
1

文京地区購入分

書　　　　名 版次 著者名 出版社 出版年月

1 ８割捨てる！情報術 理央周
日本経済新聞出
版社

2017.6

2 一瞬で片づく！ずるいパソコン仕事術 中山真敬 宝島社 2017.2

3
Excel最強の教科書 : 完全版 : すぐに使えて、一生役立つ「成果を生み出す」超エク
セル仕事術

藤井直弥：大山
啓介

ＳＢクリエイティブ 2017.2

4 Android(アンドロイド)アプリ完全(コンプリート)大事典．２０１７年版 ライタ－ズハイ 技術評論社 2017.1

5 時間がない人のための即効読書術 坪井賢一 洋泉社 2017.3

6 記憶に残る速読：あなたの脳力はまだ眠っている 堀大輔 アイバス出版 2017.5

7 頭の回転が３倍速くなる！速読トレ－ニング 角田和将 総合法令出版 2016.5

8 大論争！哲学バトル
畠山創：岩元辰
郎

ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2016.4

9 女子の人間関係：整理整頓 水島広子
サンクチュアリ出
版

2014.4

10
平均的(アベレージ)サラリーマンの最強の生き方 : なぜかうまくいってる人が大切に
している7つのこと

チ－ム安部礼司：
エフエム東京

マガジンハウス 2017.4

今年度から学生が図書の選書をすることができる企画「BookHunting」を８月10日に
紀伊國屋書店弘前店で実施しました。当日は、６名の学生が参加し、専門書・参考
書・小説など幅広い分野が選書（文京地区７５冊：本町地区３３冊 合計１０８冊）
されました。

2017年度　BookHunting の実施について

選書された図書は以下のとおりです。(書名をクリックすることで貸出状況等が参照できます。）

http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB2405669X#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB2426054X#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB23138008#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB23138008#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/MD20312375#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB23414954#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB24002216#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB2132565X#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB21735345#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB15400444#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB23879685#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB23879685#
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書　　　　名 版次 著者名 出版社 出版年月

11 多動力：全産業の“タテの壁”が溶けたこの時代の必須スキル 堀江貴文 幻冬舎 2017.5

12 運は創るもの 似鳥昭雄
日本経済新聞出
版社

2015.8

13 言ってはいけない：残酷すぎる真実 橘玲 新潮社 2016.4

14 畠山のスパッとわかる政治・経済爽快講義 改訂５版 畠山創 栄光（千代田区） 2016.12

15 インタ－ネットの憲法学 新版 松井茂記 岩波書店 2014.12

16 「マイナンバ－」が日本を壊す 斎藤貴男
集英社インタ－ナ
ショナル(発売：集
英

2016.2

17 政令指定都市：百万都市から都構想へ 北村亘 中央公論新社 2013.7

18 基本憲法．１
木下智史：伊藤
建

日本評論社 2017.2

19 スタ－バックスでラテを飲みながら憲法を考える 松井茂記 有斐閣 2016.5

20 実務解説民法改正：新たな債権法下での指針と対応
大阪弁護士会民
法改正問題特別

会

民事法研究会 2017.7

21 家族法 第３版 窪田充見 有斐閣 2017.3

22 裁判例からみた面会交流調停・審判の実務 梶村太市 日本加除出版 2013.9

23 臨床実務家のための家族法コンメンタ－ル．民法相続編 大塚正之 勁草書房 2017.1

24 〈判旨〉から読み解く民法
水野謙：古積健
三郎

有斐閣 2017.5

25 日本人のためのピケティ入門：６０分でわかる『２１世紀の資本』のポイント 池田信夫 東洋経済新報社 2014.12

26 日経キ－ワ－ド．２０１７－２０１８ 日経ＨＲ 日経ＨＲ 2016.12

27 小さな会社の新個人情報保護法：やるべきこと、気をつけること 村阪浩司 あさ出版 2016.8

http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB23763614#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB19392064#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB21053403#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB22915375#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB17517996#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB20872511#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB13015486#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB23087927#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB2114451X#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB2397380X#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB23279495#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB13625807#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB20608626#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB23666844#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB17525236#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB20112904#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB24261156#
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書　　　　名 版次 著者名 出版社 出版年月

