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２０１8年度　 １回目選書リスト

書　　　　名 版次 著者名 出版社 出版年月

1 座右の古典 : 今すぐ使える50冊 鎌田浩毅 筑摩書房 2018.9

2 優雅な読書が最高の復讐である : 山崎まどか書評エッセイ集 山崎まどか DU BOOKS 2018.6

3 発想の技術 : アイデアを生むにはルールがある 樋口景一 電通 2013.3

4 世界一やさしい問題解決の授業 渡辺健介 ダイヤモンド社 2007.6

5 世界一やさしい右脳型問題解決の授業 渡辺健介 ダイヤモンド社 2018.1

6 毒になる親 : 一生苦しむ子供
スーザン・フォワード
著 ; 玉置悟訳 講談社 2001.10

7 「働く」ということ : 100年通用する仕事の流儀 小林勁
幻冬舎メディアコ
ンサルティング

2018.11

8 あなたの人生を変えるお金の教養 加谷珪一
PHPエディター
ズ・グループ

2016.12

9 ウェイト,ホワット? : ハーバード発、成功を導く「5つの質問」
ジェイムズ・E・ライア
ン著 ; 新井ひろみ訳

ハーパーコリン
ズ・ジャパン

2018.5

10 お金持ちが肝に銘じているちょっとした習慣 菅原圭 河出書房新社 2017.10

11 ひろさき読解本(よみとくほん) 改訂版
津軽ひろさき歴史文
化観光検定実行委員
会

弘前観光コンベン
ション協会

2018.7

12 読んで深める日本史実力強化書 塚原哲也 駿台文庫 2018.5

2018年度　第2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/2018_01BookHunting-list.pdf#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB2678754X#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB26546408#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB12350496#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BA82477144#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB25535406#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BA57650371#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB27382088#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB22854860#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB26058029#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB27371580#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB27436132#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB27419494#
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書　　　　名 版次 著者名 出版社 出版年月

13 ローマ帝国大図鑑
ナイジェル・ロジャー
ズ著 ; 田中敦子訳 ガイアブックス 2013.12

14 ロシア革命の激震 神野正史 ベレ出版 2014.11

15 メディチ家の黄昏
ハロルド・アクトン
著 ; 柴野均訳

白水社 2012.12

16 寺田寅彦 : いまを照らす科学者のことば 池内了 河出書房新社 2011.11

17 歌え、翔べない鳥たちよ : マヤ・アンジェロウ自伝 
マヤ・アンジェロ
ウ著 ; 矢島翠訳

青土社 2018.4

18 エリック・ホッファー自伝 : 構想された真実
E・ホッファー著 ;
中本義彦訳

作品社 2002.6

19 カール・マルクス入門 的場昭弘 作品社 2018.9

20 地図で見るロシアハンドブック
パスカル・マルシャン著
; 太田佐絵子訳 原書房 2017.6

21 不安な個人、立ちすくむ国家
経産省若手プロ
ジェクト

文藝春秋 2017.11

22 これからの日本の論点 2019年版 日本経済新聞社
日本経済新聞出
版社

2018.10

23 共産党宣言 : 新訳 : 初版ブルクハルト版 (1848年) 新装版
カール・マルクス著 ;
的場昭弘訳・著 作品社 2018.9

24 枝野幸男、魂の3時間大演説 : 「安倍政権が不信任に足る7つの理由」
ハーバー・ビジネス・
オンライン編 扶桑社 2018.8

25 変容するドイツ政治社会と左翼党 : 反貧困・反戦 木戸衛一 耕文社 2015.5

26 図解地政学入門 : 世界のニュースがわかる! 高橋洋一 あさ出版 2015.12

27 独裁者のためのハンドブック
ﾌﾞﾙｰｽ・ﾒｽｷｰﾀ他著 ;
四本健二 他訳 亜紀書房 2013.11

28 政党組織の政治学 建林正彦 東洋経済新報社 2013.8

29 明るい公務員講座 岡本全勝 時事通信出版局 2017.3

http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB14712769#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB17836032#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB08245443#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB0768470X#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB26020900#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BA5717847X#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB26790293#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB23813290#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB25098968#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB16994821#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB26837422#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB26670779#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB18520704#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB20265756#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB14200439#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB13225489#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB23404790#
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書　　　　名 版次 著者名 出版社 出版年月

