
2020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 Pythonコンピュータシミュレーション入門 : 人文・自然・社会科学の数理モデル
橋本洋志, 牧野
浩二共著

オーム社 2021.4

2 IBM Quantumで学ぶ量子コンピュータ : PythonとQiskitでプログラミング!!
湊雄一郎 [ほか]
著

秀和システム 2021.3

3
アルゴリズムはどれほど人を支配しているのか? : 数学者が検証! : あなたを分析し、
操作するブラックボックスの真実

ﾃﾞｲヴｨｯﾄﾞ･ｻﾝﾌﾟﾀｰ著 ;
千葉敏生他訳 光文社 2019.4

4 PowerPointパワーポイントプロ技bestセレクション
技術評論社編集
部, 稲村暢子著

技術評論社 2021.6

5 全米記憶力チャンピオンが明かすどんなことも記憶できる技術
ネルソン・デリス著 ;
吉原かれん訳 エクスナレッジ 2020.7

6 渋沢栄一君は、何のために「働く」のか
渋沢栄一原著 ;
竹内均編・解説

三笠書房 2020.12

7 一流のメンタル100の習慣 : どんなストレス、クレーム、理不尽にも負けない
山本洋子著 = The
first‐class mental 朝日新聞出版 2021.5

8 あたりまえだけどなかなかできない51歳からのルール 古川裕倫著 明日香出版社 2010.5

9 あやうく一生懸命生きるところだった
ハ・ワン文・イラス
ト ; 岡崎暢子訳

ダイヤモンド社 2020.1

10 君か、君以外か。 : 君へ贈るローランドの言葉 ROLAND著 KADOKAWA 2021.7

11 俺か、俺以外か。 : ローランドという生き方 ROLAND著 KADOKAWA 2019.3

12 日本の戦争解剖図鑑 : 日本近現代史がマルわかり 拳骨拓史著 エクスナレッジ 2016.8

2021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。

1

http://www.ul.hirosaki-u.ac.jp/guidetop/BookHunting/2020_01BookHunting-list.pdf
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BC06587716
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BC06187332
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB28099548
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB28099548
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BC07549111
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BC02778439
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BC05155206
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BC07403874
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BC09150918
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB29790653
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BC08771920
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB28461598
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB21947285


書　　　　名 版次 著者名 出版社 出版年月

13 戦争というもの 半藤一利著 PHP研究所 2021.5

14 現代中国ゼミナール : 東大駒場連続講義
東大社研現代中
国研究拠点編

東京大学出版会 2020.5

15 中国の特色ある社会主義の歩み
韓慶祥, 黄相懐
[ほか]著

グローバル科学
文化出版

2020.10

16 マルクス古き神々と新しき謎 : 失われた革命の理論を求めて
ﾏｲｸ･ﾃﾞｲヴｨｽ著 ;
佐復秀樹訳

明石書店 2020.7

17 現代中国政治研究ハンドブック 高橋伸夫編著
慶應義塾大学出
版会

2015.7

18 ルトワックのクーデター入門"
エドワード・ルト
ワック著"

芙蓉書房出版 2018.3

19 日経キーワード 2021-2022
日経HR編集部編
著

日経HR 2020.12

20 起業家精神のルーツChuzpah (フッパ) : イスラエル流“やり抜く力の源を探る 
インバル・アリエリ
著 ; 前田恵理訳"

CCCメディアハウ
ス

2021.4

21 MBAの経営戦略が10時間でざっと学べる 菅野寛著 KADOKAWA 2020.11

22 シンプルに結果を出す人の5W1H思考 渡邉光太郎著 すばる舎 2017.7

23 MBAのアカウンティングが10時間でざっと学べる 西山茂著 KADOKAWA 2020.11

24
マルクス主義、フェミニズム、セックスワーク論 : 搾取と暴力に抗うために = Marxism
feminism sex work

森田成也著
慶應義塾大学出
版会

2021.3

25 男性性の探究
ラファエル・リオジエ著
; 伊達聖伸訳 講談社 2021.3

26 これからのヴァギナの話をしよう
リン・エンライト著
; 小澤身和子訳

河出書房新社 2020.9

27 内定者はこう書いた!エントリーシート・履歴書・志望動機・自己PR : 完全版 ['23年度版] 坂本直文著 高橋書店 [2021.1]

28 たまたま : 日常に潜む「偶然」を科学する
ﾚﾅｰﾄﾞ･ﾑﾛﾃﾞｨﾅｳ
著 ; 田中三彦訳

ダイヤモンド社 2009.9

29 頭を「からっぽ」にするレッスン : 10分間瞑想でマインドフルに生きる
アンディ・プディコム著
; 満園真木訳 辰巳出版 2020.9
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http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BC07280774
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB30877533
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BC03535782
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB31474394
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB1923569X
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB25850593
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BC04283732
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BC06819378
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BC0412695X
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB24248715
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BC04126949
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BC06050032
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BC06050032
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BC06494295
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BC02890246
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BC04841194
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BA91437832
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BC02617531


書　　　　名 版次 著者名 出版社 出版年月

30
米国の医学博士が伝授する人生を変えるコーヒーの飲み方 : やせる!ボケない!メン
タルが強くなる!

