
学 部 名 学系・分野   書  籍  タ  イ  ト  ル 著    者 出版社等 価格 メディア所蔵

家族と法―個人化と多様化の中で 二宮周平 岩波新書 ¥886 ○

アジア・太平洋戦争 吉田　裕 岩波新書 ¥886 ○

多数決を疑う　社会的選択理論とは何か 坂井豊貴 岩波新書 ¥799 ○

キヨミズ准教授の法学入門 木村草太 星海社新書 ¥907 ○

比較のなかの改憲論－日本国憲法の位置 辻村　みよ子 岩波新書 ¥821 ○

「公益」資本主義 原丈人 文春新書 ¥886 ○

緒方貞子－難民支援の現場から 東野真 集英社新書 ¥799 ○

働く女子の運命 浜口桂一郎 文春新書 ¥842 ○

冤罪と裁判 今村　核 講談社現代新書 ¥864 ○

安楽死のできる国 三井美奈 新潮新書 ¥734 ○

結婚と家族のこれから―共働き社会の限界 筒井淳也 光文社新書 ¥799 ○

ハイ・コンセプト 「新しいこと」を考え出す人の時代 ダニエル・ピンク 三笠書房 ¥2,052 配架予定有

オリンピック経済幻想論 アンドリュー・ジンバリスト（著）／田端優（訳） ブックマン社 ¥1,728 ○

現代社会専攻 Do! ソシオロジー 改訂版 ―現代日本を社会学で診る 友枝敏雄・山田真茂留（編） 有斐閣アルマ ¥1,944 ○

メディア社会専攻 はじめてのメディア研究－「基礎知識」から「テーマの見つけ方」まで 浪田陽子・福間良明（編） 世界思想社 ¥2,376 ○

スポーツ社会専攻 スポーツ教養入門 高峰修 岩波ジュニア新書 ¥907 ○

子ども社会専攻 子ども食堂をつくろう! ── 人がつながる地域の居場所づくり 豊島子どもWAKUWAKUネットワーク 明石書店 ¥1,512 ○

人間福祉専攻 人が人の中で生きていくということ 中西新太郎 はるか書房 ¥1,836 ○

新版 グローバリゼーション  マンフレッド・B・スティーガー 岩波書店 ¥1,944 ○

世界に負けない日本 藪中　三十二 PHP新書 ¥842 ○

国際政治とは何か―地球社会における人間と秩序 中西　寛 中公新書 ¥929 ○

在日朝鮮人 水野　直樹・文　京洙 岩波新書 ¥886 ○

世界史の中のパレスチナ問題 臼杵　陽 講談社現代新書 ¥1,296 ○

人間の安全保障 アマルティア・セン 集英社新書 ¥734 ○

新・世界経済入門 西川　潤 岩波新書 ¥929 ○

銃・病原菌・鉄―１万３０００年にわたる人類史の謎（上・下） ジャレド・ダイアモンド 草思社文庫 各\972 ○

躍動するフィールドワーク―研究と実践をつなぐ 井上　真（編） 世界思想社 ¥2,052 ○

国際共通語としての英語 鳥飼　玖美子 講談社現代新書 ¥799 ○

（学部共通) 大学生になるきみへ：知的空間入門 中山 茂 岩波ジュニア新書 ¥886 ○

（学部共通) ことばと文化 鈴木 孝夫 岩波新書 ¥778 ○

ヨーロッパ思想入門 岩田 靖夫 岩波ジュニア新書 ¥929 ○

教育とは何か 大田 尭 岩波新書 ¥778 ○

つながる図書館（ちくま新書） 猪谷千香 筑摩書房 ¥842 ○