30 10年で激変する!「公務員の未来」予想図 小紫雅史 学陽書房 2018.10

31 公務員1年目の教科書 堤直規 学陽書房 2016.4

32 残業ゼロで結果を出す公務員の仕事のルール 秋田将人 学陽書房 2013.12

33 2040年自治体の未来はこう変わる! 今井照 学陽書房 2018.9

34 法哲学と法哲学の対話 = A dialogue between jurisprudence and legal philosophy
安藤馨, 大屋雄
裕

有斐閣 2017.4

35 憲法 呉明植 弘文堂 2018.5

36 公共政策を学ぶための行政法入門
深澤龍一郎, 大田直
史, 小谷真理編 法律文化社 2018.3

37 「行動経済学」人生相談室
ダン・アリエリー
著 ; 櫻井祐子訳

早川書房 2018.2

38 経営者の条件
P.F. ドラッカー著 ;
上田惇生訳

ダイヤモンド社 2006.11

39 自分の時間を取り戻そう : ゆとりも成功も手に入れられるたった1つの考え方 ちきりん ダイヤモンド社 2016.11

40 知的生産力が劇的に高まる最強フレームワーク100 永田豊志 ソフトバンククリエイ2008.12

41 採用基準 : 地頭より論理的思考力より大切なもの 伊賀泰代 ダイヤモンド社 2012.11

42 職場の問題地図 : 「で、どこから変える?」残業だらけ・休めない働き方 沢渡あまね 技術評論社 2016.10

43 ぼくは「技術」で人を動かす : 今いるメンバーで結果を出す{チームリーダー}のレシピ 高島宏平 ダイヤモンド社 2015.2

44 ケーススタディ優良・成長企業の人事戦略
上林憲雄, 三輪卓己
編著 [ほか] 著 税務経理協会 2015.9

45 企業が求める人間力
社会経済生産性
本部

生産性出版 2006.12

46 働き方の問題地図 : 「で、どこから変える?」旧態依然の職場の常識
沢渡あまね, 奥山
睦

大修館書店 2018.4

http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB27137787#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB21248209#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB13098596#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB26978027#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB23504274#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB26024082#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB25778022#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB25740529#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BA79390682#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB22745559#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BA88720427#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB10759738#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB22316836#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB18079103#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB19339651#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BA80086805#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB25381120#
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書　　　　名 版次 著者名 出版社 出版年月

47 ストーリーでわかる財務3表超入門 : お金の流れで会計の仕組みが見えてくる 國貞克則 ダイヤモンド社 2011.2

48 米軍式人を動かすマネジメント 田中靖浩
日本経済新聞出
版社

2016.5

49 日銀日記 : 五年間のデフレとの闘い 岩田規久男 筑摩書房 2018.10

50 文化的再生産の社会学 : ブルデュー理論からの展開 宮島喬 藤原書店 2017.4

51 プロカウンセラーの聞く技術・話す技術 マルコ社 マルコ社 2012.6

52 文化・階級・卓越化
ﾄﾆｰ・ﾍﾞﾈｯﾄ 他著 ;
磯直樹 他 訳

青弓社 2017.10

53 転げ落ちない社会 : 困窮と孤立をふせぐ制度戦略 宮本太郎 勁草書房 2017.10

54 ユーキャンの社労士基礎完成レッスン 2019年版
ユーキャン社労
士試験研究会

ユーキャン学び出
版

2018.8

55 教養としての社会保障 香取照幸 東洋経済新報社 2017.6

56 小さなまちづくりのための空き家活用術 廣瀬達志 他 建築資料研究社 2017.1

57 空き家を活かす : 空間資源大国ニッポンの知恵 松村秀一 朝日新聞出版 2018.11

58 社会喪失の時代 : プレカリテの社会学
ロベール・カステ
ル著 ; 北垣徹訳

明石書店 2015.4

59 法と経済で読みとく雇用の世界 : これからの雇用政策を考える
大内伸哉, 川口
大司

有斐閣 2014.1

60 説教したがる男たち
ﾚﾍﾞｯｶ・ﾛﾙﾆｯﾄ著 ;
ﾊｰﾝ小路恭子訳

左右社 2018.9

61 養子縁組の社会学 : 「日本人」にとって「血縁」とはなにか 野辺陽子 新曜社 2018.2

62 危機のなかの若者たち : 教育とキャリアに関する5年間の追跡調査
乾彰夫, 本田由
紀, 中村高康

東京大学出版会 2017.11

63
トランスジェンダーと現代社会 : 多様化する性とあいまいな自己像をもつ人たちの生
活世界

石井由香理 明石書店 2018.3

http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB05393965#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB21987370#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB27057178#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB23490715#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB09923299#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB24693401#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB24784198#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/MD20313629#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB23679981#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB22897579#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB27187388#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB18544790#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB14702991#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB2675968X#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB25664169#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB24909420#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB25899049#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB25899049#
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書　　　　名 版次 著者名 出版社 出版年月

