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Library Seasonal Menu in Autumn 

 秋到来。今年はどんな「○○の秋」を楽しみますか？読書で知見を深めたい、小説を読みたいけれど純文学は

ちょっと苦手・・・そんな方は、「“科学”を読む秋」なんていかがでしょうか。 

 近年の科学の進歩は目覚ましく、5年後、10年後には現在では想像もつかないような技術が生まれているかもしれ

ません。今回のSeasonal Menuは、「AI（Artificial Intelligence: 人工知能）」を題材とした小説や専門書をセレクトし

ました。AIの進化によって、人間社会はどう変化していくのか。鉄腕アトムの実現？人類が機械に支配される世

界？・・・秋の夜長、近未来に思いを馳せてみませんか。 

 

New Arrival Books Information 

川上弘美『ぼくの死体をよろしくたのむ』17001554／荒居弘繁『あなたの大学は，何百万円も払う価値のある大学で

すか？』17001533／平野啓一郎『マチネの終わりに』17001532／北川恵海『ちょっと今から仕事やめてくる』

17001531／佐藤正午『月の満ち欠け』＊第157回直木賞受賞作品。17001519／今村夏子『星の子』＊第157回芥川賞ノミネー

ト作品。17001520／若林正恭『表参道のセレブ犬とカバーニャ要塞の野良犬』17001511／朝井リョウ『風と共にゆとり

ぬ』17001512／辻村深月『かがみの孤城』17001513／鶴蒔靖夫『大学教育再生への挑戦』17001507／角田光代『世界

中で迷子になって』17001510／川口俊和『この嘘がばれないうちに』17000963／柚木麻子『Butter』＊第157回直木賞ノ

ミネート作品。17000953／A. J. Kawasaki『Gentleman vs. samurai』17000708／伊吹有喜『BAR(バール)追分』17000707／

住野よる『よるのばけもの』17000700／中島京子『のろのろ歩け』17000698／又吉直樹『劇場』17000696 ほか 

柏学祭 2017.10.28(Sat.)-10.29(Sun.) 

図書館が中心となり、以下のイベントを行います。 

★10/29(日)13:30～14:30 ビブリオバトル 

ビブリオバトルとは･･･バトラー（発表参加者）が各自で
選んできた本の紹介を順番に行い、発表終了後に「どの本
が一番読みたくなったか？」を聞き手が投票。最多票を集
めたものを『チャンプ本』とする「知的書評合戦」のこ
と。開智国際大学では毎年、この柏学祭を舞台に白熱した
バトルが展開されています。 

＊バトラー募集中！ 学生の皆さん、ビブリオバトル
にチャレンジしてみませんか。大学生活の貴重な体験にな
ること間違いなしです。参加の詳細は図書館カウンターへ
お問い合わせください。 

★10/29(日)11:00～12:30 柏市内大学図書館合同
企画講演会＠612教室（合同テーマ:「明治時代の作家た
ち～夏目漱石生誕150年にちなんで～」） 

本学講演テーマ:「坪内逍遥が描いた<恋>と<結婚>―
『当世書生気質』から『細君』へ」（講師: 教育学部教授 
佐々木さよ） ＊図書館内にて併せて企画展示あり 

 

Library News 

   開智国際大学図書館 
http://www.kaichi.ac.jp/library/ 

04-7167-8655(tel) 04-7163-0096(fax) 

開館時間：月～金 9：00～18：00 / 春季，夏季，冬季休みなど

には、閉館時刻が早まったり、終日閉館となったりする場合

があります。上記HPにてご確認ください。 



川上量生『鈴木さんにも分かるネットの未来』    
17000743 007.3 || Ka94 

カドカワ株式会社代表取締役社長であり、スタジオジブリプロ
デューサー見習いでもある著者が、インターネットとはなにか、ネット
を通じて世界はどう変わっていくのかを、ネットに疎い「鈴木さん」（ス
タジオジブリ鈴木敏夫プロデューサー）にも分かるように解説。9章
「機械が棲むネット」では、「機械が人間に勝つネット」「人間が機
械に合わせる世界」など、インターネットの世界での人間と機械と
の共存関係について説明しています。  

板倉昭二『心を発見する心の発達』 
16013642 007.1 || I 87  

私たちは「何」に心を見出すのか。本書
第3章「ロボットに心を見つける」では、動
物型ロボットやヒューマノイドロボット、アン
ドロイド等を用いた様々な実験を通して、
乳幼児はロボットが心を持っていると判
断するかどうかを検証しています。口絵と
して、驚異的精巧さで制作された子ども
型アンドロイド「レプリーR1」や成人型アン
ドロイド「レプリーQ2」のカラー写真も掲載。   

