カルチャロミクス︓ 文 化 を ビ ッ グ デ ー タ で 計 測 す る
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エレツ・エイデン/ジャン＝バティー
スト・ミシェル他

本をビッグデータとして研究に使
う、新しい学問の登場。人文科
学が「定量化」時代に突⼊する
“文系”フロンティアの幕開けだ!

池上彰の教養のススメ

FACTFULNESS ︓ 1 0 の 思 い 込 み を 乗 り 越 え 、
データを基に世界を正しく⾒る習慣

ハンス・ロスリング/オーラ・ロスリン
グ他

ファクトフルネスとは―データや事
実にもとづき、世界を読み解く
習慣。思い込みから解放され世
界を正しく⾒るスキルが⾝につく。

AI vs 教科書が読めない子どもたち

池上彰

新井紀子

教養は、生き抜くための「最強の
武器」になる。池上彰が、「教
養」とは何か、学ぶとどんないい
ことがあるのかを説明。

中高校生の多くは、教科書の文
章を正確に理解できない。読解
⼒のない人間は失業する…。数
学者の教育への提言。

ゲームAIと深層学習: ニ ュ ー ロ 進 化と人 間性

詳説人工知能: ア ル フ ァ 碁 を 通 し て 学 ぶ デ ィ ー プ
ラーニングの本質と知識ベースシステム

伊庭⻫志

上野晴樹

ゲームAI⼿法をさまざまな実例
で解説し、実際にゲームAIを構
築できるような技法の習得を目
指す。

数式を使わないでアルファ碁、深
層学習、知識ベースの理論がわ
かる!!AIブームの切っ掛けとなっ
たアルファ碁を解説!

the four GAFA 四騎士が創り変えた世界

レバレッジ・リーディング

スコット・ギャロウェイ

本田直之

GAFAが創り変えた世界の姿と
は。この激変を予言した著名教
授が断言する、次の10年を⽀
配するルールとは。

なぜ「速読」より「多読」なのか?
訓練不要であなたの思考が劇
的に変わる。1日1冊のビジネス
書を読みこなす読書法。

もし20代のときにこの本に出会っていたら
後悔しないための読書

「三方よし」の人間学

廣池千九郎の教え105選

鷲田小彌太

廣池千九郎

「なにものでもない」時代は不安
でつらい。まずは、そこから抜け
出るための読書７則。本はすべ
てのことを教えてくれる︕

法学博士にして教育者、そして
救済活動家。新たな倫理観を
打ち⽴てた偉人の箴言集!

徳づくりの経営

道経一体経営セミナー用テキスト
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学問のすゝめ

モラロジー研究所編

福沢諭吉

現代の中小企業が道経一体の
経営を実現するためにはどうすべ
きかを綴る。

「天は人の上に人を造らず人の
下に人を造らずと言えり」生来
平等な人間に差異をもたらす学
問の意義を説いた17の小篇。

国家＜上＞/＜下＞

カントの人間学

プラトン

中島義道

ソクラテスは、正義の徳の実現
には人間の魂の在り方だけでは
なく、国家そのものを原理的に
問わねばならぬと考えるに至る。

エゴイズム、親切、友情、虚栄
⼼…人間の「姿」はいかなるもの
か。カントの眼差しに拠り、人間
の有り様の不思議を考える。

現象学という思考 : 〈自明なもの〉 の知へ

知的複眼思考法

誰でも持っている創造⼒のスイッチ

田口茂

苅谷剛彦

日常における〈自明なもの〉を
精査し、我々の経験の構造を
浮き彫りにする営為―現象学。
その魅⼒を伝える新しい⼊門書。

ものごとを多角的に捉えて考え
抜く―それが知的複眼思考法だ。
3万人の大学生が選んだベスト
ティーチャーによる思考法の真髄。

考えることの科学

推論の認知⼼理学への招待

「笑い」の解剖 : 経 済 学 者 が解 く50 の疑 問

市川伸一

中島隆信

推論の認知⼼理学は、人間の
知的能⼒の⻑所と短所とをみつ
め直すことによって、それを改善
するためのヒントを与えてくれる。

笑うって実は大変なことなのです。
“知ってるようで本当はあまりよく
わかっていない謎”を氷解させる
ユニークな“知的探検”!

