第２回「京都産業大学図書館書評大賞」書評対象図書一覧
書
私たちを知る心理学の視点

名

著

者

尾見康博編, 進藤聡彦編

しょせん、すべて小さなこと (小さいことにくよくよするな！；1)

リチャード・カールソン著 ; 小
沢瑞穂訳

プラス思考の技術

木村駿著

金持ち父さん貧乏父さん ： アメリカの金持ちが教えてくれるお金 ロバート・キヨサキ, シャロン・
レクター著 ; 白根美保子訳
の哲学
素直な心になるために

松下幸之助著

報われる努力無駄になる努力 ： 自分の限界を打ち破る19の指 渡部昇一著
針
マザー・テレサ

シャーロット・グレイ著 ; 橘高
弓枝訳

昭和史 ［戦前篇］

半藤一利著

ヒロシマはどう記録されたか ： NHKと中国新聞の原爆報道

NHK出版編

井上成美

阿川弘之著

だから、あなたも生きぬいて

大平光代著

チェ・ゲバラ ： 革命を生きる

ジャン・コルミエ著 ; 松永りえ
訳

京都の精神

梅棹忠夫著

ブータン自転車旅行：ヒマラヤの秘境六〇〇キロをマウンテンバ 九里徳泰, 林美砂著
イクで走る
地図にない国からのシュート：サッカー・パレスチナ代表の闘い

今拓海著

国家の品格

藤原正彦著

ヒロシマを生きて

石田明著

近代立憲主義と現代国家

樋口陽一著

司法審査制

戸松秀典著

犯罪被害者と少年法 ： 被害者の声を受けとめる司法へ

後藤弘子編著

大欧州の時代 ： ブリュッセルからの報告

脇阪紀行著

カルロス・ゴーン経営を語る

カルロス・ゴーン, フィリップ・
リエス著 ; 高野優訳

ヨーロッパのCSRと日本のCSR：何が違い、何を学ぶのか。

藤井敏彦著

CSR入門 ： 「企業の社会的責任」とは何か ［２]

岡本享二著

CSR ： 企業と社会を考える

谷本寛治著

図解よくわかるCSR：企業の社会的責任

米山秀隆著

時代を超える生存の原則 （ビジョナリーカンパニー；１）
あなたの会社は狙われている!? ： ライブドア騒動が教えてくれる
もの
NPOと新しい社会デザイン ： Non profit organization
ジャック・ウェルチに学んだ仕事の流儀
コーポレート・レピュテーション
100億稼ぐ仕事術
「価値組」未来企業へのシナリオ ： 顧客と共に成長・進化する企
業へ
その「リーダーシップ」が組織を壊す

出版社･出版年

所蔵情報
140||OMI
勁草書房 , 2004
01044394/C2
159||CAR
サンマーク出版 ,
1998
00889737/C2
159||KIM
ごま書房 , 1998
00856749/C2
159||KIY
筑摩書房 , 2000
00947426/C2
159||MAT
PHP研究所 , 1986
00465734/B1
159||WAT
青春出版社 , 2001
00964626/C2
198.22||TER
偕成社 , 1991
00763257/C2
210.7||HAN
平凡社 , 2004
01042546/C2
日本放送出版協会 , 210.75||NIH
2003
01021684/C2
289.1||INO
新潮社 , 1992
00718324/C2(文庫)
289.1||OOH
講談社 , 2000
00931787/C2
289.3||GUE
創元社 , 2004
01063033/C2
291.62||UME
角川書店 , 1987
00492106/C2(京都関係)
292.58||KUN
山と渓谷社 , 1995
00780833/C2
302.279||KON
岩波書店 , 2003
01021929/C3
304||HUZ
新潮社 , 2005
01097619/C3
労働教育センター , 319.8||ISI
1998
00882851/C3
323.01||HIG
勁草書房 , 1973
00535318/C3
323.146||TOM
勁草書房 , 1989
00556055/C3
327.8||GOT
明石書店 , 2005
01082283/C3
329.37||WAK
岩波書店 , 2006
01095072/C3
335.13||GHO
日本経済新聞社 ,
2003
01022189/C3
335.15||HUZ
日科技連出版社 ,
2005
01086053/C3
335.15||OKA
日本経済新聞社,
2004
01059587/C3
335.15||TAN
NTT出版 , 2006
01101027/C3
335.15||YON
日刊工業新聞社 ,
2004
01063225/C3

