






職種
性別 読んだ時期 作　品　名

著　者
おすすめ度 
★5個までで評価 作品の内容や感想など

特養支援員
女性 20代半ば 祝　もののき事務所

茅田 砂胡 ★★★★★

「なんちゃってミステリー」らしい、探偵ものです。昼ドラのような人間
模様や、犯人は誰か、どう解決するのか予測できなくて楽しめました。こ
の作者さんの作品には、大変な境遇の中でも強かに生きる人が多くて私は
好きです。

事務員
女性 高校時代 夢をかなえるゾウ

水野 敬也 ★★★ 自分を変えたい主人公が、関西弁を話すゾウの神様ガネーシャによって成
長していくお話です。

主事
男性 大学時代 容疑者Xの献身

東野 圭吾 ★★★★★
正反対のふたりの天才のやりとり、完全犯罪という数式と人間の情という
変数が複雑に絡み合い、相互の深みが引き立てられたミステリー傑作。ま
た、｢純愛｣ についても考えさせられる作品です。

管理栄養士
女性 大学時代 パラドックス13

東野 圭吾 ★★★★
原因不明の現象によって突如極限の状況に追い込まれた13名が、様々な選
択を迫られながらも成長していく内容です。ストーリーに引き込まれ、読
んでいて飽きない本です。

支援員
女性 最近 火花

又吉 直樹 ★★★★ 泣いたり笑ったりできる一冊です。読むたびに作品に引き込まれます。ぜ
ひ今秋、手にとって読んでみてください。

作業療法士
女性 ３年前 さよならドビュッシー

中山 七里 ★★★★

ピアニストを目指す女子高生が全身大火傷の大怪我を負いながらも、コン
クール優勝を目指して猛レッスンに励みます。挫けそうになった時に支え
てくれる人から力をもらい、障害を乗り越え、今の自分を受け入れていく
ストーリーです。が、最後に大どんでん返しが待っている音楽ミステリー
です。

情短心理職員
女性 大学時代 Bボーイ　サラリーマン

HIRO ★★★★★
好きなことにもっと夢中になれる本です。好きなことを形にしていくこと、
夢への強い気持ちが書かれています。この本を読むとダンスに夢中になっ
ていた大学時代を思い出す大切な一冊です。

事務員
女性 現在

これは経費で落ちません！
～経理部の森若さん～

青木 祐子
★★★ ここ最近共感した本。職場の人間模様に「あーいるいるこういう人」と思

わず頷いてしまう働く女性が主人公の小説です。

支援員
男性 大学時代 冬のソナタ

キムウニ ユンウンギョン ★★★★★
「変わらない愛」がテーマの韓流旋風の発端となった作品です。慌ただし
く過ごす日々の中で少し疲れたら、あなたの心に埋もれているかすかな初
恋の記憶を呼び覚まし、小さな慰めの時間になるのではないでしょうか。

特養支援員
女性 ５～６年前 東京バンドワゴン

小路 幸也 ★★★★★ 大家族が舞台のアットホームな軽いミステリシリーズ。ささくれ立った心
のビタミンにぜひ！！おすすめします。

救護施設支援員
男性 ２～３年前

心を整える。
勝利をたぐり寄せる
ための56の習慣
長谷部 誠

★★★★

自分の好きなものを職業として身を立てていくことの素晴らしさと厳しさ
がよくわかる本です。興味も行動も消費も「拡散」しがちな世の中でどの
ようにして「集中」を手に入れるのか。自身の日常生活リズムを見つめ直
せるキッカケとなる一冊です。

作業療法士
女性 ３～４年前 三匹のおっさん

有川 浩 ★★★

テレビ東京系列でドラマ化された作品です。世間ではおっさんと言われる
世代の男性３人組が、町内の問題を解決していくお話です。名を名乗るこ
となく、家族にも内緒でスマートに悪者を退治していく“おっさん”はかっ
こいいですよ。

支援員
女性 20代 マリアビートル

伊坂 幸太郎 ★★★★

キャラクターの濃い人物たちがそれぞれの目的を果たす為に、１つの新幹
線に乗り合わせます。次々に起こる事件！自分の敵が誰か分からない中、
新幹線は走り続けます。個々の登場人物の視点から書かれているため物語
が繋がった時のドキドキと爽快感を感じるたび、自分も同じ新幹線に乗り
合わせているような臨場感が楽しめます。秋の夜長に非日常を味わいたい
方におススメの１冊です。

