
学部 学科・専攻・学域 書籍名 著者名 出版社等 参考価格
（税抜き） 備考

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 ¥780

経済の考え⽅がわかる本 新井 明 岩波書店(岩波ジュニア新書) ¥860

池上彰の「経済学」講義　１（歴史編） 池上彰 ⾓川⽂庫 ¥880

池上彰の「経済学」講義　２（ニュース編） 池上彰 ⾓川⽂庫 ¥880

ヤバい経済学　増補改訂版 スティーヴン・D・レヴィット/スティーヴン・J・ダブナー 東洋経済新報社 ¥2,000

理⼯学部 中⾕宇吉郎随筆集 中⾕宇吉郎／樋⼝敬⼆（編） ワイド版岩波⽂庫 ¥1,400

理⼯学部 科学と科学者のはなし 寺⽥ 寅彦／池内了（編） 岩波少年⽂庫 ¥836

理⼯学部 知っておきたいエネルギーの基礎知識 齋藤 勝裕 サイエンス・アイ新書 ¥952

理⼯学部 ⼒学の考え⽅　物理の考え⽅１ 砂川 重信 岩波書店 ¥2,600

理⼯学部 新しい１キログラムの測り⽅ ⾅⽥孝 ブルーバックス ¥1,000

理⼯学部 AI vs. 教科書が読めない⼦どもたち 新井 紀⼦ 東洋経済新報社 ¥1,500

理⼯学部 ⼯学博⼠が教える⾼校数学の「使い⽅」教室 ⽊野 仁 ダイヤモンド社 ¥2,200

理⼯学部 ⼈類を変えた素晴らしき10の材料 マーク・ミーオドヴニク／松井信彦（訳） インターシフト ¥2,100

理⼯学部 教養として⾝につけたいテクノロジー ⽟城絵美 総合法令出版 ¥1,300

理⼯学部 皇帝の新しい⼼　コンピュータ・⼼・物理法則 ロジャー・ペンローズ／林⼀（訳） みすず書房 ¥7,400

理⼯学部 宇宙からの帰還　新版 ⽴花隆 中公⽂庫 ¥860

理⼯学部 時間は存在しない カルロ・ロヴェッリ／冨永星（訳） ＮＨＫ出版 ¥2,000

理⼯学部 サイバネティックス　動物と機械における制御と通信 ノーバート・ウィーナー／池原⽌⼽夫・彌永昌
吉・室賀三郎・⼾⽥巌（訳） 岩波⽂庫 ¥1,080

理⼯学部 科学と仮説　改版 アンリ・ポアンカレ／河野伊三郎（訳） 岩波⽂庫 ¥840

理⼯学部 数学⼊⾨＜上＞ 遠⼭ 啓 岩波新書 ¥820

理⼯学部 数学⼊⾨＜下＞ 遠⼭ 啓 岩波新書 ¥820

理⼯学部 数学とは何か　〔第２版〕　Ｉ．スチュアート改訂 リヒアルト・クーラント／ハーバート・Ｅ．ロビンズ
／森⼝繁⼀（訳） 岩波書店 ¥6,380

理⼯学部 数学的センス 野崎 昭弘 ちくま学芸⽂庫 ¥1,000

理⼯学部 重⼒とは何か ⼤栗博司 幻冬舎新書 ¥880

理⼯学部 新物理の散歩道　第1集第4集 ロゲルギスト ちくま学芸⽂庫 ¥1,200

理⼯学部 「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 ¥840

理⼯学部 若きエンジニアへの⼿紙 菊池誠 ⼯学図書 ¥2,100

理⼯学部 トコトンやさしい太陽電池の本　第２版 産業技術総合研究所 B&Tブックス ¥1,400

理⼯学部 イシューからはじめよ 安宅和⼈ 英治出版 ¥1,800

理⼯学部 ホンダの新たな挑戦 元F1エンジニアの歩⾏アシスト開発奮闘記 伊藤 寿弘 講談社ビーシー ¥1,500

理⼯学部 精密への果てなき道 サイモン・ウィンチェスター／梶⼭あゆみ（訳） 早川書房 ¥3,100

理⼯学部 ロボットはなぜ⽣き物に似てしまうのか―⼯学に⽴ちはだかる「究極の⼒学構造」 鈴森 康⼀ ブルーバックス ¥880

理⼯学部 柔らかヒューマノイド―ロボットが知能の謎を解き明かす 細⽥ 耕 化学同⼈ ¥1,600

理⼯学部 ロボット創造学⼊⾨ 広瀬 茂男 岩波ジュニア新書 ¥840

理⼯学部 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 ¥840

理⼯学部 地球をめぐる不都合な物質 ⽇本環境化学会 ブルーバックス ¥1,000

理⼯学部 建築都市デザイン学科 世界遺産の建築を⾒よう 古市 徹雄 岩波ジュニア新書 ¥980

⾷料の地理学の⼩さな教科書 荒⽊⼀視 ナカニシヤ出版 ¥2,000

⽔の未来 グローバルリスクと⽇本 沖⼤幹 岩波新書 ¥780

⻁屋和菓⼦と歩んだ五百年 ⿊川光博 新潮新書 ¥720

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⻑のマーケティング流儀 安藤宏基 中公⽂庫 ¥552

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 ¥1,300

情報理⼯学部 5G　次世代移動通信規格の可能性 森川博之 岩波新書 ¥860

情報理⼯学部 再発⾒の発想法 結城浩 SBクリエイティブ ¥1,600

情報理⼯学部 暗号解読（上巻） サイモン・シン著　⻘⽊薫訳 新潮⽂庫 ¥670

情報理⼯学部 暗号解読（下巻） サイモン・シン著　⻘⽊薫訳 新潮⽂庫 ¥710

情報理⼯学部 よくわかるデータリテラシー
データサイエンスの基本 阿部圭⼀ 近代科学社 ¥1,800

情報理⼯学部 計算社会科学⼊⾨ ⿃海不⼆夫（編）、⽯井晃、岡⽥勇、その他
著 丸善出版 ¥3,800

情報理⼯学部 失敗から学ぶユーザインタフェース　世界はBADUI（バッド・ユーアイ）であふれてい
る 中村聡史 技術評論社 ¥2,980

