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AIとの世界

1 AI 2045 日本経済新聞社編 日本経済新聞出版社 1F 0538242 007.13/A22

2 AI vs.教科書が読めない子どもたち 新井紀子 東洋経済新報社 1F 0537714 007.13/A62

3
機械より人間らしくなれるか? : AIとの対話が、人間でいることの意
味を教えてくれる

ブライアン・クリスチャン
著/吉田晋治訳

草思社 1F 0493093 007.13/C58

4 AIが神になる日 : シンギュラリティーが人類を救う 松本徹三 SBクリエイティブ 1F 0538240 007.13/Ma81

5 幸せになる勇気 岸見一郎, 古賀史健 ダイヤモンド社 1F 0532714 146.1/Ki58

6
超AI時代の生存戦略 : 「2040年代」シンギュラリティに備える34のリス
ト

落合陽一 大和書房 1F 0536999 304/O15

7 ロボットが家にやってきたら・・・ : 人間とAIの未来 遠藤薫 岩波書店 文庫・新書（2F) 0537125 岩波ジュニア新書 ; 867

8 AIの衝撃 : 人工知能は人類の敵か 小林雅一 講談社 文庫・新書（2F) 0529355 講談社現代新書 ; 2307

9 未来を読む : AIと格差は世界を滅ぼすか 
ジャレド・ダイアモンド [ほか]
著 ; 大野和基インタビュー・編 PHP研究所 文庫・新書（2F) 0538244 PHP新書 ; 1144

経済

10 炎上とクチコミの経済学 山口真一 朝日新聞出版 1F 0538369 675/Y24 

11 お金2.0 : 新しい経済のルールと生き方 佐藤航陽 幻冬舎 2F 0538114 330.4/Sa85

12 レモンをお金にかえる法
ルイズ・アームストロングぶん/
ビル・バッソえ/佐和隆光やく 河出書房新社 2F 0503830 331/A79

13 ピケティ入門 : 『21世紀の資本』の読み方 竹信三恵子 金曜日 2F 0529610 331.82/Ta64

14 オリンピック恐慌 岸博幸 幻冬舎 2F 0538934 332.107/Ki56

15 貧困の終焉 : 2025年までに世界を変える
ジェフリー サックス著/鈴木 主
税, 野中 邦子訳 早川書房 2F 0539150 333.8/Sa12

16 3つのゼロの世界 : 貧困0・失業0・CO2排出0の新たな経済
ムハマド ユヌス著/山田 文
訳

早川書房 2F 0539151 335.8/Y98

17 21世紀の貨幣論 
フェリックス・マーティン著/遠
藤真美訳 東洋経済新報社 2F 0538365 337.2/Ma53

18 「逃げ恥」にみる結婚の経済学 白河桃子, 是枝俊悟著 毎日新聞出版 2F 0536991 367.4/Sh83

19 ベーシック・インカム : 国家は貧困問題を解決できるか 原田泰 中央公論新社 文庫・新書（2F) 0529260 中公新書 ; 2307 

20 資本主義はどこへ向かうのか : 内部化する市場と自由投資主義 西部忠 NHK出版 文庫・新書（2F) 0457346 NHKブックス ; 1173 
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仕事

21 10年後の仕事図鑑 : 新たに始まる世界で、君はどう生きるか 堀江貴文, 落合陽一 SBクリエイティブ 2F 0537715 366.29/H87

22 これからの僕らの働き方 : 次世代のスタンダードを創る10人に聞く 横石崇編 早川書房 2F 0534110 366.29/Ko79

23 Work design : 行動経済学でジェンダー格差を克服する 
イリス・ボネット著/池村千
秋訳

NTT出版 2F 0538918 367.1/B62

24 「ない仕事」の作り方 みうら じゅん 文藝春秋 文庫・新書（2F) 0539314 文春文庫 ; み-23-6

25 「働き方」の教科書 : 人生と仕事とお金の基本 出口治明 新潮社 文庫・新書（2F) 0535028 新潮文庫 ;  て-11-1  

学び・知

26 これからの教養 : 激変する世界を生き抜くための知の11講 
菅付雅信編著, 東浩紀ほか
著

ディスカヴァー・トゥエンティ
ワン 1F 0537782 304/Ko79

27 未来をはじめる : 「人と一緒にいること」の政治学 宇野重規 東京大学出版会 1F 0538923 311/U77

28
いのちを"つくって"もいいですか? : 生命科学のジレンマを考える
哲学講義

島薗進 NHK出版 リハ2 0532413 490.15/Sh45

29 コミュニケーションを学ぶ 高田明典 筑摩書房 文庫・新書（2F) 0493953 ちくまプリマー新書 ; 186 

30 QOLって何だろう : 医療とケアの生命倫理 小林亜津子 筑摩書房 文庫・新書（2F) 0537089 ちくまプリマー新書 ; 292 

31 その情報、本当ですか? : ネット時代のニュースの読み解き方 塚田祐之 岩波書店 文庫・新書（2F) 0537124 岩波ジュニア新書 ; 866

32 リベラルアーツの学び : 理系的思考のすすめ 芳沢光雄 岩波書店 文庫・新書（2F) 0537439 岩波ジュニア新書 ; 871

33 iPS細胞が医療をここまで変える : 実用化への熾烈な世界競争 京都大学iPS細胞研究所 PHP研究所 文庫・新書（2F) 0533339 PHP新書 ; 1053 
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環境

