
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

104||TAK

00896545/２階

124.1||KAZ

01090238/２階

134.6||SCH

20125015/２階-文庫

134.6||SCH

01060328/２階-文庫

134.94||NUK

01138585/２階

141.5||ASA

00791765/２階

150||KON

01291388/２階

159||HON

01056302/地下１階

159.5||YOS

01060986/２階-文庫

181.4||UME

00461484/２階

302.271||GOT

01285091/３階

326.3||HIG

01119180/３階

326.3||HIG

20080229/２階-文庫

326.3||HUZ

01114974/３階

326.3||MOR

01023031/３階

334.31||KAW

01324958/３階

361.4||OKU

01252701/３階

368.61||NAK

20133625/２階-文庫

377.9||TUT

20170590/３階-資格・就職

391.6||GRE

01275415/３階

第13回 「京都産業大学図書館書評大賞」 対象図書一覧

哲学の味わい方 竹田青嗣, 西研対談 現代書館, 1999

儒教とは何か 加地伸行著 中央公論社, 1990

ニーチェ : すべてを思い切るために : 力への意志 貫成人著 青灯社, 2007

ファンタジーと現実 麻生武著 金子書房, 1996

幸福について : 人生論
ショーペンハウアー著 ; 橋本文
夫訳

新潮社, 2005

自殺について : 他四篇
ショウペンハウエル著 ; 斎藤信
治訳

岩波書店, 1979

君たちはどう生きるか 吉野源三郎著 岩波書店, 1982

地獄の思想 日本精神の一系譜 梅原猛著 中央公論社, 1982

問題意識の倫理 近藤剛著 ナカニシヤ出版, 2015

スイス人銀行家の教え : お金と幸せの知恵を学ぶ
12のレッスン

本田健著 大和書房, 2004

犯罪被害者の声が聞こえますか 東大作著 新潮社, 2008

殺された側の論理 : 犯罪被害者遺族が望む「罰」
と「権利」

藤井誠二著 講談社, 2007

もしも学校に行けたら : アフガニスタンの少女・マリ
アムの物語

後藤健二著 汐文社, 2009

犯罪被害者の声が聞こえますか 東大作著 講談社, 2006

プライドの社会学 : 自己をデザインする夢 奥井智之著 筑摩書房, 2013

秋葉原事件 : 加藤智大の軌跡 中島岳志著 朝日新聞出版, 2013

被害者のための正義 : 国連被害者人権宣言関連
ドキュメント

諸澤英道訳著 成文堂, 2003

未来の年表 : 人口減少日本でこれから起きること 河合雅司著 講談社, 2017

大学選びより100倍大切なこと 筒井美紀著
ジャパンマシニスト社,
2014

暴露 : スノーデンが私に託したファイル
グレン・グリーンウォルド著 ; 田口
俊樹, 濱野大道, 武藤陽生訳

新潮社, 2014
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第13回 「京都産業大学図書館書評大賞」 対象図書一覧