漢字に託した「日本の心」（NHK出版新書） 笹原宏之 NHK出版 ¥886 ○

日本文学史序説補講（ちくま学芸文庫） 加藤 周一 筑摩書房 ¥1,404 ○

古代国家はいつ成立したか 都出 比呂志 岩波新書 ¥778 ○

日本の歴史をよみなおす（全） 網野 善彦 ちくま学芸文庫 ¥1,296 ○

漢字―生い立ちとその背景 白川 静 岩波新書 ¥842 ○

四字熟語の中国史 冨谷 至 岩波新書 ¥778 ○

中・高校生のための朝鮮・韓国の歴史 岡 百合子 平凡社ライブラリー ¥1,188 ○

地形からみた歴史　古代景観を復原する 日下 雅義 講談社学術文庫 ¥1,037 ○

デジタル地図を読む 矢野 桂司 ナカニシヤ ¥2,052 ○

京都の歴史を歩く 小林 丈広 ・ 高木 博志 ・三枝 暁子 岩波新書 ¥972 ○

観光入門―観光の仕事・学習・研究をつなぐ 青木義英・廣岡裕一・神田孝治 新曜社 ¥2,268 ○

読書案内―世界文学 W.S.モーム (著),西川 正身 (訳) 岩波文庫 ¥583 ○

パスタでたどるイタリア史 池上俊一 岩波ジュニア新書 ¥1,058 ○

見るということ ジョン・バージャー ちくま学芸文庫 ¥1,404 ○

外国語学習に成功する人、しない人－第二言語習得への招待 白井恭弘 岩波科学ライブラリー ¥1,296 ○

魂をゆさぶる歌に出会う－アメリカ黒人文化のルーツへ ウェルズ恵子 岩波ジュニア新書 ¥886 ○

やさしい日本語―多文化共生社会へ 庵 功雄 岩波新書 ¥907 ○

日本映画史110 年 四方田犬彦 集英社新書 ¥842 ○

監督小津安二郎〔増補決定版〕 蓮實重彦 ちくま学芸文庫 ¥1,512 ○

戦争の映画史　恐怖と快楽のフィルム学 藤崎康 朝日新聞出版 ¥1,296 ○

模倣される日本―映画、アニメから料理、ファッションまで 浜野保樹 祥伝社 ¥799 ○

日本のポップパワー ―世界を変えるコンテンツの実像 中村伊知哉、小野打恵 日本経済新聞社 ¥1,836 ○

情報ってなんだろう 春木良且 岩波ジュニア新書 ¥929 ○

視覚世界の謎に迫る ―脳と視覚の実験心理学 山口真美 講談社ブルーバックス ¥886 ○

なぜコンピュータの画像はリアルに見えるのか　視覚とCG をめぐる冒険 梅津信幸 エヌティティ出版 ¥2,052 ○

仕事道楽 新版　スタジオジブリの現場 鈴木敏夫 岩波新書 ¥950 ○

ゼロ年代の想像力 宇野常寛 ハヤカワ文庫 ¥886 ○

地域研究学域

国際文化学域

コミュニケーション学域

2018年度　附属高校生対象　立命館大学・立命館アジア太平洋大学の先生が薦める夏休みの1冊

法学部

産業社会学部

国際関係学部 学部共通

学部共通

学部共通

文学部

映像学部 学部共通

人間研究学域

日本文学研究学域

日本史研究学域

東アジア研究学域
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学 部 名 学系・分野   書  籍  タ  イ  ト  ル 著    者 出版社等 価格 メディア所蔵

