第４回「京都産業大学図書館書評大賞」書評対象図書一覧
書名

著者

所蔵情報
007.35||OOS
ヒルズ黙示録 : 検証・ライブドア
大鹿靖明著
朝日新聞社,2006
01099830/C2
007.635||YOM
パソコンは日本語をどう変えたか : 日本語処理の技術史
YOMIURI PC編集部著
講談社,2008
01151198/C2
日本放送出版協会 019||OSA
読書からはじまる
長田弘著
,2001
00966366/C2
141.34||UME
「あっ、忘れてた」はなぜ起こる : 心理学と脳科学からせまる
梅田聡著
岩波書店,2007
01131284/C2
ローター・J・ザイヴァート, ヴェルナー・ティキ・
159||SEI
すべては「単純に(シンプリファイ)!」でうまくいく
飛鳥新社,2003
キュステンマッハー著 ; 小川捷子訳
01023358/C2
159||TAK
人生の地図 = The life map
高橋歩編著
A-Works,2003
01122206/C2
164.1||KAW
神話と日本人の心
河合隼雄著
岩波書店,2003
01021574/C2
175.962||KYO
京都ご利益めぐり
京都くまなく歩き隊著
ナツメ社,2007
01138697/C2-京都関係
289.1||OOH
だから、あなたも生きぬいて
大平光代著
講談社,2000
00931787/C2
289.1||OOS
いのちのリレー
川久保美紀著
ポプラ社,2005
01160006/B１
289.1||SAI
人生の王道 : 西郷南洲の教えに学ぶ
稲盛和夫著
日経BP社,2007
01138483/C2
ギ・ソルマン著 ; 山本知子, 加藤 駿河台出版社
302.22||SOR
幻想の帝国 : 中国の声なき声
かおり訳
,2008
01161654/C3
302.53||TUT
ルポ貧困大国アメリカ(２篇)
堤未果著
岩波書店,2008
01150437/C3
304||N
日本人の生き方
会田雄次著
講談社,1976
00310527/C2-文庫
格差はつくられた : 保守派がアメリカを支配し続けるための呆れた ポール・クルーグマン著 ; 三上義
312.53||KRU
早川書房,2008
一訳
戦略
01161953/C3
大統領になったら : アメリカ大統領究極マニュアル : 就任後、何を スティーヴン・P・ウィリアムズ 著 ;
312.53||WIL
扶桑社,2004
和泉裕子訳
し、 どこに行けばいいのか
01142407/C3
東京法令出版
317.75||OKA
捜査指揮 : 判断と決断
岡田薫著
,2007
01143382/B１
323.01||TAK
国民内閣制の理念と運用
高橋和之著
有斐閣,1994
00710045/C3
323.14||SIB
憲法への招待
渋谷秀樹著
岩波書店,2001
00976881/C3
323.146||MAT
二重の基準論
松井茂記著
有斐閣,1994
00720717/C3
マックス・ウェーバー著 ; 阿閉吉
331.5||WEB
官僚制
角川書店,1969
男,脇圭平訳
00626473/B１
マッテオ・モッテルリーニ著 ; 紀伊国屋書店
331||MOT
経済は感情で動く : はじめての行動経済学
泉典子訳
,2008
01141145/C3
ウォール・ストリート・ジャーナル編
335.13||DAU
われわれに不況はない : 世界最強CEO21人の経営術
扶桑社,2002
集部編 ; 方洋子訳
01007191/C3
335.13||OGU
小倉昌男経営学
小倉昌男著
日経BP社,1999
00899819/C3
日本経済新聞出版 335.15||NIK
CSR「つながり」を活かす経営 : Corporate social responsibility
日経CSRプロジェクト編
社, 2008
01140325/C3
日本放送出版協会 335.15||UME
企業倫理をどう問うか : グローバル化時代のCSR
梅田徹著
,2006
01089901/C3
「オンリーワン企業」はここが違う : 伸びる17社のユニークな思考と
335.21||YAS
安田龍平, 板垣利明編著
経林書房,2004
行動
01046661/C3
日本経済新聞社 335.46||NIH
真相ライブドアvs.フジ : 日本を揺るがした70日
日本経済新聞社編
,2005
01084522/C3
日米コミュニティ・エクスチェンジ
335.89||NIT
プロとしてNPOで働く、関わる : 米国NPOインターンシップの価値 著
新風社,2004
01060640/C3
起業時代のNPO
坂本信雄著
八千代出版,2003 335.89||SAK
01022834/C3
山内直人著 ; 大阪大学創立70周 大阪大学出版会 335.89||YAM
ＮＰＯの時代
年記念出版実行委員会編集
,2002
01007604/C3
高比良正司著 ; NPO事業サポー 明日香出版社
335.89llTAK
長続きするNPO : 設立と運営の実際
トセンター編
,2002
01006121/C3
336.2||HOS
いま、すぐはじめる地頭力 : 結論から・全体から・単純に
細谷功著
大和書房,2008
20083269/C3-資格・就職
ケン・ブランチャード, マーク・マッ
336.3||BLA
その「リーダーシップ」が組織を壊す
扶桑社,2004
チニック著 ; 松本剛史訳
01044137/C3
361.42||AMA
京都スタイル
甘里君香著
新潮社,2005
01089122/C2-京都関係
中央公論新社
361.42||HAY
世界の日本人ジョーク集
早坂隆著
,2006
01098846/C3
361.5||MIY
日本の美意識
宮元健次著
光文社,2008
01141723/C3
366.29||KAW
若者はなぜ正社員になれないのか
川崎昌平著
筑摩書房,2008
01161728/C3
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出版社・出版年

