
配架場所：地域学ゼミ（本館2F）・・2Fアクティブ・ラーニング・エリア内に書架があります。

指定図書は、館内で利用していただくもの（禁帯出）と、貸出できるもの（貸出期間は1週間）の2種類ありますので、ご注意ください。

関連本は、図書館で所蔵している、テーマに沿った本を集めました。貸出期間は通常通り2週間です。

図書ＩＤ 書名 著者名 出版事項 巻冊次 分類番号
禁帯出
区分

冊数

テーマ1 08206502
りんごをアップルとは呼ばせない:津軽りんご人たちが語る日本農
業の底力

黄孝春,平本和博著 弘前弘前大学出版会2015.5 625.21||Ko11r 禁帯出 3

テーマ1 08283415
りんごをアップルとは呼ばせない:津軽りんご人たちが語る日本農
業の底力

黄孝春,平本和博著 弘前弘前大学出版会2015.5 625.21||Ko11r 貸出可 6

テーマ2 07828626 白神山地で活躍する人々 弘前大学白神自然観察園編 弘前弘前大学出版会2010.3 観光編 291.21||Sh83||Ka 禁帯出 3

テーマ2 08283454 白神山地で活躍する人々 弘前大学白神自然観察園編 弘前弘前大学出版会2010.3 観光編 291.21||Sh83||Ka 貸出可 5

テーマ2 08201487 白神学入門 弘前大学白神自然環境研究所編 弘前弘前大学出版会2015.3 A291.21||Sh83 禁帯出 3

テーマ2 92099813 白神学入門 弘前大学白神自然環境研究所編 弘前弘前大学出版会2015.3 A291.21||Sh83 貸出可 7

テーマ3 07912651
平均寿命をどう読む?:より平易に、より分かりやすく、より科学的
に健康を語りたい

中路重之著 弘前弘前大学出版会2011.3 498||N34 禁帯出 3

テーマ3 08283481
平均寿命をどう読む?:より平易に、より分かりやすく、より科学的
に健康を語りたい

中路重之著 弘前弘前大学出版会2011.3 498||N34 貸出可 5

テーマ4 07635742 青森県で生きる若者たち 李永俊,石黒格[著] 弘前弘前大学出版会2008.3 A366.21||I11 禁帯出 3

テーマ4 92099852 青森県で生きる若者たち 李永俊,石黒格[著] 弘前弘前大学出版会2008.3 A366.21||I11 貸出可 6
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テーマ1 07373380 青森県のりんご:市販の品種とりんごの話題 杉山芬,杉山雍共著 青森北の街社2005.7 A625.21||Su49 貸出可 2

テーマ1 07593448
リンゴ農家の経営危機とリンゴ火傷病の検疫問題:WTO体制下の
構造問題に迫る

宇野忠義著 弘前弘前大学出版会2007.12 625.21||U77 貸出可 2

テーマ1 07719854 青森農業は生き残れるか 宇野忠義著 弘前北方新社2009.3 A611.8||U77 貸出可 2

テーマ1 07969171
青森リンゴが開拓したロシア市場:地域特産品の輸出促進を考え
る

丹野大著 東京日本評論社2011.10 A611.48||Ta88a 貸出可 2

テーマ1 07250287 りんご100万トン時代の品種と課題 青森県りんご育種同好会編集
弘前青森県りんご育種同好会
1982.12

A625.21||R45 貸出可 2
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テーマ1 07150056
りんご流通・販売の現状と振興策について:平成13年度あおもり
県民政策研究

研究代表者神田建策,黄孝春,成田
拓未

弘前りんご振興研究会2002.3 A625.21||Ka51 貸出可 1

テーマ1 07250340
農協共販の展開と農産物販売戦略の確立:農協マーケティング
の確立に向けて

小野博著 黒石小野博1991.1 A611.46||O67 貸出可 1

テーマ1 07138607 変貌する農産物流通システム:卸売市場の国際比較 小林康平[ほか]著
東京農山漁村文化協会
1995.11

610.8||Z3||20 貸出可 1

テーマ2 08232355
白神山地を学びなおす記録集:白神山地世界自然遺産登録20周
年記念シンポジウム

弘前大学白神自然環境研究所編集
弘前弘前大学白神自然環境
研究所

519.81||Sh83 貸出可 1

テーマ2 08188670 世界遺産白神山地:自然体験・観察・観光ガイド 根深誠著 東京七つ森書館2011.8 A291.21||N61s 貸出可 1

テーマ2 07394485 白神山地・四季のかがやき:世界遺産のブナ原生林 根深誠著 〔東京〕JTB2002.3 A291.21||N61 貸出可 1

テーマ2 07387772 どうする山のトイレ・ゴミ:オーバーユースと登山者の課題 日本勤労者山岳連盟編 東京大月書店2002.6 786.1||D88 貸出可 1

テーマ2 08160438 白神山地保全・利用基本計画
青森青森県環境保健部自然
保護課1994.3

519.81||Sh83 貸出可 1

テーマ3 07578691 Dr.中路の健康医学講座:寿命を読み解けば健康が見えてくる 中路重之著 弘前弘前大学出版会2007.10
A041||H71||3
A498||N34

貸出可 2

テーマ3 06898926 生活習慣病を防ぐ:健康寿命をめざして 香川靖雄著 東京岩波書店2000.6 080||2A||679 貸出可 1

テーマ3 07891616 新・生活習慣病:小児期から予防が必要です 平山宗宏,村田光範共著 東京少年写真新聞社2010.4 493.18||H69 貸出可 1

テーマ3 06806111
生活習慣病を中心とした青森県民の寿命延命のための医学ﾌﾟﾛ
ｼﾞｭｸﾄ:研究業績論文集:みちのく銀行医学研究助成

弘前大学医学部編 弘前弘前大学医学部1999.3 A493.1||Se17 貸出可 1

テーマ3 08246495 Dr中路が語るあおもり県民の健康 中路重之著;東奥日報社編 青森東奥日報社2015.3 A498.3||N34d 貸出可 1

テーマ3 07894881
予防医学からみた肥満、糖尿病、がん:メタボリックシンドローム
を克服する

河田純男著 東京丸善プラネット 493.12||Ka98 貸出可 1

テーマ4 07912598 ものづくりに生きる人々:旧城下町・弘前の職人 杉山祐子,山口恵子編 弘前弘前大学出版会2011.3
041||H71||7
750.21||Mo35

貸出可 2

テーマ4 08188604 青森の逆襲:地の果て"を楽しむ逆転の発想" 福井次郎著 東京言視舎2011.7 A302.12||F76a 貸出可 2

テーマ4 08094821 「東京」に出る若者たち:仕事・社会関係・地域間格差 石黒格[ほか]著 京都ミネルヴァ書房2012.9 361.7||To46 貸出可 2

テーマ4 08028528
地域で遊ぶ、地域で育つ子どもたち:遊びから「子育ち支援」を考
える

深作拓郎代表編著;阿比留久美[ほ
か]編著

東京学文社2012.6 379.3||C43 貸出可 1

テーマ4 08263018
人口減少×デザイン:地域と日本の大問題を、データとデザイン
思考で考える。

筧裕介著 東京英治出版2015.6 334.31||Ka24 貸出可 1

テーマ4 08262943 地域おこし協力隊:日本を元気にする60人の挑戦 椎川忍[ほか]編著 京都学芸出版社2015.9 601.1||C43 貸出可 1

テーマ4 06320905 ふるさと秋田夢おこし:熱血地域おこし仕掛人 佐々木三知夫,秋田ふるさと塾編 秋田無明舎出版1994.3 601.12||F94 貸出可 1