ダントツ企業―「超高収益」を生む、7つの物語 宮永博史 NHK出版新書 ¥886 ○

もし高校野球の女子マネージャーがドラッカーの『マネジメント』を読んだら 岩崎夏海 ダイヤモンド社 ¥1,728 ○

俯瞰図から見える IoTで激変する日本型製造業ビジネスモデル 大野治 日刊工業新聞社 ¥2,160 ○

コーヒーハンター―幻のブルボン・ポワントゥ復活 川島良彰 平凡社 ¥1,836 ○

はじめてのマーケティング 久保田進彦、澁谷覚 有斐閣ストゥディア ¥1,944 ○

デザインの次に来るもの―これからの商品は「意味」を考える 安西洋之、八重樫文 クロスメディア・パブリッシング ¥1,814 ○

会計の時代だ―会計と会計士との歴史― 友岡賛 筑摩書房 ¥756 ○

現代の金融入門[新版] 池尾和人 ちくま新書 929 ○

消費大陸アジア: 巨大市場を読みとく 川端基夫 筑摩書房 ¥842 ○

ニッポンの貧困－必要なのは「慈善」より「投資」－ 中川雅之 日経BP社 ¥1,512 ○

大学生になるきみへ—知的空間入門— 中山茂 岩波ジュニア新書 ¥907 ○

問題解決のための「社会技術」−分野を超えた知の協働 堀井秀之 中公新書 ¥734 ○

社会科学における人間 大塚 久雄 岩波新書 ¥842 ○

新版　行政ってなんだろう 新藤宗幸 岩波ジュニア新書 ¥907 ○

国連の政治力学 : 日本はどこにいるのか 北岡 伸一 中公新書 ¥950 ○

会社とは何か 奥村宏 岩波ジュニア新書 ¥886 ○

会社を変える分析の力 河本薫 講談社現代新書 ¥821 ○

Googleの正体 牧野武文 毎日コミュニケーションズ ¥842 ○

アメリカの高校生が学ぶ経済学 ゲーリーＥ．クレイトン WAVE出版 ¥2,592 ○

景観行政とまちづくり 土岐寛 時事通信社 ¥2,160 ○

記憶はウソをつく 榎本 博明 祥伝社新書 ¥821 ○

単純な脳、複雑な「私」 池谷裕二 講談社ブルーバックス ¥1,296 ○

ヒトの心はどう進化したのか: 狩猟採集生活が生んだもの 鈴木光太郎 ちくま新書 ¥842 ○

大人の時間はなぜ短いのか 一川 誠 集英社新書 ¥756 ○

脳がシビれる心理学 妹尾 武治 実業之日本社 ¥1,620 ○

「しがらみ」を科学する: 高校生からの社会心理学入門 山岸 俊男 ちくまプリマー新書 ¥842 ○

行動分析学入門 杉山尚子 集英社新書 ¥660 ○

臨床の知とは何か 中村雄二郎 岩波新書 ¥842 ○

うしろめたさの人類学 松村圭一郎 ミシマ社 ¥1,836 ○

人工知能が変える仕事の未来 野村直之 日本経済新聞出版社 ¥2,376 ○

ファウンデーション アシモフ ハヤカワ文庫SF ¥842 ○

データ分析の力　因果関係に迫る思考法 伊藤公一朗 光文社新書878 ¥842 ○

先生はえらい 内田樹 ちくまプリマー新書002 ¥842 ○

多数決を疑う 坂井豊貴 岩波新書1541 ¥799 ○

大君の通貨　　幕末「円ドル」戦争 佐藤雅美 文春文庫　さ28-7 ¥594 ○

日常の疑問を経済学で考える フランク 日経ビジネス人文庫 ¥972 ○

繁栄　明日を切り拓くための人類１０万年史 リドレー ハヤカワ文庫NF ¥1,231 ○

政治と経済のしくみがわかるおとな事典 池上彰 講談社 ¥1,620 ○

金融の世界史: バブルと戦争と株式市場 板谷敏彦 新潮選書 ¥1,404 配架予定有

世界史を創ったビジネスモデル 野口悠紀雄 新潮選書 ¥1,836 配架予定有

アスリートのための　食トレ～栄養の基本と食事計画～ 海老　久美子 池田書店 ¥1,512 ○

僕がバナナを売って算数ドリルをつくるワケ 天野　春果 小学館 ¥1,512 ○

メジャー野球の経営学 大坪　正則 集英社新書 ¥712 ○

ライフスキル・フィットネス～自立のためのスポーツ教育 吉田 良治 岩波ジュニア新書 ¥907 ○

