第９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

読書力

齋藤孝著

岩波書店, 2002

論理哲学論考

ウィトゲンシュタイン著 ;
野矢茂樹訳

岩波書店, 2003

こころの処方箋

河合隼雄著

新潮社, 1998

みるわかる伝える

畑村洋太郎著

講談社, 2008

武器としての決断思考（3）

瀧本哲史著

星海社, 2011

離婚と子どものこころ : わが子を守る実例集

ニール・カルター著 ; 北川玲訳

創元社, 2009

20歳からの人生の考え方

外山滋比古著

海竜社, 2013

銃・病原菌・鉄（4）

ジャレド・ダイアモンド著 ;
倉骨彰訳

草思社, 2012

「特攻」と日本人

保阪正康著

講談社, 2005

卒業式まで死にません : 女子高生南条あやの日記

南条あや著

新潮社, 2004

「対話」のない社会 : 思いやりと優しさが圧殺するもの

中島義道著

評価と贈与の経済学

内田樹, 岡田斗司夫FREEex著 徳間書店, 2013

面接の大原則 : 基本を押さえて内定を取る!

酒井正敬著

高橋書店, 2006

民族問題とは何か

西島建男著

朝日新聞社, 1992

離婚するときの子どものはなし : 引渡し、面会交流、養
育費

馬場・澤田法律事務所編

中央経済社, 2011

PHP研究所, 1997

所蔵情報
019||SAI
01002330/2階
134.97||WIT
01018587/2階-文庫
140.4||KAW
00868152/2階-文庫
141.5||HAT
01141562/2階
141.8||TAK
01219831/地下1階
146.82||KAL
01254838/2階
159||TOY
01252903/2階
204||DIA||1
20130119/2階-文庫
210.75||HOS
01100319/2階
289.1||NAN
01019777/2階-文庫
304||NAK
01078332/3階
304||UTI
01254355/3階
307.8||SAK||2008
20063832/3階-資格就職
316.8||NIS
00647739/3階
324.62||BAB
01254842/3階
336.4||ZYO

日本型「成果主義」の可能性

城繁幸著

東洋経済新報社, 2005

フリーターにとって「自由」とは何か

杉田俊介著

人文書院, 2005

男たちの「私」さがし : ジェンダーとしての男に気づく

メンズセンター編

かもがわ出版, 1997

産まない選択 : 子どもを持たない楽しさ

福島瑞穂編

亜紀書房, 1992

離婚しても子どもを幸せにする方法

イリサ・P・ベイネイデック, キャサリ
日本評論社, 1999
ン・F・ブラウン著 ; 高田裕子訳

367.3||BEN

離婚後の共同子育て : 子どものしあわせのために

エリザベス・セイアー, ジェフリー・ コスモス・ライブラリー,
ツィンマーマン著 ; 青木聡訳
2010

367.3||THA

子どもに会いたい親のためのハンドブック

青木聡 [ほか] 編著

社会評論社, 2013

セカンドチャンス離婚後の人生

ジュディス・S・ウォラースタイン,
サンドラ・ブレイクスリー著 ;
高橋早苗訳

草思社, 1997

離婚毒 : 片親疎外という児童虐待

リチャード A ウォーシャック著 ;
青木聡訳

誠信書房, 2012

Q&A親の離婚と子どもの気持ち : よりよい家族関係を築
くためのヒント

Wink編, 新川明日菜 [ほか] 著 明石書店, 2011
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01087177/3階
366.8||SUG
01086870/3階
367.04||MEN
00829507/3階
367.2||HUK
00663013/3階

01254839/3階

01254837/3階
367.4||AOK
01254840/3階
367.4||WAL
01254841/3階
367.4||WAR
01254843/3階
367.4||WIN
01254845/3階
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請求記号順
書名の（ ）内は，応募点数

書名

著者

出版社・出版年

私が誘拐犯になるまで。 : クレイジーな元夫との訴訟戦
争

山下美加著

タイトル, 2010

いじめの構造

森口朗著

新潮社, 2007

教室の悪魔 : 見えない「いじめ」を解決するために

山脇由貴子著 ; ポプラクリエイ
ティブネットワーク編

ポプラ社, 2006

就活のバカヤロー : 企業・大学・学生が演じる茶番劇

石渡嶺司, 大沢仁著

光文社, 2008

幽霊 : 冥土・いん・じゃぱん

暉峻康隆著

岩波書店, 1997

共存のコスモロジー : 人間と科学技術の調和のシナリオ
を探る : Brains 2nd forum

ブレインズ事務局, UPU企画編集 ユー・ピー・ユー, 1992

生物資源とその利用

天野卓 [ほか] 著

三共出版, 2008

世界をやりなおしても生命は生まれるか?

