第８回 「京都産業大学図書館書評大賞」 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

Google : なぜグーグルは創業6年で世界企業に
なったのか

嶋田淑之 , 中村元一著

毎日コミュニケーションズ,
2004

貞観政要

呉兢原著 ; 原田種成著

感動と商品開発の心理学

神宮英夫編

人はなぜだまされるのか : 進化心理学が解き明かす
「心」の不思議

石川幹人著

"あがり"とその対処法

有光興記著

昭和二八年有田川水害

藤田崇 , 諏訪浩編

天国からのラブレター

本村洋 , 本村弥生著

挑戦我がロマン : 私の履歴書

鈴木敏文著

すっごくイタリア

ひらいたかこ , 磯田和一著

イタリア野あそび街あるき

竹川佳須美著

食べたいほど愛しいイタリア

アレッサンドロ・ジェレヴィーニ著 新潮社,2009

イタリアは素晴らしい、ただし仕事さえしなければ

加藤雅之著

破産しない国イタリア

内田洋子著

百年続く企業の条件 : 老舗は変化を恐れない

帝国データバンク史料館・
産業調査部編

朝日新聞出版,2009

株式会社の権力とコーポレート・ガバナンス : アメリカ
における議論の展開を中心として

今西宏次著

文眞堂,2006

会社はどこへ行く

奥村宏著

日米コーポレート・ガバナンスの歴史的展開

新保博彦著

技術システムの構造と革新 : 方法論的視座に基づく
経営学の探究 （2）

加藤俊彦著

人事制度の日米比較 : 成果主義とアメリカの現実

石田光男 , 樋口純平著

ここが違う！「勝ち組企業」の成果主義 : 対話と
個の確立をめざして

柳下公一著

本当にわかる公認会計士の仕事

武田雄治 , 平林亮子著

社会学がわかる事典 : 読みこなし使いこなし
活用自在

森下伸也著

7割は課長にさえなれません : 終身雇用の幻想

城繁幸著

性犯罪被害にあうということ

小林美佳著

007.35||SIM
01064074/2階
082||SIN||95

明治書院,1978
00676638/2階
140.8||ASA||10

朝倉書店,2011
01234074/2階
140||ISI

講談社,2011
01230081/2階
141.6||ARI

川島書店,2005
01092139/2階
210.17||SIR||6

古今書院,2006
01096587/2階
289.1||MOT

新潮社,2007
01096659/2階-文庫

日本経済新聞出版社,
2008

289.1||SUZ
01151599/2階
293.7||HIR

東京創元社,1997
00821776/2階
293.7||TAK

静岡新聞社,2007
01140940/2階
302.37||GER
20091406/2階-文庫
302.37||KAT

平凡社,2007
01138932/3階
302.37||UTI

平凡社,1999
00924696/3階
335.21||TEI
01176739/3階
335.4||IMA
01101522/3階
335.4||OKU

NTT出版,2008
01139797/3階
335.4||SIN

中央経済社,2006
01113878/3階
336.17||KAT

白桃書房,2011
20124901/2階-指定図書
336.4||ISI

ミネルヴァ書房,2009
01184108/3階
336.4||YAN

日本経済新聞社,2003
01021341/3階
336.97||TAK

日本実業出版社,2011
01220314/3階
361||MOR

日本実業出版社,2000
01016930/3階
366.21||ZYO

PHP研究所,2010
20120036/3階-資格就職
368.64||KOB

朝日新聞出版,2008
01198147/3階
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非行を叱る : カウンセラーのノートから

野代仁子著

文藝春秋,1999

「国民の祝日」の由来がわかる小事典

所功著

戦争格差社会アメリカ : ヒロシマ記者が歩く

田城明著

脳が冴える15の習慣 : 記憶・集中・思考力を高める

築山節著

環境問題はなぜウソがまかり通るのか [1]