事務局主事
男性 最近 コンビニ人間

村田 沙耶香 ★★★★

コンビニ店員としてかろうじて社会とのつながりを保っている主人公。異
質なものを排除しようとする冷たい現代社会のなかで、悩みながらもたく
ましく生きる主人公の姿が描かれていて、最後には、「それでもいいか」
と感じさせてくれます。

職種
性別 読んだ時期 作　品　名

著　者
おすすめ度 
★5個までで評価 作品の内容や感想など

養護支援員
男性 30代後半

「リーダーになる人に
知っておいてほしいこと」
「リーダーになる人に
知っておいてほしいことⅡ」
松下 幸之助（述）
松下 政経塾（編）

★★★★

いわずと知れた日本を代表する世界的企業の松下グループの創始者である、
松下幸之助氏（故人）が松下政経塾にて語った語録集として編纂された書。
堅苦しい文章ではなく、氏が実際に語った口語体の文章が読み手に対し、ま
るで今も尚、本当に氏がそこで語りかけてくるようである。業種、場面を問わず、
リーダーであるべき人が、リーダーとして、あるべき姿とは、どうあるべきかを
優しく問いかける。

体育指導員
男性 半年前 腰痛を自力で治す本

銅冶 英雄 ★★★★ この本のおかげで実際に腰痛が少し楽になりました。皆さんも一度試してみて
ください。

主事
女性 ４～５年前

ハリーポッターシリーズ
全11巻

J・K・ローリング
★★★★

ハリー少年の幼少時から青年期への成長の物語、ファンタジーの楽しい世界
をお楽しみ下さい。1冊だけでもボリュームがあるので、秋の夜長に全巻読破
できます！

事務員
女性 ２年前 影法師

百田 尚樹 ★★★★

低い身分が故に幾つもの困難に直面する主人公は、親、師、友との出会いで
大きく人生が動いていきます。同じ志のもと、光と影に分かれていく二人の青
年の運命が最後に重なり合うのか。とてもせつない時代小説です。誰もが自
由を手に入れた今日、こんなに一生懸命に人生を歩んでいるだろうかと考えさ
せられます。何かを犠牲にすることなく将来の夢を語ることがどれだけ幸せな
ことなのか、子供たちにも読んで感じてほしい小説です。

障害施設支援員
男性 20代 坂の上の雲

司馬 遼太郎 ★★★★
当時の先輩に勧められた本。正岡子規、秋山好古、真之兄弟を通して、日清
日露戦争時の日本人の気概に触れることができる本です。読後、気持ちが高
ぶり、次の日からの働く活力を得られるので今も読んでいます。

事務職員
男性 これから 陽だまりの彼女

越谷 オサム ★★★★★
「女子が男子に読んでほしい恋愛小説№１」
ただのラブストーリーだと思うとミステリーだったり、ファンタジーだったりと、
最後の最後までわくわくする作品です。（中学生の娘談）

情短支援員
女性 ３～４年前 置かれた場所で咲きなさい

渡辺 和子 ★★★★★
会社、結婚、人間関係…人生は思うようにいかないことばかりです。そんな時
読んで欲しいのが、この1冊です。「くれない族」の自分に決別し、「置かれた
場所で咲く」生き方をしてみませんか？

開発指導員
女性 10年前 真田太平記

池波 正太郎 ★★★★★
真田一族の興亡と真田忍びの佐助を交えた史実と創作を織り交ぜた歴史・時
代小説。織田、豊臣、徳川による天下人の移り変わりを信州の豪族の目から
見た大作。大阪夏の陣で死を覚悟しながら幸村の奮戦に涙。

知的支援員
男性 数年前 新版看板建築

藤森 照信 ★★★★
関東大震災後に誕生した看板建築。その名付け親でもある著者が、その間取
り、外部の意匠を多数の写真や図版を用いて解説した本。レトロな建物が好
きな人にお勧め。

特養看護師
女性 今年の７月 本日は、お日柄もよく

原田 マハ ★★★★

親友の結婚式で伝説のスピーチライターの涙があふれるほど感動する衝撃的
なスピーチに出会う。空気を一変させる言葉に魅せられてしまった主人公は直
ぐに弟子入りし、スピーチライターとして成長していくという内容。この本を読
むと言葉の素晴らしさに感動し、読みながら涙がジワリと出てきました。１ペー
ジ目に「スピーチの極意　十か条」が書いてあり、とても参考になります。

