
1

２０１7年度　 １回目選書リスト

２回目選書リスト

書　　　　名 版次 著者名 出版社 出版年月

1 Rによる機械学習入門 金森敬文 オーム社 2017.11

2 作って身につくC言語入門 久保秋真 ソシム 2018.6

3 マンガみたいにすらすら読める哲学入門 蔭山克秀 大和書房 2017.1

4 集中力のひみつ 伊藤丈恭 芸術新聞社 2018.4

5 世界のエリートが学んできた「自分で考える力」の授業 狩野みき 日本実業出版社 2013.7

6 緊張をとる 伊藤丈恭 芸術新聞社 2015.8

7 高学歴モンスター : 一流大学卒の迷惑な人たち 片田珠美 小学館 2018.4

8 いい人病 : ゆがんだ人間関係をやめる処方箋 玉川真里 大和書房 2018.4

9 速いミスは、許される。 : 仕事が面白くなる60の「小さな工夫」 中谷彰宏
サンクチュアリ出
版

2017.11

10 JTの変人採用 : 「成長を続ける人」の共通点はどこにあるのか 米田靖之 KADOKAWA 2018.5

11 気力より体力 : 一流のコンディションを手に入れる : physical condition rather than grit 吉越浩一郎 KADOKAWA 2016.8

12 出会いに恵まれる女性がしている63のこと 中谷彰宏 日本実業出版社 2017.2

2018年度　第1回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。）

過去の選書リストはこちらから確認できます。

http://www.ul.hirosaki-u.ac.jp/guidetop/BookHunting/2017_01BookHunting-list.pdf#
http://www.ul.hirosaki-u.ac.jp/guidetop/BookHunting/2017_02BookHunting-list.pdf#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB24928243#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB2619081X#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB2283288X#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB26436465#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB12886066#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB19329443#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB26002567#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB26032309#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB26436046#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB26406282#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB2203586X#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB26459700#
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書　　　　名 版次 著者名 出版社 出版年月

13 「ずうずうしい女」になろう。 : 高嶺の花をつかむ62の方法 中谷彰宏 大和出版 2017.10

14 本物の思考力 出口治明 小学館 2017.4

15 4週間で人生が変わる心とお金の法則 : ビューティフル・マネー
 リアン・ジェイコブズ  ;
薩摩美知子訳

ディスカヴァー・
トゥエンティワン

2018.5

16 瞬発力の高め方
ジョーブログ
ジョー

サンクチュアリ出
版

2018.3

17 自分を愛する技術 : 本気で人生を変えたい人のための 加藤秀視 徳間書店 2014.6

18 うまくいっている人の考え方
ジェリー・ミンチントン ;
弓場隆訳

ディスカヴァー・
トゥエンティワン

2013.4

19 セクシーな人は、うまくいく。 中谷彰宏 学研プラス 2017.6

20 斎藤一人悩みはなくせる
斎藤一人, 舛岡はな
ゑ PHP研究所 2017.3

21 図解世界5大宗教全史 中村圭志
ディスカヴァー・
トゥエンティワン

2016.6

22 小さな悟り : 人生には「小さな答え」があればいい 枡野俊明 三笠書房 2018.7

23 松下幸之助のことがマンガで3時間でわかる本 : 最も尊敬される経営の神様
吉田浩 ; つだゆみマ
ンガ 明日香出版社 2017.7

24 ダークツーリスト : 世界の混沌を歩く 丸山ゴンザレス 講談社 2017.7

25 呑み鉄、ひとり旅 : 乗り鉄の王様がゆく 芦原伸 東京新聞 2016.9

26 山小屋の灯
小林百合子文 ; 野川
かさね写真 山と溪谷社 2018.7

27 ちょっとそこまで旅してみよう 益田ミリ 幻冬舎 2017.4

28 これでいいのか青森県 鈴木士郎編 マイクロマガジン社2018.4

29 内田樹の生存戦略 : 悩める人、いらっしゃい 内田樹 自由国民社 2016.6

http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB26453318#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB23571748#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB26438380#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB26463559#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB26447155#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB1275656X#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB26461699#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB26455903#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB21765506#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB26443926#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB26456316#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB2429622X#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB26442898#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB26457239#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB24638174#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB2647964X#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB21477829#
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書　　　　名 版次 著者名 出版社 出版年月