身体論－スポーツ学的アプローチ 稲垣正浩 叢文社 ¥2,160 ○

アスリートたちの英語トレーニング術 岡田 圭子、野村 隆宏 岩波ジュニア新書 ¥886 ○

言語の脳科学―脳はどのようにことばを生みだすか 酒井 邦嘉 中公新書 ¥972 ○

運動会で1番になる方法－1ヶ月で足が速くなる股関節活性化ドリル 深代　千之 アスキー ¥1,512 ○

脳を鍛えるには運動しかない！ ジョンＪ．レイティ、エリック・ヘイガーマン、 野中 香方子 現代新書 ¥2,268 ○

スポーツを仕事にする 生島　淳 ちくまプリマー新書 ¥799 ○

中谷宇吉郎随筆集 中谷宇吉郎 ワイド版岩波文庫 ¥1,512 ○

科学と科学者のはなし-寺田寅彦エッセイ集 寺田 寅彦 岩波少年文庫 ¥734 ○

不都合な真実 ECO入門編 地球温暖化の危機 アル・ゴア 武田ランダムハウスジャパン ¥1,296 ○

知っておきたいエネルギーの基礎知識 齋藤 勝裕 ソフトバンククリエイティブ ¥1,028 ○

ブレイクスルーの科学者たち 竹内 薫 PHP新書 ¥778 ○

数学入門＜上＞＜下＞ 遠山 啓 岩波新書 上\821・下\821 ○

数学的センス 野崎 昭弘 ちくま学芸文庫 ¥1,080 ○

人物で語る物理入門＜上＞＜下＞ 米沢 富美子 岩波新書 上\821・下\864 ○

物理法則はいかにして発見されたか R.P.ファインマン(著), 江沢 洋(訳) 岩波現代文庫 ¥1,404 ○

「ケータイ時代」を生きるきみへ 尾木 直樹 岩波ジュニア新書 ¥842 ○

トコトンやさしい太陽電池の本 産業技術総合研究所太陽光発電研究センター 日刊工業新聞社 ¥1,512 ○

キカイはどこまで人の代わりができるか? 井上 猛雄 ソフトバンククリエイティブ ¥1,028 ○

ここまで来たナノテクノロジー 吉田 典之 技術評論社 ¥1,706 ○

ロボティクス学科 ロボット創造学入門 広瀬 茂男 岩波ジュニア新書 ¥907 ○

これからの防災・減災がわかる本 河田 惠昭 岩波ジュニア新書 ¥842 ○

世界遺産の建築を見よう 古市 徹雄 岩波ジュニア新書 ¥1,058 ○

経済学部 学部共通

スポーツ健康科学部 学部共通

理工学部

学部共通

数理科学科

物理科学科

電子システム系

機械工学科

都市システム系

政策科学部 学部共通

総合心理学部 総合心理学部

経営学部 学部共通
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学 部 名 学系・分野   書  籍  タ  イ  ト  ル 著    者 出版社等 価格 メディア所蔵

システムアーキテクトコース IoTとは何か 技術革新から社会革新へ 坂村 健 角川新書 ¥864 ○

セキュリティ・ネットワークコース 白と黒のとびら: オートマトンと形式言語をめぐる冒険 川添 愛 東京大学出版会 ¥3,024 ○

先端社会デザインコース 人工知能と社会: 2025年の未来予想
AIX（人工知能先端研究センター）監修，栗原 聡，長井 隆
行，小泉 憲裕，内海 彰，坂本 真樹，久野 美和子 著 オーム社 ¥1,944 ○

実世界情報コース スーパーヒューマン誕生! 人間はSFを超える 稲見 昌彦 NHK出版新書 ¥842 ○

画像・音メディアコース 数学ガール (数学ガールシリーズ 1) 結城 浩 SBクリエイティブ ¥1,944 ○

知能情報コース 脳・心・人工知能 数理で脳を解き明かす (ブルーバックス) 甘利 俊一 講談社 ¥972 ○

いかにして問題をとくか G. ポリア 丸善　第11 edition ¥1,620 ○

Harry Potter and the Sorcerer's Stone J. K. Rowling Scholastic Paperbacks ¥1,314 ○

