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２０１9年度　 １回目選書リスト

２０19年度　 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 論理的思考力を鍛える33の思考実験 北村良子著 彩図社 2017.5

2 だから僕は、ググらない。 : 面白い!を生み出す妄想術 浅生鴨著 大和出版 2020.1

3 パン屋ではおにぎりを売れ : 想像以上の答えが見つかる思考法 柿内尚文著 かんき出版 2020.6

4 「考える技術」と「地頭力」がいっきに身につく東大思考 西岡壱誠著 東洋経済新報社 2020.8

5
東大生が書いた問題を解く力を鍛えるケース問題ノート : 50の厳選フレームワーク
で、どんな難問もスッキリ「地図化」!

東大ケーススタ
ディ研究会著

東洋経済新報社 2010.9

6 多分そいつ、今ごろパフェとか食ってるよ。 Jamマンガ・文
サンクチュアリ出
版

2018.7

7 多分そいつ、今ごろパフェとか食ってるよ。
続: 孤独も
悪くない編

Jamマンガ・文
サンクチュアリ出
版

2020.12

8 金持ち父さん貧乏父さん : アメリカの金持ちが教えてくれるお金の哲学 改訂版
ロバート・キヨサキ著 ;
白根美保子訳 筑摩書房 2013.11

9 急に「変われ」と言われても : 「この先どうすれば?」が解決する、先駆者たちの言葉
熊野英一編著 ;
杉山錠士編著

小学館クリエイ
ティブ

2020.12

10 頑張りすぎずに、気楽に : お互いが幸せに生きるためのバランスを探して
キムスヒョン著 ;
岡崎暢子訳

ワニブックス 2020.12

11 アレクサンドロス大王 澤田典子著 筑摩書房 2020.11

12 パラダイムシフト : 新しい世界をつくる本質的な問いを議論しよう = Paradigm shift
ピョートル・フェリ
クス・グジバチ著

かんき出版 2020.11

2020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/2019_01BookHunting-list.pdf#
http://www.ul.hirosaki-u.ac.jp/guidetop/BookHunting/2019_02BookHunting-list.pdf#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB23599758#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB29719772#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BC01905257#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BC01701519#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB0345111X#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB0345111X#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB26766914#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BC04349025#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB14105201#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BC04348077#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BC04499516#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BC03759473#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BC04834905#
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書　　　　名 版次 著者名 出版社 出版年月

