
追加分

1 サピエンス全史 ユバル ノア ハラリ

2 ホモデウス ユバル ノア ハラリ
3 21 lessons for the 21 st centyury ユバル ノア ハラリ
4 いま、⽬の前で起きていることの意味について ジャック・アタリ
5 ３つの原理 ローレンス・トープ
6 ⼤富豪だけが知っている「⾦の座」の法則 菅下清廣
7 最適化社会 ⽴⽯義雄
8 限界費⽤ゼロ社会 ジェレミーリフキン
9 インターネットの次に来るもの ケヴィンケリー
10 2100年の科学ライフ ミチオ・カク
11 万物の理論 or インテグラル理論 ケン・ウィルバー
12 叡智の海・宇宙 物質・⽣命・意識の統合理論をもとめて アーヴィン・ラズロ
13 出現する未来 C・オットー・シャーマー
14 U理論 C・オットー・シャーマー
15 トランジション ウィリアム・ブリッジズ
16 ライフ・シフト 100年時代の⼈⽣戦略 リンダ・グラットン
17 神々の沈黙 ジュリアン・ジェインズ
18 全体性と内蔵秩序 デヴィッド・ボーム
19 精神と物質―意識と科学的世界像をめぐる考察 エルヴィン・シュレティンガー
20 数学する⾝体 森⽥ 真⽣
21 数学的な宇宙 マックス・デグマーク
22 LIFE3.0 マックス・デグマーク 2020年3⽉
23 意識はいつ⽣まれるのか ジュリオ・トノーニ
24 奇跡の脳 ジルボルト・テイラー
25 思考のパワー ブルース・リプトン
26 ユーザーイリュージョン 意識という幻想 トール・ノーレットランダーシュ
27 福岡伸⼀、⻄⽥哲学を読む 池⽥義昭、福岡伸⼀
28 いのちを呼びさますもの 稲葉俊郎
29 進化しすぎた脳 池⾕祐⼆
30 単純な脳 複雑な私 池⾕祐⼆
31 脳は空より広いか ジェラルド・M・エーデルマン

32 悟りはあなたの脳をどのように変えるのか
アンドリュー・ニューバーグ/ マーク・ロバート・
ウォルドマン

33 ホログラフィックユニバース マイケル・タルボット
34 ユニバース2.0 ジーヤ・メラリ 2019年11⽉
35 投影された宇宙 マイケル・タルボット
36 すごい物理学講義 カルロ・ロヴェッリ
37 時間は存在しない カルロ・ロヴェッリ 2020年1⽉
38 世界は関係でできている カルロ・ロヴェッリ 2021年12⽉
39 宇宙の始まりと終わりはなぜ同じなのか ロジャー・ペンローズ 2021年6⽉
40 時間の終わりまで ブライアン・グリーン 2022年1⽉
41 君に成功を送る 中村天⾵
42 マネーゲームから脱出する⽅法 ロバート・シャインフェルドフェルド
43 宇宙のパワーと⾃由にアクセスする⽅法 ディーパック・チョプラ
44 ⼈⽣談義 Epictetus
45 なぜ世界は存在しないのか マルクス・ガブリエル
46 全ては導かれている ⽥坂広志
47 哲学する仏教 藤⽥⼀照 他 2020年2⽉
48 哲学的な何か、あと数学とか 飲茶
49 史上最強の哲学⼊⾨ 飲茶
50 史上最強の哲学⼊⾨（東洋の哲⼈達） 飲茶
51 I AM OSHO
52 インテグラル理論 ケン・ウィルバー 2020年3⽉
53 インテグラル理論を体感する ケン・ウィルバー 2020年3⽉
54 社会⼼理学講義 ⼩坂井敏晶
55 完全版「本物の⾃分」に出会うゆる⾝体論 ⾼岡英夫
56 もっと本当のこと タゴール
57 Joy OSHO
58 ⼈⽣の探求 キャロル・アドリエンヌ
59 ⻘⾍は⼀度溶けて蝶になる 藤⽥⼀照 他
60 君に成功を贈る 中村天⾵
61 あるヨギの⾃叙伝 パラマハンサ・ヨガナンダ
62 われ在り I AM ジャン・クライン
63 運命を創る 安岡正篤
64 「未来を変えるために本当に必要なこと」 アダム・カヘン
65 「2052」今後40年のグローバル予測 ヨルゲン・ランダース
66 「2100年へのパラダイムシフト」 広井良典
67 未来政府 ギャビン・ニューサム
68 世界リスク社会論 ウルリッヒ・ベック
69 ⼈間の経済 宇沢弘⽂
70 成⻑の限界・⼈類の選択 ドネラ・H・メドウス
71 成⻑なき繁栄 ティム・ジャクソン
72 シンギュラリティは近い レイ・カーツワイル
73 社会的共通資本 宇沢弘⽂
74 オープンイノベーション ヘンリー・チェスブロー
75 富の未来 アルビン・トフラー
76 国家はなぜ衰退するのか ダロン アセモグル  ジェイムズ A ロビンソン 