請求記号順
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書名

著者

出版社・出版年

お父さんには言えないこと

清水ちなみ著

文藝春秋,2000

ネットカフェ難民 : ドキュメント「最底辺生活」

川崎昌平著

幻冬舎,2007

自死という生き方 : 覚悟して逝った哲学者

須原一秀著

双葉社,2008

知事のセクハラ私の闘い

田中萌子[著]

角川書店,2001

盲導犬チャンピイ : 日本で最初にヒトの眼になった犬

桑原崇寿著

新潮社,2003

就活こんなときどうする事典 2009年度版

就職情報研究会編

実務教育出版
,2007

「地球温暖化」論に騙されるな!

丸山茂徳著

講談社,2008

見てわかる地球の危機 : 温暖化時代を生きる : NATIONAL
GEOGRAPHIC

武田正紀, 五頭美知, 前川雅彦
訳

日経ナショナルジオグラ
フィック社 ,2008

ゾウの時間ネズミの時間 : サイズの生物学

本川達雄著

中央公論社,1992

昆虫力

赤池学著

小学館,2006

脳の栄養失調 : 脳とダイエットの危険な関係

高田明和著

講談社,2005

脳が冴える15の習慣 : 記憶・集中・思考力を高める

築山節著

日本放送出版協会
,2006

検証!日本の食卓 : 私たちは何を食べているのか? （２篇）

産経新聞社会部編

集英社,2004

これからの環境論 : つくられた危機を超えて

渡辺正著

日本評論社,2005

エネルギー : 風と太陽へのソフトランディング

小島紀徳著

日本評論社,2003

環境問題はなぜウソがまかり通るのか [1]