ジェームズ・C・コリンズ, ジェ
日経BP出版センター 335.2||COL
リー・I・ポラス著 ; 山岡洋一
, 1995
00880525/B1
訳
335.46||IKE
池上 彰著
講談社 , 2005
01083269/C3
335.89||TUK
塚本一郎, 古川俊一, 雨宮
同文舘出版 , 2004
孝子編著
01062809/C3
336||BAD
ロザンヌ・バドゥスキー，ロ
サンマーク出版 ,
ジャー・ギティンズ著
2004
01024975/C3
チャールズ・J・フォンブラン,
336||FOM
セス・B・M・ファン・リール著 ; 東洋経済新報社 ,
電通レピュテーション・プロ 2005
01078201/C3
ジェクトチーム訳
ソフトバンクパブリッシ 336||HOR
堀江貴文著
ング , 2003
01074470/B1
336||KAI
甲斐英隆, 池上孝一共著
日経BP企画 , 2004
01061162/C3
336.3||BLA
ケン・ブランチャード, マーク・
扶桑社 , 2004
マッチニック著 ; 松本剛史訳
01044137/C3

※請求記号順、書名の［ ］内は、応募点数、所蔵情報の（ ）内は、コーナー名
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リーダーシップ練習法：上達のための基礎レッスン
スピードリーダーシップ ： 「勝つ組織」をつくる50の具体例
能力主義と企業社会
さおだけ屋はなぜ潰れないのか？：身近な疑問からはじめる会
計学
人生にとって組織とはなにか ［２］
日本人はなぜ日本を愛せないのか
人は見た目が9割 ［３］
仕事力 青版
男たらし論
「ニート」って言うな!
夜回り先生と夜眠れない子どもたち
子どもが壊れる家
他人を見下す若者たち
ひょっとしてうちの子って、天才?
大衆教育社会のゆくえ：学歴主義と平等神話の戦後史
神隠し ： 異界からのいざない （叢書･死の文化；12）
新ゴーマニズム宣言SPECIAL戦争論
科学の最前線で研究者は何を見ているのか
時の誕生、宇宙の誕生
旭山動物園のつくり方：「伝えるのは命」最北の動物園からのメッ
セージ
旭山動物園の奇跡
血液型は語る ： 親子鑑定と日本人の起源
脳の中の人生
ごみとリサイクル
環境危機をあおってはいけない ： 地球環境のホントの実態
トヨタ・レクサス惨敗 ： ホスピタリティとサービスを混同した重大な
過ち
川久保玲とコムデギャルソン
バナナ学入門
最新ペット業界の動向とカラクリがよ〜くわかる本 ： 業界人、就
職、転職に役立つ情報満載
ニッポン商人語録 （プレイブックスインテリジェンス）
吉野家!
ブランド・インサイト ： ブランドの深層と潮流を読み解く30の講座
ブランド構築と広告戦略

