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「病なき老い、老いなき世界」における人生戦略とは？ 

誰もが人生120年時代を若く生きられる！ 

ついに、最先端科学とテクノロジーが老化のメカニズムを 

解明。ハーバード大学の世界的権威が描く衝撃の未来。 

David A. Sinclair デビッド・A・シンクレア 
ハーバード大学医学大学院遺伝学教授、同大学ポール・F・グレン老化生物学研究センター共同所長。老化と若返りの第一人者。 

『タイム』誌による「世界で最も影響力のある100人」（2014年）、「医療におけるトップ50人」（2018年）の1人にも選出される。 

NHKスペシャル『ネクストワールド 私たちの未来』（2015年放送）にも出演。50件超の特許を共同発明し、 

14社のバイオテクノロジー企業を共同創業。国防関係機関やNASAとも共同研究を行なうほか、数々の賞を受賞。 

各界から絶賛の声！ 

“生命観や世界観を一変させる書。” 
                 山極 壽一 
                         京都大学前総長 

“ウィズ＆ポストコロナの不透明な時代を 

 明るく生き抜く際に、 

 打ってつけの良心的科学書である” 
                 鎌田 浩毅 
    京都大学大学院 人間・環境学研究科 教授 

“面白すぎて、一気に読んでしまった。 

 世界中で不老長寿の研究が進む中で、 

 「最新の知見」と 

 「社会へ与えるインパクト」がわかる一冊だ。” 
                   高橋 祥子 
            株式会社ジーンクエスト・代表取締役 

“知的好奇心を掻き立ててやまない一冊。 

 あなたの、そしてすべての人の未来に関する 

 最も重要な問題について、 

 じつに興味深い洞察を提供してくれる。” 
               アンドリュー・スコット 
       ロンドン・ビジネススクール教授『ライフシフト』著者 

社会科学関連書のご紹介 → 

KinoDen 
年内独占 
販売 
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「人生100年時代」のライフデザイン KP00007598
東洋経済新報社 201710 EPUBリフロー ¥5,280 ¥7,040 ¥7,920