100の思考実験

スピリチュアリズム

あなたはどこまで考えられるか

苫米地英人

ジュリアン・バジーニ

霊は存在するのか?神秘体験と
は何か?⾒えない世界をさぐる。
脳機能学者が今、はじめて解き
明かす真実のスピリチュアル。

⾝体と脳・生命倫理・言語…
「ハーバード白熱教室」で取り上
げられた「トロッコ問題」をはじめ、
哲学・倫理学の100の難問。

ロボットからの倫理学⼊門
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道徳感情論 : 人 間 が ま ず 隣 人 の 、 次 に 自 分 自

⾝の⾏為や特徴を、自然に判断する際の原動⼒
を分析するための論考

久木田水生/神崎宣次/佐々木拓

アダム・スミス

自動運転⾞やケア・ロボットなど
が引き起こしうる、もはやSFでは
済まされない倫理的問題を通し、
人間の道徳を考える⼊門書。

調和ある社会の原動⼒とは何
か?鋭い観察眼と圧倒的な例証
により、個人の⼼理と社会の関
係を解明した傑作!

君たちはどう生きるか

⼗万人が愛した言葉

吉野源三郎

藤尾秀昭・監修

貧困、いじめ、勇気、学問…。
今も昔も変わらないテーマに、人
間としてどう向き合うべきか。
時代を超えた名著。

言葉はいつも生きる喜び、希望、
勇気、⼒を与えてくれた。人間
学誌『致知』の10万人を超える
読者が⼼を鼓舞された名言。

「三方よし」の経営学
廣池千九郎の教え99選

人を動かす

廣池千九郎

D・カーネギー

「品性を第一資本とし、⾦を第
二資本とす」道徳経済一体思
想を説いた偉人の箴言集!

「人を動かす三原則」「人に好か
れる六原則」「人を説得する⼗
二原則」など、⾝につけるべき人
間関係の原則を明示する。

イノベーション・オブ・ライフ

:ハーバード・ビジネススクールを巣⽴つ君たちへ
クレイトン・M・クリステンセン/ジェー
ムズ・アルワース/カレン・ディロン

最高の人生を生き抜くために。
経営戦略を人生訓に落としこん
で語るハーバード・ビジネスス
クールの最終講義。

生き方 ︓人間として一番大切なこと

7つの習慣 ︓成功には原則があった

スティーブン・R. コヴィー

私たちの人生のすべての大切な
側面を取り上げ、激しい変化の
時代にあって充実した、人間ら
しい生活を営む道を示す。

渡部昇一 一日一言
知を磨き、運命を高める

稲盛和夫

渡部昇一

人間として正しい生き方を志し、
ひたすら貫きつづける。京セラと
KDDIを創業した著者が語りつ
くす、人生哲学の集大成。

発想法、人生哲学、歴史学習
法、志の⽴て方、生活の⼼得ま
で運を引き寄せる箴言366。

置かれた場所で咲きなさい
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なぜ歴史を学ぶのか

渡辺和子

リン・ハント

置かれたところこそが、今のあな
たの居場所。自らが咲く努⼒を
忘れてはなりません。⼼迷うすべ
ての人へ向けたベストセラー。

ポスト真実の政治と歴史修正
主義が横⾏する時代に、歴史
学に何ができるのか─。アクチュ
アルな歴史学⼊門。

大人のための「世界史」ゼミ

福翁自伝［新訂］

鈴木董

福沢諭吉

人類史を「文字」に着目したオリ
ジナルな区分でとらえなおし、世
界史の流れが一気につかめる驚
異の「世界史」講義。

少年時代、⻑崎修業時代、緒
方洪庵塾時代、三度の洋⾏、
維新時代について、談話体で描
かれる。自伝文学の最高傑作。

高橋是清自伝＜上＞/＜下＞

運を掴む

弱小の会社を世界一にした男の物語

高橋是清

横内祐一郎

日本財政の守護神と称えられ
た明治人の足跡。様々な苦難
を才能と創意工夫、楽観主義
で乗り越えていく様は痛快。

地方都市の中小企業が、20年
で、世界一のギターメーカーと
なった。人間中⼼の経営を目ざ
したフジゲン社⻑の物語。

若き数学者のアメリカ

国家と道徳 ︓令和新時代の日本へ

藤原正彦

廣池幹堂

自分のすべてをアメリカにぶつけ
た⻘年数学者の躍動する体験
記。

自由と平等をモラルという側面か
ら⾒直してみる、そして、人間の
集団の課題について、道徳的な
解決策を考える。

フランスではなぜ子育て世代が地方に
移住するのか : 小 さ な 自 治 体 に 学 ぶ 生 き 残 り 戦 略

SDGｓ⼊門

ヴァンソン藤井由実

村上芽/渡辺珠子

⾸都圏への人口流出から地方
回帰の時代へ移⾏したフランス。
取材とインタビューで読みとく、
元気な田舎ができるしくみ。

「SDGsをビジネスにどう活かす
ことができるのか」広くSDGsに
ついて1冊で理解したいという人
にお勧め。

現代経済学

ゲ ー ム 理 論・⾏動 経済学 ・制度論
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ゲーム理論はアート