13 暴力の解剖学 : 神経犯罪学への招待
エイドリアン・レイン
[著] ; 高橋洋訳 紀伊國屋書店 2015.3

14 囚人と狂気 : 一九世紀フランスの監獄・文学・社会 梅澤礼著 法政大学出版局 2019.3

15 今さら聞けないお金の超基本 : 節約・貯蓄・投資の前に : ビジュアル版 坂本綾子著 朝日新聞出版 2018.8

16 SDGs見るだけノート : 基礎知識とビジネスチャンスにつなげた成功事例が丸わかり! 笹谷秀光監修 宝島社 2020.5

17 デザイン思考の授業 : 世界のトップデザインスクールが教える 佐宗邦威著
日経BP日本経済
新聞出版本部

2020.12

18 新コーチングが人を活かす : 気持ちと能力を高める最新コミュニケーション技術 鈴木義幸 [著]
ディスカヴァー・
トゥエンティワン

2020.6

19 すぐ「決めつける」バカ、まず「受けとめる」知的な人 安達裕哉著 日本実業出版社 2019.2

20 最新ビジネスマナーと今さら聞けない仕事の超基本 : ビジュアル版 宮本ゆみ子著 朝日新聞出版 2019.3

21
仕事で「ミスをしない人」と「ミスをする人」の習慣 : 1000社を超える組織のコンサル
ティングを通して、事務改善&業務効率化を実現させてきたその手法

藤井美保代著 明日香出版社 2018.4

22 なんでも図解 : 絵心ゼロでもできる!爆速アウトプット術 日高由美子著 ダイヤモンド社 2020.9

23 アメリカの高校生が学んでいるお金の教科書
アンドリュー・O・スミス
著 ; 桜田直美訳 SBクリエイティブ 2019.11

24 あなたを閉じこめる「ずるい言葉」 : 10代から知っておきたい 森山至貴著 WAVE出版 2020.8

25 めんどくさい人の取扱説明書 : 人間関係がラクになる58のコツ 内藤誼人著 きずな出版 2020.11

26 図解眠れなくなるほど面白い社会心理学 亀田達也監修 日本文芸社 2019.9

27 伝え方が9割 2 佐々木圭一著 ダイヤモンド社 2015.4

28 99%のためのフェミニズム宣言
ｼﾝｼﾞｱ・ｱﾙｯｻﾞ[他]共
著 惠愛由訳 人文書院 2020.10

29 フェミニスト現象学入門 : 経験から「普通」を問い直す
稲原美苗 [ほか]
編

ナカニシヤ出版 2020.6

http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB18223301#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB27922797#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB26804718#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB31328188#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BC04363456#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB31574989#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB28021813#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB28225507#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB26333065#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB26333065#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BC03019466#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB29307593#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BC0199282X#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BC04482003#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB28804526#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB11897930#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BC03400692#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB30829858#
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書　　　　名 版次 著者名 出版社 出版年月

30 産めないけれど育てたい。 : 不妊からの特別養子縁組へ
池田麻里奈, 池
田紀行著

KADOKAWA 2020.9

31 男性性を可視化する : 「男らしさ」の表象分析
神奈川大学人文学研
究所編 青弓社 2020.2

32 法制度における男性差別 : 合法化されるミサンドリー
ﾎﾟｰﾙ・ﾅｻﾝｿﾝ,[他]著 ;
久米泰介訳 作品社 2020.6

33 同性婚論争 : 「家族」をめぐるアメリカの文化戦争 小泉明子著
慶應義塾大学出
版会

2020.10

34
LGBT専門医が教える心・体そして老後大全 : 性同一性障害診療の第一人者が回
答!

針間克己監修 わかさ出版 2020.10

35 つながりから考える薬物依存症 : 安心して失敗を語れる絆・居場所づくり
岩室紳也, 松本俊彦,
安藤晴敏著 大修館書店 2018.8

36 見えない偏見の科学 : 心に潜む障害者への偏見を可視化する 栗田季佳著
京都大学学術出
版会

2015.3

37 大人の発達障害の理解と支援
渡辺慶一郎編著 ; 渡
辺慶一郎 [ほか著] 金子書房 2020.10

38 里親家庭で生活するあなたへ : 里子と実子のためのQ&A 山本真知子著 岩崎学術出版社 2020.6

39 見えにくい子どもへのサポートQ&A 氏間和仁編著 読書工房 2013.1

40 手話の社会学 : 教育現場への手話導入における当事者性をめぐって 金澤貴之著 生活書院 2013.8

41 手話からみた言語の起源 高田英一著 文理閣 2013.2

42 どもる子どもとの対話 : ナラティヴ・アプローチがひきだす物語る力
伊藤伸二, 国重
浩一編著

金子書房 2018.12

43 知的障害教育の場とグレーゾーンの子どもたち : インクルーシブ社会への教育学 堤英俊著 東京大学出版会 2019.3

44 学習障害のある子どもを支援する 宮本信也編 日本評論社 2019.1

45
公認心理師・臨床心理士のための発達障害論 : インクルージョンを基盤とした理解
と支援

山崎晃史編著 学苑社 2019.4

46 発達障害の子をサポートする学習・生活支援実例集 : 小学校 腰川一惠監修 池田書店 2016.1

http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BC0246280X#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB29776528#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB30653194#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BC03469790#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BC03105295#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BC03105295#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB26517523#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB18434103#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BC03007966#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB31537905#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB1158242X#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB13415972#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB11916026#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB27579435#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB27985301#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB27582247#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB28018965#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB28018965#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB21252738#
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書　　　　名 版次 著者名 出版社 出版年月

