第15回「京都産業大学図書館書評大賞」で応募があった図書一覧

書名

著者

出版社・出版年

本居宣長 : 文学と思想の巨人

田中康二著

中央公論新社, 2014

請求記号順
書名の【 】内は，応募点数

所蔵情報
121.52||TAN
01276106/２階
141.5||KAR

知的複眼思考法 : 誰でも持っている創造力のスイッチ 苅谷剛彦著

講談社, 2002
01084320/３階学部の学び(経営)-文庫

考具

ティビーエス・ブリタニカ,
2003

加藤昌治著

141.5||KAT
01027622/地下１階
141.5||MOG

ひらめきの導火線 : トヨタとノーベル賞

茂木健一郎著

PHP研究所, 2008
01162766/２階
146.1||KIS||[1]

嫌われる勇気 (自己啓発の源流「アドラー」の教え)

岸見一郎, 古賀史健著

ダイヤモンド社, 2013
01271875/２階

やり抜く力 : 人生のあらゆる成功を決める「究極の能
力」を身につける

アンジェラ・ダックワース著 ; 神崎朗子
ダイヤモンド社, 2016
訳

コーランには本当は何が書かれていたか?

カーラ・パワー著 ; 秋山淑子訳

159||DUC
01341780/３階学部の学び(経済)

167.3||POW
文藝春秋, 2015
01293011/２階
302.1||ABE

「世間」とは何か

阿部謹也著

講談社, 1995
00760104/地下１階
323.13||ITO

憲法義解

伊藤博文著 ; 宮澤俊義校註

岩波書店, 1940
00839742/２階-文庫
326||MOR

きみが選んだ死刑のスイッチ (増補) (よりみちパン!セ) 森達也著

イースト・プレス, 2011
01231088/３階
331||SUZ

仕事消滅 : AIの時代を生き抜くために、いま私たちにで
鈴木貴博著
きること

講談社, 2017

渋沢栄一 : 「道徳」と経済のあいだ (評伝・日本の経済
見城悌治著
思想)

日本経済評論社, 2008

めった斬り平成経済史 : 失敗の本質と復活の条件

ビジネス社, 2018

01331912/３階
331.21||HYO
01151518/３階
332.107||TAK

高橋洋一著

01345756/３階
336.2||ATA

イシューからはじめよ : 知的生産の「シンプルな本質」

安宅和人著

英治出版, 2010
01348036/３階
368||AKA

排除の現象学

赤坂憲雄著

筑摩書房, 1995
00757204/２階-文庫

シンデレラ

シャルル・ペローほか著 ; 和佐田道子
竹書房, 2015
編・訳
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388||PER
20151635/２階-文庫
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書名

著者

出版社・出版年

世にも美しき数学者たちの日常

二宮敦人著

幻冬舎, 2019

請求記号順
書名の【 】内は，応募点数

所蔵情報
410.21||NIN
01350384/３階
601.1||KIN

稼ぐまちが地方を変える : 誰も言わなかった10の鉄則 木下斉著

NHK出版, 2015
01289482/地下１階
672.2||MIY

アジア市場(マーケット)の文化と社会 : 流通・交換をめ
宮沢千尋編
ぐる学際的まなざし (南山大学人類学研究所叢書 ; 7)

風響社, 2005

ショッピングモールから考える : ユートピア・バックヤー
東浩紀, 大山顕著
ド・未来都市

幻冬舎, 2016

騎手の一分 : 競馬界の真実

講談社, 2013

01097156/３階
673.8||AZU
01304592/３階
788.5||HUZ

藤田伸二著

01328825/２階
908||TUR||11

ごちそう帳 (新・ちくま文学の森 ; 11)

鶴見俊輔ほか編

筑摩書房, 1995
00757563/２階
913.6||ARI

レインツリーの国

有川浩著

新潮社, 2009
20091403/２階-文庫
913.6||ARI

旅猫リポート

有川浩著

講談社, 2017
20181900/２階-文庫
913.6||DAZ

人間失格

太宰治著

新潮社, 2006
01142778/２階-文庫
913.6||HAR

楽園のカンヴァス

原田マハ著

新潮社, 2014
20142630/３階学部の学び(経営)-文庫

913.6||HAR

暗幕のゲルニカ

原田マハ著

新潮社, 2016
01301530/３階学部の学び(経営)