長沼毅著

朝日出版社, 2011

不死細胞ヒーラ : ヘンリエッタ・ラックスの永遠 (とわ) な
る人生

レベッカ・スクルート著 ;
中里京子訳

講談社, 2011

アトピーを家庭で治す : 体質をかえる食生活

石田英湾著

新泉社, 1991

能力構築競争 : 日本の自動車産業はなぜ強いのか
（11）

藤本隆宏著

中央公論新社, 2003

ブランドの条件

山田登世子著

岩波書店, 2006

ファストファッション戦争

川嶋幸太郎著

産経新聞出版, 2009

最速への挑戦 : 新幹線N700系開発

読売新聞大阪本社編

東方出版, 2006

激安エアラインの時代 : なぜ安いのか、本当に安全なの
か

杉浦一機著

平凡社, 2012

ディズニーが教えるお客様を感動させる最高の方法（2）

ディズニー・インスティチュート著 日本経済新聞出版社,
; 月沢李歌子訳
2012

ディズニーそうじの神様が教えてくれたこと

鎌田洋著

ソフトバンククリエイティブ,
2011

ディズニーランドのここがすごいよ! : 高収益を生み出す
理由は運営の仕組みにあった!

永野まさる著

こう書房, 2009

スポーツ・エージェント : アメリカの巨大産業を操る怪物
たち

梅田香子著

文藝春秋, 2000

不実な美女か貞淑な醜女(ブス)か

米原万里著

徳間書店, 1994

漢字と中国人 : 文化史をよみとく

大島正二著

岩波書店, 2003

そして誰もいなくなった

アガサ・クリスティ著

講談社インターナショナル,
1999

レインツリーの国

有川浩著

新潮社, 2009

恍惚の人

有吉佐和子著

新潮社, 1982

バッテリー（2）

あさのあつこ著

角川書店, 2003

2

所蔵情報
367.4||YAM
01254844/3階
371.42||MOR
01137226/3階
371.42||YAM
01113893/3階
377.9||ISI
20083506/3階-資格就職
388.1||TER
00837344/3階
404||BUR
00758202/自動書庫
460||AMA
01140951/3階
460||NAG
01203349/3階
491.65||SKL
01218876/3階
493.14||ISI
00758121/3階
537.09||HUZ
01018286/3階
589.2||YAM
01096188/3階
673.7||KAW
01184944/3階
686.21||YOM
01129180/3階
687.2||SUG
01233035/3階
689.5||DIS
01233522/3階
689.5||KAM
01220774/3階
689.5||NAG
01184142/3階
780.253||UME
00932901/2階
801.7||YON
00781566/2階
821.2||OSI
01013145/2階
837.7||CHR
00897308/2階
913.6||ARI
20091403/2階-文庫
913.6||ARI
00696708/2階-文庫
913.6||ASA||<1>
01086751/2階-文庫
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出版社・出版年

真昼なのに昏い部屋

江國香織著

講談社, 2013

がらくた

江国香織著

新潮社, 2010

プラチナデータ

東野圭吾著

幻冬舎, 2012

手紙

東野圭吾著

文藝春秋, 2006

嘘をもうひとつだけ

東野圭吾著

講談社, 2003

永遠の0(ゼロ)

