
第5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

051.9||HUZ

01179995/C2

141.6||SUG

20095480/C2

156||NIT

00970687/C2

159||NOG

01114798/C2

198.3||SUG

00828391/C2

289.1||OOH

00931787/C2

304||YOU

01023644/C3

335||KIU

01043504/C3

335||KOU

01114400/C3

335||YOS

00994515/C3

335.04||SAE

01163538/C3

335.15||HIR

01083662/C3

335.21||IZU

01138811/C3

335.216||SAN

01096808/C3

335.8||YUN

01163637/C3

335.89||WAT||<1>

01086634/C3

336||INA

01112296/C3

336||ISI

01083428/C3

アメーバ経営 稲盛和夫著 日本経済新聞社,2006

トヨタの役員秘書が見たトヨタのできる人の仕
事ぶり

石井住枝著 中経出版,2005

貧困のない世界を創る
ムハマド・ユヌス著 ,
猪熊弘子訳

早川書房,2008

社会起業家が世の中を変える 渡邊奈々著 日経BP社,2005

100年企業、だけど最先端、しかも世界一 泉谷渉著 亜紀書房,2007

関西企業大研究 産経新聞大阪経済部編 産経新聞出版,2005

「日本の経営」を創る 三枝匡, 伊丹敬之著
日本経済新聞出版社,
2008

企業倫理とは何か 平田雅彦著 PHP研究所,2005

木の葉、売ります。
高知工科大学大学院
起業家コース編著

ケー・ユー・ティー,2006

ベンチャー失敗の法則 吉田雅紀著 国際通信社,2002

バカの壁 養老孟司著 新潮社,2003

熱帯雨林が教えてくれること
木内孝, ビル・シャーマン
著 ,椿正晴訳

主婦の友社,2004

アーミッシュ 菅原千代志著 丸善,1997

だから、あなたも生きぬいて 大平光代著 講談社,2000

武士道
新渡戸稲造著 ,佐藤全弘
訳

教文館,2000

鏡の法則 野口嘉則著 総合法令出版,2006

「R25」のつくりかた 藤井大輔著
日本経済新聞出版
社,2009

羞恥心はどこへ消えた? 菅原健介著 光文社,2005
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第5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

336.42||KAW

01181708/B1

336.84||HAY

01149445/B1

361.6||MAK

00891207/C3

367.2||INO

00769929/C2-文庫

367.68||MIZ

01100791/C3

367.68||MIZ

01061736/C3

369.18||KYO

01174193/B1

369.27||OGU

01113100/B1

371.47||HAY

01098787/C3

377.1||NON

01169684/C3

404||TAK

01099202/C3

507.9||TAM

00945052/C2-文庫

537.067||SUZ

01165267/C3

602.181||YOK

01156916/B1

645.6||NAR

01063020/C3

673.78||KAW

01163640/C3

674||SEN

20073807/C3-資格・就職

689.5||SIZ

01141148/C3

最新約コピーバイブル
宣伝会議コピーライター
養成講座編

宣伝会議,2007

ディズニーに学ぶ満足循環力 志澤秀一著 学研,2008

ペット虐待列島 成田青央著 リベルタ出版,2002

なぜユニクロだけが売れるのか 川嶋幸太郎著 ぱる出版,2008

俺は、中小企業のおやじ（3） 鈴木修著
日本経済新聞出版
社,2009

そうだ、葉っぱを売ろう! 横石知二著
ソフトバンククリエイティ
ブ,2007

99・9%は仮説 竹内薫著 光文社,2006

田宮模型の仕事 田宮俊作著 文藝春秋,2000

他人を見下す若者たち 速水敏彦著 講談社,2006

私立大学の財政分析ができる本
野中郁江, 山口不二夫,
梅田守彦著

大月書店,2001

バリアフリーと広告 共用品推進機構編著 電通,2001

福祉を変える経営 小倉昌男著 日経BP社,2003

あした笑顔になあれ 水谷修著 日本評論社,2006

夜回り先生と夜眠れない子どもたち 水谷修著
サンクチュアリ・パブリッ
シング,2004

とんでもない母親と情ない男の国日本 マークス寿子著 草思社,1999

美人論 井上章一著 朝日新聞社,1996

できる人、採れてますか? 川上真史, 齋藤亮三著 弘文堂,2004

餃子屋と高級フレンチでは、どちらが儲かる
か?