乙一『ZOO 1』   17001516   913.6 || O 87 

「陽だまりの詩」：人間の姿をした機械で
ある「私」は、もうすぐ死ぬ自分を埋葬して
ほしいという「彼」によって作られた。「彼」や
動物との暮らしの中で、「私」は少しずつ人
間的な感情を獲得していく。「彼」の死が
間近に迫ったとき、「私」が気づいたこととは
――。せつなくもあたたかい結末です。    

羽生善治『人工知能の核心』 17001521 007.1 || H 11 

将棋界を長年牽引してきた著者が、自身の「勝負」に関する経験
を交えながら、人工知能、知性、ひいては人間について考察する
一冊。人工知能にふなっしーは生み出せない？ロボットは見知らぬ
家でコーヒーを淹れられるか？･･･興味深いトピック満載です。   

小
説 

海猫沢めろん『明日、機械がヒトにな
る』 17001518 504 || U 74 

人間の定義とはなんなのか。言葉を交わ
し、意思や心を持ち、生殖活動によって増
え、芸術をつくり出す、それらのことが機械
にもできるとしたら、人間と機械の境界はあ
るのだろうか。そんな疑問から、小説家で
ある著者が最新の科学現場を取材。
SR、アンドロイド、AI、ヒューマンビッグデー
タ等、各分野の研究者との対話を通じ
て、人間と機械の関係性に迫ります。  

人工知能学会編『人工知能の
見る夢は』   17001524 913.68 || J 52  

人工知能学会の学会誌『人工知能』に
掲載された、AIショートショート集。各章末
では、小説内に登場した人工知能技術
に関する研究者の解説も楽しめます。ま
た、コンピュータが書いた小説「人狼知能
能力測定テスト」（第4回星新一賞応募
作品）も収録。プロット生成から文章化ま
で全て機械化したという作品です。機械
が一流のクリエイターになる日も近い？   

小
説 

星新一『おのぞみの結末』  00900739 913.6 || H 92  

「一年間」：ある日訪問販売で人間そっくりのロボットを勧めら
れた男は、一年間のレンタルという契約でロボットを使い始める。家
事や仕事の手伝いをさせていたが、ロボットはだんだん思うように
働かなくなり――。   

小
説 

円城塔『バナナ剥きには最適の
日々』  14000425 913.6 || E 63  

一人称の語り手は、宇宙人探索のために
打ち上げられた星間探査球の部品であ
る「高度機能中枢」。遭遇した対象が「宇
宙人」であるか否かを判定するために搭
載されている。何者にも出会わないまま、
「脳」は宇宙をさまよい続ける――。 

小
説 

朝井リョウ『ままならないから私とあなた』   
17000048 913.6 || A 83  

手間をかけることや偶然から生まれる感情・人間味を大切にし、自
分にしか生み出せない音楽を作りたいと作曲家を目指す主人公
の雪子。常に合理的・効率的に物事を選択し、プログラミングソフ
トの開発者として活躍する親友の薫。価値観の異なる二人の間
にやがて決定的な事件が起きる――。科学技術がさらに進歩し
たとき、人間にしか造りだせないものは存在するのでしょうか。また、
私たちはその変化を受け入れることができるのでしょうか。   

小
説 

渡部信一『ロボット化する子どもたち』 
16012727 371.4 || W 45 

人工知能研究の中でのロボットの「学
び」という視点を取り入れながら二〇世
紀の「学び」の在り方を振り返り、二一世
紀の「学び」探究の方向性を探ります。  

瀬名秀明『ハル』   
17001517 913.6 || Se57  

人間とロボットの絆を描く中編連作集。
土台となる科学技術の設定の緻密さ
は、ロボット工学に精通する著者ならで
は。「理系でも楽しめる小説」です。  

アイザック・アシモフ『われはロ
ボット』 17001523 933.7 || I 68  

1950年に刊行され、作中の「ロボット工学
三原則」が現実のロボット研究にも影響
を与えた、ロボットSFの名作。  

その他のピックアップ書籍 

土屋俊他編『AI事典』 06001914 007.1 || A22 

長尾真『人工知能と人間』 9200748 007.1 || N17 

佐野千遥『人工知能と人工生命』 00003299 007.1 || Sa66  

里深文彦監修『AIと社会』 00003155 007.1 || Sa85 

戸内順一『図解人工知能入門』 00003194 007.1 || To75 

寺島信義『人工知能とハイパーリアリティ』 00003148 401 || Te63 

星新一『マイ国家』 15000214  913.6 || H 92   

チーム２０４５『シンギュラリティ』 17001522 913.6 || Te11 

人工知能学会編『AIと人類は共存できるか？』  17001526 913.68 || J 52 

P・K・ディック『アンドロイドは電気羊の夢を見るか？』 08000394 933 || D 72 

D・インストール『ロボット・イン・ザ・ガーデン』 17001515 933.7 || D 52 

小
説 

小
説 


