
京都産業大学図書館　学生選書ツアー2016　選書資料一覧

テーマ タイトル 著者ほか 出版社 出版年

絵本 １００万回生きたねこ 佐野洋子 講談社 1977

絵本 １１ぴきのねこ　 馬場　のぼる こぐま社 1978

絵本 かばくん 岸田　衿子/中谷　千代子 福音館書店 1966

絵本 ぐりとぐら 中川　李枝子/大村　百合子 福音館書店 2007

絵本 ぐりとぐらのおきゃくさま 中川　李枝子/山脇　百合子 福音館書店 1980

絵本 ちいさいおうち ばーじにあ・りー・ばーとん/いしい　ももこ 岩波書店 1965

絵本 はじめてのおつかい 筒井　頼子/林　明子 福音館書店 1977

絵本 三びきのやぎのがらがらどん～アスビョルンセンとモーの北欧民話～ マーシャ・ブラウン/せた　ていじ 福音館書店 1965

生活 かんたん!ラクチン!作りおきのお弁当おかず315～おいしくて飽きない!ラクラクお弁当生活!～ 食のスタジオ 西東社 2016

生活 これが正解!ひとり暮らしスタートブック～ひとり暮らしがもっと楽しくなる!～ 主婦の友社 主婦の友社 2013

生活 トコトンやさしい物流の本 鈴木　邦成 日刊工業新聞社 2015

生活 ラクしてキレイが続く!お掃除のツボ 成美堂出版編集部 成美堂出版 2013

生活 ラクラク楽しい家事の基本大事典 成美堂出版編集部 成美堂出版 2015

専門書 Excelで学ぶ進化計算～ExcelによるGAシミュレーション～ 伊庭　斉志 オーム社 2016

専門書 エンジニアとして世界の最前線で働く選択肢～渡米・面接・転職・キャリアアップ・レイオフ対策までの実践ガイド～ 竜　盛博 技術評論社 2015

専門書 なぜ、お客様は「そっち」を買いたくなるのか? 理央　周 実務教育出版 2016

専門書 パンダをいくらで買いますか?～ストーリーで学ぶファイナンスの基礎知識～ 野口　真人 日経ＢＰ社 2013

専門書 プロカウンセラーの聞く技術・話す技術 マルコ社 マルコ社 2012

専門書 外交とは何か～パワーか?/知恵か?～ 山田　文比古 法律文化社 2015

専門書 栢木先生のITパスポート教室～イメージ&クレバー方式でよくわかる～（平成28年度） 栢木　厚 技術評論社 2016

専門書 栢木先生の基本情報技術者教室～イメージ&クレバー方式でよくわかる～（平成28年度） 栢木　厚 技術評論社 2016

専門書 経営戦略入門 井上　善海/大杉　奉代/森　宗一 中央経済社 2015

専門書 高校から大学への憲法（第2版） 福島　力洋 法律文化社 2016

専門書 国際協力と学校～アフリカにおけるまなびの現場～ 山田　肖子 創成社 2009

専門書 新スポーツ外傷・障害とリハビリテーション～イラストでわかるリハビリテーション～（第2版） 魚住　廣信 ナップ 2013

専門書 図解カール教授と学ぶビジネスモデル超入門! 平野　敦士カール ディスカヴァー・トゥエンティワン 2016

専門書 正しい戦争はあるのか?～戦争倫理学入門～ 眞嶋　俊造 大隅書店 2016

専門書 物権法(伊藤塾呉明植基礎本シリーズ 5) 呉　明植 弘文堂 2015

【展示期間】  

  平成28年10月5日（水）～11月16日（水） 

【展示場所】 

  図書館  

   ２階メインカウンター前 展示スペース 

 ◆テーマについて  

   絵 本：これまで図書館にはなかった，長年愛されている絵本。 

   生 活：一人暮らしのコツなど，学生の生活面で役に立つ本。 

   専門書：授業や専門知識の理解などに役に立つ，学生が手に取りやすい本。 

   文 庫：映像化されたり本屋大賞に選ばれるなど，話題になっている小説の本。 



テーマ タイトル 著者ほか 出版社 出版年

専門書 民法総則(伊藤塾呉明植基礎本シリーズ 4) 呉　明植 弘文堂 2014

文庫 Another　エピソードS 綾辻　行人 KADOKAWA 2016

文庫 アウシュヴィッツの図書係 アントニオ・G.イトゥルベ 集英社 2016

文庫 あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。（下） 岡田　麿里 KADOKAWA 2016