64 貧困の基本形態 : 社会的紐帯の社会学
ｾﾙｼﾞｭ・ﾎﾞｰｶﾞﾑ著
; 川野英二 他訳

新泉社 2016.3

65 自殺の歴史
ロミ著 ; 土屋和之
訳

国書刊行会 2018.4

66 男が痴漢になる理由 斉藤章佳 イースト・プレス 2017.8

67
プロケースワーカー100の心得 : 福祉事務所・生活保護担当員の現場でしたたかに
生き抜く法

柴田純一 現代書館 2015.5

68 合理的配慮義務の横断的検討 : 差別・格差等をめぐる裁判例の考察を中心に
九州弁護士会連
合会　他

現代人文社 2017.10

69 韓国の歴史教育 : 皇国臣民教育から歴史教科書問題まで
金漢宗著 ; 國分
麻里, 金辰訳

明石書店 2015.10

70 「公共の扉」をひらく授業事例集 : 新科目「公共」
東京都高等学校
公民科研究会

清水書院 2018.11

71 博士号のとり方 : 学生と指導教員のための実践ハンドブック
E・M・ﾌｨﾘｯﾌﾟｽ 他
著 ; 角谷快彦訳

名古屋大学出版
会

2018.10

72 なんげえはなしっこしかへがな
北彰介文 ; 太田
大八絵

BL出版 2018.11

73 自衛隊イラク日報 : バグダッド・バスラの295日間 防衛省 柏書房 2018.9

74 図説日本戦陣作法事典 笹間良彦 柏書房 2000.4

75 自己組織化 : 自然界の法則に学ぶ未来のエンジニアリング
ジョン A.ペレスコ
著 ; 鈴木宏明訳

森北出版 2015.2

76 行列が描くもの 結城浩 SBクリエイティブ 2018.10

77 図解と実例と論理で、今度こそわかるガロア理論 鈴木智秀 SBクリエイティブ 2017.2

78 美しい無限級数 : ゼータ関数とL関数をめぐる数学 若原龍彦 プレアデス出版 2017.11

79 一般相対性理論を一歩一歩数式で理解する 石井俊全 ベレ出版 2017.3

80 対称性 : レーダーマンが語る量子から宇宙まで
ﾚｵﾝ・ｸﾘｽﾄﾌｧｰﾋﾙ
著 ; 小林茂樹訳

白揚社 2008.4

http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB20932941#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB26121205#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB24452904#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB18733567#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB18733567#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB24808795#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB19750448#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB27246272#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB26985565#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB27438105#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB26858262#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BA46469018#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB18142764#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB26999843#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB23149401#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB24683612#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB23366647#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BA85599498#
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書　　　　名 版次 著者名 出版社 出版年月

