
第6回「京都産業大学図書館書評大賞」書評対象図書一覧
請求記号順

書名の( )内は、応募点数

書名 著者 出版社・出版年 所蔵情報

070.4||MON

01019932/C2

141.2||YAM

01176966/C2

141.5||KAR

00838673/C2

141.5||KAT

01027622/B1

141.6||OOT

01164127/C2

210.75||HOS

01090449/B1

289.1||OOH

00931787/C2

289.3||SCH

01199272/B1

302.237||YOS

00711298/C2-文庫

319.1||TOU

20092015/B2

335||HUZ

01114311/C3

335.13||EGU

01116504/C3

335.13||GHO

01163313/C3

335.13||OGU

00899819/C3

335.13||OOS

01059075/C3

335.13||OOT

01139706/C3

335.21||TAN

01138484/C3

335.21||TEI

01176739/C3

335.4||YAM

01008511/C3

335.48||SAS

00758057/C3

336||ITA

01010813/B1

336.1||SAE

00719157/C3

336.17||IMA

20101878/B2

336.3||BEH

01164599/C3

花王魂 今村哲也著 生産性出版,2008

スターバックスを世界一にするために守り続け
てきた大切な原則

ハワード・ビーハー, ジャネット・ゴール
ドシュタイン著 ,関美和訳

日本経済新聞出版
社,2009

場のマネジメント（6） 伊丹敬之著 NTT出版,1999

戦略プロフェッショナル 三枝匡著 ダイヤモンド社,1991

商社マンの明日 山村憲司著 アスク,2003

「イトマン」消滅…… 佐々木良一著 オーエス出版,1993

監査難民 種村大基著 講談社,2007

百年続く企業の条件
帝国データバンク史料館・産業調査
部編

朝日新聞出版,2009

経営者の条件 大沢武志著 岩波書店,2004

iPodをつくった男 大谷和利著 アスキー,2008

ゴーン道場 カルロス・ゴーン著 朝日新聞出版,2008

小倉昌男経営学 小倉昌男著 日経BP社,1999

たった三行で会社は変わる 藤田東久夫著 ダイヤモンド社,2007

成功の法則 : 新装版 江口克彦著
PHPファクトリー・パブリッ
シング,2007

日本人ごっこ 吉岡忍著 文芸春秋,1993

歴史と外交 東郷和彦著 講談社,2008

だから、あなたも生きぬいて 大平光代著 講談社,2000

夢を掘りあてた人 ヴィーゼ作 ,大塚勇三訳 岩波書店,1969

笑われ力 太田敏正著 ポプラ社,2008

あの戦争は何だったのか 保阪正康著 新潮社,2005

知的複眼思考法（8） 苅谷剛彦著 講談社,1996

考具 加藤昌治著
ティビーエス・ブリタニカ,
2003

現代の戦争報道 門奈直樹著 岩波書店,2004

センスのいい脳 山口真美著 新潮社,2009
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第6回「京都産業大学図書館書評大賞」書評対象図書一覧
請求記号順