武田邦彦著

サムスンの決定はなぜ世界一速いのか

吉川良三著

イタリアおばあちゃんの倹約の知恵

タカコ・半沢・メロジー著

パンとワインとおしゃべりと

玉村豊男著

バール、コーヒー、イタリア人 : グローバル化も
なんのその

島村菜津著

メディアの大罪 : テレビ、新聞はなぜ「TPP戦争」を
伝えないのか

三橋貴明著

マエストロになりたい : イタリアで修業する日本の
若者たち

水沢透著

音楽のヨーロッパ史

上尾信也著

ローマ喜劇 : 知られざる笑いの源泉

小林標著

円谷英二の言葉 : ゴジラとウルトラマンを作った男の
173の金言

右田昌万著

文藝春秋,2011

オシムの言葉 : フィールドの向こうに人生が見える

木村元彦著

集英社インターナショナ
ル,
2005

察知力

中村俊輔著

昭和十七年の夏 幻の甲子園 : 戦時下の球児たち

早坂隆著

星野流

星野仙一著

星野仙一「世界一」への方程式 : トップを目指し
続ける男の「頭の使い方」

永谷脩著

野球へのラブレター

長嶋茂雄著

野村ノート

野村克也著

弱者の兵法 : 野村流必勝の人材育成論・組織論

野村克也著

石川遼の育て方 : 夢に向かってまっすぐな子が育つ
石川家のルール42

石川勝美著

誰も教えてくれない人を動かす文章術

齋藤孝著

368.7||NOS
00899461/3階
386.9||TOK

PHP研究所,2003
01051559/3階
392.53||TAS

岩波書店,2007
01139026/3階

日本放送出版協会,
2006

498.39||TUK
01138263/3階
519||TAK

洋泉社,2007
01142073/3階
540.67||YOS

角川書店,2011
01202835/3階
590||MEL

中央公論新社,2006
01095441/2階-文庫
596.63||TAM

中央公論新社,2002
00987407/2階-文庫
673.98||SIM

光文社,2007
01208516/地下1階
678.3||MIT

PHP研究所,2012
01235043/3階
750.237||MIZ

東京書籍,1998
00883019/2階
762.3||AGA

講談社,2000
00933696/2階
772.32||KOB

中央公論新社,2009
01183444/2階
778.21||MIG
20112988/2階-文庫
783.47||KIM
01099345/2階
783.47||NAK

幻冬舎,2008
01161361/2階
783.7||HAY

文藝春秋,2010
01187177/2階
783.7||HOS

世界文化社,2007
01139406/2階

イースト・プレス,
2008

783.7||NAG
01161632/2階
783.7||NAG

文藝春秋,2010
01187626/2階
783.7||NOM

小学館,2005
01086539/2階
783.7||NOM

アスペクト,2009
01176427/2階

学研パブリッシング,
2011

783.8||ISI
01202752/2階
816||SAI

講談社,2010
01202064/2階
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日本人はなぜ英語ができないか