28 論点解説個人情報保護法と取扱実務
宇賀克也：遠藤
信一郎

日本法令 2017.7

29 まんがでわかる地頭力を鍛える
細谷功：星井博
文

東洋経済新報社 2017.7

30
「仕事が速い人」と「仕事が遅い人」の習慣：仕事に追われるダメビジネスマンだった
私が働きながら

山本憲明 明日香出版社 2013.10

31 伝える力：「話す」「書く」「聞く」能力が仕事を変える！ 池上彰 ＰＨＰ研究所 2007.5

32 超一流の小さな気配り 三上ナナエ ＰＨＰ研究所 2017.3

33 １０倍ラクして成果を上げる完全自動のＥｘｃｅｌ術 奥谷隆一 インプレス 2016.3

34 まんがで身につくＰＤＣＡ
原マサヒコ：兼島
信哉

あさ出版 2015.12

35 まんがでわかるドラッカ－のマネジメント ｎｅｖ：藤屋伸二 宝島社 2017.3

36 ビットコインは「金貨」になる：円崩壊に備える資産防衛術 石角完爾 朝日新聞出版 2017.5

37 Ｓｕｉｃａが世界を制覇する：アップルが日本の技術を選んだ理由 岩田昭男 朝日新聞出版 2017.5

38 自分の小さな「箱」から脱出する方法：人間関係のパタ－ンを変えれば、うまくいく！
ア－ビンジャ－・
インスティチュ－

永

大和書房 2006.11

39 リニア新世紀名古屋の挑戦
奥野信宏：黒田
昌義

ディスカヴァ－・
トゥエンティワン

2017.7

40 ちょっとしたことでうまくいく発達障害の人が上手に働くための本
對馬陽一郎：林
寧哲

翔泳社 2017.5

41 殺人犯はそこにいる：隠蔽された北関東連続幼女誘拐殺人事件 清水潔 新潮社 2016.6

42 ブラック奨学金 今野晴貴 文藝春秋 2017.6

43 大学教員採用・人事のカラクリ 櫻田大造 中央公論新社 2011.11

44 早慶ＭＡＲＣＨ：大学ブランド大激変 小林哲夫 朝日新聞出版 2016.7

http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB24228117#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB24155895#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB15085700#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB15085700#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BA81718427#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB23336941#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB2091400X#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB20378989#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB24033923#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB23829825#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB2362862X#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BA79170551#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB24260095#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB23794356#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB21291376#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB23844137#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB0724449X#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB21630256#


