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２０１8年度　 １回目選書リスト

２回目選書リスト

[本館所蔵分]

書　　　　名 版次 著者名 出版社 出版年月

1 論理トレーニング 野矢茂樹 産業図書 2006.11

2 空海と密教 : 「情報」と「癒し」の扉をひらく 頼富本宏 PHP研究所 2015.3

3 社会科学系論文の書き方 明石芳彦 ミネルヴァ書房 2018.9

4 劇場型ポピュリズムの誕生 : 橋下劇場と変貌する地方政治 有馬晋作 ミネルヴァ書房 2017.2

5 未来政府 : プラットフォーム民主主義 
ｷﾞｬﾋﾞﾝ・ﾆｭｰｻﾑ著 ; 町
田敦夫訳 東洋経済新報社 2016.10

6 犯罪捜査の心理学 : プロファイリングで犯人に迫る 越智啓太 化学同人 2008.5

7 世界の経済学50の名著 
T.バトラー=ボードン
[著] ; 大間知知子訳

ディスカヴァー・
トゥエンティワン

2018.10

8 人口減少下の制度改革と地域政策
塩見英治, 山崎
朗

中央大学出版部 2011.12

9 東アジアの社会大変動 : 人口センサスが語る世界
末廣昭, 大泉啓
一郎

名古屋大学出版
会

2017.9

10 移民・外国人と日本社会
小崎敏男, 佐藤
龍三郎

原書房 2019.3

11 「図説」ホモセクシャルの世界史 松原國師 作品社 2015.7

12 音楽から聴こえる数学 : 『数学の音』43分CD付 島さち子 講談社 2018.9

2019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/2018_01BookHunting-list.pdf#
http://www.ul.hirosaki-u.ac.jp/guidetop/BookHunting/2018_02BookHunting-list.pdf#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BA79318415#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB18382633#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB26760995#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB23126315#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB22370831#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BA85947743#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB27194918#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB0755166X#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB24474383#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB27875529#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB19034166#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB27247865#
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書　　　　名 版次 著者名 出版社 出版年月

13 広い宇宙で人類が生き残っていないかもしれない物理学の理由
チャールズ・L・アド
ラー著 ; 松浦俊輔訳 青土社 2014.6

14 物理学は世界をどこまで解明できるか : 真理を探究する科学全史
マルセロ・グライサー
著 ; 藤田貢崇訳 白揚社 2017.7

15 ブラックホールと時空の方程式 : 15歳からの一般相対論 小林晋平 森北出版 2018.12

16
宇宙の果てまで離れていても、つながっている : 量子の非局所性から「空間のない
最新宇宙像」へ

ジョージ・マッサー著 ;
吉田三知世訳 インターシフト 2019.3

17 ミッション・トゥ・マーズ : 火星移住大作戦 
バズ・オルドリン著 ;
吉田三知世訳 エクスナレッジ 2014.6

18 地球内部ダイナミクス 鳥海光弘 [ほか] 岩波書店 2011.2

19 草の辞典 : 野の花・道の草 森乃おと 雷鳥社 2017.1

20 強制不妊 : 旧優生保護法を問う 毎日新聞取材班 毎日新聞出版 2019.3

21 優生保護法が犯した罪 : 子どもをもつことを奪われた人々の証言
優生手術に対する謝
罪を求める会編 現代書館 2018.2

22 薬草
平野隆久, 柴崎そ
の枝

山と溪谷社 2010.7

23 食べる薬草・山野草早わかり : 食べて効く!飲んで効く! : 身近な薬草・山野草106種 主婦の友社 主婦の友社 2018.6

24 スペースデブリ : 宇宙活動の持続的発展をめざして 加藤明 地人書館 2015.12

25 宇宙倫理学
伊勢田哲治, 神
崎宣次, 呉羽真

昭和堂 2018.12

26 鉱物の人類史
サリーム・H・アリ
著 ; 村尾智訳

青土社 2018.3

27 製造・輸出国別でわかる!化学物質規制ガイド
松浦徹也, 加藤
聰, 中山政明

第一法規 2018.2

28 図解でよくわかる土・肥料のきほん : 選び方・使い方から、安全性、種類、流通まで 日本土壌協会 誠文堂新光社 2014.8

29 わかりやすい園芸作物の栄養診断の手引き 渡辺和彦 誠文堂新光社 2010.2

http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB15747543#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB2397453X#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB27440344#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB27914540#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB27914540#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB15912311#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB04822545#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB23354375#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB28050334#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB25664089#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB02982879#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB26800896#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB20232804#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB27428451#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB25711429#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB25519057#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB16573798#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB01539468#
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書　　　　名 版次 著者名 出版社 出版年月