鈴木孝夫著

岩波書店,1999

地獄変 ; 偸盗

芥川竜之介著

図書館戦争 （2）

有川浩著 ; 徒花スクモイラスト

レインツリーの国

有川浩著

秘密 （2）

東野圭吾著

容疑者Xの献身

東野圭吾著

流星の絆

東野圭吾著

赤い指

東野圭吾著

嘘をもうひとつだけ

東野圭吾著

中途半端な密室 : 文庫オリジナル

東川篤哉著

忘れないと誓ったぼくがいた

平山瑞穂著

山猫の夏

船戸与一著

砂漠

伊坂幸太郎著

少年計数機

石田衣良著

県庁の星

桂望実著

硫黄島

菊村到著

告白

湊かなえ著

四畳半神話大系

森見登美彦著

風の歌を聴け

村上春樹著

銀の匙

中勘助作

神様のカルテ

夏川草介著

八甲田山死の彷徨 （4）

新田次郎著

図南の翼

小野不由美著

平面いぬ。

乙一著

830.7||SUZ
00898552/2階
913.6||AKU

新潮社,1968
00696697/2階-文庫

メディアワークス,
2006

913.6||ARI
01112484/2階
913.6||ARI

新潮社,2009
20091403/2階-文庫
913.6||HIG

文藝春秋,2001
00965454/2階-文庫
913.6||HIG

文藝春秋,2005
01144599/2階
913.6||HIG

講談社,2011
20111802/2階-文庫
913.6||HIG

講談社,2009
20114018/2階-文庫
913.6||HIG

講談社,2003
20114046/2階-文庫
913.6||HIG

光文社,2012
20120361/2階-文庫
913.6||HIR

新潮社,2008
20080498/2階-文庫
913.6||HUN

講談社,1995
00769129/2階-文庫
913.6||ISA

新潮社,2010
20100910/2階-文庫
913.6||ISI||2

文藝春秋,2002
20072086/2階-文庫
913.6||KAT

小学館,2005
01086639/2階
913.6||KIK

角川書店,2005
01097222/2階-文庫
913.6||MIN

双葉社,2010
20102144/2階-文庫
913.6||MOR

角川書店,2008
20081083/2階-文庫
913.6||MUR

講談社,2004
20101501/2階-文庫
913.6||NAK

岩波書店,1999
00896601/2階-文庫
913.6||NAT

小学館,2011
20113283/2階-文庫
913.6||NIT

新潮社,1978
00697744/2階-文庫
913.6||ONO

講談社,2001
01044981/2階-文庫
913.6||OTU

集英社,2003
01045296/2階-文庫
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熱球

重松清著

新潮社,2007

女たちのジハード

篠田節子著

さよならの空

朱川湊人著

蹴りたい背中

綿矢りさ著

リアル鬼ごっこ

山田悠介著

沈まぬ太陽 1 : アフリカ篇 : 上（6）

山崎豊子著

沈まぬ太陽 3 : 御巣鷹山篇

山崎豊子著

枕草子REMIX

酒井順子著

全身翻訳家

鴻巣友季子著

サロメの乳母の話

塩野七生著

コルシア書店の仲間たち

須賀敦子著

七歳の捕虜 : ある中国少年にとっての「戦争と平和」

光俊明著

シェイクスピアの男と女

河合祥一郎著

わたしを離さないで

カズオ・イシグロ著 ;
土屋政雄訳

魔法使いハウルと火の悪魔

ダイアナ・ウィン・ジョーンズ作 ;
徳間書店,1997
西村醇子訳

933.7||JON

椿姫

デュマ・フィス著 ;
新庄嘉章訳

953.6||DUM

新潮社,1966

星の王子さま （2）

サンテグジュペリ著 ;
池沢夏樹訳

集英社,2005

アルケミスト : 夢を旅した少年

パウロ・コエーリョ著 ;
山川紘矢 , 山川亜希子訳

角川書店,1997

縛り首の丘

エッサ・デ・ケイロース著 ;
彌永史郎訳

白水社,2000

ズボンがはきたかったのに

ラーラ・カルデッラ著 ;
千種堅訳

早川書房,1993

ピノッキオとは誰でしょうか

藤澤房俊著

太陽出版,2003

913.6||SIG
20070801/2階-文庫
913.6||SIN

集英社,1997
00839329/2階
913.6||SYU

角川書店,2005
01160592/2階

河出書房新社,
2003

913.6||WAT
01023645/2階
913.6||YAM

幻冬舎,2004
20081066/2階-文庫
913.6||YAM||1

新潮社,2001
00976796/2階-文庫
913.6||YAM||3

新潮社,1999
00965021/地下1階
914.3||SAK

新潮社,2007
01096798/2階-文庫
914.6||KOU

筑摩書房,2011
20114648/2階-文庫
914.6||SIO

中央公論社,1985
00668021/2階-文庫
914.6||SUG

文芸春秋,1995
00770186/2階-文庫
916||HIK

社会思想社,1993
00686973/2階-文庫

中央公論新社,
2006

932.5||KAW
01100650/2階
933.7||ISH

早川書房,2006
01100609/2階

01024051/2階

00698574/2階-文庫
953.7||SAI
01086755/2階-文庫
969.3||COE
00820553/2階-文庫
969.3||QUE
00946306/2階
973||CAR
00686813/2階
973||COL
01009105/2階
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