武田邦彦著

洋泉社,2007

アサヒビール・大逆転の発想 : 真の経営革新とは何か : Japan's No.1
beer. Asahi Super Dry

飯塚昭男著

扶桑社,1999

スローライフなおじさんの台所 : ひとりを快適に生きる

音羽健著

主婦の友社,2004

食料植民地ニッポン

青沼陽一郎著

小学館,2008

ニッポンの食卓の新・常識 : 食のデータベース「食MAP」が明かす 齋藤隆著

日経ＢＰ社,2005

セブン-イレブンのビジネス・イノベーション : 商い(ビジネス)深化論で「55
の謎」を解く

緒方知行著

商業界,2006

広告の心理 : 消費者の心をつかむ

吉田正昭[ほか]著

有斐閣,1982

広告の心理学 : 効果的な表現のために

安本美典著

大日本図書株式会
社,1980

広告のヒロインたち

島森路子著

岩波書店,1998

広告は私たちに微笑みかける死体

オリビエーロ・トスカーニ著 ; 岡元 紀伊國屋書店
麻理恵訳
,1997

アメリカの広告業界がわかればマーケティングが見えてくる

平久保仲人, 松前景雄著

イベントの底力 : 企業を変える、地域を変える

真木勝次, 平野暁臣著

広告マーケティング２１の原則

クロード・C・ホプキンス著 ; 伊東
奈美子訳

翔泳社,2006

CMクリエイティブ論 : テレビCMはどこへいくのか

伊藤孝一著

風塵社,2008

明日の広告 : 変化した消費者とコミュニケーションする方法

佐藤尚之著

アスキー,2008

プレミアム戦略

遠藤功著

東洋経済新報社
,2007

超心理マーケティング! : デフレ時代の逆風でも必ず勝てる : モノが売れ
ない時代に勝つ!

鈴木博毅著

ＰＨＰ研究所,2003

コンテナ物語 : 世界を変えたのは「箱」の発明だった

マルク・レビンソン著 ; 村井章
日経BP社,2007
子訳

日本のテーマパーク研究

奥野一生著

ルーヴル美術館の歴史

ジュヌヴィエーヴ・ブレスク著 ; 遠
創元社,2004
藤ゆかり訳

色彩論 改訂版

稲村耕雄著

岩波書店,1964

日本の音楽産業はどう変わるのか : ポストiPod時代の新展開

八木良太著

東洋経済新報社
,2007

ロックミュージックの社会学

南田勝也著

青弓社,2001
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日本実業出版社
,2002
日経BPセンター
,2002

竹林館,2003

請求記号順
所蔵情報
367.3||SIM
00932205/C2-文庫
368.2||KAW
01138910/C3
368.3||SUH
01139784/C3
368.64||TAN
00966031/C3
369.275||KUW
01018527/C2-文庫
377.9||SYU||2009
20070593/C3-資格・就職
451.85||MAR
01161337/C3
451.85||TAK
01162138/C3
481.3llMOT
00954244/B１
486.1||AKA
01161692/C3
491.371||TAK
01089708/C3
498.39||TUK
01138263/C3
498.5||SAN
01062698/C3
519.08||WAT||12
01059663/C3
519.08||WAT||5
01019284/C3
519||TAK
01142073/C3
588.54||IIZ
00898600/C3
590||OTO
01061957/C3
611.3||AON
01141432/C3
673.7||SAI
01087186/C3
673.868||OGA
01098624/C3
674.01||YOS
00547025/C3
674.014||YAS
00547033/C3
674.021||SIM
00883757/C3
674.04||TOS
00826702/C3
674.253||HIR
01006358/C3
674.53||MAK
00992405/C3
674||HOP
01115974/C3
674.6||ITO
01141831/C3
674||SAT
01139711/C3
675||END
01139565/C3
675||SUZ
01007454/C3
681.6||LEV
01114349/C3
689.5||OKU
01021960/C3
706.9||BRE
01046205/C2
757||I
00009582/C2
760.9||YAG
01116461/C2
764.7||MIN
00970778/C2

