
人文学部

教員名 書名 著者名 出版社
発行
年

冊数

黄　孝春
近代の青森県における企業家ネットワークの研
究

南勉著 北の街社 2016 2

黄　孝春 グローバル下のリンゴ産業 : 世界と青森
カーペンター・ビクター, 黄孝春,
神田健策編著

弘前大学出版
会

2017 2

小野寺　進
Grit (グリット) : 平凡でも一流になれる「やり抜く
力」

リンダ・キャプラン・セイラー, ロビ
ン・コヴァル著 ; 三木俊哉訳

日経BP社 2016 2

小野寺　進 Life shift (ライフシフト) : 100年時代の人生戦略
リンダ・グラットン, アンドリュー・
スコット著 ; 池村千秋訳

東洋経済新報
社

2016 2

小野寺　進
イノベーション・オブ・ライフ : ハーバード・ビジネス
スクールを巣立つ君たちへ

クレイトン・M・クリステンセン,
ジェームズ・アルワース, カレン・
デ   

翔泳社 2016 2

教育学部

教員名 書名 著者名 出版社
発行
年

冊数

平成２９年度基礎ゼミナール指定図書

※書名をクリックすることにより，所蔵詳細情報を閲覧できます。

本学の「基礎ゼミナール」の達成目標（６項目）のなかには，１）自主的な学習態度を獲得
すること，２）課題発見能力を高めること，３）資料（情報）の検索・収集・整理に関する
基本的な技能を習得すること，とありますように，図書館を利用することなしに，その目標
を達成することはできません。そこで，図書館では「基礎ゼミナール」関連図書を重点的に
整備することになりました。これは，「基礎ゼミナール」の授業で学生に課題を与え，自主
的な学習態度を促すことを目的とするもので，「指定図書（Reading Assignment）」と位置
づけました。
配架場所： 基礎ゼミコーナー（本館２F）　←平成27年度より，貸出可

背表紙に下記の図書推薦教員名を表示してあります。

http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB23403095
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB23403095
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB23372912
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB22718126
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB22718126
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB22422629
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB11107233
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB11107233


長南　幸安
生きるための知識と技能6　OECD生徒の学習到
達度調査（PISA）

国立教育政策研究所 編 明石書店 2016
2

長南　幸安
21世紀のICT学習環境 : 生徒・コンピュータ・学習
を結び付ける

経済協力開発機構編著 ; 国立
教育政策研究所監訳

明石書店 2016
2

長南　幸安 「アクティブ・ラーニング」を考える 教育課程研究会編著 東洋館出版社 2016
2

長南　幸安
地域を探求する学習活動の方法 : 実践 : 社会に
開かれた教育課程を創る

内山隆, 玉井康之著 東洋館出版社 2016
2

長南　幸安
カリキュラム・マネジメント入門 = Introduction to
curriculum management

田村学編著 東洋館出版社 2017
2

理工学部

教員名 書名 著者名 出版社
発行
年

冊数

小林　史尚 バイオマス・エネルギー・環境 坂志朗編著 アイピーシー 2001 2

小林　史尚 南極大図鑑 国立極地研究所ほか監修 小学館 2006 2

小林　史尚 基礎からわかるバイオマス資源 山本博巳著
エネルギー
フォーラム

2012 2

小林　史尚 バイオマス由来の高機能材料 舩岡正光ほか執筆
エヌ・ティー・エ
ス

2016 2

小林　史尚 空飛ぶ納豆菌 : 黄砂に乗る微生物たち 岩坂泰信著 PHP研究所 2012 2

谷田貝　亜紀代 ヤマセと冷害 : 東北稲作のあゆみ 卜藏建治著 成山堂書店 2001 2

谷田貝　亜紀代
冷害はなぜ繰り返し起きるのか? : 歴史に学ぶ予
報の変革と根本対策に向けて

卜藏建治著
農山漁村文化
協会

2005 2

佐々木　一哉 水素・燃料電池ハンドブック
水素・燃料電池ハンドブック編集
委員会編

オーム社 2006 2

佐々木　一哉
水素エネルギー社会 : 「水素エネルギー社会に
関する調査研究」研究プロジェクト

山地憲治編
エネルギー資
源学会

2008 2

佐々木　一哉 電池ハンドブック 電気化学会電池技術委員会編 オーム社 2010 2

佐々木　一哉 よくわかる水素技術 平田賢, 大橋一彦著 日本工業出版 2008 2

佐々木　一哉 水素エネルギー技術の展開 秋葉悦男監修
シーエムシー出
版

2010 2

http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BA55355450
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BA55355450
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB2173946X
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB2173946X
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB21939811
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB22223994
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB22223994
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB23194213
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB23194213
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BA53056823
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BA78598950
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB0994152X
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB22683043
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB11029195
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BA53037829
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BA71764916
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BA71764916
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BA78503320
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BA86138129
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BA86138129
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB01155047
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BA84709896
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB04358969


