本経済新聞出版社
復活するはわれにあり 山田　正紀∥著 双葉社
復活の条件 森村　誠一∥著 光文社
球界再編は終わらない 日本経済新聞社∥編 日本経済新聞社
ほんとうの復興 池田　清彦∥著 新潮社
復興の書店 稲泉　連∥著 小学館
「タカラ」の山 竹森／健太郎∥著 朝日新聞社
最強のスポーツビジネス 池田 純∥編 文藝春秋
戦国の城の一生 竹井 英文∥著 吉川弘文館
どこまで墜ちた企業を救えるのか 柴田　昌治∥著 日本経済新聞出版社

潰れてたまるか！ 影山　惠子∥著
阪急コミュニケー
ションズ

崖っぷち社員たちの逆襲 小島  俊一∥著 ＷＡＶＥ出版
復活企業強さの理由 赤堀　たか子∥著 ＰＨＰ研究所
復活の恋人 西田　俊也∥著 幻冬舎
人生を「リセット！」する方法 梅森／浩一∥著 中央公論新社
希望ふたたび 加藤  りつこ∥著 解放出版社
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被爆樹巡礼 杉原  梨江子∥著 実業之日本社
人生がイヤになったとき読む本 本多／信一∥著 山下出版
おとなの進路教室。 山田　ズーニー∥著 河出書房新社

人生を変える習慣のつくり方
グレッチェン  ルービ
ン∥著

文響社

再起日本！ 前川　正雄∥著 ダイヤモンド社
復活 上 トルストイ∥作 岩波書店

お天守がとんだ
丸岡町震災記念誌編纂
委員会／編集

丸岡町

百と八つの流れ星 上 丸山　健二∥著 岩波書店
辛酸リノベーション 小森／知佳∥著 ラトルズ

９９人の小さな転機のつくりかた
『ビッグイシュー日本
版』編集部∥編

大和書房

復活のヴェヌス タニス　リー∥著 産業編集センター
今ある会社をリノベーションして起業する 奥村  聡∥著 ビジパブ
「あまのじゃく」に考える 平川  克美∥著 三笠書房
新・傭兵代理店 渡辺  裕之∥著 祥伝社
失敗するから人生だ。 梅沢  正邦∥著 東洋経済新報社
女王さまの夜食カフェ 古内  一絵∥著 中央公論新社
<どんでん返し>の科学史 小山 慶太∥著 中央公論新社

不死鳥の羽音
株式会社ノヴァス／編
集制作

絶対、よくなる！ 斎藤  一人∥著
ＰＨＰエディター
ズ・グループ

復活！！虹北学園文芸部 はやみね　かおる∥作 講談社
メイド・イン・ジャパンの復活 稲垣　公夫∥著 経済界
逆境を越えてゆく者へ 新渡戸　稲造∥著 実業之日本社
熊野三山 Ｋａｎｋａｎ∥写真 ＪＴＢパブリッシン

過去にくよくよこだわるな
リチャード・カールソ
ン∥著

ダイヤモンド社

魂の会社再建 村松　謙一∥著 東洋経済新報社
復活の日 小松 左京∥著 早川書房
生きろや生きろ けん三∥著 新日本出版社
会社が消えた日 大西  康之∥著 日経ＢＰ社
あなたが先に儲けなさい 菅谷　信一∥著 経済界
ほんとうは失敗続きだった「経営の神様」 中島　孝志∥著 メトロポリタンプレ
焦土からの再生 井上　亮∥著 新潮社
英雄伝説の日本史 関 幸彦∥[著] 講談社
蘇る中世の英雄たち 関／幸彦∥著 中央公論社
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横綱 曙／太郎∥著 新潮社
蘇りの森 木崎／さと子∥著 文芸春秋
復活 下 トルストイ∥作 岩波書店
事業と従業員を守る経営の再生 八木　宏之∥著 時事通信出版局
震災後に倒産しない法 吉田　猫次郎∥著 サンマーク出版
復興計画 越沢／明∥著 中央公論新社
福島で酒をつくりたい 上野 敏彦∥著 平凡社
中村邦夫は松下電器をいかにして変えたか 財部／誠一∥著 ＰＨＰ研究所
いのちの再建弁護士 村松 謙一∥[著] KADOKAWA
ＩＧＰＩ流ローカル企業復活のリアル・ノウハウ 富山  和彦∥著 ＰＨＰ研究所
よみがえる商店街 三橋　重昭∥著 学芸出版社
ぼく、路上系社長 前橋　靖∥著 亜紀書房
蓑虫たちの旗 井ノ部／康之∥著 読売新聞社
日本人「再生」と「復興」の１００年 近現代史編纂会∥編 世界文化社
あきらめない人生 池田／理代子∥著 海竜社
K2 笹本 稜平∥著 祥伝社

現役続行
矢崎／良一∥〔ほか〕
執筆

竹書房

あの天才がなぜ転落 玉手 義朗∥著 日経BP社
国民の覚悟 中西　輝政∥著 致知出版社

ウォルト・ディズニーに学ぶ七転び八起き経営
パット　ウィリアムズ
∥著

ネコ・パブリッシン
グ

おもかげ復元師の震災絵日記 笹原　留似子∥著 ポプラ社
ある戦後史 小辻  幸雄／著者 ゆきのした文化協会
夢をかなえる公式 イ　ジソン∥著 サンマーク出版
実践的中小企業再生論 藤原　敬三∥著 金融財政事情研究会
逆風満帆 朝日新聞ｂｅ編集部∥ 明治書院
あなたに奇跡を起こすこころの旅 コリン・ターナー∥著 ＰＨＰ研究所
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