47
自閉症スペクトラム児・者の理解と支援 : 医療・教育・福祉・心理・アセスメントの基
礎知識

日本自閉症スペ
クトラム学会編

教育出版 2005.10

48 ディスレクシア入門 : 「読み書きのLD」の子どもたちを支援する 加藤醇子編著 日本評論社 2016.6

49 一生モノの勉強法 : 理系的「知的生産戦略」のすべて 新版 鎌田浩毅著 筑摩書房 2020.4

50 縁食論 : 孤食と共食のあいだ 藤原辰史著 ミシマ社 2020.11

51 人づき合いがうまくいく気くばりのコツ 森良子監修 ナツメ社 2019.6

52 「その日暮らし」の人類学 : もう一つの資本主義経済 小川さやか著 光文社 2016.7

53 ヘンな科学 : イグノーベル賞"研究40講 五十嵐杏南著" 総合法令出版 2020.12

54
現役東大生が書いた地頭を鍛えるフェルミ推定ノート : 「6パターン、5ステップ」でど
んな難問もスラスラ解ける!

東大ケーススタ
ディ研究会著

東洋経済新報社 2009.10

55 地理が解き明かす地球の風景 松本穂高著 ベレ出版 2019.5

56 奇跡の地形 : 驚きに満ちた日本を発見!! 藤原治監修 洋泉社 2019.2

57 ゆるゆる生物日誌 : はるか昔の進化がよくわかる
種田ことび著 ; 土
屋健監修

ワニブックス 2019.2

58 となりの地衣類 : 地味で身近なふしぎの菌類ウォッチング 盛口満著 八坂書房 2017.11

59 こどもホスピスの奇跡 : 短い人生の「最期」をつくる 石井光太著 新潮社 2020.11

60 基本がわかる漢方医学講義
日本漢方医学教
育協議会編

羊土社 2020.12

61 だらしない夫じゃなくて依存症でした
三森みさ著 ; 松
本俊彦ほか監修

時事通信出版局 2020.3

62 ひきこもり問題を講義する : 専門職の相談支援技術を高めるために 近藤直司著 岩崎学術出版社 2019.12

63 他人がこわい : あがり症・内気・社会恐怖の心理学
クリストフ・アンド
レ他著

紀伊國屋書店 2007.3

http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BA74108222#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BA74108222#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB21587441#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB30259680#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BC0405044X#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB28545461#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB21628243#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BC0451488X#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BA9176999X#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BA9176999X#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB28326162#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB27709880#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB28687808#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB25136273#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BC04128547#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BC04347176#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB29887857#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB2938489X#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BA81331959#
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書　　　　名 版次 著者名 出版社 出版年月

64 発達障害がよくわかる本 本田秀夫監修 講談社 2018.10

65 自閉症の心と脳を探る : 心の理論と相互主観性の発達 山本晃編著 星和書店 2019.1

66 かんもくの声 入江紗代著 学苑社 2020.3

67 逆転の農業 : 技術・農地・人の三重苦を超える 吉田忠則著
日本経済新聞出
版社

2020.1

68 農と食と地域をデザインする : 旗を立てる生産者たちの声
長岡淳一, 阿部
岳著

新泉社 2019.12

69 マッキンゼーが読み解く食と農の未来
アンドレ・アンドニアン,
川西剛史他著

日経BP日本経済
新聞出版本部

2020.8

70 交通誘導員ヨレヨレ日記 : 当年73歳、本日も炎天下、朝っぱらから現場に立ちます 柏耕一著 三五館シンシャ 2019.7

71
採用100年史から読む人材業界の未来シナリオ : 中途採用ビジネスはこれから10年
でどう変わる?

