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２０１9年度　 １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 量子情報理論 第3版
佐川弘幸, 吉田
宣章

丸善出版 2019.10

2 Rグラフィックスクックブック : ggplot2によるグラフ作成のレシピ集 第2版
Winston Chang著 ; 石
井弓美子 他訳

オライリー・ジャパ
ン

2019.11

3 本は読んだらすぐアウトプットする! 齋藤孝 興陽館 2019.7

4 完璧を求める心理 : 自分や相手がラクになる対処法 櫻井茂男 金子書房 2019.8

5 ナチスはこうして政権を奪取した 神野正史 ベレ出版 2016.7

6 宣伝的人間の研究ヒットラー 草森紳一 文遊社 2015.12

7 煽動の方法 草森紳一 文遊社 2016.5

8 文化の利用 草森紳一 文遊社 2017.1

9 ローマ法王に米を食べさせた男 : 過疎の村を救ったスーパー公務員は何をしたか? 高野誠鮮 講談社 2012.4

10 宇宙兄弟今いる仲間でうまくいくチームの話 長尾彰 学研プラス 2019.8

11 BLが開く扉 : 変容するアジアのセクシュアリティとジェンダー
ジェームズ・ウェ
ルカー

青土社 2019.11

12 ひれふせ、女たち : ミソジニーの論理
ケイト・マン著 ; 小
川芳範訳

慶應義塾大学出
版会

2019.11

2019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/2019_01BookHunting-list.pdf#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB29108214#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB29216680#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB28593271#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB28771620#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB21855449#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB2026048X#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB21245481#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB22918078#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB09019767#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB28854921#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB2911769X#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB29247130#
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書　　　　名 版次 著者名 出版社 出版年月

13 女たちの精神史 : 明治から昭和の時代 伊藤由希子 春秋社 2018.8

14 逸脱の文化史 : 近代の「女らしさ」と「男らしさ」 小倉孝誠
慶應義塾大学出
版会

2019.4

15 ボーイズ : 男の子はなぜ「男らしく」育つのか
レイチェル・ギーザ著
; 冨田直子訳 DU BOOKS 2019.3

16 地図とデータで見る性の世界ハンドブック
ﾅﾃﾞｨｰﾇ・ｶｯﾀﾝ他著;太
田佐絵子訳 原書房 2018.9

17
見えない性的指向アセクシュアルのすべて : 誰にも性的魅力を感じない私たちにつ
いて

ｼ ｭﾘｰ・ｿﾝﾄ ﾗ・ﾃ ｯ
ｶｰ著 ; 上田勢子
訳

明石書店 2019.4

18 Xジェンダーって何? : 日本における多様な性のあり方 Label X編 緑風出版 2016.10

19
「心の理論」テストはほんとうは何を測っているのか? : 子どもが行動シナリオに気づ
くとき

熊谷高幸 新曜社 2018.10

20 マリー・アントワネットは何を食べていたのか : ヴェルサイユの食卓と生活
ﾋﾟｴｰﾙﾞ・ﾎﾞﾙﾍﾟｰﾙ著 ;
ﾀﾞｺｽﾀ吉村花子訳 原書房 2019.6

21 面白くて眠れなくなる数学 桜井進
PHPエディター
ズ・グループ

2010.8

22 「集合と位相」をなぜ学ぶのか : 数学の基礎として根づくまでの歴史 藤田博司 技術評論社 2018.3

23 黄金比 : 秘められた数の不思議
ｹﾞｲﾘｰ・B・ﾏｲｽﾅｰ
著 ; 赤尾秀子訳

創元社 2019.10

24 ディープラーニングと物理学 : 原理がわかる、応用ができる
田中章詞, 富谷
昭夫, 橋本幸士

講談社 2019.6

25 場の古典論 : 電気力学, 特殊および一般相対性理論
ｴﾘ・ﾃﾞ・ﾗﾝﾀﾞｳ 他著 ;
恒藤敏彦他訳 東京図書 1984

26 古典力学 (上）
H. Goldstein, C. Poole
他著 ; 矢野忠 他共訳 吉岡書店 2006.6

27 古典力学 (下）
H. Goldstein, C. Poole
他著 ; 矢野忠 他共訳 吉岡書店 2009.3

28 演習しよう振動・波動 : これでマスター!学期末・大学院入試問題 引原俊哉 数理工学社 2017.8

29 演習しよう熱・統計力学 : これでマスター!学期末・大学院入試問題 北孝文 数理工学社 2018.4

http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB26680502#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB28056975#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB27800166#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB26794170
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB2818106X
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB2818106X
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB22374887
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB26920570
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB26920570
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB28448975
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB02827231#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB25709595#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB29160338#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB28386200#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BA35675914#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BA77489869#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BA77489869#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB24337167#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB25887935#
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書　　　　名 版次 著者名 出版社 出版年月

