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1
答えのない世界に立ち向かう哲学講
座 AI・バイオサイエンス・資本主義の
未来

岡本 裕一朗／著 早川書房 2018.11 /104/ｵｶ/ 0111940052

2
世界を知るための哲学的思考実
験

岡本 裕一朗／著 朝日新聞出版 2019.12 /104/ｵｶ/ 0112096387

3
生きることの豊かさを見つけるた
めの哲学

齋藤 孝／著 トランスビュー 2019.9 /104/ｻｲ/ 1109648632

4
哲学の技法 世界の見方を変え
る思想の歴史

ジュリアン・バジーニ／
著

河出書房新社 2020.2 /104/ﾊｼ/ 1109765592

5
14歳からの哲学入門 「今」を生
きるためのテキスト

飲茶／著 河出書房新社 2019.3 B/130/ﾔﾑ/ 0111973651

6 いまこそ、希望を サルトル／著 光文社 2019.2 B/135.54/ｻﾙ/ 0111963907

7 一歩を踏み出すための道徳 平 光雄／著 廣済堂出版 2016.5 /150/ﾀｲ/ 0111588820

8
令和を生きていくときに考えてほしいこ
と 心にひびく道徳教科書の物語 学研プラス／編 学研プラス 2019.6 /150.4/ﾚｲ/ 0112013490

9 幸福論 春日 武彦/著 講談社 2004.10 S/151.6/ｶｽ/ 0110781635

10
道は開ける あらゆる悩みから自
由になる方法

D.カーネギー/著 新潮社 2014.2 /159/ｶﾈ/ 0111344131

11
あくせくするな、ゆっくり生きよう!
人生に不満を持たない生き方

リチャード・カールソン/
著

主婦の友社 1998.11 /159/ｶﾙ/ 0110156226

12
人生経営論 あなたは、あなたの
経営者

久米 信廣／著
ダイヤモンド・ビジ
ネス企画

2018.10 /159/ｸﾒ/ 0111833000

13
減速して自由に生きる ダウンシ
フターズ

高坂 勝/著 筑摩書房 2014.1 B/159/ｺｳ/ 0111324076

14 ゆっくり気楽に生きる ピエール・サンソ/著 草思社 2000.10 /159/ｻﾝ/ 1102465042

15
Opportunity チャンスを見つける
19の法則

エベン・ペーガン/著 ダイレクト出版 2019.7 /159/ﾍｶ/ 1109686186

16
歴史が教えてくれる働き方・生き
方

本郷 貴裕／著 明日香出版社 2020.1 /159/ﾎﾝ/ 0112104606

17 自分で考えて生きよう 松浦 弥太郎／著 中央公論新社 2017.2 /159/ﾏﾂ/ 0111683165

18 1からはじめる 松浦 弥太郎／著 講談社 2018.9 /159/ﾏﾂ/ 0111921090

19
これからの未来を生きる君たち
へ

茂木 健一郎／著
PHPエディターズ・
グループ

2018.8 /159/ﾓｷ/ 0111902320

20 人生という綱の渡り方
エリック・ユブラー／
[著]

ディスカヴァー・
トゥエンティワン

2018.1 /159/ﾕﾌ/ 0111789745

21
「こうあるべき」をやめなさい 「いまあ
る悩みがさっと消える」9つの思考パ
ターン

和田 秀樹／著 大和書房 2018.4 /159/ﾜﾀ/ 0111807565

立ち止まって、考える本
展示に使用した本の一部をご紹介します。

変容していく社会の中で、これまでとこれからを考えるための哲学や社会科学の本です。
展示期間　2020/6/1～ 7/12
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22
人生に悩んだら「日本史」に聞こ
う 幸せの種は歴史の中にある

ひすい こたろう/著 祥伝社 2015.4 B/159.2/ﾋｽ/ 1108161983

23
自分のために働く 人生100年時
代にふさわしい挑戦

岩本 敏男／著 ダイヤモンド社 2018.10 /159.4/ｲﾜ/ 0111934451

24
VUCA 変化の時代を生き抜く7つ
の条件

柴田 彰／著
日本経済新聞出
版社

2019.11 /159.4/ｳｶ/ 1109656973

25
働き方という病 組織で生き抜く
武器はあるか

江上 剛／著 徳間書店 2016.11 /159.4/ｴｶ/ 0111657350

26
七転び八起きのキャリアデザイン 4つ
のステップで今から始める! 小倉 克夫／著 東海教育研究所 2019.9 /159.4/ｵｸ/ 0112051294

27
悩みが武器になる働き方 20代の今、
考えておきたい仕事のコト 河田 真誠／著 徳間書店 2019.7 /159.4/ｶﾜ/ 0112034810

28
未来から選ばれる働き方 「会社
がなくなる時代」のキャリア革命

神田 昌典／著 PHP研究所 2016.5 S/159.4/ｶﾝ/ 1108273358

29
アドラーに学ぶよく生きるために
働くということ

岸見 一郎／著 ベストセラーズ 2016.7 S/159.4/ｷｼ/ 0111614805

30 わたしの人生は、わたしのモノ 小島 貴子／著 朝日新聞出版 2020.3 /159.6/ｺｼ/ 0112129099

31
No.1コンサルタントが教える20代
の後悔しない働き方

小宮 一慶/著 青春出版社 2015.1 S/159.4/ｺﾐ/ 1107871236

32
働き、悩み、生きる君への返信
心の?を!に変える処方箋

鈴木 一正／著 朝日出版社 2018.12 /159.4/ｽｽ/ 0111950988

33
10年後も食っていける人は、どっ
ち?