黒田真行, 佐藤
雄佑著

クロスメディア・パ
ブリッシング

2019.11

72 失敗しないデザイン 平本久美子著 翔泳社 2020.7

73 サンドウィッチマンの東北魂 : あの日、そしてこれから
サンドウィッチマ
ン著

ニッポン放送 2020.3

74 バビロンの大富豪 : 「繁栄と富と幸福」はいかにして築かれるのか : コミック版
ジョージ・S・クレイソン
原作 ; 大島豊訳 グスコー出版 2019.11

75 英米文学者と読む「約束のネバーランド」 戸田慧著 集英社 2020.8

76 やめてみた。 : 本当に必要なものが見えてくる暮らし方・考え方 わたなべぽん著 幻冬舎 2016.7

77 多様性を楽しむ生き方 : 「昭和」に学ぶ明日を生きるヒント ヤマザキマリ著 小学館 2020.12

78 伝わるデザインの授業 : 一生使える8つの力が身につく 武田英志著 翔泳社 2020.11

79 3色だけでセンスのいい色 : 見てわかる、迷わず決まる配色アイデア ingectar‐e著 インプレス 2020.6

80 Mr.Children道標の歌 小貫信昭著 水鈴社 2020.11

http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB27289661#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB27723156#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB30099595#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB29644979#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB29458726#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BC02141329#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB29117113#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB2916000X#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB2916000X#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BC01997765
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BC04940017
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB29368270
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BC01903706
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB22512765#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BC04281963#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BC03984345#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB31572994#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BC03969421#
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書　　　　名 版次 著者名 出版社 出版年月

81 フレームの外へ : 現代映画のメディア批判 赤坂太輔著 森話社 2019.11

82 この映画を視ているのは誰か? 佐々木敦著 作品社 2019.9

83 No rules (ノー・ルールズ) : 世界一「自由」な会社、NETFLIX
ﾘｰﾄﾞ･ﾍｲｽﾃｨﾝｸﾞｽ,他
著 ; 土方奈美訳 日経BP : 日本経済  2020.10

84 そして映画館はつづく : あの劇場で見た映画はなぜ忘れられないのだろう
フィルムアート社
編

フィルムアート社 2020.11

85 ナチス映画論 : ヒトラー・キッチュ・現代
渋谷哲也, 夏目
深雪編

森話社 2019.12

86 2001 : キューブリック、クラーク
マイケル・ベンソン著 ;
中村融[ほか]訳 早川書房 2018.12

87 スタンリー・キューブリック 佐野亨編 辰巳出版 2020.6

88 わたしもかわいく生まれたかったな 川村エミコ著 集英社 2020.10

89 はじめて学ぶ認知言語学 : ことばの世界をイメージする14章
児玉一宏, 谷口一美,
深田智編著 ミネルヴァ書房 2020.9

90 TEDトーク : 世界最高のプレゼン術 [正]
ジェレミー・ドノバン
[著] ; 中西真雄美訳 新潮社 2013.7

91 TEDトーク : 世界最高のプレゼン術 実践編
ジェレミー・ドノバン
[著] ; 中西真雄美訳 新潮社 2015.4

92 生産性アップ!短時間で成果が上がる「ミーティング」と「会議」 沖本るり子著 明日香出版社 2017.12

93 正しい答えのない世界を生きるための死の文学入門 内藤理恵子著 日本実業出版社 2020.12

94 宮沢賢治論 中村稔著 青土社 2020.5

95 ぼくはぼく 谷川俊太郎詩 童話屋 2013.1

96 はるかな国からやってきた 谷川俊太郎詩 童話屋 2003.2

97 すてきなひとりぼっち 谷川俊太郎詩 童話屋 2008.7

http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB29398759#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB28911978#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BC03402053#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BC04136782#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB29507672#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB27585336#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB31187199#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BC04406038#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BC02470105#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB13109455#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB13109455#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB2633068X#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BC04132089#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB3043345X#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB12096642#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BA61545279#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BA86869918#
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98 盤上に君はもういない 綾崎隼著 KADOKAWA 2020.9

