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第1回目の選書リストはこちらから確認できます。←クリック

書　　　　名 版次 著者名 出版社 出版年月

1 人生が変わる!ずるいスマホ仕事術 : タブレット対応版 タトラエディット 宝島社 2017.12

2
超図解ブロックチェーン入門 : 新しいビジネスモデルがここから生まれる! : 暮らしや
ビジネスはどう変わる?

桜井駿
日本能率協会マ
ネジメントセン 2017.9

3 パソコン仕事が10倍速くなる80の方法 : たった1秒の最強スキル 田中拓也 ＳＢクリエイティブ 2017.4

4 Cの絵本 : C言語が好きになる新しい9つの扉 第2版 アンク 翔泳社 2016.12

5 新・解きながら学ぶC言語
柴田望洋, 由梨
かおる

SBクリエイティブ 2016.12

6 Webライター入門 : 副業・プロで稼ぐための50の基礎知識
かみむらゆい [ほ
か]

技術評論社 2015.9

7 他人が必ず、あなたに従う黒すぎる心理術
ロミオ・ロドリゲ
ス・Jr.

PHP研究所 2016.5

8 絶対に勝つ黒い心理術 : 流れを操り、勝負を支配する
ロミオ・ロドリゲ
ス・Jr.

PHP研究所 2017.6

9 効きすぎて中毒(ヤミツキ)になる最強の心理学 神岡真司 すばる舎 2017.2

10 メンタリストDaiGoの心を強くする300の言葉 DaiGo セブン&アイ出版 2016.5

11 政治学大図鑑
ポール・ケリーほ
か ; 豊島実和訳

三省堂 2014.9

12 国家総合職専門試験過去問500 2019年度版
資格試験研究会
編

実務教育出版 2017.10

13 国家一般職「大卒」専門試験過去問500 2018年度版
資格試験研究会
編

実務教育出版 2017.1

2017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。）

http://www.ul.hirosaki-u.ac.jp/guidetop/BookHunting/2017_01BookHunting-list.pdf
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB25093104#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB24750505#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB24750505#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB24553628#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB22800817#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB20749504#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB20014053
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB21399929#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB25085616
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB23968956
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB21404585
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB16355662
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB07723823#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB07893073
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書　　　　名 版次 著者名 出版社 出版年月

14 東京都・特別区「I類」教養・専門試験過去問500 2019年度版
資格試験研究会
編

実務教育出版 2017.2

15 日本国憲法を口語訳してみたら 塚田薫 幻冬舎 2013.7

16 面会交流と養育費の実務と展望 : 子どもの幸せのために 第2版 棚村政行 日本加除出版 2017.9

17 要約離婚判例171 新版 本橋美智子 学陽書房 2016.1

18 親権・監護権をめぐる法律と実務 改訂増補
渋谷元宏, 渋谷
麻衣子

清文社 2017.11

19 マンガでやさしくわかるファシリテーション
谷益美 ; 円茂竹
縄作画

日本能率協会マ
ネジメントセン
タ

2017.3

20 プロ直伝!最高の結果を出すファシリテーション
山田豊; 増田慎マ
ンガ ナツメ社 2017.10

21 コミックだからわかる!相手の本音を見抜く仕事の心理術
メンタリストDaiGo
; saco漫画

KADOKAWA 2017.7

22 日本人のためのクラウドファンディング入門 板越ジョージ フォレスト出版 2015.10

23 ザ・クラウドファンディング 佐々木敦也
金融財政事情研
究会 2016.6

24 ぼくらがクラウドファンディングを使う理由(わけ) : 12プロジェクトの舞台裏
山本純子, 佐々
木周作

学芸出版社 2016.5

25
入門クラウドファンディング : スタートアップ、新規プロジェクト実現のための資金調
達法

山本純子 日本実業出版社 2014.3

26 投資苑　心理・戦略・資金管理
アレキサンダー・
エルダー ; 福井
強

パンローリング 2000.8

27 投資苑２　トレーディングルームにようこそ
アレキサンダー・
エルダー ; 山中

彦

パンローリング 2003.8

28 図解はじめての投資信託 朝倉智也監修
学研パブリッシン
グ 2015.3

29
いちばんやさしいブロックチェーンの教本 : 人気講師が教えるビットコインを支える仕
組み

杉井靖典 インプレス 2017.9

30 公務員試験本試験過去問題集国税専門官　2019年度採用版 
TAC株式会社(公
務員講座)

TAC株式会社出
版事業部

2017.11

http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BA71714951
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB13084423#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB24421365
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB20598646
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB25067501#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB23655462
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB2509480X#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB2505973X
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB20299146
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB21455112#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB21114009#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB14914639
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB14914639
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BA50161399#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BA63222408#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB18803017
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB24732117#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB24732117#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB15017620#
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書　　　　名 版次 著者名 出版社 出版年月