第４回「京都産業大学図書館書評大賞」書評対象図書一覧
書名

著者

所蔵情報
780.1||HIR
スポーツマンシップを考える 増補・改訂版
広瀬一郎著
小学館,2005
01083999/C2
ベースボール・マ 780.69||MAM
スポーツビジネスの戦略と知恵 : 「メダルなき勝利者たち」への提言 : How
間宮聡夫著
to support sports programmes
ガジン社,1995
00781148/C2
日本放送出版協会 780.7||NAG
スポーツは「良い子」を育てるか
永井洋一著
,2004
01123370/B１
ゼミナール現代日本のスポーツビジネス戦略
上西康文編
大修館書店,2000 780||UEN
01025988/B１
日本放送出版協会 782.3||NAK
命運を決める一瞬(とき) : 新・女子マラソン伝説
中村直文著
,2001
00960847/C2
783,7||OOM
メジャーリーグVS.日本野球 : スウィング理論の冒険
大村皓一著
講談社,2001
00970896/C2
東洋経済新報社 783.47||HIR
「Jリーグ」のマネジメント : 「百年構想」の「制度設計」はいかにして創造さ
広瀬一郎著
れたか
,2004
01061185/C2
ジーコ自伝 : 「神様」と呼ばれて
ジーコ著 ; 浜田英季監訳
朝日新聞社,2002 783.47||ZIC
01006032/C2
783.7||KAD
甲子園への遺言 : 伝説の打撃コーチ高畠導宏の生涯
門田隆将著
講談社,2005
01087606/C2
ロバート・ホワイティング [著] ;
783.7||WHI
イチロー革命 : 日本人メジャー・リーガーとベースボール新時代
早川書房,2004
松井みどり訳
01061595/C2
816||SAI
原稿用紙１０枚を書く力
齋藤孝著
大和書房,2004
01061484/C2
830.49||KOB
アバウト英語で世界まるかじり
小林カツ代著
集英社,2001
00971768/C2-文庫
910.268||MUK
向田邦子の恋文
向田和子著
新潮社,2005
01088974/C2-文庫
913.6||A
砂の女（９篇）
安部公房著
新潮社,1969
00097073/B１
913.6||ASA
鉄道員 (ぽっぽや)
浅田次郎著
集英社,1997
00829521/C2
913.6||ASA
霞町物語
浅田次郎 [著]
講談社,2000
00948265/C2-文庫
913.6||ASI
裁判員法廷
芦辺拓著
文藝春秋,2008
01140780/C2
913.6||GEK
陰日向に咲く
劇団ひとり著
幻冬舎,2006
01110996/C2
913.6||HAT
しゃばけ
畠中恵著
新潮社,2004
01047003/C2-文庫
913.6||HEN
ゆで卵
辺見庸著
角川書店,1995
00782356/C2
913.6||HIG
秘密（３篇）
東野圭吾著
文藝春秋,2001
00965454/C2-文庫
913.6||HIG
分身
東野圭吾著
集英社,1993
00768279/C2
913.6||HIG
放課後
東野圭吾著
講談社,1988
00768294/C2-文庫
913.6||HIG
容疑者Ｘの献身（３篇）
東野圭吾著
文藝春秋,2005
01144599/C2
913.6||ISI
５年３組リョウタ組
石田衣良著
角川書店,2008
01167568/C2
913.6||ISI
4TEEN (フォーティーン)
石田衣良著
新潮社,2005
20072089/C2
913.6||ISI||<1>
池袋ウエストゲートパーク
石田衣良著
文藝春秋,2001
01091970/C2-文庫
913.6||ISI||3
骨音
石田衣良著
文藝春秋,2004
20072084/C2-文庫
913.6||KAK
真昼の花
角田光代著
新潮社,2004
01059018/C2-文庫
913.6||KAN
Go
金城一紀著
講談社,2000
00947527/C2
913.6||KAT
世界の中心で、愛をさけぶ
片山恭一著
小学館,2001
01022916/C2
河出書房新社
913.6||KIN
湯潅師
木下順一著
,1997
00848795/C2
913.6||MIS
となり町戦争（2篇）
三崎亜記著
集英社,2006
01126815/B１
913.6||MIY
注文の多い料理店
宮沢賢治作 ; 島田睦子絵
偕成社,1984
01012201/B１
913.6||MOR
カラフル
森絵都著
文藝春秋,2007
01138469/C2-文庫
913.6||MOR
太陽の塔
森見登美彦著
新潮社,2006
01095552/C2-文庫
913.6||MUR
盾(シールド)
村上龍著 : はまのゆか絵
幻冬舎,2006
01099744/C2
913.6||NAS
西の魔女が死んだ（２篇）
梨木香歩著
新潮社,2001
00965879/C2-文庫
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出版社・出版年