30
図解でよくわかる農薬のきほん : 農薬の選び方・使い方から、安全性、種類、流通ま
で

寺岡徹 誠文堂新光社 2014.5

31 ボタニカルイラストで見る園芸植物学百科
ジェフ・ホッジ著 ;
上原ゆうこ訳

原書房 2015.6

32 原色野菜の要素欠乏・過剰症 : 症状・診断・対策 新装版 渡辺和彦
農山漁村文化協
会

2002.12

33 図集野菜栽培の基礎知識 鈴木芳夫
農山漁村文化協
会

1996.3

34 名画の読解力 : 教養のある人は西洋美術のどこを楽しんでいるのか!? 田中久美子
エムディエヌコー
ポレーション

2018.9

35 刀剣秘話 : 100振りの名刀に秘められた来歴と物語 英和出版社 2017.11

36 日本刀の教科書
渡邉妙子, 住麻
紀

東京堂出版 2014.10

37 映画で実践!アカデミック・ライティング
ｶﾚﾝ・M・ｺﾞｯｸｼｸ
著; 土屋武久訳

小鳥遊書房 2019.3

38 きのう何食べた? : シロさんの簡単レシピ : 公式ガイド&レシピ 講談社 講談社 2019.4

39 脳が認める外国語勉強法
ガブリエル・ワイ
ナー著 ; 花塚恵
訳

ダイヤモンド社 2018.1

40 連鎖式英単語事典 = Associative memory-based English word dictionary 新装版
ホリム・ハン著 ; リ
チャード・キム訳 三修社 2012.11

41 古典ギリシア語入門 池田黎太郎 白水社 2018.5

42 額田王は生きていた 草壁焰太 市井社 2019.5

43 われはロボット : 決定版
ｱｲｻﾞｯｸ・ｱｼﾓﾌ著
; 小尾芙佐訳

早川書房 2004.8

44 チーズはどこへ消えた?
ｽﾍﾟﾝｻｰ・ｼﾞｮﾝｿﾝ
著 ; 門田美鈴訳

扶桑社 2000.11

45 迷路の外には何がある? : 『チーズはどこへ消えた?』その後の物語
ｽﾍﾟﾝｻｰ・ｼﾞｮﾝｿﾝ
著 ; 門田美鈴訳

扶桑社 2019.2

http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB15762445#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB15762445#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB18797581#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BA60840717#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BN14210608#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB26952238#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB24800942#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB17118855#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB27966613#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB28196985#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB25557340#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB11350978#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB26184216#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB2857837X#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BA72668510#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BA50060686#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB27860463#
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[医学部分館所蔵分]