第一生命経済研究所【編】

宮木由貴子/的場康子/

水野映子/北村安樹子【著】

9784492961346

人生100年時代の国家戦略 KP00007825
東洋経済新報社 201712 EPUBリフロー ¥4,950 ¥6,600 ¥7,425

藤沢烈 9784492212356

人生100年時代の「幸せ戦略」 KP00025953
東洋経済新報社 201911 EPUBリフロー ¥4,950 ¥6,600 ¥7,425

第一生命経済研究所/宮木由貴子 9784492961711

２０５０老人大国の現実 KP00005352
東洋経済新報社 201210 EPUBリフロー ¥3,960 ¥4,950 ¥7,920

小笠原泰/渡辺智之 9784492395745

ＡＩ×人口減少

これから日本で何が起こるのか
KP00018026

東洋経済新報社 201811 EPUBリフロー ¥4,950 ¥6,600 ¥7,425

中原圭介 9784492396438

人口減少社会のデザイン KP00025112
東洋経済新報社 201910 EPUBリフロー ¥5,940 ¥7,920 ¥8,910

広井良典 9784492396476

LIFE SHIFT　実践編 KP00015723
東洋経済新報社 201707 EPUBリフロー ¥3,520 ¥7,040 ¥7,920

週刊東洋経済編集部

日本人の勝算 KP00019282
東洋経済新報社 201901 EPUBリフロー ¥4,950 ¥6,600 ¥7,425

デービッド・アトキンソン 9784492396469

変動する家族 KP00009183
建帛社 199905 PDF ¥6,600 ¥9,900

社団法人日本家政学会【編】 9784767965086

ライフサイエンス政策の現在 KP00031981
勁草書房 201010 PDF ¥7,920 ¥11,880

菱山豊 9784326102020

これからの都市・地域政策 KP00001590
中央経済社 200503 PDF ¥6,600 ¥9,900

小林潔司/朝倉康夫/山崎朗【編著】 9784502652905

新しい市場のつくりかた KP00005284
東洋経済新報社 201210 EPUBリフロー ¥4,400 ¥5,500 ¥6,600

三宅秀道 9784492522059
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NO 書影

内容紹介

1

ベストセラー『ライフ・シフト』は超長寿社会に向け、既存の「教育→仕事→引退」の3ステージの人生で

はなく、複数のキャリアを持つ“マルチステージ"の人生を薦める。日本にもライフ・シフトの波は来るのか。

＂人生100年時代＂の可能性を徹底検証する。

2050年、日本は持続可能か?「日立京大ラボ」のAIが導き出した未来シナリオと選択。「都市集中

型」か、「地方分散型」か、あるいは第3の道はあるのか。借金の先送り、格差拡大、社会的孤立の進

行…転換を図るための10の論点と提言。

在日30年、日本を愛する伝説のアナリスト×外国人エコノミスト118人だから書けた!大変革時代の生

存戦略。

バブルもデフレも経験し、いま、人生の折り返し地点に立っている「団塊ジュニア世代」。彼らの生活志向

をヒントにすれば、全世代の人が自分らしい生き方を見つけられる!5つの切り口から考える超高齢社会

を生き抜くヒント。

2

5

3

4

伴走し続けた著者だから書けた小泉進次郎と若手議員20人激闘の記録。

正解のないライフデザイン3.0時代、健康・お金・つながり、3つの人生資産がQOL向上のカギ。人生

100年時代を自分らしく生きるためのヒント満載!

これから日本で何が起こるのか。もっとも予測が当たる経済アナリストによる最新の未来予測。

2025年には団塊の世代が後期高齢期に入り終える。2050年には団塊ジュニアの世代が後期高齢期

に入り終える。このままでは、その時、実質GDPは現在より4割落ち込み、国税収入のほとんどを貧しい

高齢者の生活保護で使い切る。国家の役割を限定し、国が提供するサービス、国家と個人の関係を

見直さなければ、社会保障制度の破たんは避けられない。

iPS細胞の画期的な成果の背景で、どんな政策が行われてきたのか。文部科学省で研究の振興に携

わってきた著者による実践的政策論。

第１部　２１世紀の都市・地域計画　第２部　交通政策と新しい物流システム　第３部　地域経済

振興

変動する家族―２１世紀へ向けて。第１部　子どもと家族　　第２部　ジェンダーと家族　第３部

高齢者と家族　第４部　家族：新たな共生と連帯を求めて

新進気鋭の経営学者が豊富な取材に基づく企業事例と古今東西の蘊蓄で語り出すこれからのビジネ

スでの戦い方。
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共生社会の実現 KP00009472
中央法規出版 201011 PDF ¥6,160 ¥9,240

京極髙宣 9784805833773

超高齢社会2.0 KP00014704
平凡社 201707 EPUBリフロー ¥1,716 ¥2,574

檜山敦 9784582858389

「ネコ型」人間の時代 KP00014739
平凡社 201804 EPUBリフロー ¥1,760 ¥2,640

太田肇 9784582858747

生涯人間発達学

改訂第2版増補版
KP00027297

三輪書店 201203 PDF ¥8,360 ¥12,540

上田礼子 9784895903998

人生１００年時代の

医療・介護サバイバル
KP00025121

築地書館 201909 PDF ¥4,840 ¥7,260

中澤まゆみ 9784806715870

サクセスフルエイジングのための福祉 KP00009840
勁草書房 200105 PDF ¥8,250 ¥12,430

賀戸一郎/佐々木隆志【編著】 9784326601455

医療と介護の未来形 KP00018071
メディカ出版 201811 PDF ¥8,525 ¥12,787

医療と介護Ｎｅｘｔ編集室【編】 9784840464833

死ぬとはどのようなことか KP00000286
みすず書房 201508 PDF ¥11,220 ¥16,830

ジャン・ドメーニコ・ボラージオ【著】

佐藤正樹【訳】
9784622079231

死の自己決定権のゆくえ KP00000992
大月書店 201308 PDF ¥4,356 ¥6,534

児玉真美 9784272360697

死と、老いと、生と KP00009464
中央法規出版 199909 PDF ¥5,500 ¥8,250

日野原重明 9784805818350

ぼくはお金を使わずに生きることにした KP00018133
紀伊國屋書店 201111 EPUBリフロー ¥6,160 ¥9,240

マーク・ボイル【著】

吉田奈緒子【訳】
9784314010870

未来洞察のための思考法 KP00009677
勁草書房 201605 PDF ¥10,890 ¥16,390

鷲田祐一 【編著】 9784326504244
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2年ごとに変わる介護保険制度。老後の医療費と介護費への不安。将来、5人に1人はなるという認知