博士の愛した数式

小川洋子著

新潮社,2005

僕たちの戦争

荻原浩著

双葉社,2006

イン・ザ・プール

奥田英朗著

文藝春秋,2006

三月は深き紅の淵を

恩田陸 [著]

講談社,2001

夜のピクニック

恩田陸著

新潮社,2006

GOTH (ゴス) 夜の章

乙一 [著]

角川書店,2005

東京タワー : オカンとボクと、時々、オトン

リリー・フランキー著

抹桑社,2005

眉山

さだまさし [著]

幻冬舎,2007

卵の緒

瀬尾まいこ著

新潮社,2007

釈迦

瀬戸内寂聴著

新潮社,2005

最後の将軍

司馬遼太郎著

文藝春秋,1974

きよしこ

重松清著

新潮社,2005

虚構大学 : 長編経済小説

清水一行著

光文社,2006

虚空の旅人

上橋菜穂子著

新潮社,2008

リアル鬼ごっこ

山田悠介 [著]

幻冬舎,2004

放課後の音符(キイノート)

山田詠美著

新潮社,1995

白い巨塔 VOL:1～5

山崎豊子著

新潮社,2002

春のオルガン

湯本香樹実著

新潮社,2008

空耳アワワ

阿川佐和子著

中央公論新社
,2008

人生の賞味期限

藤本義一著

岩波書店,2001

「少年A」この子を生んで…… : 父と母悔恨の手記

「少年A」の父母著

文藝春秋,1999

短篇集 VOL:1 (村上春樹全作品 : 1979-1989 ③)

村上春樹著

講談社,1990

ヴェニスの商人（７篇）

シェイクスピア著 ; 安西徹雄
訳

光文社,2007

妖怪・妖精譚

小泉八雲著 ; 池田雅之編訳 筑摩書房,2004

幼年期の終わり

クラーク著 ; 池田真紀子訳

光文社,2007

動物農場（２篇）

ジョージ・オーウェル著 ; 高畠文
夫訳

角川書店,1991

ハリー・ポッターと賢者の石
ハリー・ポッターと死の秘宝

J. K. ローリング作 ; 松岡佑子
静山社,1999
訳
J. K. ローリング作 ; 松岡佑子
静山社,2008
訳

エミリーへの手紙

キャムロン・ライト著 ; 小田島則子, 日本放送出版協会
小田島恒志訳
,2002

バースデイ・ストーリーズ（５篇）

村上春樹編訳

中央公論新社
,2006

スタンド・バイ・ミー : 恐怖の四季秋冬編

スティーヴン・キング著 ; 山田順
子訳

新潮社,1987

The sign of the beaver

Elizabeth George Speare

New York : Bantam
Doubleday Dell,1983

ジョイ・ラック・クラブ

エィミ・タン[著] ; 小沢瑞穂訳 角川書店,1990

アルツハイマーある愛の記録

アン・デヴィッドソン[著] ; 小沢瑞
穂訳

新潮社,2002

もっと知りたいグリム童話

野村泫著

筑摩書房,2004

星の王子さま : 新訳

アントワーヌ・ド・サン=テグジュペリ
宝島社,2005
作 ; 倉橋由美子訳

ベロニカは死ぬことにした

パウロ・コエーリョ著 ; 江口研一訳 角川書店,2001

白夜

ドストエフスキー著 ; 小沼文彦
角川書店,1958
訳
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