社会のしくみを思いつくための繊細な哲学

瀧澤弘和

松島⻫

ミクロ・マクロ経済学、ゲーム理
論、⾏動経済学などの潮流を捉
え、実験や制度、経済史等重
要な領域についても解説。

複雑な社会や日常の暮らしが、
どのような仕組みで成り⽴ってい
るのか、ゲーム理論で解き明か
す。生きづらい社会での道標。

経済学をめぐる巨匠たち

プ ロ テ スタンティズムの倫理 と資本主 義の精神

小室直樹

マックス・ウェーバー

知っておきたい経済学の思想を、
解き明かす。鋭い分析で、経済
学の本質をあぶり出す。これで
あなたも経済学の達人!

近代資本主義を生み出していく
歴史のダイナミズムを論証した社
会科学の古典。

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」

⾏動経済学の使い方

ダン・アリエリー

大竹文雄

これまでの経済学では、人は合
理的に⾏動すると考えられてき
たが…。わたしたちを動かすもの
の正体をおもしろく解説。

人間の⾏動の特性をふまえ、自
由な選択を確保しつつ、より良
い意思決定を引き出す。⾏動
経済学の応用⼒を⾝につけよう。

経済学とは何だろうか

資本主義の歴史︓起源・拡大・現在

佐和隆光

ユルゲン・コッカ

経済学は現実の役に⽴っている
のだろうか。経済学のさまざまな
潮流の核にある考え方を解説し、
新しい理論創造への道を探る。

厳密、明晰、そして驚くほどコン
パクトな資本主義通史。世界
史的視野と深い考察が絡み、
未来への展望を示唆する名著。

AIと日本企業 ︓ 日 本 人 は ロ ボ ッ ト に 勝 て る か

道経一体経営原論

廣池千九郎の経営論とその現代的展開

榊原英資/竹中平蔵/田原総一朗

モラロジー研究所

人工知能(AI)なんて怖くない!
炎上必至の言いたい放題。大
混乱期のニッポン経済を大胆予
測。

廣池が書き残した道経一体論
に関する文章を分類・整理し、
体系性、網羅性、現代性、実
用性の視点から説明を加える。

ストーリーとしての競争戦略
優れた戦略の条件
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世界で働く人になる︕ : 人 づ き あ い と 英 語 の
スキルを劇的に上げる41の方法

楠木建

田島麻衣子

戦略の神髄は、思わず人に話し
たくなるような面白いストーリー
にある。究極の競争優位をもた
らす論理を解明。

7カ国に住み、60カ国以上の人
たちと共に働いてきた著者が、
人付き合いのコツ、英語の学び
方を伝える。

統計と日本社会

データサイエンス時代の展開

日本を彩る47都道府県と統計のはなし

国友直人/⼭本拓

日本統計協会

日本社会における統計科学の
展開、統計教育の進化、公的
統計の改革はどうあるべきかを、
統計学の有識者18人が語る。

⾝近なデータでふるさとをアピー
ルする。「ふるさと再発⾒」、「地
域の魅⼒への新たな出会い」に
つながる!

