
 ２０１８年３月特集展示「僕らの今と未来」

請求記号 書名 著者名 出版者名

007ア ＩｏＴまるわかり 三菱総合研究所 日本経済新聞出版社

007イ 知識ゼロからのビッグデータ入門 稲田　修一 幻冬舎

007ケ ＜インターネット＞の次に来るもの ケヴィン・ケリー ＮＨＫ出版

007コ 最新人工知能がよ～くわかる本 神崎　洋治 秀和システム

007コ 最新ＩｏＴがよ～くわかる本 神崎　洋治 秀和システム

007シ シンギュラリティ マレー・シャナハン ＮＴＴ出版

007タ はじめてのＩｏＴプロジェクトの教科書 武下　真典 クロスメディア・パブリッシング

007ハ 人工知能 ジェイムズ・バラット ダイヤモンド社

010ホ ポストデジタル時代の公共図書館 植村　八潮 勉誠出版

013ホ デジタル環境と図書館の未来 細野　公男 日外アソシエーツ

021イ 撮ってはいけない 飯野　たから 自由国民社

021オ なんでコンテンツにカネを払うのさ？ 岡田　斗司夫 阪急コミュニケーションズ

024カ アマゾンと物流大戦争 角井　亮一 ＮＨＫ出版

061ト ＴＯＫＹＯ研究所紀行 玄光社

070サ グローバル・ジャーナリズム 澤　康臣 岩波書店

141ア 「心は遺伝する」とどうして言えるのか 安藤　寿康 創元社
150ロ ロボットからの倫理学入門 久木田　水生 名古屋大学出版会

159コ 人生１００年時代の新しい働き方 小暮　真久 ダイヤモンド社

167シ 世界はこのままイスラーム化するのか 島田　裕巳 幻冬舎

204イ 世界史で読み解く現代ニュース　宗教編 池上　彰 ポプラ社

204イ 世界史で読み解く現代ニュース 池上　彰 ポプラ社

209ニ 日本のいまが読み解ける戦後世界史 祝田　秀全 河出書房新社

242カ 河江肖剰の最新ピラミッド入門 河江　肖剰 日経ナショナルジオグラフィック社

304サ 日本の未来 櫻井　よしこ 新潮社
304サ シンギュラリティ・ビジネス 齋藤　和紀 幻冬舎
304シ 人類は絶滅を逃れられるのか スティーブン・ピンカー ダイヤモンド社
304ネ ＮＥＸＴ　ＷＯＲＬＤ ＮＨＫスペシャル「ＮＥＸＴ　ＷＯＲＬＤ」制作班 ＮＨＫ出版
304ハ シフト マシュー・バロウズ ダイヤモンド社
304ヤ 人口が減り、教育レベルが落ち、仕事がなくなる日本 山田　順 ＰＨＰ研究所
314イ １８歳選挙権で政治はどう変わるか 飯田　泰士 昭和堂
318サ 東京の大問題！ 佐々木　信夫 マイナビ出版
319.8ト 核兵器禁止条約の意義と課題 冨田　宏治 かもがわ出版
324.6シ 死後離婚 吉川　美津子 洋泉社

332.1イ 伊藤元重が警告する日本の未来 伊藤　元重 東洋経済新報社
332.1タ 今そこにあるバブル 滝田　洋一 日本経済新聞出版社
334メ 限界国家 毛受　敏浩 朝日新聞出版
334ヨ 人口減少時代の土地問題 吉原　祥子 中央公論新社
338カ 決定版ＦｉｎＴｅｃｈ 加藤　洋輝 東洋経済新報社
338キ 錬金術の終わり　貨幣、銀行、世界経済の未来 マーヴィン・キング 日本経済新聞出版社
338サ インターネットで変わる「お金」 斉藤　賢爾 幻冬舎メディアコンサルティング

338ヨ 暗号が通貨 吉本　佳生 講談社
338.5ナ なぜ、日本人の金融行動がこれから大きく変わるのか？ 宮本　弘之 東洋経済新報社
338.9フ ２０２０世界のマネーは東京に向かう！ 藤田　勉 毎日新聞社
345.1セ 税金考 日本経済新聞社 日本経済新聞出版社
361.4カ 躍進するコンテンツ、淘汰されるメディア 角川　歴彦 毎日新聞出版
364.6ホ 日本の公的年金の話 本間　初一 日本法令

366.2タ 誰が日本の労働力を支えるのか？ 寺田　知太 東洋経済新報社
366.2ヒ 超高齢社会２．０ 檜山　敦 平凡社
366.3ノ 女性に伝えたい未来が変わる働き方 野村　浩子 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
366.9オ 産業医が見る過労自殺企業の内側 大室　正志 集英社
375イ デジタル教育宣言 石戸　奈々子 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
392ク 誰でもわかる防衛論 黒川　雄三 芙蓉書房出版
404オ 明日をどこまで計算できるか？ デイヴィッド・オレル 早川書房
404カ 科学技術のフロントランナーがいま挑戦していること 川口　淳一郎 秀和システム
429シ 人類の未来を変える核融合エネルギー 核融合エネルギーフォーラム シーアンドアール研究所