主事
男性 最近 ニーチェの言葉

フリードリヒ・ニーチェ ★★★★★
上司から休憩の時にでも読んだらと預かったもので、今までは読書後、本の
一部（自分の都合のいい文章）だけを自身のものにしていた傾向があったが、
この本は全文とも前向きになれる内容であり、こんなにも私を冷静にしてくれ
る本は、初めてでした。

支援員
男性 2016年２月 人生の意味の心理学

アドラー（岸見 一郎） ★★★★★

アドラーに関する書籍は他にも多数出版されていて自己啓発の源流として取り上げ
られていますが、自己啓発にとどまらず、支援の現場でも流用できそうな内容が随
所に見受けられます。中でもこのテキストは具体例を交えながら非常にわかりやす
い表現で書かれており、心理学書というハードルの高そうなイメージではなく初心者
でも読みやすいと思います。アドラーの概要を知る入門書としてピッタリです。

障害施設支援員
男性

最近
（１年ぐらい前かな）

ライダーズストーリー
バイク小説短編集
武田 宗徳

★★★★
（バイクに興味
をお持ちの方）

なぜ街中におっさんライダーが溢れているかがわかる1冊です。バイクに乗ると、こ
の小説に出てくる物語のようにカッコよくバイク人生を送っていると勘違いさせてくれ
自分も同じ体験が味わえるんだと、期待で胸がいっぱいになりハンドルを握ります。
おっさんの方がより影響されやすく、読み終わるとバイク屋直行コースとなります。

支援員
女性

昨年、娘の
受験の際、
待ち時間に
たまたまコン
ビニで買って
読んだ。

幸福な生活
百田 尚樹 ★★★★★

本の帯に、‘もう体験しましたか？ラスト１行の衝撃を’、とあります。何のことやら、
と思いながら読み進んで行きました。鈍感な私は１話目では「えっ？」と思う程度
でしたが、２話目からその‘１行の衝撃’にはまってしまいました。１話完結、全部
で19の話が書かれた短編集でとても読みやすく、しかもそれぞれの話の最後には
落語でいうところの‘オチ’がみごとなまでに仕掛けられていて、時間を忘れて読み
ふけってしまいました。

ヘルパー職員
女性 高校時代 雪国

川端 康成 ★★★★ 何度も繰り返し読むほどでした。小説を読んだらドラマも見て下さい。ドラマの主人
公がイケメンだった。

事務職
男性 最近数年 居眠り磐音江戸双紙

佐伯 泰英 ★★★★

ＮＨＫでもドラマ化されたので、ご存知の方も多いかもしれませんが、江戸下
町人情あふれるストーリー展開と、春風のように爽やかな主人公が鮮やかに悪
を切り捨てる剣さばきは爽快で、文句なしに面白くオススメです。佐伯作品は、
他にも「吉原裏同心」・「酔いどれ小藤次留書」シリーズなど、江戸情緒あふ
れる作品はいずれも面白くお薦めです。同じく江戸の下町情緒を背景に主人公
が活躍する上田秀人の作品もお薦めですよ。
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大きく人生が動いていきます。同じ志のもと、光と影に分かれていく二人の青
年の運命が最後に重なり合うのか。とてもせつない時代小説です。誰もが自
由を手に入れた今日、こんなに一生懸命に人生を歩んでいるだろうかと考えさ
せられます。何かを犠牲にすることなく将来の夢を語ることがどれだけ幸せな
ことなのか、子供たちにも読んで感じてほしい小説です。

障害施設支援員
男性 20代 坂の上の雲

司馬 遼太郎 ★★★★
当時の先輩に勧められた本。正岡子規、秋山好古、真之兄弟を通して、日清
日露戦争時の日本人の気概に触れることができる本です。読後、気持ちが高
ぶり、次の日からの働く活力を得られるので今も読んでいます。

事務職員
男性 これから 陽だまりの彼女

越谷 オサム ★★★★★
「女子が男子に読んでほしい恋愛小説№１」
ただのラブストーリーだと思うとミステリーだったり、ファンタジーだったりと、
最後の最後までわくわくする作品です。（中学生の娘談）

情短支援員
女性 ３～４年前 置かれた場所で咲きなさい

渡辺 和子 ★★★★★
会社、結婚、人間関係…人生は思うようにいかないことばかりです。そんな時
読んで欲しいのが、この1冊です。「くれない族」の自分に決別し、「置かれた
場所で咲く」生き方をしてみませんか？