書名の( )内は、応募点数

書名 著者 出版社・出版年 所蔵情報

336.3||HUR

01019888/C3

336.4||TUT

01043989/C3

336.4||ZYO

20060700/C3-資格・就職

336.42||KAW

01181708/B1

362.22||KIN

00512822/C3

364||WER

01166009/C3

368.71||HIG

20100568/C2-文庫

369.27||KIM

01018948/C2-文庫

370||HUK

00612238/C2-文庫

509.253||HOU||1800/1932

00882541/B1

537.067||SUZ

01181715/B1

588.4||UOT

01176231/C3

673.868||EIK

01184616/C3

673.868||YOS

01164247/C3

675||SUZ

01139058/C3

675||YAN

01045598/C3

689.5||SIZ

01141148/C3

726.101||YAN

01063927/C2

783.47||BLA

01137889/C2

783.7||HAG

01139857/C2

783.7||ISI

01175414/C2

783.7||KIY

01164579/C2

783.7||KOD

01184784/C2

783.7||KOD

01138181/C2

イチロー式モチベーション革命 児玉光雄著
ベースボール・マガジン
社,2009

イチロー哲学 児玉光雄著 東邦出版,2007

イチロー魂の言葉 石田靖司, MLB研究会著 アールズ出版,2009

男道 清原和博著 幻冬舎,2009

ジダン
バティスト・ブランシェ, チボー・フレ=
ビュルネ [著] ,陣野俊史, 相田淑子
訳

白水社,2007

野球愛 萩本欽一著
ソフトバンククリエイティ
ブ,2007

ディズニーに学ぶ満足循環力 志澤秀一著 学研,2008

人生なんて夢だけど やなせたかし著・イラスト フレーベル館,2005

わたしたち消費
鈴木謙介, 電通消費者研究センター
著

幻冬舎,2007

都道府県別ヒット商品の法則 矢野新一著 青春出版社,2004

セブンとイオン 永川幸樹著 河出書房新社,2010

セブン-イレブンおでん部会 吉岡秀子著 朝日新聞社,2007

俺は、中小企業のおやじ 鈴木修著
日本経済新聞出版社,
2009

こころを動かすマーケティング 魚谷雅彦著 ダイヤモンド社,2009

学問のすすめ 福沢諭吉著 ,伊藤正雄訳 社会思想社,1977

アメリカン・システムから大量生産へ
デーヴィッド・A・ハウンシェル [著] ,
和田一夫, 金井光太朗, 藤原道夫
訳

名古屋大学出版会,
1998

少年リンチ殺人 日垣隆著 新潮社,2010

介助犬シンシア
木村佳友, 毎日新聞阪神支局取材
班著

新潮社,2003

中国社会の超安定システム
金観涛, 劉青峰著 ,若林正丈, 村田
雄二郎訳

研文出版,1987

すべての人にベーシック・インカムを
ゲッツ・W・ヴェルナー著 ,渡辺一男
訳

現代書館,2009

若者はなぜ3年で辞めるのか? 城繁幸著 光文社,2006

できる人、採れてますか?（3） 川上真史, 齋藤亮三著 弘文堂,2004

チームマネジメント 古川久敬著
日本経済新聞社,
2004

「勝てる組織」をつくる意識革命の方法 土田雅人著
東洋経済新報社,
2004
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第6回「京都産業大学図書館書評大賞」書評対象図書一覧
請求記号順

