
書名 著者名 出版社
1 鹿の王　上巻 上橋菜穂子 角川書店
2 鹿の王　下巻 上橋菜穂子 角川書店
3 久祥院の御台所：藩主津軽信政生母 木村守克 北方新社
4 なるにはBOOKS　補巻17　イベントの仕事で働く 岡星竜美 ぺりかん社
5 伝記ヘレン・ケラー：村岡花子が伝えるその姿 村岡花子 偕成社文庫
6 たねのふしぎものがたり1　生命をつなぐ、たねのしくみ（科学えほん） 山田実：編著、森雅之：絵 岩崎書店
7 たねのふしぎものがたり2　旅立ち、ひろがるたね（科学えほん） 山田実：編著、森雅之：絵 岩崎書店
8 たねのふしぎものがたり3　食べものと、たねの未来（科学えほん） 山田実：編著、森雅之：絵 岩崎書店
9 永井隆：原爆の荒野から世界に「平和を」　　（ひかりをかかげてシリーズ） 片山はるひ 日本キリスト教団出版局

10 教会入門：知識ゼロからの 船本弘毅 幻冬舎
11 土佐堀川：女性実業家広岡浅子の生涯 古川智映子 潮出版社

12 アオハライド
咲坂伊緒：原作、白井かなこ：著
吉田智子：脚本

集英社みらい文庫

13 風に立つライオン さだまさし 幻冬舎文庫

14 ストロボエッジ：映画ノベライズ
下山香苗：著、咲坂伊緒：原作
桑村さや香：脚本

集英社オレンジ文庫

15 珈琲店タレーランの事件簿2　彼女はカフェオレの夢を見る 岡崎琢磨 宝島社文庫
16 珈琲店タレーランの事件簿3　心を乱すブレンドは 岡崎琢磨 宝島社文庫
17 万能鑑定士Ｑの推理劇Ⅰ 松岡圭祐 角川文庫
18 万能鑑定士Ｑの推理劇Ⅲ 松岡圭祐 角川文庫
19 万能鑑定士Ｑの推理劇Ⅳ 松岡圭祐 角川文庫
20 人生に金の雨を降らせる黄金律：レインメーカールール オカダ・カズチカ ベースボール・マガジン社
21 歴史文化ライブラリー400　三浦一族の中世 高橋秀樹 吉川弘文館
22 歴史文化ライブラリー401　日本酒の近現代史：酒造地の誕生 鈴木芳行 吉川弘文館
23 捏造の科学者：ＳＴＡＰ細胞事件 須田桃子 文藝春秋社
24 書店ガール 藍野圭 ＰＨＰ文芸文庫
25 万能鑑定士Ｑの推理劇Ⅱ 松岡圭祐 角川文庫
26 日本のいちばん長い日（決定版） 半藤一利 文春文庫
27 天皇陛下料理番の和のレシピ 谷部金次郎 幻冬舎
28 岩波ジュニア新書801　大人になるっておもしろい？ 清水真砂子 岩波書店
29 岩波ジュニア新書802　ファッション・ライフの楽しみ方 高村是州 岩波書店
30 岩波新書（新赤版）1525　シリーズ日本近世史④都市：江戸に生きる 吉田伸之 岩波書店
31 岩波新書（新赤版）1540　中南海：知られざる中国の中枢 稲垣清 岩波書店
32 岩波新書（新赤版）1541　多数決を疑う：社会的選択理論とは何か 坂井豊貴 岩波書店
33 岩波新書（新赤版）1542　瑠歩保育崩壊 小林美希 岩波書店
34 岩波新書（新赤版）1543　沖縄の７０年：フォト・ストーリー 石川文洋 岩波書店
35 人生がときめく片づけの魔法 近藤麻理恵 サンマーク出版社
36 ブリタニカ国際年鑑2015年版 岡野和則：編 ブリタニカ・ジャパン株式会社
37 アットホームａｔ　Ｈｏｍｅ 本多孝好 角川文庫
38 トリガール！ 中村航 角川文庫
39 美丘 石田衣良 角川文庫
40 ソロモンの偽証2　第Ⅰ武　事件（下巻） 宮部みゆき 新潮文庫
41 闇の伴走者：醍醐真司の博覧推理ファイル 長崎尚志 新潮文庫
42 起終点駅ターミナル 桜木紫乃 小学館文庫
43 ようこそ、わが家へ 池井戸潤 小学館文庫
44 くちびるに歌を 百瀬しのぶ 小学館ジュニア文庫
45 ナショナリズムをとことん考えてみたら 春香クリスティーン ＰＨＰ新書
46 天皇の料理番　上 杉森久英 集英社文庫