30 眠れなくなる宇宙のはなし 増補改訂版 佐藤勝彦 宝島社 2016.10

31
生命科学データベース・ウェブツール : 図解と動画で使い方がわかる!研究がはかど
る定番18選

坊農秀雅, 小野
浩雅

ﾒﾃﾞｨｶﾙ・ｻｲｴﾝｽ・
ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ

2018.11

32 生命科学者のためのDr. Bonoデータ解析実践道場 坊農秀雅
ﾒﾃﾞｨｶﾙ・ｻｲｴﾝｽ・
ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ

2019.9

33 生命科学データ解析を支える情報技術
坊農秀雅監修・
著 ; 粕川雄也 他

技術評論社 2019.2

34 Pythonによるバイオデータ解析入門 山内長承 オーム社 2019.11

35 人類の進化大図鑑 コンパクト版
ｱﾘｽ・ﾛﾊﾞｰﾂ編著 ;
黒田眞知　他訳

河出書房新社 2018.11

36 写真な建築 新装版 増田彰久 白揚社 2008.6

37 ダークウェブの教科書 : 匿名化ツールの実践 : ハッカーの技術書
Cheena著 ; 矢崎
雅之編

データハウス 2019.9

38 ガリガリ君の秘密 : 赤城乳業・躍進を支える「言える化」 遠藤功
日本経済新聞出
版社

2019.6

39 誰も農業を知らない : プロ農家だからわかる日本農業の未来 有坪民雄 原書房 2018.12

40 夢みる野菜 : 能登といわき遠野の物語 細井勝 論創社 2016.6

41
社会人として大切なことはみんなディズニーランドで教わった : そうか、「働くこと」「教
えること」「本当のサービス」ってこういうことなんだ!

新版 香取貴信 あさ出版 2019.6

42 天才と凡才の時代 : ルネサンス芸術家奇譚 秋山聰 芸術新聞社 2018.1

43 「失われた名画」の展覧会 池上英洋 大和書房 2016.4

44 世界遺産100断面図鑑 中川武 宝島社 2018.7

45 Wall and piece
Banksy [作] ; 廣
渡太郎翻訳

パルコエンタテイ
ンメント事業部

2011.9

46 日本の色彩百科 : 明治・大正・昭和・平成 城一夫 青幻舎 2019.6

http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB22166584#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB27318985
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB27318985
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB28951961#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB27672736#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB2923821X#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB27423822#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BA86264939#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB28809246#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB28313218#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB27518543#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB21769664#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB28443847#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB28443847#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB25540960#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB21040795#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB26467389#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB06866246#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB2849346X#
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書　　　　名 版次 著者名 出版社 出版年月

47 「ドラえもん」への感謝状 楠部三吉郎 小学館 2014.9

48 混沌と抗戦 : 三島由紀夫と日本、そして世界 井上隆史 [ほか] 水声社 2016.11

49 四角い光の連なりが 越谷オサム 新潮社 2019.11

50 1R1分34秒 町屋良平 新潮社 2019.1

51 思い出の味、つくります。 : 思い出料理人のレシピノート 宗河美幸 ライティング 2019.11

52 タスキメシ--箱根-- 額賀澪 小学館 2019.11

53 傲慢と善良 辻村深月 朝日新聞出版 2019.3

54 想い人の心得 辻村深月 新潮社 2019.10

55 倒れるときは前のめり ふたたび 有川浩 KADOKAWA 2019.10

[医学部分館所蔵分]

