
請求記号順
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書名 著者 出版社・出版年 所蔵情報

002||KAT

01262117/2階

007.35||ZYO

01066427/地下1階

070.15||MAT

00947795/2階

146.1||KIS

01271875/2階
01272579/地下1階

210.46||YAM

20133435/2階-文庫

222.058||KAW

01022821/2階

289.1||SAK

01184250/2階

301.6||TAK

01231927/3階

302.27||MIY

01268969/3階

333.7||TAN

01059423/3階

335.13||TED

01215727/地下1階

335.21||TUR

01274704/3階

336.1||HAT

00948715/大教室

336.3||ROB

01185863/3階

336.4||NAK

01123081/地下1階

338.9227||HAR

01263387/3階

369.3||BAZ

01221118/3階

388.1||SAK

00788855/2階-文庫

404||SAZ

01165100/3階

493.76||OKA

01220947/3階

第10回 「京都産業大学図書館書評大賞」 対象図書一覧

専門家はウソをつく 勝間和代著 小学館, 2013

内側から見た富士通「成果主義」の崩壊 城繁幸著 光文社, 2004

中世のなかに生まれた近世 山室恭子著 講談社, 2013

少年事件の実名報道は許されないのか : 少年法と表
現の自由

松井茂記著 日本評論社, 2000

嫌われる勇気 : 自己啓発の源流「アドラー」の教え(2) 岸見一郎, 古賀史健著 ダイヤモンド社, 2013

創造の方法学 高根正昭著 講談社, 1979

イスラムの人はなぜ日本を尊敬するのか 宮田律著 新潮社, 2013

モンゴルに拉致された中国皇帝 : 明英宗の数奇なる運
命

川越泰博著 研文出版, 2003

坂本龍馬 : 手紙にみる真実の姿 外川淳著
アスキー・メディアワークス,
2009

「小さな神様」をつかまえろ! : 日本で一番ほめてあげた
い職場

鶴岡弘之著 PHP研究所, 2014

失敗学のすすめ 畑村洋太郎著 講談社, 2000

東アジア共同体 : 経済統合のゆくえと日本 谷口誠著 岩波書店, 2004

なぜリーダーは「失敗」を認められないのか : 現実に向
き合うための8の教訓

リチャード・S テドロー著 ; 土方奈美訳

ハラルマーケットがよくわかる本 : イスラム巨大市場を
切り開くパスポート

ハラルマーケット・チャレンジ・プ
ロジェクト著

総合法令出版, 2013

予測できた危機をなぜ防げなかったのか? : 組織・リー
ダーが克服すべき3つの障壁

マックス・H・ベイザーマン, マイケ
ル・D・ワトキンス著 ; 奥村哲史
訳

東洋経済新報社, 2011

なぜ危機に気づけなかったのか : 組織を救うリーダーの
問題発見力

マイケル・A.ロベルト著 ; 飯田恒
夫訳

英治出版, 2010

成果主義の真実 中村圭介著 東洋経済新報社, 2006

愛着障害 : 子ども時代を引きずる人々 岡田尊司著 光文社, 2011

昔話の民俗学 桜井徳太郎著 講談社, 1996

女性を宇宙は最初につくった 佐治晴夫著 春秋社, 2009
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540.67||OON

01162957/3階

673.86||KAS

01138640/3階

686.3||MAS

00960740/3階

687.2||SUG

01232777/3階

689.5||MOR

01274231/3階

778.77||ONO

00461912/2階

783.7||LEW

01083762/2階

783.7||NOM

01176427/2階

783.7||TOR

01250898/2階

913.6||DAZ

00699235/2階-文庫

913.6||DAZ

01142778/大教室

913.6||HIR

01002121/2階-文庫

913.6||HOR

00118533/貴重書庫

913.6||HUK

20140667/2階-文庫

913.6||HYA

20101003/2階-文庫

913.6||HYA||1

01237828/2階

913.6||IKE

20131791/2階-文庫

913.6||IKE

20142303/2階-文庫

913.6||IKE

20142424/2階-文庫

913.6||IKE||1

20131787/2階-文庫

パナソニック底力 (そこぢから) の秘密 大西宏著 実業之日本社, 2008

LCCが拓く航空市場 : 格安航空会社の成長戦略 杉山純子著 成山堂書店, 2012

USJのジェットコースターはなぜ後ろ向きに走ったのか? :
V字回復をもたらしたヒットの法則（2）

森岡毅著 KADOKAWA, 2014

コンビニのしくみ 笠井清志著 同文舘出版, 2007

偽りの公共交通 : 京津線廃止問題の盲点・中之島新
線不要論

増田一生著 日本図書刊行会, 2000

弱者の兵法 : 野村流必勝の人材育成論・組織論 野村克也著 アスペクト, 2009

勝てる野球の統計学 : セイバーメトリクス 鳥越規央, データスタジアム野
球事業部著

岩波書店, 2014

ドナルド・ダックの世界像 : ディズニーにみるアメリカの夢 小野耕世著 中央公論社, 1983

コーチ マイケル・ルイス著 ; 中山宥訳
ランダムハウス講談社,
2005

一月物語 平野啓一郎著 新潮社, 2002

風立ちぬ 堀辰雄著 日本近代文学館, 1969

斜陽 太宰治著 新潮社, 1950

人間失格 太宰治著 新潮社, 2006

海賊とよばれた男（2） 百田尚樹著 ; 上, 下 講談社, 2012

オレたちバブル入行組（4） 池井戸潤著 文藝春秋, 2007

果てしなき渇き 深町秋生著 宝島社, 2007

永遠の0(ゼロ) 百田尚樹著 講談社, 2009

空飛ぶタイヤ 池井戸潤著 講談社, 2009

下町ロケット（3） 池井戸潤著 小学館, 2013

ルーズヴェルト・ゲーム（3） 池井戸潤著 講談社, 2014
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913.6||INO