著

者

出版社･出版年
日本経団連出版 ,
2005

所蔵情報
336.3||KIN
木名瀬武著
01086584/C3
336.3||NAK
中谷彰宏著
ダイヤモンド社 , 2000
00925510/C3
336.4||KUM
熊沢誠著
岩波書店 , 1997
00815602/C3
336.9||YAM
山田真哉著
光文社 , 2005
01082901/C3
361.4||KAT
加藤秀俊著
中央公論社 , 1990
00584917/C3
361.42||SUZ
鈴木孝夫著
新潮社 , 2006
01094808/C3
361.45||TAK
竹内一郎著
新潮社 , 2005
01097016/C3
366.29||KIT
北城恪太郎[ほか著] ; 朝日
朝日新聞社 , 2006
新聞社広告局編著
01101544/C3
367.2||NON
野中邦子[ほか]著
平凡社 , 1997
00849579/C3
367.68||HON
本田由紀, 内藤朝雄, 後藤
光文社 , 2006
和智著
01098955/C3
サンクチュアリ・パブ 367.68||MIZ
水谷修著
リッシング , 2004
01061736/C3
368.7||KUS
草薙厚子著
文藝春秋 , 2005
01106000/C3
371.47||HAY
速水敏彦著
講談社 , 2006
01098787/C3
371.5||GAL
ジュディ・ガルブレイス,M.A.
祥伝社 , 2002
著 ; 和田秀樹訳
01007130/C3
372.1||KAR
苅谷剛彦著
中央公論社 , 1995
00757459/C3
387||KOM
小松和彦著
弘文堂 , 1991
00612991/C3
390.4||KOB
小林よしのり著
幻冬舎 , 1998
00892819/C2(指定図書)
404||SEN
日本経済新聞社 ,
瀬名秀明編
2004
01046563/C3
443.9||GRI
ジョン・グリビン著 ; 田島俊之
翔泳社 , 2000
訳
00959602/B1
480.76||HAR
原子禅文;亀畑清隆写真
柏艪舎 , 2005
01078179/C3
480.76||HUS
週刊SPA!編集部編
扶桑社 , 2005
01083095/C3
491.321||MAT
松本秀雄著
裳華房 , 1990
00763282/C3
491.371||MOG
茂木健一郎著
中央公論新社 , 2005
01097616/C3
518.52||WAK
脇坂宣尚著
小学館 , 1999
00925057/C2(文庫)
519||LOM
ビョルン・ロンボルグ著 ; 山形
文藝春秋 , 2003
浩生訳
01082351/C3
537.09||YAM
山本哲士, 加藤鉱著
ビジネス社 , 2006
01100963/C3
589.2||SUD
ディヤン・スジック著 ; 生駒芳
マガジンハウス , 1991
子訳
00628506/C3
625.81||NAK
中村武久著
丸善 , 1991
00623319/C3
645.9||HUK
福井晋著
秀和システム , 2006
20063589/C3（資格･就職）
672.1||NEZ
ねじめ正一著
青春出版社 , 2003
01023946/C3
673.971||YAM
山中伊知郎[著]
廣済堂出版 , 2001
00971359/C3
675||ADA
足立勝彦, 市川嘉彦著
晃洋書房 , 2005
01087055/C3
675||AOK
青木幸弘, 岸志津江, 田中 日経広告研究所 ,
洋編著
2000
00948282/C3

あのブランドばかり、なぜ選んでしまうのか ： 購買心理のエッセ
ンス

アンドレアス・ブーフフォルツ,
東洋経済新報社 ,
ボルフラム・ボルデマン著 ;
2002
井上浩嗣, 松野隆一訳

ヒトはなぜその商品を選ぶのか? ： 脳とクオリアから解き明かす

平林千春著

※請求記号順、書名の［ ］内は、応募点数、所蔵情報の（ ）内は、コーナー名

日本実業出版社 ,
2004

675||BUC
00994929/C3
675||HIR
01045234/C3
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名

CRMの実際
図解でわかるキャラクターマーケティング ： これがキャラクター活
用のマーケティング手法だ!
競争優位のブランド戦略 ： 多次元化する成長力の源泉 （２）

著

者

出版社･出版年
日本経済新聞社 ,
古林宏著
2003
キャラクターマーケティングプ 日本能率協会マネジ
ロジェクト著
メントセンター , 2002
日本経済新聞社 ,
恩蔵直人著
1995

マーケティングの「なぜだ!」がわかる本 ： 知らないと絶対失敗す 佐々木宏著
る!25の鉄則

PHP研究所 , 2003

マーケティングを学ぶ人が最初に読む本

重田修治著

総合法令出版 , 2004

次世代マーケティング：エンジョイ型生活業態革命

菅原正博、市川貢編著

中央経済社 , 2000

マーケティング価格戦略：価格決定と消費者心理

上田隆穂著

有斐閣 , 1999

エリア･マーケティングの実際 ２版

米田清紀著

日本経済新聞社 ,
1999

旅が仕事 ： 通訳ガイドの異文化ウォッチング

志緒野マリ著

平凡社 , 1996

京都観光学のススメ

井口和起 [ほか] 著

人文書院 , 2005

女性がディズニーランドを愛する理由

芳中晃著

中経出版 , 2005

iモード事件

松永真理著

角川書店 , 2000

ソフトバンク参戦で変わるケータイ業界勢力図 ： ケータイ3社の
戦略と孫正義の描く革命シナリオ

溝上幸伸著

ぱる出版 , 2004

芸術起業論

村上隆著

幻冬舎 , 2006

イームズ入門 ： チャールズ&レイ・イームズのデザイン原風景

イームズ・デミトリオス著 ; 助
日本文教出版 , 2004
川晃自訳

ウルトラマン誕生

実相寺昭雄著

筑摩書房 , 2006

勝利と収益を生む戦略

平田竹男, 中村好男編著 ;
[三木谷浩史ほか述]