林總著 ダイヤモンド社,2006
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第5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

726.101||TAK

01094836/C2

783.46||TAN

00993759/C2

913.6||ABE

01116807/C2-文庫

913.6||ASI

01140780/C2

913.6||DAZ

01142778/C2-文庫

913.6||EKU

00976746/C2-文庫

913.6||HIG

20093847/C2-文庫

913.6||IIZ

20091111/C2-文庫

913.6||IIZ

01096664/C2-文庫

913.6||ISA

20095745/C2-文庫

913.6||ISA

01100765/C2

913.6||ITO

00010882/C2-文庫

913.6||ITO

00696721/C2-文庫

913.6||KAK

01138470/C2-文庫

913.6||KAW

01013523/C2-文庫

913.6||KOB

01151438/C2

913.6||MAK

01159738/C2

913.6||MIY||1

00698472/C2-文庫

鴨川ホルモー 万城目学著
産業編集セン
ター,2006

優駿 宮本輝著 新潮社,1989

雪国（2） 川端康成作 岩波書店,2003

小林多喜二と蟹工船 河出書房新社,2008

野菊の墓（2） 伊藤左千夫著 新潮社,1968

対岸の彼女 角田光代著 文藝春秋,2007

終末のフール 伊坂幸太郎著 集英社,2006

野菊の墓 伊藤左千夫作 岩波書店,1951

天国で君に逢えたら 飯島夏樹著 新潮社,2007

オーデュボンの祈り（2） 伊坂幸太郎著 新潮社,2003

手紙 東野圭吾著 文藝春秋,2006

神様がくれた涙 飯島夏樹著 新潮社,2009

人間失格 太宰治著 新潮社,2006

ぼくの小鳥ちゃん 江国香織著 新潮社,2001

砂の女 安部公房著 新潮社,2003

裁判員法廷 芦辺拓著 文藝春秋,2008

手塚治虫=ストーリーマンガの起源 竹内一郎著 講談社,2006

史上最も成功したスポーツビジネス 種子田穣著 毎日新聞社,2002
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第5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||MIY

00966648/C2-文庫

913.6||MOR

01138469/C2-文庫

913.6||MUR

01020588/C2

913.6||NAS

00965879/C2-文庫

913.6||NAT

00803819/DP-小川文庫

913.6||OND

01096009/C2-文庫

913.6||SIG

20080401/C2-文庫

913.6||WAT

01023645/C2

913.6||YAM

20081066/C2-文庫

913.6||YAM

00829509/C2

913.6||YOS

01002835/C2-文庫

914.6||SIB

00961443/C2

916||SYO

00971290/C2-文庫

918.68||MAT||1

00662932/C2

918.8||NIH||22

00972631/B1

930.28||CAP

00513765/C2

933||SAL

00868945/C2

963||BAR

00961668/C2

ライ麦畑でつかまえて
J.D.サリンジャー [著] ,
野崎孝訳

白水社,1984

アミ小さな宇宙人
エンリケ・バリオス著 ,
石原彰二訳 ,さくらももこ
絵

徳間書店,2000

北川千代集 ; 壺井栄集 小田切進編 ほるぷ出版,1978

カポーティとの対話
Grobel,Lawrence.,
川本 三郎 訳

文芸春秋,1988

「少年A」この子を生んで……（2） 「少年A」の父母著 文芸春秋,2001

点と線 ; 時間の習俗 ; 影の車 文藝春秋,1971

体は全部知っている 吉本ばなな著 文芸春秋,2002

二十一世紀 (せいき) に生 (い) きる君 (きみ)
たちへ ; 洪庵 (こうあん) のたいまつ

司馬遼太郎著 世界文化社,2001

リアル鬼ごっこ 山田悠介 [著] 幻冬舎,2004

見なれた町に風が吹く 山田太一著 中央公論社,1997

きみの友だち 重松清著 新潮社,2008

蹴りたい背中 綿矢りさ[著] 河出書房新社,2003

三四郎 夏目漱石著 岩波書店,1938

夜のピクニック 恩田陸著 新潮社,2006

永遠。 村山由佳著 講談社,2003

西の魔女が死んだ 梨木香歩著 新潮社,2001

レベル7(セブン) 宮部みゆき著 新潮社,1993

カラフル 森絵都著 文藝春秋,2007
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