佐々木　一哉 水素エネルギー読本 水素エネルギー読本 オーム社 2010 2

佐々木　一哉
水素エネルギーがわかる本 : 水素社会と水素ビ
ジネス

市川勝著 オーム社 2007 2

農学生命科学部

教員名 書名 著者名 出版社
発行
年

冊数

岩井　邦久
食品機能の表示と科学 : 機能性表示食品を理解
する

清水俊雄著 同文書院 2015 2

岩井　邦久 日本食およびその素材の健康機能性開発 矢澤一良監修
シーエムシー出
版

2016 2

岩井　邦久
食品の裏側2 実態編: やっぱり大好き食品添加
物

安部司著
東洋経済新報
社 (2014/3/28)

2014 2

岩井　邦久 機能性表示食品DATA BOOK 日本抗加齢協会監修
メディカルレ
ビュー社

2016 2

岩井　邦久
ポリフェノール : 機能性成分研究開発の最新動
向

波多野力、下田博司監修
シーエムシー出
版

2016 2

教員名 書名 著者名 出版社
発行
年

冊数

佐藤　真由美 大学生のための知的技法入門. 第2版
佐藤望編著 ; 湯川武, 横山千晶,
近藤明彦著

慶應義塾大学
出版会

2012 2

佐藤　真由美
クリティカル・リーディング入門 : 人文系のための
読書レッスン

大出敦著
慶應義塾大学
出版会

2015 2

佐藤　真由美 グループ学習入門 : 学びあう場づくりの技法 新井和広, 坂倉杏介著
慶應義塾大学
出版会

2013 2

佐藤　真由美 新版 大学生のためのレポート・論文術 小笠原喜康著
講談社現代新
書

2009 2

佐藤　真由美 レポート・論文の書き方入門 河野哲也著
慶應義塾大学
出版会;

2002 2

會津　桂子
学生のためのプレゼンテーション・トレーニング :
伝える力を高める14ユニット

プレゼンテーション研究会 [編] ;
藤田直也ほか執筆

実教出版 2015 2

會津　桂子
ディープ・アクティブラーニング : 大学授業を深化
させるために

松下佳代, 京都大学高等教育研
究開発推進センター編著

勁草書房 2015 2

医学部保健学科

http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BA80321814
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BA80697219
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BA80697219
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB19030948
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB19030948
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB21685655
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB1546838X
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB1546838X
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB20115833
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB21828570
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB21828570
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB10208144
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB19916573
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB19916573
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB12255892
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB00168939
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BA60236519
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB19500145
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB19500145
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB17741639
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB17741639