講談社 , 2006

日本一勝ち続けた男の勝利哲学

加藤廣志著

幻冬舎 , 2003

選手たちを動かした勇気の手紙

原辰徳著

幻冬舎 , 2003

打撃の神髄榎本喜八伝

松井浩著

講談社 , 2005

大旗は海峡を越えた：駒大苫小牧野球部の軌跡

田尻賢誉著

日刊スポーツ出版社
, 2005

走れ、俺たちのF1：ホンダF1戦う１５人

赤井邦彦著

双葉社 , 2005

剣道・攻めの定石 ： 剣道日本

佐藤成明著

スキージャーナル ,
1987

コメント力 ： 「できる人」はここがちがう

齋藤孝著

筑摩書房 , 2004

声に出して読みたい日本語 ［１］

齋藤孝著

草思社 , 2001

話したい、話せない、「話す」の壁

久世光彦 [ほか] 著

ゆまに書房 , 2006

これが東大の授業ですか。

佐藤良明著

研究社 , 2004

神様のボート

江国香織著

新潮社 , 2002

おバカさん

遠藤周作著

中央公論社 , 1974

人の短篇集

原田宗典著

角川書店 , 1997

プレーンソング

保坂和志著

中央公論新社 , 2000

池袋ウエストゲートパーク ［２］

石田衣良著

文藝春秋 , 2001

野菊の墓

伊藤左千夫著

新潮社 , 1968

遠い海から来たCoo

景山民夫著

角川書店 , 1988

Go

金城一紀著

講談社 , 2000

世界の中心で、愛をさけぶ

片山恭一著

小学館 , 2001

※請求記号順、書名の［ ］内は、応募点数、所蔵情報の（ ）内は、コーナー名

所蔵情報
675||HUR
01013673/C3
675||KYA
01054429/C3
675||ONZ
00857524/C3
675||SAS
01008650/C3
675||SIG
01044246/C3
675||SUG
01107958/C3
675||UED
00898290/C3
675||YON
00883735/C3
688.6||SIO
00791063/C3
689.2162||IGU
01064680/C2（京都関係）
689.5||YOS
01064644/C3
694.6||MAT
00946181/C3
694.6||MIZ
01061981/C3
704||MUR
01101037/C2
757.0253||DEM
01062384/C2
778.8||ZIS
01095600/C2（文庫）
780||HIR
01101573/C2
783.1||KAT
01024622/C2
783.7||HAR
01023177/C2
783.7||MAT
01083402/C2
783.7||TAZ
01085078/C2
788.7||AKA
01086537/C2
789.3||SAT
00717807/C2
809.2||SAI
01063012/C2
809.4||SAI
00994359/C2
810.4||SIR
01099918/C2
830.7||SAT
01061187/C2
913.6||EKU
00989720/C2（文庫）
913.6||END
00667709/C2（文庫）
913.6||HAR
00820619/C2
913.6||HOS
00932666/C2（文庫）
913.6||ISI
01091970/C2（文庫）
913.6||ITO
00696721/C2（文庫）
913.6||KAG
00575014/B1
913.6||KAN
00947527/C2
913.6||KAT
01022916/C2
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著
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出版社･出版年

所蔵情報
913.6||KIS
01043489/C2（文庫）
913.6||MIY
00754247/C2（文庫）
913.6||MIY
00754246/C2（文庫）
913.6||MIY||1 913.6||MIY||2
01009460/C2 01009461/C2
913.6||MUR
00825892/C2（文庫）
913.6||MUR
00814638/C2
913.6||MUR||1
01088013/C2（文庫）
913.6||NAK
1085325/C2
913.6||NUK
00946893/C2（文庫）
913.6||OGA
01089586/C2（文庫）
913.6||ONO||1 913.6||ONO||2