症。 人生100年時代、介護は必ずやってくる。 介護する側もされる側も、生き方やケアのあり方を自分

自身で決めるには、まずは制度やサービスの内容を知ることから。 団塊世代、介護まっただなかの著者

が、自らの実践と取材を通して得られた豊富な実例と情報の数々を通してアドバイスする、今日から役

立つ本。

集団行動を好み、雇い主に従順な「イヌ型」人間から、個人主義で、自由に自発的に行動する「ネコ

型」人間へ。変化の激しいAI時代に生き残るべく行動様式の根本的な転換を説く。

第１部　人口の動向　第２部　医療と介護　第３部　障害者施策　第４部　社会保障の改革

人口減少に伴い今後必要と言われる高齢者の労働。否定的に語られることもあるが高齢者自身の健

康に役立ち、情報技術の活用で楽しく実現できる。五輪後の日本を見すえた必読書。

総論　第１章　人間発達とは　第２章　発達理論　第３章　生涯発達の研究方法　第４章　個体

と環境
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高齢者福祉の法律・組織・制度・施設・技術等改革に揺れる高齢者の人権を軸に、福祉の理念を問

い直す入門者必携書。

本書は、死が間近な人の生の実態、「安楽死問題」、患者の事前意思表明書など、アクチュアルな問

題を論じ、ドイツで読まれ続けているベストセラーである。医療に求められるのは、患者の痛みを鎮めるこ

とだけではない、人間としての尊厳を保ちながら穏やかに死を迎えられるようにすることである。著者の説く

看取りの教育はドイツの医師養成課程に採り入れられ、不可欠の課題になっている。緩和医療やホス

ピスをめぐる誤解や偏見をただし、よりよい終末期のための医療と社会制度を説く、“死"に関する現代の

必読書。

「老いること死ぬこと、そしてそこからひるがえって生きることが学べるということを、私は生涯を通して教えら

れた。そのようにして生かされてきた内科医としての私の想いを、いまここに述べようと思う」死を通して生を

見つめたものを中心に、著者の63年間にわたる医師生活で培われた思想と思索のエッセンスを凝縮した

名著。

未来の不確実性をマネジメントする方法とは。企業戦略やマーケティング実務の現場で注目が集まる意

思決定やアイデア創造の手法を詳説。経営学・マーケティング学を出発点に、認知科学やデザイン学な

どの視点も融合させた学際的なアプローチ。

イギリスで1年間お金を使わずに生活する実験をした29歳の若者がメディアで紹介されるや、世界中か

ら取材が殺到し、大きな反響を呼んだ。貨幣経済を根源から問い直し、真の「幸福」とは、「自由」とは

何かを問いかけてくる、現代の『森の生活』。

安楽死、自殺幇助、治療の強制終了…世界中で合法化がすすむ戦慄の事実。

040年、さらにその先の医療介護を展望 日本の人口は2010年をピークに減少し、2040年には85歳

以上が1000万人を超え百寿者も増加する。医療と介護の供給体制は大転換を余儀なくされる。介

護保険や医療はどう変わるべきか、先端技術はどこまで実用化されているか。識者の考察と先駆者の実

践から探る。
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社会シミュレーション KP00015837
東京電機大学出

版局

201709 PDF ¥4,603 ¥6,905

横幹〈知の統合〉シリ－ズ編集委員会【編】

遠藤薫/寺野隆雄/佐藤彰洋/栗原聡
9784501630706

バイオサイエンス時代から考える

人間の未来
KP00007091

勁草書房 201503 PDF ¥11,770 ¥17,655

檜垣立哉【編著】 9784326102433

未来をはじめる KP00026944
東京大学出版会 201809 EPUBリフロー ¥3,520 ¥5,280

宇野重規 9784130331081

利己的な遺伝子　40周年記念版 KP00018136
紀伊國屋書店 201802 EPUBリフロー ¥9,790 ¥14,630

リチャ－ド・ド－キンス【著】

日高敏隆/岸由二/

羽田節子/垂水雄二【訳】

9784314011532

老年こそ創造の時代 KP00027271
勉誠出版 202002 PDF ¥2,750 ¥3,850

田中英道 9784585230762

サクセスフル・エイジング KP00001773
慶應義塾大学出

版会

201410 PDF ¥9,856 ¥14,784

小熊祐子/富田眞紀子/今村晴彦 9784766420890

老いと踊り KP00031956
勁草書房 201902 PDF ¥14,850 ¥22,220

中島那奈子/外山紀久子【編著】 9784326800605

老いない愛と性 KP00001513
大学教育出版 201110 PDF ¥2,200 ¥3,300

林春植【著】

宣賢奎/住居広士【翻訳】
9784864290791

老化という生存戦略 KP00007481
日本評論社 201507 PDF ¥7,920 ¥11,880

近藤祥司 9784535806542

人類の社会性の進化　Evolution of

the Human Sociality　上
KP00025599

詩想舎 201709 EPUBリフロー ¥2,200 ¥3,300 ¥4,400

山極寿一/本郷峻

人類の社会性の進化　Evolution of

the Human Sociality　下
KP00025600

詩想舎 201709 EPUBリフロー ¥2,200 ¥3,300 ¥4,400

山極寿一/本郷峻
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「老化」は、なぜ進化の過程で除去されてこなかったのだろうか。病気を進化的視点から取り上げるダー

