第12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

出版社・出版年

書名

著者

How Google works : 私たちの働き方とマネジメント

エリック・シュミット, ジョナサン・
日本経済新聞出版社,
ローゼンバーグ, アラン・イーグル
2014
著 ; 土方奈美訳

所蔵情報
007.35||SCH
01283150/２階
024.1||TAG

まちの本屋 : 知を編み、血を継ぎ、地を耕す

田口幹人著

ポプラ社, 2015
01293175/２階
121.04||TAK

花びらは散る花は散らない : 無常の日本思想

竹内整一著

角川学芸出版, 2011
01202160/２階
210.04||SUG

京大芸人式日本史

菅広文著

幻冬舎, 2014
01308743/２階
233.3||KOB

コーヒー・ハウス : 18世紀ロンドン、都市の生活史

小林章夫著

講談社, 2000
00946919/２階-文庫
251||BAN

カナダ : 二十一世紀の国家

馬場伸也著

中央公論社, 1989
00537306/２階
255||TAK

ラテンアメリカの歴史

高橋均著

山川出版社, 1998
00872183/２階

ロシア闇の戦争 : プーチンと秘密警察の恐るべきテロ
工作を暴く

アレクサンドル・リトヴィネンコ,
ユーリー・フェリシチンスキー著 ; 光文社, 2007
中澤孝之監訳

コミュニティデザイン : 人がつながるしくみをつくる

山崎亮著

317.938||LIT
01140149/３階
318.8||YAM

学芸出版社, 2011
01218443/地下１階

星条旗と日の丸の狭間で : 証言記録・沖縄返還と核
密約

具志堅勝也著 ; 沖縄大学地域
芙蓉書房出版, 2012
研究所編

犯罪被害者の心の傷

小西聖子著

319.1053||GUS
01233486/３階
326.3||KON

白水社, 2006
01101249/３階
331||GAL

ゆたかな社会

ガルブレイス著 ; 鈴木哲太郎訳 岩波書店, 2006
01096302/２階-文庫
335.1||DEM

企業統治問題の経営学的研究 : 説明責任関係からの
考察

出見世信之著

小倉昌男経営学

小倉昌男著

文眞堂, 1997
00848093/３階
335.13||OGU

日経BP社, 1999
00899819/３階

倫理の死角 : なぜ人と企業は判断を誤るのか【2】

マックス・H・ベイザーマン, アン・
E・テンブランセル著 ; 池村千秋 NTT出版, 2013
訳 ; 谷本寛治解説

335.15||BAZ
01253809/３階
335.21||GUR

創業三〇〇年の長寿企業はなぜ栄え続けるのか

グロービス経営大学院著

東洋経済新報社, 2014
01283061/３階
335.4||HAM

コーポレート・ガバナンスと資本市場

濱村章編著

税務経理協会, 2004
01045400/３階
335.4||HAN

コーポレート・ガバナンス【2】

花崎正晴著

岩波書店, 2014
01286029/３階

コーポレートガバナンス・コード【2】
コーポレート・ガバナンスと経営学 : グローバリゼーショ
ン下の変化と多様性

堀江貞之著

日本経済新聞出版社,
2015

335.4||HOR
01288158/３階
335.4||KAI

海道ノブチカ, 風間信隆編著

ミネルヴァ書房, 2009
01175044/３階
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出版社・出版年