竹内 謙礼/著 KADOKAWA 2014.1 B/159.4/ﾀｹ/ 0111222478

34
自由な働き方をつくる 「食えるノ
マド」の仕事術

常見 陽平/著 日本実業出版社 2013.2 /159.4/ﾂﾈ/ 1106976739

35
何のために働くのか 自分を創る
生き方

寺島 実郎/著 文藝春秋 2013.6 S/159.4/ﾃﾗ/ 0111274575

36 社会人思春期の歩き方 樋口 景一/著 広済堂出版 2014.2 /159.4/ﾋｸ/ 0111336376

37
2020年人工知能時代 僕たちの
幸せな働き方

藤野 貴教／著 かんき出版 2017.5 /159.4/ﾌｼ/ 1108688100

38
「仕事を続けられる人」と「仕事を失う
人」の習慣 「人生100年時代」会社勤
めでも独立しても食っていける習慣

前川 孝雄／著 明日香出版社 2018.7 /159.4/ﾏｴ/ 0111895006

39
ひらめき教室 「弱者」のための
仕事論

松井 優征／著 集英社 2016.3 S/159.4/ﾏﾂ/ 0111570581

40
戦略と情熱で仕事をつくる 自分の強
みを見つけて自由に生きる技術 松永 直樹／著 ダイヤモンド社 2019.7 /159.4/ﾏﾂ/ 0112037380

41
私たちはなんのために働くのか 「働く
意味」と自分らしい働き方を考える 諸富 祥彦/著

日本能率協会マ
ネジメントセンター

2013.9 /159.4/ﾓﾛ/ 1107340372

42
仕事や転職で悩んだときに伝え
たいこと

谷所 健一郎／著
シーアンドアール
研究所

2019.8 /159.4/ﾔﾄ/ 0112037259

43
『君たちはどう生きるか』集中講
義 こう読めば100倍おもしろい

浅羽 通明／著 幻冬舎 2018.11 S/159.5/ﾖｼ/ 0111941792

44
いつでも「最良」を選べる人になる 後
悔しない「選び方」のレッスン 杉浦 莉起／[著]

ディスカヴァー・
トゥエンティワン

2018.8 /159.6/ｽｷ/ 0111916259

45 リアル人生ゲーム完全攻略本 架神 恭介／著 筑摩書房 2017.10 S/159.7/ｶｶ/ 0111747791
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46 社会のしくみのかじり方 石川 康宏／著 新日本出版社 2015.7 T/302.1/ｲｼ/ 1107998427

47
不透明な未来についての30章
私たちはどうなっていくのか

雨宮 処凛／著 創出版 2017.7 /304/ｱﾏ/ 0111729319

48
<未来像>の未来 未来の予測と
創造の社会学

ジョン・アーリ／著 作品社 2019.11 /304/ｱﾘ/ 1109631687

49
池上彰の君たちと考えるこれからのこ
と 未来を見通す力が、君の生きる力
になる。

池上 彰／著
日本経済新聞出
版社

2016.4 /304/ｲｹ/ 0111591848

50
池上彰の世界の見方 15歳に語
る現代世界の最前線

池上 彰／著 小学館 2015.11 /304/ｲｹ/ 0111535433

51 危機の時代と「知」の挑戦 上 照屋 寛之／編著 論創社 2018.5 /304/ｷｷ/1 1108970623

52 危機の時代と「知」の挑戦 下 長谷川 雄一／編著 論創社 2018.5 /304/ｷｷ/2 1108970631

53
不安が力になる 日本社会の希
望

ジョン・キム/著 集英社 2013.7 S/304/ｼﾖ/ 0111280575

54
令和を君はどう生きるか 未体験
ゾーンへ、自分アップデート!