書名の( )内は、応募点数

書名 著者 出版社・出版年 所蔵情報

783.7||KOD

01165520/C2

912.6||SAK

01198794/C2

913.6||ARA

20102163/C2-文庫

913.6||HIG

20093847/C2-文庫

913.6||HIG

00990525/C2-文庫

913.6||HIG

01021342/C2-文庫

913.6||HOS

01089131/C2-文庫

913.6||ISA

20081067/C2-文庫

913.6||ISA

01137451/C2-文庫

913.6||ISA

20100910/C2-文庫

913.6||ISA

20080043/C2-文庫

913.6||IWA

01197776/C2

913.6||KOB

01018220/C2-文庫

913.6||MAT

01044941/C2

913.6||MIN

20102144/C2-文庫

913.6||MOR

01138469/C2-文庫

913.6||MUR||1

01181156/C2

913.6||MUR

20071813/C2-文庫

913.6||OGA

01089586/C2-文庫

913.6||SAK

01116810/C2-文庫

913.6||SEO

01085173/C2

913.6||SEO

01096394/C2-文庫

913.6||SIB||1

01129383/C2-文庫

913.6||SIG

01088907/C2-文庫

燃えよ剣 上 司馬遼太郎著 新潮社,2007

きよしこ 重松清著 新潮社,2005

幸福な食卓 瀬尾まいこ著 講談社,2004

天国はまだ遠く 瀬尾まいこ著 新潮社,2006

博士の愛した数式 小川洋子著 新潮社,2005

白痴 坂口安吾著 新潮社,1996

1Q84 (ichi-kew-hachi-yon) book 1 村上春樹著 新潮社,2009

国境の南、太陽の西 村上春樹[著] 講談社,1995

告白 湊かなえ著 双葉社,2010

カラフル 森絵都著 文藝春秋,2007

蟹工船 ; 一九二八・三・一五 小林多喜二作 岩波書店,2003

パンク侍、斬られて候 町田康著 マガジンハウス,2004

死神の精度（2） 伊坂幸太郎著 文藝春秋,2008

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

岩崎夏海著 ダイヤモンド社,2009

グラスホッパー 伊坂幸太郎 [著] 角川書店,2007

砂漠 伊坂幸太郎著 新潮社,2010

天国からの道 星新一著 新潮社,2005

アヒルと鴨のコインロッカー（2） 伊坂幸太郎著 東京創元社,2006

探偵ガリレオ 東野圭吾著 文藝春秋,2002

白夜行（2） 東野圭吾著 集英社,2002

ちょんまげぷりん 荒木源著 小学館,2010

手紙 東野圭吾著 文藝春秋,2006

イチロー脳力 児玉光雄著 東邦出版,2009

くじらの墓標 坂手洋二著 而立書房,1998
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第6回「京都産業大学図書館書評大賞」書評対象図書一覧
請求記号順

書名の( )内は、応募点数

書名 著者 出版社・出版年 所蔵情報

913.6||SIG

01018298/C2-文庫

913.6||SIG

20100917/C2-文庫

913.6||TAK

00925308/C2-文庫

913.6||YAM||1

00976796/C2-文庫

913.6||YAM||3

00965021/C2

913.6||YAM||3

00976798/C2-文庫

913.6||YAM||4

00964836/C2

913.6||YOS

00886688/B2

913.6||YOS

01095725/C2-文庫

913.6||YOS

20102147/C2-文庫

913.6||YUM

20102157/C2-文庫

913.68||EKU

01088194/C2-文庫

914.6||TAT

00789500/C2

916||KIT

20102177/C2-文庫

916||YAM

01017183/C2-文庫

933||BUK

00841936/C2

933.7||MCG

01062477/C2

936||KRA

00841545/C2

943||END

00503185/C2

943.6||CHA

01060815/C2-文庫

949.62||IBS

00789137/C2-文庫

949.8||TOM

01085225/C2

953||SAI

00626400/B1

953.7||SAI

01095126/C2-文庫

星の王子さま サン=テグジュペリ作 ,内藤濯訳 岩波書店,1976

星の王子さま
サン=テグジュペリ [著] ,河野万里子
訳

新潮社,2006

幽霊 イプセン [著] ,原千代海訳 岩波書店,1996

ムーミンのふたつの顔 冨原眞弓著 筑摩書房,2005

はてしない物語
Ende,Michael|作, 上田 真而子|訳,
佐藤 真理子|訳

岩波書店,1988

影をなくした男 シャミッソー作 ,池内紀訳 岩波書店,1985

奇跡も語る者がいなければ ジョン・マグレガー著 ,真野泰訳 新潮社,2004

荒野へ ジョン・クラカワー著 ,佐宗鈴夫訳 集英社,1997

彩花へ「生きる力」をありがとう 山下京子著 河出書房新社,2002

勝手に生きろ!
チャールズ・ブコウスキー著 ,都甲幸
治訳

学研,1996

風と遊び風に学ぶ 辰濃和男著 朝日ソノラマ,1996

いのちのハードル 木藤潮香 [著] 幻冬舎,2005

夏の庭 湯本香樹実著 新潮社,2001

いじめの時間 江国香織 [ほか] 著 新潮社,2005

ハゴロモ よしもとばなな著 新潮社,2006

パレード 吉田修一[著] 幻冬舎,2004

沈まぬ太陽 4 : 会長室篇 : 上（2） 山崎豊子著 新潮社,1999

Tsugumi
Banana Yoshimoto ,aus dem
Japanischen von Annelie Ortmanns

Diogenes,1997

沈まぬ太陽 3 : 御巣鷹山篇（2） 山崎豊子著 新潮社,1999

沈まぬ太陽 3 : 御巣鷹山篇（5） 山崎豊子著 新潮社,2001

虚構の城 高杉良著 新潮社,2000

沈まぬ太陽 1 : ｱﾌﾘｶ篇 : 上（5） 山崎豊子著 新潮社,2001

ビタミンF 重松清著 新潮社,2003

青い鳥 重松清著 新潮社,2010
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