文庫 あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。（上） 岡田　麿里 KADOKAWA 2016

文庫 いとみち（2の糸） 越谷　オサム 新潮社 2015

文庫 海の見える理髪店 荻原　浩 集英社 2016

文庫 コンビニ人間 村田　沙耶香 文藝春秋 2016

文庫 ファミレス（下） 重松　清 KADOKAWA 2016

文庫 ファミレス（上） 重松　清 KADOKAWA 2016

文庫 ワタクシハ 羽田　圭介 講談社 2013

文庫 烏に単は似合わない 阿部　智里 文藝春秋 2014

文庫 烏は主を選ばない 阿部　智里 文藝春秋 2015

文庫 遠くの声に耳を澄ませて 宮下　奈都 新潮社 2012

文庫 黄金(きん)の烏 阿部　智里 文藝春秋 2016

文庫 階段途中のビッグ・ノイズ 越谷　オサム 幻冬舎 2010

文庫 虚像の道化師 東野　圭吾 文藝春秋 2015

文庫 教科書名短篇～少年時代～ ヘッセほか 中央公論新社 2016

文庫 禁断の魔術 東野　圭吾 文藝春秋 2015

文庫 金曜日の本屋さん 名取　佐和子 角川春樹事務所 2016

文庫 君にさよならを言わない 七月　隆文 宝島社 2015

文庫 君にさよならを言わない（2） 七月　隆文 宝島社 2016

文庫 月の上の観覧車 荻原　浩 新潮社 2014

文庫 私の消滅 中村　文則 文藝春秋 2016

文庫 女子高生ハッカー鈴木沙穂梨と0.02ミリの冒険 一田　和樹 集英社 2016

文庫 神去なあなあ夜話 三浦　しをん 徳間書店 2016

文庫 水族館ガール 木宮　条太郎 実業之日本社 2014

文庫 水族館ガール（2） 木宮　条太郎 実業之日本社 2015

文庫 水族館ガール（3） 木宮　条太郎 実業之日本社 2016

文庫 生きるぼくら 原田　マハ 徳間書店 2015

文庫 通い猫アルフィーの奇跡 レイチェル・ウェルズ/中西　和美 ハーパーコリンズ・ジャパン 2015

文庫 天と地の守り人<第１部>　ロタ王国編 上橋　菜穂子 新潮社 2011

文庫 天と地の守り人<第２部>　カンバル王国編 上橋　菜穂子 新潮社 2011

文庫 天と地の守り人<第３部>　新ヨゴ皇国編 上橋　菜穂子 新潮社 2011

文庫 天才 石原　慎太郎 幻冬舎 2016

文庫 天才ハッカー安部響子と五分間の相棒 一田　和樹 集英社 2015

文庫 廃墟に乞う 佐々木　譲 文藝春秋 2012

文庫 美しい星（改版） 三島　由紀夫 新潮社 2003



テーマ タイトル 著者ほか 出版社 出版年

文庫 氷菓 米澤　穂信 角川書店 2001

文庫 偏差値70の野球部 難関合格編 松尾　清貴 小学館 2012

文庫 偏差値70の野球部<レベル2> 打撃理論編 松尾　清貴 小学館 2012

文庫 偏差値70の野球部<レベル3> 守備理論編 松尾　清貴 小学館 2012

文庫 偏差値70の野球部<レベル4> 実戦応用編 松尾　清貴 小学館 2012

文庫 友罪 薬丸　岳 集英社 2015

文庫 和菓子のアン 坂木　司 光文社 2012

全選書リストです。資料は順次図書館に納品・追加されます。

図書館サポートチーム　ビブリア