77 シンプルな政府 キャス・サンスティーン
78 タックスヘイブンの闇 ニコラス・ジャクソン
79 ポスト資本主義 広井良典
80 みんなを幸せにする資本主義 ⼤久保秀夫
81 善と悪の経済学 トーマス・セドラチェク
82 社会はなぜ右と左に別れるのか ジョナサン・ハイト
83 反脆弱性 ナシーム・ニコラス・ダレブ
84 われらの⼦ども ロバート・D・パットナム
85 スモールイズビューティフル F・アーンスト・シューマッハ
86 レジリエンス アンドリュー・ゾッリ
87 これから経営は南から学べ ラム・チャラン
88 接続性の地政学 パラグ・カンナ
89 エネルギー産業の2050年Utility3.0へのゲームチェンジ ⽵内純⼦
90 病院は東京から破綻する 上 昌広
91 社会的インパクト マーク・J・エブスタイン
92 第５の権⼒ エリックシュミット
93 データの⾒えざる⼿ ⽮野和男
94 ロボットの脅威 マーティン・フォード
95 未来を作る資本主義 スチュアート・L・ハート
96 TRUST レイチェル・ボッツマン

97 リバースイノベーション ビジャイ・ゴビンダラジャン, クリス・トリンブル, ⼩林 
喜⼀郎

98 経営の未来 ゲイリーハメル
99 マーケティング4.0 フィリップ・コトラー

100 コネクト デイブ・グレイ
101 アライアンス リード・ホフマン
102 経営者の条件 ピーター・ドラッカー
103 プロフェッショナルの条件 ピーター・ドラッカー
104 イノベーションと企業家精神 ピーター・ドラッカー
105 経営戦略全史 三⾕宏治
106 イノベーションのジレンマ クレイトン・クリステンセン
107 ビジネスの未来 ⼭⼝周 2021年3⽉
108 １兆ドルコーチ エリック・シュミット
109 How Google Works エリック・シュミット
110 ティール組織 フレデリック・ラルー
111 ダイアローグ デヴィッド・ボーム
112 明⽇の経営 明⽇の事業 ⽴⽯義雄
113 ⽬に⾒えない資本主義 ⽥坂広志
114 データの⾒えざる⼿ ⽮野和男
115 なぜ弱さを⾒せ合える組織が強いのか ロバート・キーガン
116 なぜ、⼈と組織は変われないのか ロバート・キーガン
117 なぜ、部下とうまくいかないのか」 加藤洋平
118 成⼈発達理論による能⼒の成⻑ 加藤洋平
119 ホラクラシー ブライアン・J・ロバートソン
120 知識創造企業 野中郁次郎
121 失敗の本質 野中郁次郎他
122 源泉 知を創造するリーダーシップ ジョセフ・ジャーウォースキー
123 アルケミスト 夢を旅した少年 パウロコエーリョ
124 英雄の旅 キャロル・S・ピアソン
125 神話の⼒ ジョセフキャンベル
126 リーダーシップの旅 野⽥智義
127

これまでの経営

未来社会のデザイン
に関する本

4 社会の変化

具体的領域

 その他

「⾃分」とは何かを
理解することで⽣き
る意味を問い直す

3

旅・時間という中で
理解

WaLaの哲学

科学的理解

哲学的理解

集団との直接的関係5

6 開拓者精神 真のリーダーシップ

総論 講義1

現在の時代性を歴史
の中で「⾃分」で意
味付ける

2

歴史的背景

科学的背景

これからの経営・
マーケティング