404||IKE

01307862/３階

490.2||BEL

01263452/３階

538.9||YAM

01319779/３階

663.8||KAW

01087673/３階

675||HAR

01305786/３階

726.101||YAN

20142024/２階-文庫

760.8||HIG

01160044/２階

780.7||YAS

20101173/２階-文庫

783.7||HIR

01320213/２階

901.307||TAK

00989494/２階

913.6||ARI

20126715/２階-文庫

913.6||ARI

20161739/２階-文庫

913.6||ASA

20151796/２階-文庫

913.6||ASA||<1>

01086751/２階-文庫

913.6||HIG

20170272/２階-文庫

913.6||HIG

20114020/２階-文庫

913.6||HIG

20093847/２階-文庫

913.6||HOS

20126221/２階-文庫

913.6||ITO

20160868/２階-文庫

913.6||MAK

20140155/２階-文庫

はじめてのサイエンス 池上彰著 NHK出版, 2016

「最悪」の医療の歴史
ネイサン・ベロフスキー著 ; 伊藤
はるみ訳

原書房, 2014

パリピ経済 : パーティーピープルが市場を動かす 原田曜平著 新潮社, 2016

アンパンマンの遺書 やなせたかし著 岩波書店, 2013

宇宙飛行士の採用基準 : 例えばリーダーシップは
「測れる」のか

山口孝夫著 KADOKAWA, 2014

魚との知恵比べ : 魚の感覚と行動の科学 川村軍蔵著 成山堂書店, 2005

科学する野球 : バッティング&ベースランニング =
The science in baseball : batting and base-
running

平野裕一著
ベースボール・マガジ
ン社, 2016

一億三千万人のための小説教室 高橋源一郎著 岩波書店, 2002

笑えるクラシック : 不真面目な名曲案内 樋口裕一著 幻冬舎, 2007

身体能力を高める「和の所作」 安田登著 筑摩書房, 2010

何者 朝井リョウ著 新潮社, 2015

バッテリー あさのあつこ著 角川書店, 2003

クジラの彼 有川浩著 角川書店, 2010

空飛ぶ広報室 有川浩著 幻冬舎, 2016

手紙 東野圭吾著 文藝春秋, 2006

おおかみこどもの雨と雪 細田守著 角川書店, 2012

ナミヤ雑貨店の奇蹟 東野圭吾著 KADOKAWA, 2014

名探偵の掟 東野圭吾著 講談社, 1999

虐殺器官 伊藤計劃著 早川書房, 2010

偉大なる、しゅららぼん 万城目学著 集英社, 2013
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913.6||MAT

20080585/２階-文庫

913.6||MIN

20140156/２階-文庫

913.6||MOR

01138469/２階-文庫

913.6||MOR

01160941/２階

913.6||MOR

01129363/２階

913.6||MOR||[1]

20170295/２階-文庫

913.6||MUR

01009308/２階

913.6||MUR

01306858/２階

913.6||NAN

20160587/２階-文庫

913.6||NAT

01046972/２階-文庫

913.6||OGA

01089586/２階-文庫

913.6||SAK

20151799/２階-文庫

913.6||SIB||1

01122566/２階-文庫

913.6||SIG

01088907/２階-文庫

913.6||TUZ

20151889/２階-文庫

913.6||UYA

20170597/２階-文庫

913.6||YAM||1

20150451/２階-文庫

913.6||YON

20170928/２階-文庫

913.6||YUM

00829143/大教室-文庫

913.68||MIU||1

00359910/自動書庫

ミッキーマウスの憂鬱【2】 松岡圭祐著 新潮社, 2008

白ゆき姫殺人事件【2】 湊かなえ著 集英社, 2014

「新釈」走れメロス : 他四篇 森見登美彦著 祥伝社, 2007

有頂天家族 森見登美彦著 幻冬舎, 2010

カラフル 森絵都著 文藝春秋, 2007

夜は短し歩けよ乙女 森見登美彦著 角川書店, 2006

ぼくは明日、昨日のきみとデートする  【2】 七月隆文著 宝島社, 2014

三四郎 夏目漱石作 岩波書店, 1990

星々の舟 村山由佳著 文藝春秋, 2003

コンビニ人間 村田沙耶香著 文藝春秋, 2016

関ヶ原 司馬遼太郎著 新潮社, 2003

きよしこ 重松清著 新潮社, 2005

博士の愛した数式 小川洋子著 新潮社, 2005

ホテルローヤル 桜木紫乃著 集英社, 2015

百年法 山田宗樹著 KADOKAWA, 2015

さよなら妖精 米澤穂信著 東京創元社, 2006

鍵のない夢を見る 辻村深月著 文藝春秋, 2015

桜のような僕の恋人 宇山佳佑著 集英社, 2017

ポプラの秋 湯本香樹実著 新潮社, 1997

氷点 三浦綾子著 朝日新聞社, 1983
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916||TIK

00856288/２階

933.6||POE||2

20091247/２階-文庫

933.6||WIL

01061137/２階-文庫

933.7||ROB

20142634/２階-文庫

943||END

00780371/地下１階

それでも生きていく : 地下鉄サリン事件被害者手
記集

地下鉄サリン事件被害者の会著 サンマーク出版, 1998

モルグ街の殺人 ; 黄金虫
エドガー・アラン・ポー著 ; 巽孝
之訳

新潮社, 2009

モモ : 時間どろぼうと、ぬすまれた時間を人間にと
りかえしてくれた女の子のふしぎな物語

ミヒャエル・エンデ作 ; 大島かお
り訳

岩波書店, 1976

ドリアン・グレイの画像 ワイルド作 ; 西村孝次訳 岩波書店, 1967

思い出のマーニー
ジョーン・G・ロビンソン著 ; 高見
浩訳

新潮社, 2014
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