30 県庁そろそろクビですか? : 「はみだし公務員」の挑戦 円城寺雄介 小学館 2016.2

31 「国境なき医師団」を見に行く いとうせいこう 講談社 2017.11

32
ディズニー・USJ (ユニバーサル・スタジオ・ジャパン) で学んだ現場を強くするリー
ダーの原理原則 = Disney & USJ leader ship

今井千尋 内外出版社 2017.11

33 働き方改革 : 生産性とモチベーションが上がる事例20社 小室淑恵 毎日新聞出版 2018.3

34 社内プレゼンの資料作成術 前田鎌利 ダイヤモンド社 2015.7

35 「人たらし」のブラック心理術 : 初対面で100%好感を持たせる方法 内藤誼人 大和書房 2008.9

36 小さな会社でぼくは育つ 神吉直人 インプレス 2017.2

37 世界標準の仕事のルール : 海外に飛び出す前に知っておきたかったこと 小林慎和
ディスカヴァー・
トゥエンティワン

2018.4

38 ルフィの仲間力 : 『ONE PIECE』流、周りの人を味方に変える法 安田雪 PHP研究所 2018.6

39 かかわると面倒くさい人 榎本博明
日本経済新聞出
版社

2018.5

40 会社・仕事・人間関係「もう、何もかもしんどい…」と疲れ果てたときに読む本
石原加受子文 : 黒川
依漫画 SBクリエイティブ 2018.3

41 女子高生の裏社会 : 「関係性の貧困」に生きる少女たち 仁藤夢乃 光文社 2017.8

42 Survive! : 「もしも」を生き延びるサバイバル手帖
ガイ・キャンベルほか;
間芝勇輔イラスト 文響社 2017.12

43 学校の事例から学ぶフィジカルアセスメントワークブック
遠藤伸子, 成川美和
編  北樹出版 2018.4

44 最新Q&A教師のための救急百科 衞藤隆 [ほか] 大修館書店 2018.4

45 いざというとき学校現場で役に立つ食物アナフィラキシー対応ガイドブック
兵庫食物アレルギー
研究会 診断と治療社 2015.4

46 学校において予防すべき感染症の解説 : 平成30(2018)年発行
日本学校保健会
出版部

2018.5

http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB20740849#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB2509278X#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB25274506#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB25274506#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB25800642#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB19422427#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BA8969332X#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB23115716#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB26443325#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB26453373#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB26185784#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB2643241X#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB16265989#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB25407698#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB26135877#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB26046686#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB1871267X#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB26247950#
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書　　　　名 版次 著者名 出版社 出版年月

47 学校におけるがん教育の考え方・進め方
植田誠治; 物部博文,
杉崎弘周 大修館書店 2018.3

48 事例別病気、けが、緊急事態と危機管理 : 保健室・職員室からの学校安全 volume1
五十嵐哲也, 茅野理
恵編著 ; 秋山緑 少年写真新聞社 2017.2

49 事例別病気、けが、緊急事態と危機管理 : 保健室・職員室からの学校安全 volume2
五十嵐哲也, 茅野理
恵編著 ; 秋山緑 少年写真新聞社 2017.6