ウィン医学と老化医学の融合をはかり、進化のかげで人類が受け入れた、老化という「トレードオフ」の可

能性をさぐる。

山極寿一(第二十六代京都大学総長)からのメッセージ。混迷の21世紀を生きる私たちに、望ましいこ

れからの社会像とは、そして家族像とは、を考えさせる、「社会的知性」の起源と進化を明らかにする書。

上巻は「サバンナへの進出」「出アフリカ」など、祖型人類から始まる「進化の冒険」が語られる。霊長類

学、社会人類学、文化人類学、民族学などの学習者・研究者の参考図書。本郷峻(京都大学霊長

類研究所)との共著。

30

超高齢社会を迎え、医療費の高騰が大きな問題となっている現在の日本において、「いかに健康に生き

るか」が大きなテーマとなっている。「団塊の世代」をはじめとしたシニア層、そして、これからシニアになる世

代にとって、その問題は切実である。本書では、年を重ねていくことをプラスと考え、豊かに生きる「サクセ

スフル・エイジング」を提唱する。予防医学・心理学・社会学(コミュニティ研究)といった異なる分野の専

門家が、「サクセスフル・エイジング」を実現するための具体的な事例を紹介し、健康論を提言する。

老熟を活かそう 経験、知識は若者の数倍もある  葛飾北斎90歳、ミケランジェロ89歳。大芸術家たちの

「人生100年」論。 現代の「人生100年時代」という言葉には、テクノロジーの進歩や健康医学の進

展、薬品の開発によって寿命が否応なく伸びやっかいな問題を新たに抱えた、というネガティブなニュアン

スが大いにある。 大局的な視点に立ち、国内外の先人に学ぶことで、現代を生きる老人たちの新しい生

き方を模索する。

ICT営業本部　電子書籍営業部　TEL：03-5719-2501　FAX：03-5436-6921

〒153-8504　東京都目黒区下目黒　3-7-10    ict_ebook@kinokuniya.co.jp

　*上記はカタログ作成時の情報です。価格等は予告なく変更となる場合がございます。

31
年齢を重ねたダンサーを起用したピナ・バウシュやジャドソン教会派、100歳を超えても踊り続けた大野

一雄、老いを成熟とみなす能や踊りの分析をとおし、長時間労働と規律化が可能であるがゆえに近代

で理想とされた「若い」身体の価値を再考、脱主体、脱近代的な身体の可能性を探る。

山極寿一(第二十六代京都大学総長)からのメッセージ。望ましいこれからの社会像とは、そして家族

像とは。下巻は「society5.0」を目前にした現代にあって、「社会」を学び、「社会」を対象にした仕事を

担う人のための参考図書となる作品。コミュニケーション学、家族学、言語学、認知心理学、脳神経

学、平和構築学、法社会学、都市経済学、経済人類学、など多岐にわたる知見がちりばめられ、知

的興奮を堪能できる。
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私たちはなぜ、生き延びようと必死になり、恋をし、争うのか?本書で著者は、動物や人間の社会で見ら

れる、親子間の対立や保護行為、夫婦間の争い、攻撃やなわばり行動などがなぜ進化したかを、遺伝

子の視点から解き明かす。自らのコピーを増やすことを最優先にする遺伝子は、いかに生物を操るのか?

生物観を根底から揺るがし、科学の世界に地殻変動をもたらした本書は、1976年の初版刊行以来、

分野を超えて多大な影響を及ぼし続けている古典的名著である。

脳科学、生殖技術、性別越境、全球シミュレーション…。21世紀における生命科学とテクノロジーの進

展は、われわれの生を徹底的に唯物化し、操作可能なものにした。守られるべき人間の規範を前提と

する生命と技術の倫理だけでは、この新しい状況に対応できない。哲学、社会学、人類学の知見から、

未来の地平における新しい人間のあり方を探る。

友だち同士から国際社会まで互いに異なる人たちが、共に暮らしていくには。変わりゆく世界の中で、政

治の根本を考え抜く5つの講義。

災害・環境・都市・グローバリゼーション…多様な要素が複雑に絡み合う問題系をいかに解決するか。

現象をモデル化・可視化することで、世界のダイナミズムを読み解く手法として注目を集める「社会シミュ

レーション」とは？相互に関連し合い有機的につながる社会を描き出すシリーズ第四弾。

https://kinoden.kinokuniya.co.jp/bookdetail/p/KP00007481