913.6||HIR

幕が上がる

平田オリザ著

講談社, 2014
20151500/２階-文庫
913.6||HIR

忘れないと誓ったぼくがいた

平山瑞穂著

新潮社, 2008
20080498/２階-文庫
913.6||ISA

アイネクライネナハトムジーク

伊坂幸太郎著

幻冬舎, 2014
01301089/２階
913.6||ISI

4TEEN (フォーティーン)

石田衣良著

新潮社, 2005
20072089/２階-文庫
913.6||ITO

想像ラジオ

いとうせいこう著

河出書房新社, 2015
20151626/２階-文庫
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書名

著者

出版社・出版年

億男

川村元気著

マガジンハウス, 2014

請求記号順
書名の【 】内は，応募点数

所蔵情報
913.6||KAW
01288817/２階
913.6||MAT

ミッキーマウスの憂鬱

松岡圭祐著

新潮社, 2008
20080585/２階-文庫
913.6||MAY

隻眼の少女

麻耶雄嵩著

文藝春秋, 2013
20140656/２階-文庫
913.6||MIN

贖罪

湊かなえ著

双葉社, 2012
20126226/２階-文庫
913.6||MIN

母性【２】

湊かなえ著

新潮社, 2015
20190617/２階-文庫
913.6||MOR

カラフル

森絵都著

文藝春秋, 2007
01138469/２階-文庫
913.6||MUR

コンビニ人間

村田沙耶香著

文藝春秋, 2016
01306858/２階
913.6||NIS

笑う怪獣 : ミステリ劇場

西澤保彦著

新潮社, 2007
01096789/２階-文庫
913.6||SIG

流星ワゴン

重松清著

講談社, 2005
20161608/２階-文庫
913.6||TUT

エロチック街道

筒井康隆著

新潮社, 1984
00868080/２階-文庫
913.6||YON

さよなら妖精

米澤穂信著

東京創元社, 2006
20170928/２階-文庫
914.6||KAW

対話する生と死 : ユング心理学の視点

河合隼雄著

大和書房, 2006
01098408/２階-文庫
916||KIT

神様がくれたHIV

北山翔子著

紀伊國屋書店, 2000
00965665/２階
933||DIC

アンドロイドは電気羊の夢を見るか? : Do androids
フィリップ・K・ディック著
dream of electric sheep? (講談社ワールドブックス ; 7)

講談社, 1995

緋文字 : 完訳

岩波書店, 1992

00840699/大教室
933||HAW

ホーソーン作 ; 八木敏雄訳

00671681/２階-文庫
933||OKA

ノー・ノー・ボーイ

ジョン・オカダ著 ; 中山容訳

晶文社, 1979
00772287/２階
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書名

著者

出版社・出版年

ハツカネズミと人間

スタインベック著 ; 大浦暁生訳

新潮社, 1994

請求記号順
書名の【 】内は，応募点数

所蔵情報
933||STE
00725741/２階-文庫

ナサニエル・ホーソーン短編全集

ナサニエル・ホーソーン著 ; 國重純二
南雲堂, 1994
訳

933.6||HAW||1
00742268/地下１階
933.6||TWA

トム・ソーヤーの冒険

マーク・トウェイン著 ; 柴田元幸訳

新潮社, 2012
20126259/２階-文庫
933.6||WIL

幸福な王子 ; 柘榴の家

ワイルド著 ; 小尾芙佐訳

光文社, 2017
20171784/２階-文庫
933.7||CAR

必要になったら電話をかけて (村上春樹翻訳ライブラ
リー)

レイモンド・カーヴァー著 ; 村上春樹訳 中央公論新社, 2008

見えない人間

ラルフ・エリスン著 ; 松本昇訳

01151096/２階
南雲堂フェニックス,
2004

933.7||ELL||1
01063444/２階
933.7||HEN

オー・ヘンリー傑作選

オー・ヘンリー著 ; 大津栄一郎訳

岩波書店, 1979
01060516/２階-文庫
933.7||MIT||6

風と共に去りぬ

マーガレット・ミッチェル作 ; 荒このみ訳 岩波書店, 2015
20161513/２階-文庫

4