50 教科書にみる世界の性教育
橋本紀子, 池谷壽夫,
田代美江子 かもがわ出版 2018.2

51 拝啓、アスペルガー先生 : 異才の出張カウンセラー実録 : マンガ版
奥田健次原作 ; 武嶌
波漫画 飛鳥新社 2015.2

52
親が死んだ5分後にあなたがしなければならないこと : 葬儀の流れ・相続の手続きが
わかる本

三村麻子, 内田麻由
子監修 永岡書店 2017.11

53 おはぎやまと学ぶ日本のしきたり
朝日新聞出版編
集

朝日新聞出版 2016.12

54 相手もよろこぶ私もうれしいオトナ女子の気くばり帳
気くばり調査委員会
編

サンクチュアリ出
版

2017.4

55 雲を愛する技術 荒木健太郎 光文社 2017.12

56 雪崩教本 
雪氷災害調査チーム,
雪崩事故防止研究会 山と渓谷社 2017.12

57 日本の高山植物400 新井和也 文一総合出版 2010.6

58 世界に一つだけの深海水族館 石垣幸二 成山堂書店 2016.6

59 世界ぐるっと爬虫類探しの旅 : 不思議なカメとトカゲに会いに行く 加藤英明 エムピージェー 2011.4

60 鳥類学者だからって、鳥が好きだと思うなよ。 川上和人 新潮社 2017.4

61 緊急・応急処置Q&A : もしもの時に必ず役立つ! 三上剛人
日本看護協会出
版会

2016.3

62 さくさくトリアージ : 救急外来『ポケットマニュアル』 
大渕信久, 中島康, 吉
澤大 他 東京法令出版 2010.5

63
こころの不安がわかる精神医学入門 : 最前線の精神科医が語る精神医学「入門ガ
イド」

洋泉社 2018.4

http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB26112565#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB23333477#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB23333477#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB25592206#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB1825524X#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB25006358#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB25006358#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB22945015#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB23781478#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB2510756X#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB25066382#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB02550160#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB21627193#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB05813776#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB2356978X#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB20973381#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB02661423#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB26045719
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB26045719
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書　　　　名 版次 著者名 出版社 出版年月

64 ネット依存・ゲーム依存がよくわかる本 樋口進 講談社 2018.6

65 学校関係者のためのDSM-5
ルネー M. トービン ;
高橋晶, 袖山紀子訳 医学書院 2017.6

66 血流がすべて解決する 堀江昭佳 サンマーク出版 2016.3

67 働く人のための最強の休息法 : ハーバード×MBA×医師 猪俣武範
ディスカヴァー・
トゥエンティワン

2017.8

68 三浦雄一郎の「歩く技術」 : 60歳からの街歩き・山歩き
三浦雄一郎, 三浦豪
太 講談社 2011.10

69
北欧スウェーデン式自分を大切にする生き方 : 心の病を抜け出した夫婦からのアド
バイス27

マッツ・ビルマーク ;
齋藤慎子訳 文響社 2017.8

70 ビジネスパーソンのための折れないメンタルのつくりかた 相場聖
ディスカヴァー・
トゥエンティワン

2018.6

71 手ぶらで生きる。 : 見栄と財布を捨てて、自由になる50の方法 ミニマリストしぶ
サンクチュアリ出
版

2018.5

72 マキ流やめていい家事 マキ 宝島社 2018.7

73 パリで学んだ暮らしの質"を高める秘訣
ジェニファー・L・スコッ
ト; 神崎朗子訳 大和書房 2017.5

74 ココ・シャネルの言葉 山口路子 大和書房 2017.10

75 女は服装が9割 : なぜか大切にされる人のルール 吉村ひかる 毎日新聞出版 2018.3

76 一汁一菜でよいという提案 土井善晴 グラフィック社 2016.10

77 基本を知ればもっとおいしい!ワインを楽しむ教科書 : Let's enjoy WINE 大西タカユキ ナツメ社 2018.6

78 世界史を大きく動かした植物 稲垣栄洋 PHP研究所 2018.7

79 タネが危ない 野口勲
日本経済新聞出
版社

2011.9

80 珈琲 (コーヒー) の世界史 旦部幸博 講談社 2017.10

http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB26351136
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB23992699#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB21379637#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB24825896#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB07378758#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB2469551X#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB2469551X#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB26474420#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB26198516#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB26446210#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB24621808#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB26167374#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB26185208#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB2231148X#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB26377435#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB2638914X#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB06805966#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB24681173#
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81 品格のある英語は武器になる : 覚えるだけで「できる人」に見える英語フレーズ集 マヤ・バーダマン 宝島社 2018.1