4

書　　　　名 版次 著者名 出版社 出版年月

45 最後の秘境東京藝大：天才たちのカオスな日常 二宮敦人 新潮社 2016.9

46 困ったときにすぐひけるマナ－大事典：オ－ルカラ－
現代マナ－・作法
の会

西東社 2016.1

47 孫子の兵法 : まんがで身につく
長尾一洋：久米
礼華

あさ出版 2014.11

48 マンガでわかる微分積分：微積ってなにをしているの？どうして教科書はわかりに
石山たいら：大上
丈彦

ＳＢクリエイティブ 2007.12

49 ｐ値とは何か：統計を少しずつ理解する３４章
アンドリュ－・
ヴィッカ－ズ：竹
内正弘

丸善出版 2013.1

50 空の辞典 小河俊哉 雷鳥社 2014.4

51 美しき捕食者サメ図鑑 田中彰 実業之日本社 2016.3

52 ペンギンの楽園：地球上でもっとも生命にあふれた世界 水口博也 山と渓谷社 2016.8

53 スタンフォ－ド式最高の睡眠 西野精治 サンマ－ク出版 2017.2

54 エネルギ－と経済、そして人間 石田葉月 大学教育出版 2017.3

55 新幹線の科学：なぜ線路際に信号機がないの？どうして超高速で分岐で 梅原淳 ＳＢクリエイティブ 2010.7

56 ＷｏｒｄＰｒｅｓｓ本格Ｗｅｂサイト構築パ－フェクトマスタ－
音賀鳴海：アンカ
－プロ

秀和システム 2015.10

57 船の最新知識：タンカ－の燃費をよくする最新技術とは？驚きの方法で 池田良穂【著】 SBクリエイティブ 2008.11

58 究極にうまいクラフトビ－ルをつくる：キリンビ－ル「異端児」たちの挑戦 永井隆 新潮社 2016.10

59 虹色のチョ－ク：働く幸せを実現した町工場の奇跡 小松成美 幻冬舎 2017.5

60 得するごはん : 得損ヒーローズ「時間・お金・基本の得ワザ」大全集
得する人損する
人

マガジンハウス 2017.3

61 小さい農業で稼ぐコツ：加工・直売・幸せ家族農業で３０ａ１２００万円 西田栄喜
農山漁村文化協
会

2016.2

http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB22106673#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB20648201#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB17562957#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BA84223056#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB11411755#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB15585066#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB21238293#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB22179666#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB23443828#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB23439627#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB02714359#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB19942937#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BA87955469
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB22511004
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB2371764X
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB24262308
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB20603145
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書　　　　名 版次 著者名 出版社 出版年月

62 コンビニコ－ヒ－は、なぜ高級ホテルより美味いのか 川島良彰 ポプラ社 2015.10

63 「売れる営業」がやっていること「売れない営業」がやらかしていること 松橋良紀 大和書房 2017.6

64 店長とスタッフのための接客基本と実践 鈴木比砂江 同文館出版 2014.7

65 「１回きりのお客様」を「１００回客」に育てなさい！ 高田靖久 同文館出版 2009.3

66 ビジュアル思考×ＥＸＣＥＬで営業の成果を上げる本 角川淳 翔泳社 .2017.3

67 店長とスタッフのための売り場づくり基本と実践 福田ひろひで 同文館出版 2015.1

68 コンビニ難民：小売店から「ライフライン」へ 竹本遼太 中央公論新社 2016.3

69
スタ－バックスはなぜ値下げもテレビＣＭもしないのに強いブランドでいられるの
か？

ジョン・ム－ア：花
塚恵

ディスカヴァ－・
トゥエンティワン

2014.4

70 ゼロから学べるブログ運営×集客×マネタイズ人気ブロガ－養成講座 菅家伸 ソ－テック社 2016.10

71 マジ文章書けないんだけど：朝日新聞ベテラン校閲記者が教える一生モノの文章術 前田安正 大和書房 2017.4

72 ＴＯＥＩＣ　Ｌ＆Ｒテスト必勝ダブル模試 大里秀介 学研プラス 2017.6

73 星の王子さまフランス語辞典 ロゴポ－ト ジャパンタイムズ 2015.9

74 機長、事件です! : 空飛ぶ探偵の謎解きフライト 秋吉理香子 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2017.3

75 横濱エトランゼ 大崎梢 講談社 2017.6

http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB19675819
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB24261713
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB17849497
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BA9051967X
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB24261509
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB18277639
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB20877220
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB15703887
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB15703887
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB23188119
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB23514890
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB23861668
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB19658161
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB23590640
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB24115358#
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書　　　　名 版次 著者名 出版社 出版年月