東大准教授に教わる「人工知能って、そんなことまでで
きるんですか？」

007マ 松尾　豊 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
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443ヨ 宇宙に「終わり」はあるのか 吉田　伸夫 講談社

444サ 最新太陽系大図鑑 ニュートンプレス
451イ 異常気象と気候変動についてわかっていることいないこと 筆保　弘徳 ベレ出版
453イ 絵でわかる地震の科学 井出　哲 講談社
453ヒ 首都直下地震 平田　直 岩波書店
467イ ゲノム編集を問う 石井　哲也 岩波書店
467コ ６度目の大絶滅 エリザベス・コルバート ＮＨＫ出版
481ア サイボーグ化する動物たち エミリー・アンテス 白揚社

491.1ア ｉＰＳ細胞が医療をここまで変える 山中　伸弥 ＰＨＰ研究所
493.1ア アレルギー医療革命 ＮＨＫスペシャル取材班 文藝春秋
493.7ヒ スマホゲーム依存症 樋口　進 内外出版社
498.1マ 医療危機 真野　俊樹 中央公論新社
498.5シ 食の未来 日経サイエンス編集部 日経サイエンス
J501イ 空から宝ものが降ってきた！ 伊藤　親臣 旬報社
501イ スーパーヒューマン誕生！ 稲見　昌彦 ＮＨＫ出版
501イ 電力小売全面自由化で動き出すバイオエネルギー 井熊　均 日刊工業新聞社
501ニ ２０３０年の世界エネルギー覇権図 上念　司 飛鳥新社
501ミ ３Ｄプリンターで世界はどう変わるのか 水野　操 宝島社
504イ 「未来マシン」はどこまで実現したか？ 石川　憲二 オーム社
504セ 世界を変える７つの次世代テクノロジー 洋泉社
504ニ ２０５０年の技術 英『エコノミスト』編集部 文藝春秋

509ヤ 「７つのムダ」排除次なる一手 山田　浩貢 日刊工業新聞社
J519ウ 地球環境問題がよくわかる本 浦野　紘平 オーム社
537タ エコカー技術の最前線 高根　英幸 ＳＢクリエイティブ
537モ 自動運転でＧＯ！ 桃田　健史 マイナビ出版
537モ これから始まる自動運転社会はどうなる！？　２０２０年？ 森口　将之 秀和システム
538イ ドローンの世紀 井上　孝司 中央公論新社
538セ ドローンビジネス参入ガイド 関口　大介 翔泳社
545ニ すごい家電 西田　宗千佳 講談社
547エ 脱ネット・スマホ中毒　Ｖｅｒ．２．０ 遠藤　美季 誠文堂新光社
548コ ロボット解体新書 神崎　洋治 ＳＢクリエイティブ
548タ タブレットがまるごとわかる本　２０１８ 晋遊舎
548フ ＶＲ・ＡＲ・ＭＲビジネス最前線 ＥＹアドバイザリー・アンド・コンサルティング 日経ＢＰ社
548ホ ロボット革命 本田　幸夫 祥伝社
549モ トコトンやさしい有機ＥＬの本　第２版 森　竜雄 日刊工業新聞社
559ト ２１世紀の戦争テクノロジー エヴァレット・カール・ドルマン 河出書房新社
601ト 東京２０２５ 市川　宏雄 東洋経済新報社
602ス １０年後躍進する会社潰れる会社 鈴木　貴博 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
615ノ タネが危ない 野口　勲 日本経済新聞出版社
670ト 「英語公用語」は何が問題か 鳥飼　玖美子 角川書店
673カ 激安食品が３０年後の日本を滅ぼす！ 河岸　宏和 辰巳出版
681モ １００歳までクルマを運転する 桃田　健史 洋泉社
689モ 観光立国の正体 藻谷　浩介 新潮社
709キ 世界遺産ビジネス 木曽　功 小学館
709コ 国宝よみがえる色彩 小林　泰三 双葉社
778ス 誰がこれからのアニメをつくるのか？ 数土　直志 星海社
796マ 棋士とＡＩはどう戦ってきたか 松本　博文 洋泉社
814ス ＜図解＞まるわかり時事用語　２０１６→２０１７年版 ニュース・リテラシー研究所 新星出版社
914カ 対談　戦後・文学・現在 加藤　典洋 而立書房

アップルを超えるイノベーションを起こすＩｏＴ時代の「も
のづくり」経営戦略

509ナ 中根　滋
幻冬舎メディアコンサ
ルティング
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