化学のはたらきシリーズ　　１巻～４巻／この４巻のうち興味のあるもの
日本化学会/企画・編集 中村聡，齋藤幸一，吉兼正
能/監修 佐藤銀平/著

東京書籍 ¥1,620 ○

線虫の研究とノーベル賞への道: 1ミリの虫の研究がなぜ3度ノーベル賞を受賞したか 大島 靖美 裳華房 ¥2,160 ○

科学の現在を問う 村上　陽一郎 講談社現代新書 ¥799 ○

科学革命の構造 トーマス・サミュエル・クーン著　中山　茂(訳) みすず書房 ¥3,024 ○

原子(アトム)への不思議な旅ー人はいかにしてアトムにたどりついたか 三田誠広 ソフトバンククリエイティブ（サイエンス・アイ新書） ¥1,028 ○

生物学のすすめ J.メイナード=スミス著、木村　武二（訳） 筑摩書房 ¥1,080 ○

生命科学物語 横田　幸雄 東海大学出版会 ¥3,024 ○

生命体の科学　-テクノロジーと文化- 岡田　節人 人文書院 ¥2,052 ○

植物で未来をつくる 日本植物細胞分子生物学会監修 化学同人　 ¥1,200 ○

免疫学個人授業 多田　富雄、南　伸坊 新潮社 ¥432 ○

化学反応はなぜおこるか 上野景平 講談社(ブルーバックス) ¥929 ○

化学・意表を突かれる身近な疑問 日本化学会編 講談社(ブルーバックス) ¥864 ○

ひらく、ひらくバイオの世界〜14歳からの生物工学入門 日本生物工学会編 化学同人 ¥2,052 ○

バイオマスは地球環境を救えるか 木谷収 岩波ジュニア新書 ¥842 ○

日本列島人の歴史 斎藤成也 岩波書店（岩波ジュニア新書） ¥907 ○

ゲノムが語る生命像 本庶佑 講談社(ブルーバックス) ¥1,015 ○

ｉＰＳ細胞とはなにか 朝日新聞大阪本社科学医療グループ 講談社(ブルーバックス) ¥864 ○

がん遺伝子の発見―がん解明の同時代史 黒木登志夫 中央公論社(中公新書) ¥842 ○

薬学教室へようこそ 二井將光 講談社 ブルーバックス ¥928 ○

創薬が危ない 水島徹 講談社 ブルーバックス ¥972 ○

iPS細胞が医療をここまで変える 京都大学iPS細胞研究所 (著), 山中 伸弥 (監修) PHP研究所 ¥886 ○

花埋み（はなうずみ） 渡辺 淳一 新潮社 ¥810 ○

くすりをつくる研究者の仕事――薬のタネ探しから私たちに届くまで 京都大学大学院薬学研究科 化学同人 ¥2,052 ○

新薬に挑んだ日本人科学者たち 塚崎 朝子 講談社 ブルーバックス ¥972 ○

現代免疫物語beyond 免疫が挑むがんと難病 岸本 忠三,中嶋 彰 講談社 ブルーバックス ¥1,166 ○

ゲノム編集とは何か 「DNAのメス」クリスパーの衝撃 小林 雅一 講談社 現代新書 ¥864 ○

くらべてみよう！日本と世界の食べ物と文化 朝倉敏夫・阿良田麻里子 講談社 ¥1,728 ○

食料の地理学の小さな教科書 荒木一視 ナカニシヤ出版 ¥2,160 ○

食文化から社会がわかる！ 原田信男・江原絢子、他 青弓社 ¥1,728 ○

水の未来 沖大幹 岩波新書 ¥842 ○

フェアトレードのおかしな真実－僕は本当に良いビジネスを探す旅に出た コナー・ウッドマン 英治出版 ¥1,944 ○

虎屋-和菓子と歩んだ五百年 黒川光博 新潮新書 ¥734 ○

カップヌードルをぶっつぶせ！－創業者を激怒させた二代目社長のマーケティング流儀 安藤宏基 中公文庫 ¥596 ○

ファスト&スロー(上・下) あなたの意思はどのように決まるか? ダニエル・カーネマン ハヤカワ文庫 ¥907 ○

香りや見た目で脳を勘違いさせる 毎日が楽しくなる応用心理学 坂井信之 かんき出版 ¥1,404 ○

料理と科学のおいしい出会い: 分子調理が食の常識を変える 石川伸一 化学同人 ¥1,442 ○

Essentials of Global Liberal Arts How to Read a Book Adler, Mortimer J. & Van Doren, Charles Touchstone ¥1,271 ○

Essentials of Global Liberal Arts A Rulebook for Arguments Weston, Anthony Hackett ¥1,494 ○