コーポレート・ガバナンスの国際比較

佐久間信夫編著

税務経理協会, 2007

所蔵情報
335.4||SAK
01138241/３階
335.4||SAK

アジアのコーポレート・ガバナンス改革

佐久間信夫, 出見世信之編著

白桃書房, 2014
01274586/３階
335.4||SIN

日米コーポレート・ガバナンスの歴史的展開

新保博彦著

中央経済社, 2006
01113878/３階
335.4||UTU

図解コーポレートガバナンス : 企業価値を高める経営
手法

内海英博著

いい会社をつくりましょう

塚越寛著 ; 伊那食品工業編

日本実業出版社, 2004
01060653/３階
335||TUK

文屋, 2004
20120034/３階-資格・就職
336||NAK

高信頼性組織の条件 : 不測の事態を防ぐマネジメント
【9】

中西晶著

異文化間コミュニケーション入門

鍋倉健悦著

生産性出版, 2007
20131839 他/２階
361.5||NAB

丸善, 1997
00828362/３階
370||HUK

学問のすすめ : 現代語訳

福澤諭吉著 ; 齋藤孝訳

筑摩書房, 2009
01164658/３階
378||NAK

最重度の障害児たちが語りはじめるとき

中村尚樹著

草思社, 2013
01253989/３階
383.8||SEK||15

イタリア

池上俊一著

農山漁村文化協会, 2003
01019241/３階
392.1||HAN

日本型リーダーはなぜ失敗するのか

半藤一利著

文藝春秋, 2012
01300855/３階

センス・オブ・ワンダー
「死ぬ瞬間」と死後の生

レイチェル・カーソン著 ; 上遠恵
新潮社, 1996
子訳
エリザベス・キューブラー・ロス著
中央公論新社, 2001
; 鈴木晶訳

404||CAR
00840900/３階
490.15||KUE
00965911/２階-文庫
493.76||USI

パーソナリティ障害とは何か

牛島定信著

講談社, 2012
01247114/３階
773.9||NOM

萬斎でござる

野村萬斎著

朝日新聞社, 1999
00897616/２階
913.6||AKU

瀬戸内少年野球団

阿久悠著

岩波書店, 2013
20133590/２階-文庫
913.6||ASA

あの子が欲しい

朝比奈あすか著

講談社, 2015
01283985/２階
913.6||ASA

桐島、部活やめるってよ

朝井リョウ著

集英社, 2012
20126718/２階-文庫
913.6||DAZ

人間失格

太宰治著

新潮社, 2006
01142778/大教室
913.6||HAR

旅屋おかえり

原田マハ著

集英社, 2014
20142765/２階-文庫
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けさくしゃ

畠中恵著

新潮社, 2012

所蔵情報
913.6||HAT
01241657/２階
913.6||HAY

ファニーフェイスの死

林真理子著

中央公論新社, 2005
01089573/２階-文庫
913.6||HIG

名探偵の掟

東野圭吾著

講談社, 1999
20114020/２階-文庫
913.6||HIG

容疑者Xの献身

東野圭吾著

文藝春秋, 2005
01144599/２階
913.6||HIG

変身

東野圭吾著

講談社, 1994
20071805/２階-文庫
913.6||HYA

永遠の0(ゼロ)

百田尚樹著

講談社, 2009
20101003/２階-文庫
913.6||HYA

プリズム

百田尚樹著

幻冬舎, 2014
20141277/２階-文庫
913.6||ISA

残り全部バケーション

伊坂幸太郎著

集英社, 2015
20160013/２階-文庫
913.6||KAT

ピンクとグレー

加藤シゲアキ著

KADOKAWA, 2014
20150634/２階-文庫
913.6||KOM||1

さよならジュピター

小松左京著

角川春樹事務所, 1999
00897579/２階-文庫
913.6||MIS||1

春の雪

三島由紀夫著

新潮社, 2002
01117814/２階-文庫
913.6||MIU

風が強く吹いている

三浦しをん著

新潮社, 2009
20091400/２階-文庫
913.6||MIU

舟を編む

三浦しをん著

光文社, 2011
01220619/２階
913.6||MIZ

夢をかなえるゾウ

水野敬也著

飛鳥新社, 2011
20113557/２階-文庫
913.6||MUR

風の歌を聴け

村上春樹著

講談社, 2004
20101501/２階-文庫
913.6||NAN

ぼくは明日、昨日のきみとデートする

七月隆文著

宝島社, 2014
20160587/２階-文庫
913.6||OGA

博士の愛した数式

小川洋子著

新潮社, 2005
01089586/２階-文庫
913.6||OND

夜のピクニック

恩田陸著

新潮社, 2006
01096009/２階-文庫
913.6||SEO

幸福な食卓

瀬尾まいこ著

講談社, 2004
01085173/２階
913.6||SIG

きみの友だち【2】

重松清著

新潮社, 2008
20080401/２階-文庫
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ナイフ

重松清著

新潮社, 2000

所蔵情報
913.6||SIG
00933588/２階-文庫
913.6||TAY

蒲団 ; 一兵卒

田山花袋作

岩波書店, 2002
01002534/２階-文庫
913.6||YAM||3

沈まぬ太陽 (3 : 御巣鷹山篇)

山崎豊子著

新潮社, 2001
00976798/２階-文庫
914.6||KAN

自由について : 金子光晴老境随想

金子光晴著

中央公論新社, 2016
20161707/２階-文庫
915.6||SAW||1

深夜特急 (1)

沢木耕太郎著

新潮社, 1994
01023847/２階-文庫

華氏451度
四方を統べる神

レイ・ブラッドベリ著 ; 伊藤典夫
訳

933.7||BRA

新訳版早川書房, 2014
20142607/２階-文庫

デイヴィッド・エディングス, リー・
早川書房, 2007
エディングス著 ; 宇佐川晶子訳

933.7||EDD||1
20121289/２階-文庫
933||SAL

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
00868945/２階

カモメに飛ぶことを教えた猫

ルイス・セプルベダ著 ; 河野万
里子訳

4

963||SEP

白水社, 1998
00869621/２階