ボブ・アーノット著
; 佐々木紀子訳

扶桑社 2019.1

31 人類とイノベーション : 世界は「自由」と「失敗」で進化する
マット・リドレー著
; 大田直子訳

ニューズピックス 2021.3

32 珈琲事典 : この1冊で豆・焙煎・淹れ方がわかる 新装版 田口護監修 学研プラス 2020.10

33 世界一美味しい手抜きごはん : 最速!やる気のいらない100レシピ
はらぺこグリズ
リー著

KADOKAWA 2019.3

34 若者力
日本農業新聞取
材班著

筑波書房 2019.5

35 野菜も人も畑で育つ : 信州北八ケ岳・のらくら農場の「共創する」チーム経営 萩原紀行著 同文舘出版 2021.2

36 日本が食われる : いま、日本と中国の「食」で起こっていること 松岡久蔵著 彩図社 2020.7

37 「農業を株式会社化する」という無理 : これからの農業論 内田樹 [ほか] 著 家の光協会 2018.7

38 甘いバナナの苦い現実
石井正子編著 ; ｱﾘｯ
ｻ･ﾊﾟﾚﾃﾞｽ [ほか著] コモンズ 2020.8

39 世界のエリートが学んでいるMBAマーケティング必読書50冊を1冊にまとめてみた 永井孝尚著 KADOKAWA 2020.11

40 サブスクリプション : 「顧客の成功」が収益を生む新時代のビジネスモデル
ﾃｨｴﾝ･ﾂｫ, ｹﾞｲﾌﾞ･ﾜｲ
ｻﾞｰﾄ著 ; 御立英史訳 ダイヤモンド社 2018.10

41 レオナルド・パラドックス : ダ・ヴィンチノートから見える言葉とイメージの交わり
ヨースト・カイザー
著 ; 海野桂訳

ビジネス教育出
版社

2020.3

42 大家さんと僕 [正] 矢部太郎著 新潮社 2017.10-

43 大家さんと僕 これから 矢部太郎著 新潮社 2017.10-

44 ぼく モグラ キツネ 馬
ﾁｬｰﾘｰ･ﾏｯｹｼﾞｰ
著 ; 川村元気訳

飛鳥新社 2021.3

45 白鳥とコウモリ 東野圭吾著 幻冬舎 2021.4

46 医学のひよこ 海堂尊著 KADOKAWA 2021.5
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http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB27691231
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB27691231
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BC05955916
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BC0338959X
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB2821336X
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB28387597
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BC05335944
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BC01029516
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB26360851
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BC02459394
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BC04055057
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB27073946
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB30567933
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB25042260
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB25042260
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BC06208931
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BC06589121
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BC07546565


書　　　　名 版次 著者名 出版社 出版年月

47 医学のつばさ 海堂尊著 KADOKAWA 2021.6

48 琥珀の夏 辻村深月著 文藝春秋 2021.6

49 ダンテの『神曲』を読み解く 藤谷道夫著 教育評論社 2021.2

50 独裁者になるために
ｲﾆｬﾂｨｵ･ｼﾛｰﾈ著
; 齋藤ゆかり訳

岩波書店 2002.12

51 エーコ薔薇の名前 : 迷宮をめぐる「はてしない物語」 図師宣忠著
慶應義塾大学出
版会

2021.4

4

http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BC08152248
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BC07852743
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BC05500199
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BA60321174
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BC06881349


[医学部分館所蔵分]