百田尚樹著

講談社, 2009

ハーモニー

伊藤計劃著

早川書房, 2010

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

県庁の星

桂望実著

小学館, 2005

センセイの鞄

川上弘美著

新潮社, 2007

伊豆の踊子 ; 温泉宿 : 他四篇

川端康成作

岩波書店, 2003

鴨川ホルモー

万城目学著

産業編集センター, 2006

告白

湊かなえ著

双葉社, 2010

やまなし

宮沢賢治作 ; 遠山繁年絵

偕成社, 1987

カラフル

森絵都著

文藝春秋, 2007

花酔ひ

村山由佳著

文藝春秋, 2012

楽隊のうさぎ

中沢けい著

新潮社, 2003

リレキショ

中村航著

河出書房新社, 2005

西の魔女が死んだ（2）

梨木香歩著

新潮社, 2001

神様のカルテ

夏川草介著

小学館, 2011

陪審法廷

楡周平著

講談社, 2009

八甲田山死の彷徨（7）

新田次郎著

新潮社, 1978

夏と花火と私の死体

乙一著

集英社, 2000

熱球

重松清著

新潮社, 2007

底なし沼

新堂冬樹著

新潮社, 2009

3

所蔵情報
913.6||EKU
20133446/2階-文庫
913.6||EKU
20100596/2階-文庫
913.6||HIG
20126269/2階-文庫
913.6||HIG
20093847/2階-文庫
913.6||HIG
20114046/2階-文庫
913.6||HYA
20101003/2階-文庫
913.6||ITO
20125114/2階-文庫
913.6||IWA
01197776/2階
913.6||KAT
01086639/2階
913.6||KAW
20070299/2階-文庫
913.6||KAW
01018755/2階-文庫
913.6||MAK
01159738/2階
913.6||MIN
20102144/2階-文庫
913.6||MIY
01012460/地下1階
913.6||MOR
01138469/2階-文庫
913.6||MUR
01255102/2階
913.6||NAK
01002966/2階-文庫
913.6||NAK
01086619/2階-文庫
913.6||NAS
00965879/2階-文庫
913.6||NAT
20113283/2階-文庫
913.6||NIR
20131287/2階-文庫
913.6||NIT
00697744/2階-文庫
913.6||OTU
20103350/2階-文庫
913.6||SIG
20070801/2階-文庫
913.6||SIN
20091064/2階-文庫
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書名

著者

出版社・出版年

蝶々の纏足 ; 風葬の教室

山田詠美著

新潮社, 1997

沈まぬ太陽 : アフリカ篇

山崎豊子著

新潮社, 1999

沈まぬ太陽 : 御巣鷹山篇（10）

山崎豊子著

新潮社, 2001

沈まぬ太陽 : 会長室篇（19）

山崎豊子著

新潮社, 2001

かっこうの親もずの子ども

椰月美智子著

実業之日本社, 2012

オンエア

柳美里著

講談社, 2012

プリズン・ガール : アメリカ女子刑務所での22か月

有村朋美著

新潮社, 2008

ノルウェイの森

村上春樹著

講談社, 1991

三国志演義

井波律子著

岩波書店, 1994

テンペスト

シェイクスピア著 ; 松岡和子訳

筑摩書房, 2000

停電の夜に

ジュンパ・ラヒリ著 ;
小川高義訳

新潮社, 2003

ティファニーで子育てを

E・マクローリン, N・クラウス著 ;
小林令子訳

文藝春秋, 2003

キャッチャー・イン・ザ・ライ

J D サリンジャー著 ;
村上春樹訳

白水社, 2003

ヘルプ : 心がつなぐストーリー

キャスリン・ストケット著 ;
栗原百代訳

集英社, 2012

若草物語

オールコット著 ; 松本恵子訳

新潮社, 1986

オズの魔法使い

バウム著 ; 高杉一郎訳

河出書房新社, 1995

サザンクロス

パトリシア・コーンウェル著 ;
相原真理子訳

講談社, 1999

マイ・ロスト・シティー

フィッツジェラルド著 ;
村上春樹訳

中央公論社, 1984

老人と海

ヘミングウェイ著 ; 福田恒存訳

新潮社, 1970

ゴールデンボーイ : 恐怖の四季春夏編

スティーヴン・キング著 ;
浅倉久志訳

新潮社, 1988

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

国のない男

カート・ヴォネガット著 ;
金原瑞人訳

日本放送出版協会, 2007

アンネの日記

アンネ・フランク著 ;
深町眞理子訳

文藝春秋, 2003

海底二万里

ジュール・ヴェルヌ著 ; 村松潔訳 新潮社, 2012

グッドラック

アレックス・ロビラ, フェルナンド・ト
ポプラ社, 2004
リアス・デ・ベス著 ; 田内志文訳

4

所蔵情報
913.6||YAM
00820218/2階-文庫
913.6||YAM||1
00898857/地下1階
913.6||YAM||3
00976798/2階-文庫
913.6||YAM||4
00976799/2階-文庫
913.6||YAZ
01245627/地下1階
913.6||YUU||1
20133279/2階-文庫
916||ARI
20080500/2階-文庫
918.68||MUR||6
00627198/地下1階
923||INA
00726228/2階
932.08||SHA||8
00957901/2階-文庫
933.7||LAH
01013409/2階-文庫
933.7||MCL
01013270/2階-文庫
933.7||SAL
01023357/地下1階
933.7||STO||1
20125072/2階-文庫
933||ALC
00754253/2階-文庫
933||BAU
00737948/2階
933||COR
00899453/2階-文庫
933||FIT
00668909/2階-文庫
933||HEM
00698618/2階-文庫
933||KIN
00698529/2階-文庫
933||KIN
00722792/地下1階
934.7||VON
01137383/2階
949.35||FRA
01013690/2階-文庫
953.6||VER||1
20126510/2階-文庫
963||ROV
01091658/2階