81 宇宙論大全 : 相対性理論から、ビッグバン、インフレーション、マルチバースへ
ジョン・D・バロウ
著 ;, 林大訳

青土社 2013.10

82 動的平衡ダイアローグ : 世界観のパラダイムシフト = Dynamic equilibrium dialogue 福岡伸一 木楽舎 2014.2

83 研究をささえるモデル生物 : 実験室いきものガイド 吉川寛, 堀寛 化学同人 2009.9

84 働かないアリに意義がある 長谷川英祐 KADOKAWA 2016.6

85 手技療法とオステオパシーにおけるトリガーポイントと筋肉連鎖
ﾌｨﾘｯﾌﾟ・ﾘﾋﾀｰ 他著 ;
タオデス江利子訳 ガイアブックス 2009.5

86 41の原因から未来の失敗を予測する 中尾政之 森北出版 2005.10

87 世界をつなぐ100の技術 日経BP社 日経BP社 2018.10

88 まぼろしの奇想建築
ﾌｨﾘｯﾌﾟ・ｳｲﾙｷﾝｿﾝ
著 ; 関谷冬華訳

日経ナショナルジ
オグラフィック社

2018.10

89 航空機力学入門
加藤寛一郎, 大屋昭
男, 柄沢研治 東京大学出版会 1982.11

90 文具上手 土橋正 東京書籍 2012.8

91 ドイツ人が教えてくれたストレスを溜めない生き方
久保田由希文・
写真

産業編集センター 2018.11

92
クレーム対応「完全撃退」マニュアル : 対面・電話・メールまで : 100業種・5000件を
解決したプロが明かす23の技術

援川聡 ダイヤモンド社 2018.9

93 表現の技術 高崎卓馬 中央公論新社 2018.10

94 戦略PR世の中を動かす新しい6つの法則 本田哲也
ディスカヴァー・
トゥエンティワン

2017.4

95 「欲しい」の本質 : 人を動かす隠れた心理「インサイト」の見つけ方
大松孝弘, 波田
浩之

宣伝会議 2017.12

96 若者離れ : 電通が考える未来のためのコミュニケーション術
通若者研究部編
; 吉田将英 他

エムディエヌコー
ポレーション

2016.8

97 サザビーズで朝食を : 競売人(オークショニア)が明かす美とお金の物語
フィリップ・フック著 ;
中山ゆかり訳 フィルムアート社 2016.12

http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB13674813#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB14803321#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BA91226178#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB21485179#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BA89982688#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BA74082537#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB27053643#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB26900551#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BN00565911#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB10453487#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB27405795#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB27057156#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB27057156#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB27056095#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB23665524#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB25056571#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB21870180#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB22719934#
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98 しんどい母から逃げる!! : いったん親のせいにしてみたら案外うまくいった 田房永子 小学館 2018.3

99 ナナメの夕暮れ 若林正恭 文藝春秋 2018.8

100 Life : アンドレス・イニエスタ自伝
Ａ・イニエスタ著 ; グレ
イヴストック陽子訳 東邦出版 2017.2

101 江國香織を読む : ふてぶてしくも豪奢な美と愛 福田和也 廣済堂出版 2014.7

102 文豪たちの友情 石井千湖 立東舎 2018.4

103 ゲイの可視化を読む : 現代文学に描かれる「性の多様性」? 黒岩裕市 晃洋書房 2016.10

104 三島由紀夫ふたつの謎 大澤真幸 集英社 2018.11

105 なかなか暮れない夏の夕暮れ 江國香織 角川春樹事務所 2017.2

106 青森乃怪 高田公太 竹書房 2018.11

107 かがみの孤城 辻村深月 ポプラ社 2017.5

108 告白 : 三島由紀夫未公開インタビュー
三島由紀夫著 ;
TBSｸﾗｯｼｯｸ編

講談社 2017.8

109 人生一般ニ相対論 須藤靖 東京大学出版会 2010.4

110 寺田寅彦 : 科学者とあたま 寺田寅彦 平凡社 2015.12

111 ゆがみちゃん : 毒家族からの脱出コミックエッセイ 原わた KADOKAWA 2015.7

112 うちの子もいじめられました : 「いじめ不登校」から「脱出」まで150日間の記録 鈴木真治 WAVE出版 2018.11

113 虚無回廊 小松左京
城西国際大学出
版会

2017.8

114 ムーン・パレス
ポール・オースター
[著] ; 柴田元幸訳 新潮社 2010.12

http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB26126173#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB27013183#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB23779782#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB16125527#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB26096731#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB22324313#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB27203167#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB23344291#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB27438819#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB23637121#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB24437117#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB01878769#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB20349186#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB20238061#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB2725892X#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB24407910#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB06228432#
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115 オープン・シティ
テジュ・コール著 ; 小
磯洋光訳 新潮社 2017.7

116 分解する
リディア・デイヴィス著
; 岸本佐知子訳 作品社 2016.6

117 サミュエル・ジョンソンが怒っている
リディア・デイヴィス著
; 岸本佐知子訳 作品社 2015.8

118 AM/PM
アメリア・グレイ著 ; 松
田青子訳 河出書房新社 2017.9

119 最初の悪い男
ミランダ・ジュライ著 ;
岸本佐知子訳 新潮社 2018.8

120 エドウィン・マルハウス
ｽﾃｰﾌﾞﾝ・ﾐﾙﾊｳｻﾞｰ著 ;
岸本佐知子訳 河出書房新社 2016.6

121 私の名前はルーシー・バートン
ｴﾘｻﾞﾍﾞｽ・ｽﾄﾗｳﾄ著 ;
小川高義訳 早川書房 2017.5

122 あなたを選んでくれるもの
ミランダ・ジュライ著 ;
岸本佐知子訳 新潮社 2015.8

123 波止場日記 : 労働と思索
エリック・ホッファー
[著] ; 田中淳訳 みすず書房 2014.9

124 魂の錬金術 : エリック・ホッファー 全アフォリズム集
E・ホッファー著 ;
中本義彦訳

作品社 2003.2

http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB24132765#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB21716089#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB19652609#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB2505140X#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB26676141#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB21513693#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB24067084#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB1935540X#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB16632718#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BA61028095#
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