99 ライオンのおやつ 小川糸著 ポプラ社 2019.10

100 アンと愛情 坂木司著 光文社 2020.10

101 三兄弟の僕らは 小路幸也著 PHP研究所 2020.3

102 「マコトよりウソ」の法則 外山滋比古著 さくら舎 2017.9

http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BC02887219#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB29059775#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BC03400069#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB30432774#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB24668007#


8

[医学部分館所蔵分]

書　　　　名 版次 著者名 出版社 出版年月

1 口ぐせの心理学 牧村和幸著 河出書房新社 2020.11

2 生きる勇気 : なにが人生を決めるのか
アルフレッド・アドラー
著 ; 坂東智子訳 興陽館 2020.9

3 メタ思考トレーニング : 発想力が飛躍的にアップする34問 細谷功著 PHP研究所 2016.6

4 「繊細さん」の本 : 「気がつきすぎて疲れる」が驚くほどなくなる 武田友紀著 飛鳥新社 2018.8

5 死の講義 : 死んだらどうなるか、自分で決めなさい 橋爪大三郎著 ダイヤモンド社 2020.9

6 東大医学部卒が語る医師国家試験多浪体験記 柾葉進著 暗黒通信団 2018.8

7 辨證圖解漢方の基礎と臨床 第11版 高山宏世編著 東洋学術出版社 2018.11

8 腹證圖解漢方常用處方解説 改訂版
高山宏世編著 ;
三木早苗イラスト

東洋学術出版社 2019.2

9 病院総合診療医学編 : 初めて総合診療を学ぶ人のために 第3版
阿部智一 [ほか]
編集委員

カイ書林 2019.4

10 ICU実践ハンドブック : 病態ごとの治療・管理の進め方 改訂版 清水敬樹編 羊土社 2019.3

11 診療所総合診療医学編 第3版
栄原智文,[ほか｝
編集委員

カイ書林 2019.6

12 よくわかるIgG4関連疾患
川野充弘 [ほか] 編
著 中外医学社 2017.4

13 遺伝性大腸癌診療ガイドライン 2020年版 大腸癌研究会編 金原出版 2020.7

14 神田橋條治医学部講義
神田橋條治著 ; 黒木
俊秀[ほか], 編 創元社 2013.9

15 メキメキ上達する頭痛のみかた
Elizabeth W.
Loder, [ほか]編

ﾒﾃﾞｨｶﾙ・ｻｲｴﾝｽ・
ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ

2016.6

http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BC04808075#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BC02475710#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB21428368#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB26699690#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BC0297179X#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BC04875061#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB27698558#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB28107475#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB28177903#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB27845674#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB28493470#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB2368909X#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB09597151#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB13658307#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB2142161X#
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16 皮膚科医デルぽんのデルマな日常 デルぽん著 いそっぷ社 2020.7

17 みんな、かつては研修医だった。医師が答える医師たちの悩み
柳井真知著 ; 有
吉孝一編集協力

金芳堂 2020.9

18 好きになる栄養学 : 食生活の大切さを見直そう 第3版
麻見直美, 塚原
典子著

講談社 2020.2

19 ロスマンの疫学 : 科学的思考への誘い 第2版
Kenneth .Rothman 著
; 矢野栄二[他」監訳 篠原出版新社, 2013.9

20 再び話せなくなるまえに : 小児神経科医の壊れた言語脳 秋津じゅん著 星和書店 2019.10

21 モルフォ人体デッサン : 形態学 (モルフォロジー) による人体を描くための新テクニック
新装コデッ
クス版

ミシェル・ローリセラ著
; 吉村ダコスタ花子訳 グラフィック社 2019.10

http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BC01347511#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BC02382595#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB29883186#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB13564123#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB29449033#
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB29685422#
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