會津　桂子
一生使えるプレゼン上手の資料作成入門 : 説得
力が劇的アップ

岸啓介著
インプレスブッ
クス

2017 2

會津　桂子
これだけは知っておきたい「プレゼンテーション」
の基本と常識　改訂新版

若林郁代著 フォレスト出版 2017 2

テーマ 書名 著者名 出版社
発行
年

初年次教育全般 ゼミで学ぶスタディスキル. 改訂版
南田勝也, 矢田部圭介, 山下玲
子著

北樹出版 2013 2

初年次教育全般 大学生の学習テクニック. 第3版 森靖雄著 大月書店 2014 1

初年次教育全般
大学生活を楽しむ護心術 : 初年次教育ガイドブッ
ク

宇田光著 ナカニシヤ出版 2012 1

初年次教育全般
知のツールボックス : 新入生援助 (フレッシュマン
おたすけ) 集. 改訂版

専修大学出版企画委員会編
専修大学出版
局

2009 2

初年次教育全般
アカデミック・スキルズ(第2版)―大学生のための
知的技法入門

佐藤望編著 ; 湯川武, 横山千晶,
近藤明彦著

慶應義塾大学
出版会

2012 3

初年次教育全般 大学生 学びのハンドブック 世界思想社編集部編 世界思想社 2011 2

初年次教育全般
大学 学びのことはじめ―初年次セミナーワーク
ブック

佐藤智明, 矢島彰, 山本明志編 ナカニシヤ出版 2011 2

初年次教育全般
大学基礎講座―充実した大学生活をおくるため
に

藤田哲也編著 北大路書房 2006 2

初年次教育全般 [高等教育シリーズ] 大学で勉強する方法
ノエル・エントウィスル著 ; 山口
栄一訳

玉川大学出版
部

1995 1

初年次教育全般
知へのステップ-大学生からのスタディ・スキルズ
- 第4版

学習技術研究会編著 くろしお出版 2002 2

初年次教育全般 広げる知の世界-大学でのまなびのレッスン 北尾謙治 [ほか] 著 ひつじ書房 2005 4

初年次教育全般
知のナヴィゲーター : 情報と知識の海--現代を航
海するための

中澤務・森貴志・本村康哲編 くろしお出版 2007 2

日本語表現
「書くのが苦手」をみきわめる : 大学新入生の文
章表現力向上をめざして

渡辺哲司著 学術出版会 2010 1

日本語表現
大学への文章学 : コミュニケーション手段として
のレポート・小論文

渡辺哲司著 学術出版会 2013 1

日本語表現
日本語力をつける文章読本 : 知的探検の新書30
冊

二通信子, 門倉正美, 佐藤広子
編

東京大学出版
会

2012 1

学生の発表力・質問力の向上を図る

http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB23221633
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB23221633
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB23404349
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB23404349
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB12262184
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB17570343
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB09987393
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB09987393
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BA89822998
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BA89822998
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB10208144
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB10208144
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB07624694
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB15439905
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB15439905
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BA76202447
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BA76202447
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB03910567
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB18344521
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB18344521
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BA72326878
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BA81621824
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BA81621824
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB03703278
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB03703278
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB12546567
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB12546567
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB10047205
http://opc.ul.hirosaki-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB10047205


日本語表現
ピアで学ぶ大学生の日本語表現-プロセス重視
のレポート作成

大島弥生 [ほか] 著 ひつじ書房 2005 2

日本語表現
大学生のための日本語表現トレーニング スキル
アップ編

橋本修, 安部朋世, 福嶋健伸編
著

三省堂 2008 2

日本語表現 大学生のための日本語表現トレーニング 実践編
橋本修, 安部朋世, 福嶋健伸編
著

三省堂 2009 2

日本語表現
大学生のための日本語表現トレーニング ドリル
編

橋本修, 安部朋世, 福嶋健伸編
著

三省堂 2010 2

レポート・論文作成 これから論文を書く若者のために 大改訂増補版 酒井聡樹著 共立出版 2006 2

レポート・論文作成
これから論文を書く若者のために. 究極の大改訂
版

酒井聡樹著 共立出版 2015 1

レポート・論文作成
学生・院生のためのレポート・論文の作成マニュ
アル

滝川好夫著 NetLibrary 2014
電子
ブック

レポート・論文作成
社会科学系のための「優秀論文」作成術 : プロの
学術論文から卒論まで

川崎剛著 勁草書房 2010 2

レポート・論文作成 論文・レポートの基本 : この1冊できちんと書ける! 石黒圭著
日本実業出版
社

2012 2

レポート・論文作成 論文ゼミナール 佐々木健一著
東京大学出版
会

2012 2

レポート・論文作成 論文の教室 : レポートから卒論まで. 新版 戸田山和久著 NHK出版 2012 2

レポート・論文作成
論文作成のための文章力向上プログラム -アカ
デミック・ライティングの核心をつかむ

村岡貴子, 因京子, 仁科喜久子
著

大阪大学出版
会

2013 2

レポート・論文作成
大学生と大学院生のためのレポート・論文の書き
方. 第2版

吉田健正著 ナカニシヤ出版 2004 2

レポート・論文作成 思考を鍛えるレポート・論文作成法 第2版 井下千以子著
慶應義塾大学
出版会

2014 2

プレゼンテーション
あなたのプレゼン誰も聞いてませんよ! : シンプル
に伝える魔法のテクニック
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プレゼンテーション
これから学会発表する若者のために―ポスターと
口頭のプレゼン技術
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グループワーク グループ学習入門 : 学びあう場づくりの技法 新井和広, 坂倉杏介著
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出版会
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グループワーク
授業力アップアクティブ・ラーニング : グループ学
習・ICT活用・PBL

市坪誠編著 ; 油谷英明 [ほか]
著
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市古みどり編著 ; 上岡真紀子,
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出版会
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