34 ホモ・デウス : テクノロジーとサピエンスの未来　（上・下）
ユヴァル・ノア・ハラリ著/柴
田裕之訳

河出書房新社 1F 0538909,10 209/H32/1、2

35 「地球温暖化」狂騒曲 社会を壊す空騒ぎ 渡辺正 丸善出版 1F 0539301 451.85/W46

36 宇宙旅行入門 
高野忠, パトリック・コリンズ, 日
本宇宙旅行協会編 東京大学出版会 1F 0538791 538.9/U25

37 コミュニティ発電所 : 原発なくてもいいかもよ? 古屋将太 ポプラ社 1F 0512085 540.921/F95

38 脱原発と再生可能エネルギー : 同時代への発言 吉田文和 北海道大学出版会 1F 0529602 543.5/Y86 

39 合成生物学の衝撃 須田桃子 文藝春秋 1F 0538223 579.9/Su13

40 サステナブルツーリズム : 地球の持続可能性の視点から 藤稿 亜矢子 晃洋書房 1F 0539302 689/To34

41 地球の真実 : ナショナルジオグラフィック傑作写真 
ナショナルジオグラフィック
編著

日経ナショナルジオグラ
フィック社 1F 0531601 748/C44

42 サイバーセキュリティ 谷脇康彦 岩波書店 文庫・新書（2F) 0538812 岩波新書 ; 新赤版 1742

43 宇宙はどこまで行けるか : ロケットエンジンの実力と未来 小泉宏之 中央公論新社 文庫・新書（2F) 0538583 中公新書 ; 2507

暮らし

44 Life Shift (ライフシフト) : 100年時代の人生戦略 
リンダ・グラットン, アンド
リュー・スコット著/池村千秋訳

東洋経済新報社 1F 0534643 159/G78

45 生きるって、なに? たかのてるこ文・写真 Terubooks 1F 0538335 159/Ta47

46 異教の隣人 釈徹宗、細川貂々 晶文社 1F 0539438 160/Sh12

47 となりのイスラム : 世界の3人に1人がイスラム教徒になる時代 内藤正典 ミシマ社 1F 0533468 167/N29

48 新移民時代 : 外国人労働者と共に生きる社会へ 西日本新聞社編 明石書店 2F 0538323 334.41/Sh62

49 遅刻してくれて、ありがとう : 常識が通じない時代の生き方（上・下）
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 2F 0537802,3 361.5/F47/1,2

50 カミングアウト 砂川秀樹 朝日新聞出版 2F 0538545 367.9/Su73

51 あなただけの人生をどう生きるか : 若い人たちに遺した言葉 渡辺和子 筑摩書房 文庫・新書（2F) 0538354 ちくまプリマー新書 ; 304

52 未来の年表 : 人口減少日本でこれから起きること 河合雅司 講談社 文庫・新書（2F) 0535406 講談社現代新書 ; 2431

53 未来の年表2 : 人口減少日本であなたに起きること 河合雅司 講談社 文庫・新書（2F) 0537544 講談社現代新書 ; 2475

54 年代別医学的に正しい生き方 : 人生の未来予測図 和田秀樹 講談社 文庫・新書（2F) 0538756 講談社現代新書 ; 2495
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55 LGBTを知る 森永貴彦 日本経済新聞出版社 文庫・新書（2F) 0537336 日経文庫 ; 1389 

未来の予言・未来に残す

56 「太陽の塔」岡本太郎と7人の男 (サムライ) たち : 48年目の誕生秘話 平野暁臣 青春出版社 1F 0538113 702.16/H66

57 雲上雲下 朝井まかて 徳間書店 1F 0538536 913.6/A83

58 空白を満たしなさい 平野啓一郎 講談社 1F 0513238 913.6/H66

59 陰翳礼讃 谷崎潤一郎 岩波書店 1F 0539437 914.6/Ta88

60 完訳赤毛のアンシリ—ズ 
L.M.モンゴメリ―著/掛川恭
子訳

講談社 1F 0439301 933/Mo38/1～10

61 ライ麦畑でつかまえて J.D.サリンジャー著/野崎孝訳白水社 1F 0439330 933/Sa69

62 わたしを離さないで 
カズオ・イシグロ著/土屋政雄
訳 早川書房 1F 0463823 933.7/I73

63 1984年
ジョージ・オーウェル著/新庄
哲夫訳

早川書房 ブラウジング 0471527 ハヤカワ文庫 ; NV8 

64 火の鳥 9 : 宇宙・生命編 手塚治虫 角川書店 ブラウジング 0487720 726.1/Te95/9

65 銀河鉄道の夜・風の又三郎・セロ弾きのゴーシュ : ほか 宮沢賢治 筑摩書房 文庫・新書（2F) 0438288 ちくま文庫 ; み-1-7 

66 外科室 : 他五篇 泉鏡花 岩波書店 文庫・新書（2F) 0441381 岩波文庫 緑版 ; 緑-027-12

67 雪国 川端康成 岩波書店 文庫・新書（2F) 0321001 岩波文庫 緑版 ; 緑-081-3  

68 カエルの楽園 百田尚樹 新潮社 文庫・新書（2F) 0538690 新潮文庫 ;  ひ-39-2  

69 グレート・ギャツビー フィツジェラルド著/野崎孝訳新潮社 文庫・新書（2F) 0421979 新潮文庫 ;  フ-9-1  