お姫様とジェンダー

アニメで学ぶ男と⼥のジェンダー学⼊門

子どもたちの階級闘争

ﾌﾞﾛｰｸﾝ･ﾌﾞﾘﾃﾝの無料託児所から

若桑みどり

ブレイディみかこ

ディズニーアニメを題材に、昔話
に隠されている意味を読み解く。
男らしさ、⼥らしさから自由になり、
男⼥共同参画社会を目ざす。

貧困問題や欧州の政治情勢へ
のユニークな鑑識眼をもつ著者
が、保育の現場から格差と分断
の情景を描き出す。

大学新⼊生ハンドブック

大学生活これだけは知っておきたい︕

アカデミック・スキルズ

大学生のための知的技法⼊門

世界思想社編集部

佐藤望/湯川武他

大学の仕組みや勉強の仕方に
ついて、「高校までとはどう違う
のか」という視点から、わかりや
すく紹介。

アカデミック・スキルズとは、大学
生のための学びの技法。具体的
かつわかりやすく伝授する。

なぜ日本の大学生は、世界で一番勉強
しないのか︖

大学とは何か

辻太一朗

吉⾒俊哉

「もっと頑張れ!」「若いうちは勉
強しなきゃダメだ!」といった精神
論では問題は解決しない。大学
生が勉強する解決策を紹介。

いま、大学はかつてない困難な
時代にある。その危機は何に起
因しているのか。これから大学は
どの方向へ踏み出すべきなのか。

脳がワクワクする「語学」勉強法
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遠野物語･⼭の人生

茂木健一郎

柳田国男

語学⼒は天性の才能ではない。
日本語&英語は、脳を鍛える効
果抜群の筋トレ! 大人こそ⾝に
つけたい「言葉」の勉強法。

陸中遠野郷に伝わる口碑を簡
古かつ気品ある文章で書きとめ
た、柳田学の展開を画する記念
碑的労作。

戦略論の名著

妖怪談義

孫子、マキアヴェリから現代まで

柳田国男

野中郁次郎

妖怪とは何か。河童・天狗の論
考、妖怪の名前を集めた“妖怪
名彙”―。妖怪という文化現象
から日本人の⼼を明らかにする。

戦略とは何か。勝ち抜き生き残
るために、いかなる戦略をとるべ
きなのか―。思想家たちの叡智
が結集された戦略論。

失敗の本質ー日本軍の組織論的研究

サンプリングって何だろう

統計を使って全体を知る方法

⼾部良一他

廣瀬雅代/稲垣佑典他

敗戦の原因は何か︖今次の日
本軍の戦略、組織面の研究に
新しい光をあて、日本の企業組
織に貴重な示唆を与える一冊。

統計学の基本中の基本である
データの集め方、すなわちサンプ
リングの考え方やしくみを実例を
使ってわかりやすく解説する。

僕たちは、宇宙のことぜんぜんわからない
この世で一番おもしろい宇宙⼊門

プルーストとイカ

読書は脳をどのように変えるのか︖

ジョージ・チャム/ダニエル・ホワイトソン

メアリアン・ウルフ

まだ解明されていない宇宙の謎
をイラストを交えてわかりやすく
解説した、笑えて学べる世界一
おもしろい宇宙⼊門。

古代の文字を読む脳から、ネッ
トの文字を読む脳まで、脳科学
×⼼理学×教育学×言語学×
文学×考古学をめぐり解き明か
す。

アスペルガー医師とナチス
発達障害の一つの起源

SDGs先進都市フライブルク

市 ⺠ 主 体 の持 続可能なまち づくり

エディス・シェファー

中口毅博/熊崎実佳

自閉症スペクトラムの概念を拡
大したアスペルガー医師の裏の
顔を、史料の掘り起こしで白日
の下に!

ドイツのフライブルクでの活動と
連携、それを⽀える自治体の政
策・仕組みを紹介、SDGs未来
都市実現のためのヒントを探る。

地球環境がわかる : 自 然 の 一 員 と し て ど う
生きていくかエコを考える現代人必携の⼊門書
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「いき」の構造

⻄岡秀二/宮崎忠國/村野健太郎

九⻤周造

環境問題が起きる仕組み、自
然改変と汚染の現状、自然を
保全しよい環境を作る政策まで、
環境問題の全体像を⾒渡す。

歌舞伎、浮世絵、文様等々の
各ジャンルを横断、美意識に潜
む「異性への媚態」「江⼾文化
の意気地」「諦めと恬淡」を解読。

⼼を整える。

勝利をたぐり寄せるための56の習慣

思考と⾏動における言語

⻑谷部誠

S.I.ハヤカワ

プロサッカー選⼿初の自己啓発
書。誰もが実践できるメンタル
術!⼼は鍛えるものではなく、整
えるもの。

言語の機能およびコミュニケー
ションを通じての人々の相互作
用を、⾝近な具体例に基づいて
明晰な論理で究明する。

外 国 語 を 話せる ようになる しくみ

シャドーイングが言語習得を促進するメカニズム

外国語学習に成功する人、しない人

第二言語習得論への招待

門田修平

白井恭弘

シャドーイングの効果を科学的
根拠とともに解説し、その学習
方法を提案。効率のよい外国
語習得の理論と実践法を提供。

「外国語が⾝につく」とき、学習
者にはどんな変化がおきているの
だろう。「第二言語習得研究」
の最前線を紹介する。

外国語学習の科学

第二言語習得論とは何か

レトリック感覚︓ こと ばは新 しい視 点をひらく

白井恭弘

言語学、⼼理学、認知科学な
どの成果を使い、「外国語を⾝
につける」という現象を解明し、
外国語学習の方法を導き出す。

大学生の論文執筆法

あなたの言語感覚を活性化させ
ると同時に、ことばを楽しく、おも
しろく使いながら、新しい認識の
世界に踏みこませてくれる好著。

レポートの組み⽴て方

石原千秋

木下是雄

大学生にとって、論文を書くとは
どういうことか。誰のために書くの
か。何のために書くのか。論文執
筆の秘伝を公開する。

レポートの役割は、読み⼿にわ
かりやすく伝えることである。豊
富な具体例をもとに、そのノウハ
ウをわかりやすく説く。

大 学 生 の た めの「読 む・書く・プレゼ ン ・ディベ
ート」の方法
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「達人」の英語学習法︓ デ ー タ が 語 る 効 果 的
な外国語習得法とは