鈴木 貴博／著 悟空出版 2019.4 T/304/ｽｽ/ 1109422244

55
分断した世界 逆転するグローバ
リズムの行方

高城 剛／著 集英社 2018.4 /304/ﾀｶ/ 0111832128

56
21.5世紀 僕たちはどう生きるか? アニ
メのSF考証家が描く未来のカタチ 高島 雄哉／著 講談社 2019.10 T/304/ﾀｶ/ 1109639839

57
大変化 経済学が教える二〇二
〇年の日本と世界

竹中 平蔵／著 PHP研究所 2016.1 S/304/ﾀｹ/ 0111542286

58
自分の半径5mから日本の未来
と働き方を考えてみよう会議

出口 治明／著 SBクリエイティブ 2016.2 S/304/ﾃｸ/ 1108191907

59
転換期を生きるきみたちへ 中高
生に伝えておきたいたいせつな
こと

内田 樹／編 晶文社 2016.7 T/304/ﾃﾝ/ 1108336072

60
日経大予測 2020 これからの日
本の論点

日本経済新聞社／編
日本経済新聞出
版社

2019.10 /304/ﾆﾂ/ 1109649820

61
ニッポン未来年表 徹底予測AIと
ITで今後どうなる!?

洋泉社 2019.6 /304/ﾆﾂ/ 0112011179

62
日本の未来について話そう 日本
再生への提言

マッキンゼー・アンド・カ
ンパニー/責任編集

小学館 2011.7 /304/ﾆﾎ/ 0111093341

63
たとえ世界が終わっても その先
の日本を生きる君たちへ

橋本 治／著 集英社 2017.2 S/304/ﾊｼ/ 0111676126

64
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／著 SBクリエイティブ 2018.4 T/304/ﾎﾘ/ 1109105807

65 希望は絶望のど真ん中に むの たけじ/著 岩波書店 2011.8 S/304/ﾑﾉ/ 0111098793

66
グラフと地図で知るこれからの
20年

ヴィルジニー・レッソン
／著

原書房 2019.12 /304/ﾚﾂ/ 1109682623

67
未来化する社会 世界72億人の
パラダイムシフトが始まった

アレック・ロス／著
ハーパーコリン
ズ・ジャパン

2016.4 /304/ﾛｽ/ 1108295617

68
未来予測入門 元防衛省情報分
析官が編み出した技法

上田 篤盛／著 講談社 2019.10 S/336.17/ｳｴ/ 0112064345

69
テレワーク 「未来型労働」の現
実

佐藤 彰男/著 岩波書店 2008.5 S/336.4/ｻﾄ/ 0110903706
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70
希望をつくる仕事ソーシャルデ
ザイン アイデアは地球を救う。

ソーシャルデザイン会
議実行委員会/編著

宣伝会議 2013.3 T/360/ｷﾎ/ 1107056903

71
よのなかを変える技術 14歳から
のソーシャルデザイン入門

今 一生/著 河出書房新社 2015.4 T/360/ｺﾝ/ 0111214750

72
〈私〉をひらく社会学 若者のため
の社会学入門

豊泉 周治/著 大月書店 2014.4 T/361/ﾜﾀ/ 1107667519

73
君たちが忘れてはいけないこと
未来のエリートとの対話

佐藤 優／著 新潮社 2019.5 T/361.8/ｻﾄ/ 1109513729

74
これだけは知っておきたい働き
方の教科書

安藤 至大/著 筑摩書房 2015.3 S/366/ｱﾝ/ 1107893669

75
会社員が消える 働き方の未来
図

大内 伸哉／著 文藝春秋 2019.2 S/366/ｵｵ/ 0111969255

76
君の働き方に未来はあるか? 労働法
の限界と、これからの雇用社会 大内 伸哉/著 光文社 2014.1 S/366/ｵｵ/ 1107603902

77 君たちはどう働くか 今野 晴貴／著 皓星社 2016.4 T/366/ｺﾝ/ 1108271766

78
僕たちはなぜ働くのか これからのキャ
リア、生き方を考える本 上 池上 彰／監修 学研プラス 2019.2 T/366/ﾎｸ/1 0111976987

79
僕たちはなぜ働くのか これからのキャ
リア、生き方を考える本 下 池上 彰／監修 学研プラス 2019.2 T/366/ﾎｸ/2 0111976979

80
働くってどんなこと?人はなぜ仕
事をするの?

ギヨーム・ル・ブラン／
文

岩崎書店 2017.1 T/366/ﾙﾌ/ 1108574532

81
<働く>は、これから 成熟社会の
労働を考える

猪木 武徳/編 岩波書店 2014.2 /366.04/ﾊﾀ/ 1107627976

82
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 2017.1 T/366.29/ｺﾚ/ 1108494087

83
中学生・高校生の仕事ガイド
2020-2021年版

進路情報研究会／編 桐書房 2019.10 T/366.29/ﾁﾕ/ 0112074090

84 なぜ働くのか バリー・シュワルツ／著 朝日出版社 2017.4 T/366.94/ｼﾕ/ 1108599190

○オーテピア高知図書館で所蔵している本をご紹介しています。
○貸出しや返却はお近くの市町村立図書館でもできます。お近くの市町村立図書館にお問い合わせください。
○本や雑誌などに関する相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
　（お問い合わせの際は資料№をお伝えいただくとスムーズです。）

〒780-0842 高知市追手筋2-1-1

TEL：088-823-4946 FAX：088-823-9352
https://otepia.kochi.jp/library