情報理⼯学部 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 ¥780

情報理⼯学部 画像・⾳メディアコース 60分でわかる︕ディープラーニング最前線 ディープラーニング研究会／関根嵩之 技術評論社 ¥1,100

情報理⼯学部 脳・⼼・⼈⼯知能　数理で脳を解き明かす ⽢利俊⼀ ブルーバックス ¥900

情報理⼯学部 賀茂川コミュニケーション塾ービブリオバトルから⼈⼯知能まで ⾕⼝忠⼤ 世界思想社 ¥1,700

情報理⼯学部 Code: The Hidden Language of Computer Hardware and Software Charles Petzold Microsoft Press ¥4,361 税込み表記︓⼤学⽣協洋書オンラインストア参照

情報理⼯学部 Connected: The Surprising Power of Our Social Networks and How
They Shape Our Lives - How Your Friends' Friends' Affect

Nicholas A. Christakis and James H.
Fowler Little, Brown Spark ¥2,620 税込み表記︓⼤学⽣協洋書オンラインストア参照

情報理⼯学部 Homo Deus︓A Brief History of Tomorrow Yuval Noah Harari Vintage, 2017 ¥2,662 税込み表記︓⼤学⽣協洋書オンラインストア参照

情報理⼯学部 The Code Book: The Secret History of Codes and Code-breaking Simon Singh Fourth Estate, 2010 ¥2,108 税込み表記︓⼤学⽣協洋書オンラインストア参照

各学部　推薦図書⼀覧　【びわこ・くさつキャンパス】

経済学部

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

ロボティクス学科

環境都市⼯学科

⾷マネジメント学部

システムアーキテクトコース

セキュリティ・ネットワークコース

先端社会デザインコース

知能情報コース

情報システムグローバルコース
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各学部　推薦図書⼀覧　【びわこ・くさつキャンパス】

⽣命科学部 夢の新エネルギー「⼈⼯光合成」とは何か
-世界をリードする⽇本の科学技術- 光化学協会／井上晴夫 ブルーバックス ¥1,000

⽣命科学部 ⽔とはなにか <新装版>-ミクロに⾒たそのふるまい- 上平恒 ブルーバックス ¥1,000

⽣命科学部 化学反応はなぜおこるか
-授業ではわからなかった化学の基礎- 上野景平 ブルーバックス ¥920

⽣命科学部 ⼈物で語る化学⼊⾨ ⽵内敬⼈ 岩波新書 ¥800

⽣命科学部 精神と物質
-分⼦⽣物学はどこまで⽣命の謎を解けるか- ⽴花隆／利根川進 ⽂春⽂庫 ¥660

⽣命科学部 ⽂明を変えた植物たち
-コロンブスが遺した種⼦- 酒井伸雄 ＮＨＫブックス ¥1,100

⽣命科学部 ⽣物と無⽣物のあいだ 福岡伸⼀ 講談社現代新書 ¥880

⽣命科学部 ⽣物と無⽣物のあいだ 福岡伸⼀ 講談社現代新書 ¥880

⽣命科学部 いのちの物理
-⽣物物理学はじめの⼀歩- 吉村英恭 桐書房 ¥1,600

⽣命科学部 たんぱく質⼊⾨
-どう作られ、どうはたらくのか- 武村政春 ブルーバックス ¥1,000

⽣命科学部 たんぱく質⼊⾨
-どう作られ、どうはたらくのか- 武村政春 ブルーバックス ¥1,000

⽣命科学部 ゾウの時間　ネズミの時間
-サイズの⽣物学- 本川達雄 中公新書 ¥680

⽣命科学部 タンパク質とからだ
-基礎から病気の予防・治療まで- 平野久 中公新書 ¥800

花埋み（はなうずみ） 渡辺 淳⼀ 新潮⽂庫 ¥850

iPS細胞が医療をここまで変える 京都⼤学iPS細胞研究所 , ⼭中 伸弥 PHP新書 ¥820

免疫が挑むがんと難病  現代免疫物語beyond 岸本 忠三,中嶋 彰 ブルーバックス ¥1,080

がん免疫療法とは何か 本庶 佑 岩波新書 ¥760

世界を救った⽇本の薬 塚崎朝⼦ ブルーバックス ¥1,080

スポーツを仕事にする︕ ⽣島淳 ちくまプリマ―新書 ¥780

アスリートのための栄養・⾷事ガイド　第３版 ⼩林修平　 樋⼝満　 ⽇本体育協会 第⼀出版 ¥2,400

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 新潮⽂庫 ¥590

⾝体論 稲垣正浩 叢⽂社 ¥2,000

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 ¥820

薬学部

スポーツ健康科学部

【留意事項】
※参考価格は税抜です。
※第○版といった版の情報は2021 年11 ⽉1 ⽇付の情報です。
※⼀部品切、重版未定になっているものがありますが、web 版、中古等で購⼊が可能です。
※本図書⼀覧の情報は、Honya Club（http://www.honyaclub.com）に基づいています。

⽣物⼯学科

⽣命情報学科

⽣命医科学科

応⽤化学科