82 ネットで「女性」に売る : 数字を上げる文章とデザインの基本原則  谷本理恵子 インプレス 2017.9

83 風俗嬢の見えない孤立 角間惇一郎 光文社 2017.4

84 外食産業創業者列伝 牛田泰正  路上社 2018.5

85 全米は、泣かない。 : 伝え方のプロたちに聞いた刺さる言葉のつくり方 五明拓弥 あさ出版 2018.3

86 ドリルを売るには穴を売れ : 誰でも「売れる人」になるマーケティング入門 佐藤義典 青春出版社 2007.1

87 やってはいけないデザイン 平本久美子 翔泳社 2016.12

88 誰も教えてくれないデザインの基本
細山田デザイン事務
所 エクスナレッジ 2018.1

89 印刷・加工DIYブック
大原健一郎,グラフィッ
ク社編集部 グラフィック社 2016.4

90 人生はおもしろがった人の勝ち 萩本欽一 大和書房 2018.4

91 「筋肉」よりも「骨」を使え! 
甲野善紀, 松村
卓

ディスカヴァー・
トゥエンティワン,

2014.5

92
ドイツの子どもは審判なしでサッカーをする : 自主性・向上心・思いやりを育み、子ど
もが伸びるメソッド

中野吉之伴 ナツメ社 2017.12

93 登山力アップの強化書 : 遭難予備軍と呼ばれないために 徳永哲哉 西日本新聞社 2017.6

94 トムラウシ山遭難はなぜ起きたのか : 低体温症と事故の教訓 羽根田治 山と溪谷社 2010.8

95 スノーキャンプ・マニュアル : SNOW CAMP : 雪の中でアウトドアを快適に楽しむ 
ボーイスカウト日本連
盟 誠文堂新光社 2017.10

96 脱!あがり症 渡邉由規 同文舘出版 2018.6

97 学校では教えてくれない!国語辞典の遊び方 サンキュータツオ KADOKAWA 2016.11

http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB25234046#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB24622593#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB23467939#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB26202453#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB26256361#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BA79907143#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB22860295#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB2547633X#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB21509583#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB25985242#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB16021882#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB25033645#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB25033645#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB2451849X#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB03318357#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB24949775#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB26462840#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB22701112#
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書　　　　名 版次 著者名 出版社 出版年月

98 小説の言葉尻をとらえてみた 飯間浩明 光文社 2017.10

99 大人の言い換えハンドブック
話題の達人倶楽
部

青春出版社 2018.7

100 語彙力がないまま社会人になってしまった人へ 山口謡司 ワニブックス 2017.1

101 敬語の教科書1年生 : オールカラー版 : 事例&イラストが満載だから、スグに身につきます 新星出版社編集部編 新星出版社 2016.3

102 知的文章術 : 誰も教えてくれない心をつかむ書き方 外山滋比古 大和書房 2017.8

103 Sherlock : ピンク色の研究 : バイリンガル版
スティーヴン・モファッ
ト, マーク・ゲイティス
脚本

KADOKAWA 2015.8

104 「とりあえず」は英語でなんと言う? ルーク・タニクリフ 大和書房, 2016.10

105 ムー公式実践・超日常英会話 宇佐和通 学研プラス 2017.9

106 スクリプトドクターの脚本教室 初級篇 三宅隆太 新書館 2015.7

107 スクリプトドクターの脚本教室 中級篇 三宅隆太 新書館 2015.7

108 夜を乗り越える 又吉直樹 小学館 2016.6

109 清張鉄道1万3500キロ 赤塚隆二 文藝春秋 2017.11

110 短歌ください 穂村弘 KADOKAWA 2014.6

111 もうちょっと生きる : 歌集 三田三郎 星雲社 2018.6

112 キリンの子 : 鳥居歌集 鳥居 KADOKAWA 2016.2

113 セーラー服と機関銃 赤川次郎 角川書店 2006.9

114 居酒屋ぼったくり 秋川滝美 星雲社 2014.5

http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB24695407#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB26453103#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB22769921#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB20923689#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB24231891#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB20084886#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB22605844#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB25021205#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB1903231X#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB1903231X#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB21343458#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB25034411#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB15961984#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB26449081#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB2090137X#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BA78603766#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB16635181#
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書　　　　名 版次 著者名 出版社 出版年月