00716145/2階-文庫

913.6||ISA

01137451/2階-文庫

913.6||ISI

01018693/2階-文庫

913.6||IWA

01197790/地下1階

913.6||KOB

01044982/2階-文庫

913.6||MIN

20126497/2階-文庫

913.6||MIS

20095438/2階-文庫

913.6||MIU

20142163/2階-文庫

913.6||MIY

01116798/2階-文庫

913.6||MIY

01137203/2階-文庫

913.6||MUR

20095984/2階-文庫

913.6||MUR

20101501/2階-文庫

913.6||NAT

20113283/2階-文庫

913.6||NIT||1

00718361/2階-文庫

913.6||OGA

20114586/2階-文庫

913.6||SIM

20131863/2階-文庫

913.6||TUZ

20126501/2階-文庫

913.6||TUZ

20140687/2階-文庫

913.6||YAM||1

00898857/地下1階

913.6||YAM||1

00976796/2階-文庫

野球盲導犬チビの告白 井上ひさし著 文芸春秋, 1989

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

玩具修理者 小林泰三 角川書店, 1999

グラスホッパー 伊坂幸太郎著 角川書店, 2007

波のうえの魔術師 石田衣良著 文藝春秋, 2003

光 三浦しをん著 集英社, 2013

火車 宮部みゆき著 新潮社, 1998

往復書簡 湊かなえ著 幻冬舎, 2012

金閣寺 三島由紀夫著 新潮社, 2003

風の歌を聴け 村上春樹著 講談社, 2004

神様のカルテ 夏川草介著 小学館, 2011

魔術はささやく 宮部みゆき著 新潮社, 1993

希望の国のエクソダス 村上龍著 文藝春秋, 2002

異邦の騎士 島田荘司著 講談社, 1998

ツナグ 辻村深月著 新潮社, 2012

孤高の人 新田次郎著 新潮社, 1973

猫を抱いて象と泳ぐ 小川洋子著 文藝春秋, 2011

沈まぬ太陽 : ｱﾌﾘｶ篇 : 上（7） 山崎豊子著 新潮社, 2001

凍りのくじら 辻村深月著 講談社, 2008

沈まぬ太陽 : ｱﾌﾘｶ篇 : 上（4） 山崎豊子著  -- 新潮社, 1999
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913.6||YAM||3

00965021/地下1階

913.6||YAM||3

00976798/2階-文庫

913.6||YAM||4

00964836/地下1階

913.6||YAM||4

00976799/2階-文庫

913.6||YAM||5

00976800/2階-文庫

914.6||SAN

00789730/2階-文庫

933.6||BRO||1

01183911/2階-文庫

933.6||POE||1

20091168/2階-文庫

933.7||FIT

01095667/2階

933.7||ROW

00932737/2階

933.7||SAL

20126376/2階-文庫

933||SAL

00868945/2階

933||STE

00754260/2階-文庫

939.37||FIT

01183510/2階-文庫

943.7||KAF

00698508/2階-文庫

953||SAI

00737181/2階

963||GAR

01130880/2階

沈まぬ太陽 : 御巣鷹山篇（2） 山崎豊子著 新潮社, 1999

沈まぬ太陽 : 会長室篇 : 上（5） 山崎豊子著 新潮社, 2001

沈まぬ太陽 : 会長室篇 : 下 山崎豊子著 新潮社, 2001

沈まぬ太陽 : 御巣鷹山篇（6） 山崎豊子著 新潮社, 2001

沈まぬ太陽 : 会長室篇 : 上（2） 山崎豊子著 新潮社, 1999

黒猫 ; アッシャー家の崩壊 エドガー・アラン・ポー著 ; 巽孝
之訳

新潮社, 2009

マイ・ロスト・シティー スコット・フィッツジェラルド著 ;
村上春樹訳

中央公論新社, 2006

がんばりません 佐野洋子著 新潮社, 1996

嵐が丘 E.ブロンテ著 ; 小野寺健訳 光文社, 2010

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

赤い小馬 スタインベック著 ; 西川正身訳 新潮社, 1988

ハリー・ポッターと賢者の石 J. K. ローリング作 ; 松岡佑子訳 静山社, 1999

ナイン・ストーリーズ J.D.サリンジャー著 : 柴田元幸
訳

ヴィレッジブックス, 2012

星の王子さま サン=テグジュペリ作 ; 内藤濯
訳

岩波書店, 1994

グレート・ギャッツビー フィッツジェラルド著 ; 小川高義
訳

光文社, 2009

変身 カフカ著 ; 高橋義孝訳 新潮社, 1985

百年の孤独 ガブリエル・ガルシア=マルケス
著 ; 鼓直訳

新潮社, 2006
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