開発指導員
女性 10年前 真田太平記

池波 正太郎 ★★★★★
真田一族の興亡と真田忍びの佐助を交えた史実と創作を織り交ぜた歴史・時
代小説。織田、豊臣、徳川による天下人の移り変わりを信州の豪族の目から
見た大作。大阪夏の陣で死を覚悟しながら幸村の奮戦に涙。

知的支援員
男性 数年前 新版看板建築

藤森 照信 ★★★★
関東大震災後に誕生した看板建築。その名付け親でもある著者が、その間取
り、外部の意匠を多数の写真や図版を用いて解説した本。レトロな建物が好
きな人にお勧め。

特養看護師
女性 今年の７月 本日は、お日柄もよく

原田 マハ ★★★★

親友の結婚式で伝説のスピーチライターの涙があふれるほど感動する衝撃的
なスピーチに出会う。空気を一変させる言葉に魅せられてしまった主人公は直
ぐに弟子入りし、スピーチライターとして成長していくという内容。この本を読
むと言葉の素晴らしさに感動し、読みながら涙がジワリと出てきました。１ペー
ジ目に「スピーチの極意　十か条」が書いてあり、とても参考になります。

主事
男性 最近 ニーチェの言葉

フリードリヒ・ニーチェ ★★★★★
上司から休憩の時にでも読んだらと預かったもので、今までは読書後、本の
一部（自分の都合のいい文章）だけを自身のものにしていた傾向があったが、
この本は全文とも前向きになれる内容であり、こんなにも私を冷静にしてくれ
る本は、初めてでした。

支援員
男性 2016年２月 人生の意味の心理学

アドラー（岸見 一郎） ★★★★★

アドラーに関する書籍は他にも多数出版されていて自己啓発の源流として取り上げ
られていますが、自己啓発にとどまらず、支援の現場でも流用できそうな内容が随
所に見受けられます。中でもこのテキストは具体例を交えながら非常にわかりやす
い表現で書かれており、心理学書というハードルの高そうなイメージではなく初心者
でも読みやすいと思います。アドラーの概要を知る入門書としてピッタリです。

障害施設支援員
男性

最近
（１年ぐらい前かな）

ライダーズストーリー
バイク小説短編集
武田 宗徳

★★★★
（バイクに興味
をお持ちの方）

なぜ街中におっさんライダーが溢れているかがわかる1冊です。バイクに乗ると、こ
の小説に出てくる物語のようにカッコよくバイク人生を送っていると勘違いさせてくれ
自分も同じ体験が味わえるんだと、期待で胸がいっぱいになりハンドルを握ります。
おっさんの方がより影響されやすく、読み終わるとバイク屋直行コースとなります。

支援員
女性

昨年、娘の
受験の際、
待ち時間に
たまたまコン
ビニで買って
読んだ。

幸福な生活
百田 尚樹 ★★★★★

本の帯に、‘もう体験しましたか？ラスト１行の衝撃を’、とあります。何のことやら、
と思いながら読み進んで行きました。鈍感な私は１話目では「えっ？」と思う程度
でしたが、２話目からその‘１行の衝撃’にはまってしまいました。１話完結、全部
で19の話が書かれた短編集でとても読みやすく、しかもそれぞれの話の最後には
落語でいうところの‘オチ’がみごとなまでに仕掛けられていて、時間を忘れて読み
ふけってしまいました。

ヘルパー職員
女性 高校時代 雪国

川端 康成 ★★★★ 何度も繰り返し読むほどでした。小説を読んだらドラマも見て下さい。ドラマの主人
公がイケメンだった。

事務職
男性 最近数年 居眠り磐音江戸双紙

佐伯 泰英 ★★★★

ＮＨＫでもドラマ化されたので、ご存知の方も多いかもしれませんが、江戸下
町人情あふれるストーリー展開と、春風のように爽やかな主人公が鮮やかに悪
を切り捨てる剣さばきは爽快で、文句なしに面白くオススメです。佐伯作品は、
他にも「吉原裏同心」・「酔いどれ小藤次留書」シリーズなど、江戸情緒あふ
れる作品はいずれも面白くお薦めです。同じく江戸の下町情緒を背景に主人公
が活躍する上田秀人の作品もお薦めですよ。