松本茂/河野哲也

竹内理

4つの基礎⼒は知的生活に必
須のコミュニケーション⾏為として
重要である。情報の収集・整
理・主張の仕方までを伝授。

英語学習の成功者たちはこうし
て学んだ──。「勉強の仕方」
に悩むすべての外国語学習者
必読の一冊。

フィンランド語は猫の言葉

文学部唯野教授

稲垣美晴

筒井康隆

芸大生ミハルが渡芬したのはフィ
ン語の辞書もない70年代末。
極寒の冬も混浴サウナも乗り
切った抱腹絶倒留学エッセイ!

これは究極のパロディか、抱腹
絶倒のメタフィクションか!「大
学」と「文学」という2つの制度と
渡り合った爆笑と驚愕の小説。

人間失格/グッド・バイ︓他一篇

アキラとあきら

池井⼾潤

太宰治

生まれも育ちも違うふたりが出
会い、人生が交差したとき、か
つてない過酷な試練が降りかか
る。感動の⻘春巨篇。

世の中の営みの不可解さに絶え
ず⼾惑いと恐怖を抱き、生きる
能⼒を喪失した主人公の告白
する生涯。

沈黙

彼⼥は頭が悪いから

遠藤周作

姫野カオルコ

神の存在、背教の⼼理、⻄洋
と日本の思想的断絶など、キリ
スト信仰の問題を衝き、〈神の
沈黙〉に問いを投げかける⻑編。

集団強制わいせつ事件で、被
害者の⼥子大生は「勘違い⼥
が東大生の人生を台無しにしよ
うとしている」と非難される…。

ファーストクラッシュ

夢をかなえるゾウ

水野敬也

⼭田詠美

ダメサラリーマンの前に現れたゾ
ウの姿をした神様“ガネーシャ”。
『ウケる技術』の著者が贈る、愛
と笑いのファンタジー小説。

初恋、それは⾝も⼼も砕くもの。
⺟を亡くし、高⾒澤家で暮らす
ことになった少年に、三姉妹は
⼼を奪われていく…。

嘘つきアーニャの真っ赤な真実
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魯迅「野草」全釈

米原万理

⽚⼭智⾏

1960年プラハ、マリはソビエト
学校にいた。30年後、⾳信の
途絶えた３人の親友を探し当て、
少⼥時代の真実に出会う!

魯迅の精神の営みが昇華して
生まれた散文詩集『野草』。高
い完成度を示すその作品群は、
魯迅文学の最適のテキスト。

ホッテントット・ヴィーナス︓ある物語

わたしを離さないで

バーバラ・チェイス＝リボウ

カズオ・イシグロ

サラは19世紀初頭、南アフリカ
からロンドン、パリに連れてこられ、
⾒世物となった…。サラの悲痛
な「声」が今に甦る。

英米で絶賛の嵐を巻き起こし、
代表作『日の名残り』に比肩す
ると評されたイシグロ文学の最高
到達点。

アルジャーノンに花束を

赤毛のアン

ダニエル・キイス

ルーシー・モード・モンゴメリ

天才に変貌した⻘年が愛や憎
しみ、喜びや孤独を通して知る
人の⼼の真実とは?全世界が涙
した不朽の名作。

孤児院からきた少⼥アンがくりひ
ろげる楽しい物語。読む人の⼼
に光をもたらす、自由な空想⼒
の持ち主アンの姿を描く。

ビラヴド︓愛されし者

シッダルタ

トニ・モリスン

ヘルマン・ヘッセ

『ビラヴド』忽然と現れた娘は名
のった。それはセスが“愛されし
者”と願いをこめて、殺した娘の
墓標へ彫った言葉と同じだった。

ヘッセの深いインド研究と詩的
直観とが融合して生み出された、
〈東洋の⼼〉の結晶とも言うべき
人生探究の物語。

絶望名人カフカの人生論

星の王子さま

フランツ・カフカ

サン=テグジュペリ

誰よりも落ち込み、誰よりも弱
⾳をはき、誰よりも前に進もうと
しなかった人間の言葉。今まで
になかった“絶望の名言集”。

一度読んだら必ず宝物にしたく
なる、この宝石のような物語は、
世界中でみんなの⼼をつかんで
離さない。