115 阪急電車 有川浩 幻冬舎 2010.8

116 50回目のファーストキス 萩原はるな 講談社 2018.4

117 津軽双花 葉室麟 講談社 2016.7

118 あなたは、誰かの大切な人 原田マハ 講談社 2014.12

119 楽園のカンヴァス 原田マハ  新潮社 2017.7

120 スイート・ホーム 原田マハ ポプラ社 2018.3

121 さいはての彼女 原田マハ 角川書店 2013.1

122 旅屋おかえり 原田マハ 集英社 2014.9

123
話すことが怖い。でも一人にはなりたくないんだ。 : あなたが知らない最高の自分に
気づく40の言葉

春明力 Clover出版 2018.1

124 俳句でつくる小説工房 堀本裕樹, 田丸雅智 双葉社 2017.10

125 未来のミライ 細田守 KADOKAWA 2018.6

126 砂漠 伊坂幸太郎 実業之日本社 2017.10

127 コーヒーが冷めないうちに 川口俊和 サンマーク出版 2015.12

128 この嘘がばれないうちに 川口俊和 サンマーク出版 2017.3

129 森へ行きましょう 川上弘美
日本経済新聞出版
社

2017.10

130 クリムゾンの迷宮 貴志祐介 角川書店 1999.4

131 君と会えたから… : the goddess of victory 喜多川泰
ディスカヴァー・
トゥエンティワン

2006.7

http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB03382582#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB26141326#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB22020997#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB17560816#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB15988958#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB25799587#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB12017282#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB16878478#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB26435316#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB26435316#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB24867364#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB26273917#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB2646631X#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB20483451#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB23301787#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB24637965#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BA4417769X#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BA79017612#
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書　　　　名 版次 著者名 出版社 出版年月

132 「手紙屋」 : 僕の就職活動を変えた十通の手紙 喜多川泰
ディスカヴァー・
トゥエンティワン

2007.8

133 万引き家族 是枝裕和 宝島社 2018.6

134 じっと手を見る 窪美澄著 幻冬舎 2018.4

135 境遇 湊かなえ 双葉社 2015.10

136 豆の上で眠る 湊かなえ 新潮社 2017.7

137 Nのために 湊かなえ 双葉社 2014.8

138 少女 湊かなえ 双葉社 2012.2

139 贖罪 湊かなえ 双葉社 2012.6

140 ユートピア 湊かなえ 集英社, 2015.11

141 ペンギン・ハイウェイ 森見登美彦 角川書店 2012.11

142 四畳半神話大系 森見登美彦 角川書店 2008.3

143 夜は短し歩けよ乙女 森見登美彦 角川書店 2008.12

144 おまじない 西加奈子 筑摩書房 2018.3

145 逢魔が時に会いましょう 荻原浩 集英社 2018.4

146 木洩れ日に泳ぐ魚 恩田陸 文芸春秋 2010.11

147 僕が愛したすべての君へ 乙野四方字 早川書房 2016.6

148 君を愛したひとりの僕へ 乙野四方字 早川書房 2016.6

http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BA83382553#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB26161017#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB2597487X#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB19844858#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB23923903#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB16548633#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB08533288#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB09479392#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB20044972#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB10987765#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BA85683448#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BA88538365#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB25654653#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB26002330#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB03919619#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB22035065#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB22035054#
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書　　　　名 版次 著者名 出版社 出版年月