書　　　　名 版次 著者名 出版社 出版年月

1 ギリシア哲学史 納富信留著 筑摩書房 2021.3

2 なぜあの人のジョークは面白いのか? : 進化論で読み解くユーモアの科学 
ｼﾞｮﾅｻﾝ･ｼﾙﾊﾞｰﾀ
ｳﾝ著 ; 水谷淳訳

東洋経済新報社 2021.3

3 ホロコーストから届く声 : 非常事態と人のこころ 
猪股剛編著 ; 植
田静 [ほか] 著

左右社 2020.11

4 精神分析にとって女とは何か 西見奈子編著 福村出版 2020.10

5 当事者としての治療者 : 差別と支配への恐れと欲望 富樫公一著 岩崎学術出版社 2021.4

6 北欧式パートナーシップのすすめ : 愛すること愛されること 
ﾋﾞｮﾙｸ･ﾏﾃｱｽﾀﾞｯﾃ
ﾙ著 ; 枇谷玲子訳

原書房 2021.4

7 合理性を捨てれば人生が楽になる : マインドチェンジに成功した6つの話 
ｴﾚﾉｱ･ｺﾞｰﾄﾞﾝ=ｽﾐｽ著 ;
高橋昌一郎監訳 ニュートンプレス 2021.7

8 古代エジプト人の24時間 : よみがえる3500年前の暮らし 
ドナルド・P・ライアン
著 ; 市川恵里訳 河出書房新社 2020.12

9 地理マニアが教える旅とまち歩きの楽しみ方 作田龍昭著 ベレ出版 2021.6

10 主権者のいない国 白井聡著 講談社 2021.3

11 サイクス=ピコ協定百年の呪縛 池内恵著 新潮社 2016.5

12 私は自分のパイを求めるだけであって人類を救いにきたわけじゃない 
キム・ジナ著 ; すんみ,
小山内園子訳 祥伝社 2021.7

13 限界から始まる : 往復書簡 
上野千鶴子, 鈴
木涼美著

幻冬舎 2021.7

14 こんな夜更けにバナナかよ : 筋ジス・鹿野靖明とボランティアたち 渡辺一史著 文藝春秋 2013.7

15 図説魔女の文化史 
セリヌ・デュ・シェネ著
; 蔵持不三也訳 原書房 2021.4
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http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BC06310552
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BC05583979
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BC03676977
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BC03402381
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BC06591950
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BC06367957
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BC08025422
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BC04978971
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BC07801312
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BC06494182
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB21344927
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BC08295631
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BC08418797
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB12898280
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BC06202367


書　　　　名 版次 著者名 出版社 出版年月

16 ダークデータ : 隠れたデータこそが最強の武器になる
ﾃﾞｲヴｨｯﾄﾞ･J･ﾊﾝﾄﾞ
著 ; 黒輪篤嗣訳

河出書房新社 2021.2

17 感染の法則 : ウイルス伝染から金融危機、ネットミームの拡散まで 
ｱﾀﾞﾑ･ｸﾁｬﾙｽｷｰ著 ;
日向やよい訳 草思社 2021.3

18 マンガで学ぶゲノム : ゲノム・エクスプレス 
チョジンホ文・絵 ;
金重明訳

マイナビ出版 2020.6

19 ナラティブ・メディスンの原理と実践 
ﾘﾀ･ｼｬﾛﾝ [ほか]
著

北大路書房 2019.7

20 大人のトラウマを診るということ : こころの病の背景にある傷みに気づく 
青木省三, 村上伸治,
鷲田健二編集 医学書院 2021.2

21 メンタルヘルス・ファーストエイド : こころの応急処置マニュアルとその活用 
B･ｷｯﾁﾅｰ,  A･
ｼﾞｮｰﾑ,  C･ｹﾘｰ著

創元社 2021.6

22 医療事故の法律相談 
山口斉昭 [ほか]
編著

青林書院 2020.1

23 間取りの方程式 : 心地よい住まいを組み立てる技術 飯塚豊著 エクスナレッジ 2014.11

24 気がつけば警備員になっていた。 : 高層ビル警備員のトホホな日常の記録 堀田孝之著 笠倉出版社 2021.7

25 名画と解剖学 : 『マダムX』にはなぜ鎖骨がないのか? 原島広至著
CCCメディアハウ
ス

2018.12

26 戦いの音楽史 : 逆境を越え世界を制した20世紀ポップスの物語 みの著 KADOKAWA 2021.5

27 こう見えて元タカラジェンヌです 天真みちる著 左右社 2021.3

28 フィールド言語学者、巣ごもる。 吉岡乾著 創元社 2021.6

29 竜とそばかすの姫 細田守[著] KADOKAWA 2021.6

30 全部ゆるせたらいいのに 一木けい著 新潮社 2020.6

31 コンビニ兄弟 : テンダネス門司港こがね村店 町田そのこ著 新潮社 2020.8

32 生命式 村田沙耶香著 河出書房新社 2019.10

33 ひと 小野寺史宜著 祥伝社 2021.4

34 家族じまい 桜木紫乃著 集英社 2020.6
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http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BC05814710
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BC0581993X
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BC02480266
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB28605836
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BC04984806
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BC08026491
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB29585202
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