31 ブラック職場 : 過ちはなぜ繰り返されるのか? 笹山尚人著 光文社 2017.11

32 LGBT法律相談対応ガイド
東京弁護士会
LGBT法務研究部

第一法規 2017.2

33
セクシュアル・マイノリティの法律相談 : LGBTを含む多様な性的指向・性自認の法
的問題

東京弁護士会性
の平等に関する
委 会

ぎょうせい 2016.12

34 障害者総合支援法のすべて : これ一冊でわかる! 柏倉秀克 ナツメ社 2017.12

35 Q&A障害者差別解消法 : わたしたちが活かす解消法みんなでつくる平等社会
野村茂樹, 池原
毅和編

 生活書院 2016.3

36 子どもの権利ガイドブック
日本弁護士連合
会子どもの権利
委 会

明石書店 2017.6

37 教職教養　[2019年度] 1 教育原理・教育史 東京アカデミー
ティーエーネット
ワーク

2017.10

38 教職教養　[2019年度] 2 教育心理・教育法規 東京アカデミー
ティーエーネット
ワーク 2017.10

39 日本の外来生物 : 決定版
自然環境研究セ
ンター

平凡社 2008.4

40 コケの生物学
北川尚史 ; しだと
こけ談話会

研成社 2017.1

41 樹皮・葉でわかる樹木図鑑 菱山忠三郎 成美堂出版 2011.6

42 へんないきもの 早川いくを 新潮社 2010.6

43 里山の昆虫ハンドブック
日本放送出版協
会

日本放送出版協
会

2010.6

44 チョウの生物学
本田計一, 加藤
義臣

東京大学出版会 2005.8

45 夜蛾百種 : 原色図鑑 : 吸蛾類を中心として
森介計,川村満,川
沢哲夫

全国農村教育協
会

1989.8

46 鱗翅類学入門 : 飼育・解剖・DNA研究のテクニック
那須義次, 広渡
俊哉, 吉安裕

東海大学出版部 2016.8

47 料理の科学　素朴な疑問に答えます
ロバート・ウォル
ク ; ハーパー保
子訳

楽工社 2012.12

http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB24891278
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB23266482#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB22877618#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB22877618#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB2492804X#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB21017261
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB23826565
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BA40692854#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BA40692854#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BA85696100#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB23139237#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB06586909#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB02240593
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB02798144#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BA73374694#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BN04124339#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB21856157#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB1131158X#
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書　　　　名 版次 著者名 出版社 出版年月

48 料理の科学　続　素朴な疑問に再び答えます
ロバート・ウォル
ク ; ハーパー保
子訳

楽工社 2014.10

49 伝わるWebライティング : スタイルと目的をもって共感をあつめる文章を書く方法
ニコル・フェントン,
ケイト・キー

  遠

 ビー・エヌ・エヌ
新社

2015.7

50 たった2日でわかるネットワークの基礎 : この1冊でザックリ理解! 中島能和 秀和システム 2016.2

51 最強の効果を生みだす新しいSEOの教科書 : new textbook of SEO 野澤洋介 技術評論社 2017.10

52 世界一美味しい煮卵の作り方 : 家メシ食堂 : ひとりぶん100レシピ
はらぺこグリズ
リー

光文社 2017.2

53 書かなきゃいけない人のためのWebコピーライティング教室 森田哲生 KADOKAWA 2016.6

54 SEO対策のためのWebライティング実践講座 鈴木良治 技術評論社 2015.3

55 仕事の能率を上げる最強最速のスマホ&パソコン活用術 石川温 朝日新聞出版 2017.3

56 Webライティング成功の法則60 上原佳彦 翔泳社 2007.12

57 100倍クリックされる超Webライティング実践テク60 東香名子
パルコエンタテイ
ンメント事業部

2017.3

58 Web文章の書き方入門教室 : いますぐはじめる 志鎌真奈美 技術評論社 2016.6

59
文章力を鍛えるWebライティングのネタ出しノート : 日々の更新に使えるネタの考え
方と書き方

敷田憲司 翔泳社 2016.6

60 謎解きはディナーのあとで　3 東川篤哉 小学館 2012.12

61 重力ピエロ 伊坂幸太郎 新潮社 2006.6

62 踊る猫 折口真喜子 光文社 2017.2

63 その日のまえに 重松清 文藝春秋 2008.9

64 NNN(ねこねこネットワーク)からの使者 : 猫だけが知っている 矢崎存美 角川春樹事務所 2017.10

http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB19628320#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB19290472#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB20683381#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB24615758#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB23060272
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB21692311
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB18416906#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB23464544#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BA84585691
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB23921238#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB21371497
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB22324109
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB22324109
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB03448261
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BA77537644
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB25071757
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BA87139400
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB25089468
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書　　　　名 版次 著者名 出版社 出版年月

65 ふたりの距離の概算 米澤穂信 角川書店 2012.10

66 愚者のエンドロール 米澤穂信 角川書店 2002.8

67 氷菓 米澤穂信 角川書店 2001.11

68 クドリャフカの順番 米澤穂信 角川書店 2008.5

69 遠まわりする雛 米澤穂信 角川書店 2010.7

70 100万分の1回のねこ 江國香織 [ほか] 講談社 2015.7

71 今日は、自分を甘やかす : いつもの毎日をちょっと愛せるようになる48のコツ 夏生さえり
ディスカヴァー・
トゥエンティワン

2017.4

72 野良犬トビーの愛すべき転生
 W・ブルース・
キャメロン ; 青木
多香

新潮社 2012.7

http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB09500342
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BA64430058
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BA64428045
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BA86175806#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB0287243X
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB19059247
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB2384777X
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB09515791#
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