149 Ank : a mirroring ape 佐藤究 講談社 2017.8

150 ジョン・レノン対火星人 高橋源一郎 講談社 2004.4

151 銀河英雄伝説 / 田中芳樹著 1:黎明篇 田中芳樹 東京創元社 2007-2008

152 銀河英雄伝説 / 田中芳樹著 2:野望篇 田中芳樹 東京創元社 2007-2008

153 銀河英雄伝説 / 田中芳樹著 3:雌伏篇 田中芳樹 東京創元社 2007-2008

154 銀河英雄伝説 / 田中芳樹著 4:策謀篇 田中芳樹 東京創元社 2007-2008

155 銀河英雄伝説 / 田中芳樹著 5:風雲篇 田中芳樹 東京創元社 2007-2008

156 銀河英雄伝説 / 田中芳樹著 6:飛翔篇 田中芳樹 東京創元社 2007-2008

157 銀河英雄伝説 / 田中芳樹著 7:怒濤篇 田中芳樹 東京創元社 2007-2008

158 銀河英雄伝説 / 田中芳樹著 8:乱離篇 田中芳樹 東京創元社 2007-2008

159 銀河英雄伝説 / 田中芳樹著 9:回天篇 田中芳樹 東京創元社 2007-2008

160 銀河英雄伝説 / 田中芳樹著 10:落日篇 田中芳樹 東京創元社 2007-2008

161 嚙みあわない会話と、ある過去について 辻村深月 講談社 2018.6

162 夜市 恒川光太郎 角川書店 2008.5

163 群像短篇名作選 1946-1969 群像編集部編 講談社 2018.3

164 群像短篇名作選 1970-1999  群像編集部編 講談社 2018.4

165 ネコと読む『方丈記』に学ぶ"人生を受けとめる力"
高寺あずま文 ; 野田
映美絵 文響社 2017.7

http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB24921583#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BA66780265#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BA87302090#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BA87302090#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BA87302090#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BA87302090#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BA87302090#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BA87302090#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BA87302090#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BA87302090
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BA87302090
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BA87302090
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB26295884
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BA86105254#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB25732575#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB25732575#
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166 九十歳。何がめでたい 佐藤愛子 小学館 2016.8

167 街と山のあいだ 若菜晃子 KTC中央出版 2017.9

168 深夜特急 1 沢木耕太郎 新潮社 1994

169 深夜特急 2 沢木耕太郎 新潮社 1994

170 深夜特急 3 沢木耕太郎 新潮社 1994

171 深夜特急 4 沢木耕太郎 新潮社 1994

172 深夜特急 5 沢木耕太郎 新潮社 1994

173 ダメ親と呼ばれても学年ビリの3人の子を信じてどん底家族を再生させた母の話
ああちゃん, さやか(ビ
リギャル)著 KADOKAWA, 2015.12

174 小保方晴子日記 = Haruko Obokata's Diary 小保方晴子 中央公論新社 2018.3

175 近現代作家集 1 池澤夏樹 河出書房新社 2017.3

176 近現代作家集 2 池澤夏樹 河出書房新社 2017.5

177 近現代作家集 3 池澤夏樹 河出書房新社 2017.7

178 共鳴するジョージ・エリオットとヴァージニア・ウルフ : 「私」から「私たち」へ 木下未果子 彩流社 2018.3

179 ハックルベリー・フィンの冒けん
マーク・トウェイン ; 柴
田元幸訳 研究社 2017.12

180 カラヴァル : 深紅色の少女
ステファニー・ガー
バー; 西本かおる訳 キノブックス 2017.8

181 レジェンダリー : 魔鏡の聖少女 
ステファニー・ガー
バー ; 西本かおる訳 キノブックス 2018.7

182 ラヴクラフト全集 1
H.P.ラヴクラフト ; 大
瀧啓裕 [ほか] 訳 東京創元社 1974.12

http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB22048169
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB24742507#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BN10502645#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BN10502645#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BN10502645#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BN10502645#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BN10502645#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB18767208
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB26273633
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB2323913X#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB2323913X#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB2323913X#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB25925207#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB25321945#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB25920189#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB26431814#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BN02518515#
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183 その日の後刻に 
グレイス・ペイリー ;
村上春樹訳 文藝春秋 2017.8

184 書店主フィクリーのものがたり
ガブリエル・ゼヴィン ;
小尾芙佐訳 文藝春秋 2017.8

185 冬の日誌
ポール・オースター ;
柴田元幸訳 新潮社 2017.2

186 内面からの報告書
ポール・オースター ;
柴田元幸訳 新潮社 2017.3

187 飛ぶ教室 
ケストナー ; 丘沢静也
訳 光文社 2006.9

188 プルーストと過ごす夏 
アントワーヌ・コンパ
ニョン,他 ; 國分俊宏
訳

光文社 2017.2

189 冬の夜ひとりの旅人が
イタロ・カルヴィーノ;
脇功訳 白水社 2017.2

http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB24545594#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB24545594#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB23220914#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB23585549#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BA78513062#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB23059604#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB22214712#
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