第11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

哲学は人生の役に立つのか

木田元著

PHP研究所, 2008

所蔵情報
104||KID
01163015/2階

わかりやすいはわかりにくい? : 臨床哲学講座

104||WAS

鷲田清一著

筑摩書房, 2010
01268835/2階

日本のソフトパワー : 本物の「復興」が世界を動かす

121.6||UEM

植村和秀著

創元社, 2012
01264688/2階
209.74||MAT

若者たちの戦場 : アメリカ日系二世第442部隊の生と
死

ドロシー・マツオ著 ; 新庄哲夫訳 ほるぷ出版, 1994

ヒロシマ・ナガサキへの旅 : 原爆の碑と遺跡が語る

水田九八二郎著

00726017/2階
210.75||MIZ

中央公論社, 1993
00686646/2階-文庫

地球の歩き方. リゾート : R16 テーマパーク in オーラン
ド '14-15

「地球の歩き方」編集室編

高知県謎解き散歩

谷是編著

ダイヤモンド・ビッグ社,
2014

290.9||TIK||R16#2015
20140783/2階
291.84||TAN

新人物往来社, 2012
20125104/2階-文庫

オーディション社会韓国

302.21||SAT

佐藤大介著

新潮社, 2012
01233799/3階

アメリカ合衆国大統領と戦争

312.53||HIR

平野次郎著

青春出版社, 2002
00991881/3階

公務員革命 : 彼らの「やる気」が地域社会を変える

318.3||OOT

太田肇著

筑摩書房, 2011
01220663/3階

民法改正 : 契約のルールが百年ぶりに変わる

324||UTI

内田貴著

筑摩書房, 2011
01225833/3階

九州大学生体解剖事件 : 七〇年目の真実

329.67||KUM

熊野以素著

岩波書店, 2015
01287195/3階

心をひらく35のヒント

361.454||AGA

阿川佐和子著

文藝春秋, 2012
01241923/3階

和魂の時代

361.6||MAT

松原久子著

三笠書房, 1987
00739362/地下1階

集団的自衛権の深層

392.1076||MAT

松竹伸幸著

平凡社, 2013
01262015/3階

眠れなくなる宇宙のはなし

440.2||SAT

佐藤勝彦著

宝島社, 2012
20133305/2階-文庫

ぼくの生物学講義 : 人間を知る手がかり

460||HID

日高敏隆著

昭和堂, 2010
01187715/3階

先生、子リスたちがイタチを攻撃しています!

481.78||KOB

小林朋道著

築地書館, 2009
01250525/3階

ミツバチの生活から
魚は痛みを感じるか?
快感回路 : なぜ気持ちいいのかなぜやめられないのか

カール・フォン・フリッシュ著 ; 桑
筑摩書房, 1997
原万寿太郎訳

486.7||FRI

ヴィクトリア・ブレイスウェイト著 ;
高橋洋訳

487.51||BRA

紀伊國屋書店, 2012

デイヴィッド・J.リンデン著 ; 岩坂
彰訳

河出書房新社, 2012
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00849286/2階-文庫

01221970/3階
491.371||LIN
01221880/3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

パリ流環境社会への挑戦 : モビリティ・ライフスタイル・
まちづくり

森口将之著

鹿島出版会, 2009

奇跡のリンゴ : 「絶対不可能」を覆した農家木村秋則の
記録

石川拓治著

ねこの秘密

山根明弘著

所蔵情報
519.1||MOR
01175193/3階
625.21||ISI

幻冬舎, 2008
01164042/3階
645.7||YAM

文藝春秋, 2014
01286324/3階

フグ毒のなぞを追って
なぜ今LAWSONが「とにかく面白い」のか?

清水潮著 ; 遺伝学普及会編集
裳華房, 1994
委員会編

662.65||SIM
00763278/3階
673.868||UES

上阪徹著

あさ出版, 2015
01287274/3階
673.98||IWA

スターバックスのライバルは、リッツ・カールトンである。 :
本当のホスピタリティの話をしよう

岩田松雄著 ; 高野登著

消費者行動論 : なぜ、消費者はAではなくBを選ぶの
か?

平久保仲人著

ヒトはなぜその商品を選ぶのか? : 脳とクオリアから解き
明かす

平林千春著

ディズニーこころをつかむ9つの秘密 : 97%のリピーター
率をうみ出すマーケティング

渡邊喜一郎著

虫眼とアニ眼

養老孟司, 宮崎駿著

KADOKAWA, 2014
20142946/3階-資格・就職
675||HIR

ダイヤモンド社, 2005
01083824/3階
675||HIR

日本実業出版社, 2004
01045234/3階
689.5||WAT

ダイヤモンド社, 2013
01253165/3階
778.77||YOU

新潮社, 2008
20071089/2階-文庫

心の野球 : 超効率的努力のススメ

783.7||KUW

桑田真澄著

幻冬舎, 2015
20151660/2階-文庫

野村ノート

783.7||NOM

野村克也著

小学館, 2005
01086539/2階

「黄金のバンタム」を破った男

788.3||HYA

百田尚樹著

PHP研究所, 2012
20133261/2階-文庫

スティーブ・ジョブズ伝説のスピーチ&プレゼン = The
legendary speeches and presentations of Steve
Jobs

スティーブ・ジョブズほか述 ;
『CNN English Express』編集部 朝日出版社, 2012
編集

三匹のおっさん

有川浩著

837.7||JOB
01255077/2階
913.6||ARI

文藝春秋, 2012
20125049/2階-文庫

陰日向に咲く

913.6||GEK

劇団ひとり著

幻冬舎, 2006
01110996/2階

閉鎖病棟

913.6||HAH

帚木蓬生著

新潮社, 1997
00961866/2階-文庫

悪意

913.6||HIG

東野圭吾著

講談社, 2001
20114022/2階-文庫

真夏の方程式

913.6||HIG

東野圭吾著

文芸春秋, 2013
20133592/2階-文庫

幕が上がる

913.6||HIR

平田オリザ著

講談社, 2014
20151500/2階-文庫

高瀬川

913.6||HIR

平野啓一郎著

講談社, 2006
20094284/2階-文庫
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書名

著者

出版社・出版年

永遠の0(ゼロ)(3)