書　　　　名 版次 著者名 出版社 出版年月

1 バレットジャーナル : 人生を変えるノート術
ライダー・キャロル著 ;
栗木さつき訳 ダイヤモンド社 2019.4

2 なぜか仕事が速い人のパソコンの使い方 中山真敬 三笠書房 2015.11

3 時間を忘れるほど面白いオトナの雑学 面白雑学倶楽部 三笠書房 2018.3

4 読み出したらとまらない雑学の本 竹内均 三笠書房 2017.5

5 アイデア大全 : 創造力とブレイクスルーを生み出す42のツール 読書猿 フォレスト出版 2017.2

6 感情的にならない気持ちの整理術 : ハンディ版 和田秀樹
ディスカヴァー・
トゥエンティワン

2017.1

7 ラカンはこう読め! 
スラヴォイ・ジジェ
ク著 ; 鈴木晶訳

紀伊國屋書店 2008.2

8 世界の偉人おもしろ雑学 博学面白倶楽部 三笠書房 2019.7

9 国旗大好き! : 見た目も由来もユニークな93カ国の国旗を紹介
世界国旗博学ク
ラブ

PHP研究所 2019.7

10 マリー・アントワネットの暗号 : 解読されたフェルセン伯爵との往復書簡
ｴｳﾞﾘﾝ・ﾌｧｰ著 ; ﾀﾞ
ｺｽﾀ吉村花子訳

河出書房新社 2018.8

11 SDGs入門
村上芽, 渡辺珠
子

日本経済新聞出
版社

2019.6

12 ベンジャミン・フランクリンの心理法則 : 人あたりの良さだけで英雄になった 内藤誼人 ぱる出版 2018.6

13 マンガでわかる!対人関係の心理学 ゆうきゆう監修 西東 2019.4

14 ルールを守る心 : 逸脱と迷惑の社会心理学 北折充隆 サイエンス社 2017.9

15 災害ボランティア入門 : 実践から学ぶ災害ソーシャルワーク 山本克彦 ミネルヴァ書房 2018.4

16
世界でいちばん素敵な元素の教室 = The world's most wonderful classroom of the
elements

栗山恭直, 東京エ
レクトロン

三才ブックス 2017.11

http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB28355499#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB28522003#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB2852096X#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB23831441#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB22916673#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB2374771X#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BA84707176#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB28521215#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB2852134X#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB26920231#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB28356527#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB26513409#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB2808909X#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB24473303#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB25983531#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB24929177#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB24929177#
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書　　　　名 版次 著者名 出版社 出版年月

17 世界でいちばん素敵な進化の教室
長谷川政美監
修・写真

三才ブックス 2019.2

18 鳥肉以上、鳥学未満。 川上和人 岩波書店 2019.2

19 カラスの文化史 
カンダス・サビッジ著 ;
瀧下哉代訳 エクスナレッジ 2018.5

20 安楽死を遂げた日本人 宮下洋一 小学館 2019.6

21
病理医ヤンデルのおおまじめなひとりごと : 常識をくつがえす“病院・医者・医療のリ
アルな話

市原真 大和書房 2019.3

22 世にも美しい人体図鑑
スティーブ・パーカー
著 ; 千葉啓恵訳

ディスカヴァー・
トゥエンティワン

2018.12

23 「ポリヴェーガル理論」を読む : からだ・こころ・社会 津田真人 星和書店 2019.5

24 ○×問題でマスター薬理学 山本浩一 医歯薬出版 2017.3

25 医学生・研修医のための画像診断リファレンス  山下康行 医学書院 2018.3

26 ERで闘うためのクスリの使い方 久村正樹 中外医学社 2019.6

27 ERのクリニカルパール : 160の箴言集 岩田充永 医学書院 2018.11

28 災害と日本人 中井久夫 みすず書房 2018.7

29 日本社会における外傷性ストレス 中井久夫 みすず書房 2019.1

30 コレクティフ : サン・タンヌ病院におけるセミネール
ジャン・ウリ著 ;
多賀茂 [ほか] 訳

月曜社 2017.11

31 「心の病気」がきちんとわかる本 : 症状対処法受診 齋藤英二 西東社 2019.6

32 パーソナリティ障害の精神分析的アプローチ : 病理の理解と分析的対応の実際
松木邦裕, 福井
敏編

金剛出版 2019.5

33 発達障害の時代とラカン派精神分析 : 「開かれ」としての自閉をめぐって
上尾真道, 牧瀬
英幹

晃洋書房 2017.6

http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB27909438#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB27764517#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB26216731#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB2836546X#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB27946081#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB27946081#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB2756127X#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB28305683#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB23202548#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB25956845#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB28438348#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB27395669#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB26451028#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB27532974#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB25001445#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB2847564X#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB28472685#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB24015262#
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書　　　　名 版次 著者名 出版社 出版年月

34 あなたの人生を変える睡眠の法則 : 朝昼夕3つのことを心がければOK! 菅原洋平 自由国民社 2012.9

35 果実 細川亜衣 リトルモア 2019.5

36 ほんとに、フォント。 : フォントを活かしたデザインレイアウトの本 ingectar-e ソシム 2019.3

37 けっきょく、よはく。 : 余白を活かしたデザインレイアウトの本 ingectar‐e ソシム 2018.7

38 ヘンタイ美術館 = Museum of hentai
山田五郎, こやま
淳子

ダイヤモンド社 2015.11

39 写真家と行く世界の絶景 谷角靖 青菁社 2016.10

40
人生が大きく変わる話し方100の法則 : ボイトレ活用&あがり対策でスピーチが上手
くなる

酒井とし夫
日本能率協会マ
ネジメントセン
ター

2019.5

41 ベルリンは晴れているか 深緑野分 筑摩書房 2018.9

42 存在しない小説 = the NOVEL does not exist いとうせいこう 講談社 2013.11

43 アリス殺し 小林泰三 東京創元社 2019.4

44 泣くな研修医 中山祐次郎 幻冬舎 2019.2
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