1 人はみな妄想する：ジャック・ラカンと鑑別診断の思想 松本卓也 青土社 2015.5

2
幸福になりたいなら幸福になろうとしてはいけない：マインドフルネスから生まれた心
理療法ＡＣＴ入門

ラス・ハリス：岩下
慶一

筑摩書房 2015.12

3 催眠療法の教科書：ヒプノセラピ－による本当の「心の治し方」 林貞年 現代書林 2014.10

4 野の医者は笑う：心の治療とは何か？ 東畑開人 誠信書房 2015.8

5 魂への旅路：戦災から震災へ 横湯園子 岩波書店 2014.5

6 河合隼雄のカウンセリング入門：実技指導をとおして 河合隼雄【著】 創元社 1998.9

7 考える前に動く習慣 枡野俊明 三笠書房 2016.3

8 富国と強兵：地政経済学序説 中野剛志 東洋経済新報社 2016.12

9 モノの見方が１８０度変わる化学 齋藤勝裕 秀和システム 2017.2

10 遺族外来：大切な人を失っても 大西秀樹 河出書房新社 2017.6

11 臨終の七不思議：医師が見つめた、その瞬間の謎と心構え 志賀貢 三五館 2017.2

12 脳を最適化すれば能力は２倍になる：仕事の精度と速度を脳科学的にあげる方法 樺沢紫苑 文響社 2016.12

13 図説建築の歴史：西洋・日本・近代 カラ－版
西田雅嗣：矢ケ崎
善太郎

学芸出版社（京
都）

2013.12

14 隈研吾オノマトペ建築 隈研吾 エクスナレッジ 2015.9

15 ＴＡＤＡＯ　ＡＮＤＯ　Ｉｎｓｉｇｈｔ　Ｇｕｉｄｅ：５０　Ｋｅｙｗｏｒｄｓ　ａｂｏｕｔ　ＴＡＤＡＯ　Ａ 安藤忠雄
講談社ビ－シ－
(発売：講談社)

2013.2

16 挑発する写真史
金村修：タカザワ
ケンジ

平凡社 2017.2

http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB18533998#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB20361749#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB20361749#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB17493923#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB19429630#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB15599832#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BA37724919#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB24270383#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB22709613#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB23317619#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB23943343#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB23167800#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB22841097#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB1445705X#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB19931136#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB1200435X#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB2329814X#
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17 ままならないから私とあなた 朝井リョウ 文藝春秋 2016.4

18 星の子 今村夏子 朝日新聞出版 2017.6

19 書斎の鍵：父が遺した「人生の奇跡」 喜多川泰 現代書林 2015.6

20 劇場 又吉直樹 新潮社 2017.5

21 きらきら眼鏡 森沢明夫 双葉社 2015.11

22 遠い約束 室積光 キノブックス 2017.7

23 i (アイ) 西加奈子 ポプラ社 2016.11

24 不時着する流星たち
小川洋子（小説
家）

ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2017.1

25 この青い空で君をつつもう 瀬名秀明 双葉社 2016.10

26 ここは私たちのいない場所 白石一文 新潮社 2015.9

27 月のぶどう 寺地はるな ポプラ社 2017.1

28 旅立ちの季節 デビット・ゾペティ 講談社 2016.5

29 鬱屈精神科医、占いにすがる 春日武彦 太田出版 2015.12

30 仕事は楽しいかね？
デイル・ド－テン：
野津智子

きこ書房 2001.12

31 ガラスの封筒と海と
アレックス・シアラ
－：金原瑞人

求龍堂 2017.6

32 Ｅｖｅｒｙｔｈｉｎｇ，Ｅｖｅｒｙｔｈｉｎｇ：わたしと世界のあいだに
ニコラ・ユン：橋本
恵

静山社 2017.5

33 窓から逃げた１００歳老人
ヨナス・ヨナソン：
柳瀬尚紀

西村書店（新潟） 2014.7

http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB21059341#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB2392494X#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB18766486#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB23560606#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB20072752#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB24272560#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB22679294#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB23006211#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB22500507#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB19629775#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB24273574#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB24267764#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB20941239#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BA55611164#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB24016345#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB24265339#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB1597602X#
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