百田尚樹著

講談社, 2009

所蔵情報
913.6||HYA
20101003/2階-文庫

イニシエーション・ラブ

913.6||INU

乾くるみ著

文藝春秋, 2007
20080111/2階-文庫

ゴールデンスランバー

913.6||ISA

伊坂幸太郎著

新潮社, 2010
20111804/2階-文庫

フィッシュストーリー

913.6||ISA

伊坂幸太郎著

新潮社, 2009
20091842/2階-文庫

あるキング

913.6||ISA

伊坂幸太郎著

徳間書店, 2012
20126369/2階-文庫

雪国

913.6||KAW

川端康成作

岩波書店, 2003
01060069/2階-文庫

鴨川ホルモー

913.6||MAK

万城目学著

産業編集センター, 2006
01159738/2階-賀茂

告白

913.6||MAT

町田康著

中央公論新社, 2005
01087599/2階

栞子さんと奇妙な客人たち
塩狩峠

三上延著

アスキー・メディアワークス,
2011

913.6||MIK||<1>
20123319/2階-文庫
913.6||MIU

三浦綾子著

新潮社, 2005
20130095/2階-文庫

舟を編む

913.6||MIU

三浦しをん著

光文社, 2011
01220619/2階

ブレイブ・ストーリー : 上

913.6||MIY||1

宮部みゆき著

角川書店, 2003
01009460/2階

ガネーシャと貧乏神

913.6||MIZ||2

水野敬也著

飛鳥新社, 2014
20151504/2階-文庫

銃

913.6||NAK

中村文則著

新潮社, 2006
01095553/2階-文庫

こゝろ

913.6||NAT

夏目漱石著

岩波書店, 2006
01169276/地下1階
913.6||SAR

黒字化せよ! : 出向社長最後の勝負 : 万年赤字会社
は、なぜ10カ月で生まれ変わったのか(2)

猿谷雅治著 ; 五十嵐英憲解説 ダイヤモンド社, 2014

象牙色の眠り

柴田よしき著

01285515/2階
913.6||SIB

文藝春秋, 2003
01013901/2階-文庫

梟の城

913.6||SIB

司馬遼太郎著

新潮社, 2002
01116797/2階-文庫

ステップ

913.6||SIG

重松清著

中央公論新社, 2012
20125062/2階-文庫

青い鳥

913.6||SIG

重松清著

新潮社, 2010
20100917/2階-文庫

株主代表訴訟

913.6||USI

牛島信著

幻冬舎, 2000
20125329/地下1階
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著者

出版社・出版年

密室殺人ゲーム・マニアックス

歌野晶午著

講談社, 2015

所蔵情報
913.6||UTA
20150265/2階-文庫

リアル鬼ごっこ

913.6||YAM

山田悠介著

幻冬舎, 2004
20081066/2階-文庫

キッチン

913.6||YOS

吉本ばなな著

新潮社, 2002
00989716/2階-文庫

夏の庭 : The friends

913.6||YUM

湯本香樹実著

新潮社, 2001
20102157/2階-文庫

男の作法

914.6||IKE

池波正太郎著

ごま書房, 1998
00872135/2階

心の深みへ : 「うつ社会」脱出のために

914.6||KAW

河合隼雄, 柳田邦男著

新潮社, 2013
20150001/2階-文庫

いのちのハードル : 「1リットルの涙」母の手記

916||KIT

木藤潮香著

幻冬舎, 2005
20102177/2階-文庫

江戸川乱歩 : パノラマ島綺譚

918.6||NIH||14

江戸川乱歩著 ; 別役実編

国書刊行会, 1992
00678375/2階

三島由紀夫全集 : 第5巻

918.68||MIS||5

三島由紀夫著

新潮社, 1973
00188719/コンテナ・サーバー

1ドルの価値 ; 賢者の贈り物 : 他21編

933.7||HEN

O.ヘンリー著 ; 芹沢恵訳

光文社, 2007
01130909/2階-文庫

ムーン・パレス
町でいちばんの美女
ハツカネズミと人間

ポール・オースター著 ; 柴田元
新潮社, 1997
幸訳

933||AUS

チャールズ・ブコウスキー著 ; 青
新潮社, 1998
野聰訳

933||BUK

00839438/2階-文庫

00868163/2階-文庫
933||STE

スタインベック著; 大浦暁生訳

新潮社, 1994
00725741/2階-文庫

不思議な少年
ジョイ・ウイリアムズ短篇集
百年の孤独
落葉 : 他12篇

933||TWA

マーク・トウェイン作 ; 中野好夫
訳

岩波書店, 1999

ジョイ・ウイリアムズ著 ; 川澄英
男訳

彩流社, 1990

ガブリエル・ガルシア=マルケス
著 ; 鼓直訳

新潮社, 2006

G.ガルシア=マルケス著 ; 高見
英一, 桑名一博, 井上義一訳

新潮社, 2007

4

00924536/2階-文庫
933||WIL
00594449/地下1階
963||GAR
01130880/2階
963||GAR
01130881/2階