書　　　　名 版次 著者名 出版社 出版年月

1 医者は現場でどう考えるか
ｼﾞｪﾛｰﾑ・ｸﾞﾙｰﾌﾟﾏ
ﾝ著 ; 美沢惠子訳

石風社 2010.11

2 医師として知らなければ恥ずかしい50の臨床研究
ｸﾘｽﾄﾌｧｰ・ｽｳｨｰｶﾞｰ他
編 ;石山貴章 他訳

ﾒﾃﾞｨｶﾙ・ｻｲｴﾝｽ・
ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ

2016.4

3 よくわかる痛み・鎮痛の基本としくみ : 痛みを起こさせないようにできるか 第2版 伊藤和憲 秀和システム 2018.7

4 痛みの考えかた : しくみ・何を・どう効かす 丸山一男 南江堂 2014.5

5 もっとよくわかる!腸内細菌叢 : 健康と疾患を司る“もう1つの臓器" 福田真嗣 羊土社 2019.9

http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB17246378#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB22701735#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB29468581#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB27576255#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB29475328#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB29284283#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB27860623#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB29063488#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB20488466#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB07018730#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB2141459X#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB26724426#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB15767358#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB28852449#
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書　　　　名 版次 著者名 出版社 出版年月

6 いち病理医の「リアル」 市原真 丸善出版 2018.2

7 行動変容を促すヘルス・コミュニケーション : 根拠に基づく健康情報の伝え方 初版
C.エイブラハム,
M.クールズ

北大路書房 2018.8

8 よくわかる公衆衛生学の基本としくみ
上地賢, 安藤絵
美子, 雜賀智也

秀和システム 2018.8

9 王様のくすり図鑑
木村美紀著 ;
Hama‐House作画

じほう 2016.1

10 王子様のくすり図鑑
木村美紀著 ; 松
浦聖作画

じほう 2017.1

11 皇帝の漢方薬図鑑
木村美紀著 ; 三
木謙次作画

じほう 2017.6

12 武器 : 歴史,形,用法,威力
ﾀﾞｲﾔｸﾞﾗﾑ・ｸﾞﾙｰﾌ 編 ;
田島優, 北村孝一共
訳

マール社 1982.12

13 芸術家のための人体解剖図鑑
ｻﾗ・ｼﾝﾌﾞﾚｯﾄ著 ; ﾌﾟﾚｼ
南日子 [ほか] 訳 エクスナレッジ 2018.5

14 カラー&ライト : リアリズムのための色彩と光の描き方
ｼﾞｪｰﾑｽ・ｶﾞｰﾆｰ著
; Bｽﾌﾟﾗｳﾄ翻訳

ボーンデジタル 2012.2

15 日本の文様解剖図鑑 筧菜奈子文・絵 エクスナレッジ 2019.6

16 写歌 = Photo poetry
水野克比古, 竹
内敏信　他著

三才ブックス 2019.12

17 天久鷹央の推理カルテ 知念実希人 新潮社 2014.10

18 ファントムの病棟 知念実希人 新潮社 2015.3

19 密室のパラノイア 知念実希人 新潮社 2015.6

20 スフィアの死天使 知念実希人 新潮社 2015.9

21 悲恋のシンドローム 知念実希人 新潮社 2016.2

22 幻影の手術室 知念実希人 新潮社 2016.9

http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB25494976#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB26848804#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB26688366#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB20817411#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB23055239#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB23926796#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BN04557460#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB26233639#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB08373308#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB28597294#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB29462960#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB16873146#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB18347836#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB18721091#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB19432431#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB20559906#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB22064405#
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書　　　　名 版次 著者名 出版社 出版年月

23 甦る殺人者 知念実希人 新潮社 2017.11

24 火焰の凶器 知念実希人 新潮社 2018.9

25 宝石商リチャード氏の謎鑑定 辻村七子 集英社 2015.12

26 エメラルドは踊る 辻村七子 集英社 2016.5

27 天使のアクアマリン 辻村七子 集英社 2016.11

28 導きのラピスラズリ 辻村七子 集英社 2017.2

29 祝福のペリドット 辻村七子 集英社 2017.8

30 転生のタンザナイト 辻村七子 集英社 2018.1

31 紅宝石の女王と裏切りの海 辻村七子 集英社 2018.6

32 夏の庭と黄金(ドール)の愛 辻村七子 集英社 2018.12

33 邂逅の珊瑚(サーンウー) 辻村七子 集英社 2019.8

34 神は詳細に宿る 養老孟司 青土社 2019.2

35 この顔と生きるということ 岩井建樹 朝日新聞出版 2019.7

http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB24779766#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB2672748X#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB23904771#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB23905457#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB23905559#
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