青の炎 ［２］

貴志祐介著

角川書店 , 2002

返事はいらない

宮部みゆき著

新潮社 , 1994

魔術はささやく

宮部みゆき著

新潮社 , 199３

ブレイブ・ストーリー

宮部みゆき著

角川書店 , 2003

パン屋再襲撃

村上春樹著

文藝春秋 , 1989

レキシントンの幽霊

村上春樹著

文藝春秋 , 1996

海辺のカフカ 上

村上春樹著

新潮社 , 2005

土の中の子供

中村文則著

新潮社 , 2005

迷宮遡行

貫井徳郎著

新潮社 , 2000

博士の愛した数式

小川洋子著

新潮社 , 2005

月の影影の海 （十二国記）

小野不由美[著]

講談社 , 2000

東京タワー ： オカンとボクと、時々、オトン ［６］

リリー・フランキー著

舞姫通信

重松清著

辞令

高杉良著

４８億の妄想

筒井康隆著

Pay day!!!

山田詠美著

スタンフォードの朝 ： California memories

アグネス・チャン著

憧れのまほうつかい

さくらももこ著

悪人正機

吉本隆明話し手；糸井重里
聞き手

アンダーグラウンド

村上春樹著

人間というもの

司馬遼太郎著

風の歌を聴け ; 1973年のピンボール

村上春樹著

ハムレット （白水Uブックス23.シェイクスピア全集）

24人のビリー・ミリガン ： ある多重人格者の記録

ウィリアム・シェイクスピア[著]
; 小田島雄志訳
ダン・ブラウン著 ; 越前敏弥
訳
エリヤフ・ゴールドラット著 ;
三本木亮訳
J. K. ローリング作 ; 松岡佑
子訳
ジョーン・ブレイディ[著]；深
町眞理子訳
ニコラス・スパークス著 ；雨沢
泰訳
ダニエル・キイス著 ; 堀内静
子訳

ドクトル・ビュルゲルの運命

Carosas,Hans,手塚富雄|訳

図説グリム童話

グリム[著] ： グリム[著] ： 虎
頭惠美子編
アレックス・ロビラ, フェルナン
ド・トリアス・デ・ベス著 ; 田内 ポプラ社 , 2004
志文訳

963||ROV

人にはたくさんの土地がいるか （トルストイの散歩道；３）

レフ・トルストイ著；北御門二
あすなろ書房 , 2006
郎訳
レフ・トルストイ著 ; 北御門二
あすなろ書房 , 2006
郎訳

983||TOL||2
01101437/C2
983||TOL||3
01101438/C2

権現の踊り子

町田 康 著

所蔵せず

ダ・ヴィンチ・コード ［２］
クリティカルチェーン ： なぜ、プロジェクトは予定どおりに進まな
いのか?
ハリーポッターと賢者の石
神さまはハーレーに乗って：ある魂の寓話
きみに読む物語

グッドラック
イワンの馬鹿 （トルストイの散歩道；２）

※請求記号順、書名の［ ］内は、応募点数、所蔵情報の（ ）内は、コーナー名

01044944/C2（文庫） 01044945/C2（文庫）

913.6||RIR
01086708/C2
913.6||SIG
新潮社 , 1999
00891644/C2（文庫）
913.6||TAK
新潮社 , 1997
00815564/C2（文庫）
913.6||TUT
文藝春秋 , 1976
00716497/C2（文庫）
913.6||YAM
新潮社 , 2003
01009307/C2
914.6||AGU
日本文芸社 , 1992
00656602/C2
914.6||SAK
新潮社 , 2001
00965867/C2（文庫）
914.6||YOS
新潮社 , 2004
01059539/C2（文庫）
916||MUR
講談社 , 1997
00821223/C2
917||SIB
PHP研究所 , 1998
00883826/C2
918.68||MUR||1
講談社 , 1990
00587572/B1
932.5||SHA
白水社 , 1983
00977018/C2
933.7||BRO||1 933.7||BRO||2
角川書店 , 2004
01046328/C2 01046329/C2
933.7||GOL
ダイヤモンド社 , 2003
01045308/C2
933.7||ROW
静山社 , 1999
00932737/C2
933||BRA
角川書店 , 1996
00840485/C2
933||SPA
新潮社 , 1997
00840972/C2
936||KEY||1
936||KEY||2
早川書房 , 1992
00658965/C2 00658966/C2
943||C
岩波書店 , 1959
00153550/C2（文庫）
943.6||GRI
河出書房新社 , 2005
01085224/C2
扶桑社 , 2005

講談社 , 2006

01091658/C2
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