Cosmopolitan Studies Cosmopolitan Communications: Cultural Diversity in a Globalized World Norris, Pippa & Inglehart, Ronald Cambridge University Press ¥3,662 ○

Cosmopolitan Studies Propaganda Bernays, Edward L., & Miller, Mark Crispin Ig Publishing ¥1,513 配架予定有

Civilization Studies Sapiens: A Brief History of Humankind Harari, Yuval Noah Vintage Books ¥1,360 ○

Civilization Studies Global Economic History: A Very Short Introduction Allen, Robert C. Oxford University Press ¥1,312 ○

Innovation Studies Thinking, Fast and Slow Kahneman, Daniel Penguin ¥1,736 ○

Innovation Studies Competing Against Luck: The Story of Innovation and Customer Choice Christensen, Clayton M., et al. HarperBusiness ¥2,249 配架予定有

Japanese Studies Cluster Ghosts of the Tsunami: Death and Life in Japan’s Disaster Zone Lloyd Parry, Richard Jonathan Cape ¥2,237 配架予定有

Japanese Studies Cluster An Artist of the Floating World Ishiguro, Kazuo Vintage Books ¥923 ○

貧困の克服　アジア発展の鍵は何か アマルティア・セン 集英社 756 ○

地球全体を幸福にする経済学 ジェフリー・サックス 早川書房 2,484 ○

新・観光立国論 デービッド・アトキンソン 東洋経済新報社 1,620 ○

危機の二十年　理想と現実 E. H. カー 岩波書店 1,426 ○

社会学入門　人間と社会の未来 見田宗介 岩波書店 866 ○

失敗の本質　日本軍の組織論的研究 戸部良一ほか 中央公論新社 823 ○

道しるべ ダグ・ハマーショルド みすず書房 2,484 ○

銃・病原菌・鉄　（上）（下） ジャレット・ダイヤモンド 草思社 1,944 ○

高校生のための批評入門 梅田卓夫 筑摩書房 1,728 ○

論文の書き方 清水幾多郎 岩波書店 778 ○

統計学が最強の学問である 西内　啓 ダイヤモンド社 1,728 ○

新・観光立国論 デービッド・アトキンソン 東洋経済新報社 1,620 ○

奇跡の職場 矢部　輝夫 あさ出版 1,470 ○

下町ロケット 池井戸　潤 小学館 778 ○

もし高校野球の女子マネージャーがドラッカーの『マネジメント』を読んだら 岩崎夏海 ダイヤモンド社 1,728 ○

女子大生会計士の事件簿〈DX.1〉ベンチャーの王子様 山田真哉 角川文庫 514 ○

世界を救う7人の日本人 国際貢献の教科書 池上彰 日経BP社 1,512 ○

スティーブ・ジョブズ全発言 桑原晃弥 PHPビジネス新書 972 ○

アジア太平洋学部 学部共通

国際経営学部 学部共通

グローバル教養学部

薬学部 学部共通

食マネジメント学部

フードカルチャー

フードマネジメント

フードテクノロジー

情報理工学部

情報システムグローバルコース

生命科学部

学部共通

応用化学科

生物工学科

生命情報学科

生命医科学科
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