47 天皇の料理番　下 杉森久英 集英社文庫
48 夢を与える 綿矢りさ 河出文庫
49 東慶寺花だより 井上ひさし 文春文庫
50 まんまこと 畠中恵 文春文庫
51 名もなき花の 吉永南央 文春文庫
52 赤毛のアン・シリーズ2　アンの青春 モンゴメリ：著、村岡花子：訳 新潮文庫
53 赤毛のアン・シリーズ3　アンの愛情 モンゴメリ：著、村岡花子：訳 新潮文庫
54 赤毛のアン・シリーズ4　アンの友達 モンゴメリ：著、村岡花子：訳 新潮文庫
55 赤毛のアン・シリーズ5　アンの幸福 モンゴメリ：著、村岡花子：訳 新潮文庫
56 赤毛のアン・シリーズ6　アンの夢の家 モンゴメリ：著、村岡花子：訳 新潮文庫
57 赤毛のアン・シリーズ7　炉辺荘（イングルサイド）のアン モンゴメリ：著、村岡花子：訳 新潮文庫
58 赤毛のアン・シリーズ8　アンをめぐる人々 モンゴメリ：著、村岡花子：訳 新潮文庫
59 赤毛のアン・シリーズ9　虹の谷のアン モンゴメリ：著、村岡花子：訳 新潮文庫
60 赤毛のアン・シリーズ10　アンの娘リラ モンゴメリ：著、村岡花子：訳 新潮文庫
61 赤毛のアン・シリーズ11　アンの想い出の日々　上 モンゴメリ：著、村岡美枝：訳 新潮文庫
62 赤毛のアン・シリーズ11　アンの想い出の日々　下 モンゴメリ：著、村岡美枝：訳 新潮文庫
63 土俵の周辺 岩崎友太郎 白水社
64 がんフーフー日記 川崎フーフ 小学館文庫
65 ズタボロ ゲッツ板谷 幻冬舎文庫
66 ジブリの教科書9　耳をすませば スタジオジブリ、文春文庫：編 文春文庫
67 岸辺の旅 湯本香樹実 文春文庫
68 にっぽんの図鑑：楽しく遊ぶ学ぶ 藤森裕治：監修 小学館
69 大人なら知っておきたいモノの言い方サクッとノート 櫻井弘 永岡書店
70 モノの書き方サクッとノート：短いフレーズで気持ちが伝わる 平野友朗 永岡書店
71 トイレのピエタ 松永大司 文藝春秋
72 人物叢書281　二宮尊徳 大藤修 吉川弘文館
73 青森キリスト者の残像 木鎌耕一郎 イー・ピックス
74 歴史文化ライブラリー402　倭人への道：人骨の謎を追って 中橋孝博 吉川弘文館
75 歴史文化ライブラリー403　戦国貴族の生き残り戦略 岡野友彦 吉川弘文館
76 現代詩文庫210　続続・新川和江詩集 新川和江 思潮社
77 現代詩文庫212　江代充詩集 江代充 思潮社
78 現代詩文庫213　貞久秀紀詩集 貞久秀紀 思潮社
79 岩波新書（新赤版）1526　シリーズ日本近世史⑤幕末から維新へ 藤田覚 岩波書店
80 岩波新書（新赤版）1544　日本の納税者 三木義一 岩波書店
81 岩波新書（新赤版）1545　遺骨：戦没者三一〇万人の戦後史 栗原俊雄 岩波書店
82 岩波新書（新赤版）1546　世論調査とは何だろうか 岩本裕 岩波書店
83 岩波新書（新赤版）1547　地域に希望あり：まち・人・仕事を創る 大江正章 岩波書店
84 岩波新書（新赤版）1548　人物で語る数学入門 高瀬正仁 岩波書店
85 岩波ジュニア新書804　漢字力が身につく熟語練習帳 馬場雄二 岩波書店



86
岩波ジュニア新書805
大きらいなやつがいる君のためのリベンジマニュアル

豊島ミホ 岩波書店

87 岩波ジュニア新書806　新・東海道水の旅 浦瀬太郎 岩波書店
88 有頂天家族　二代目の帰朝 森見登美彦 幻冬舎

89
14歳の世渡り術　51　よのなかを変える技術
：14歳からのソーシャルデザイン入門

今一生 河出書房新社

90 14歳の世渡り術　52　夏目漱石、読んじゃえば？ 今一生 河出書房新社

91 14歳の世渡り術　53　世界を平和にするためのささやかな提案
池澤春菜、辛酸なめ子、
黒柳徹子ほか

河出書房新社

92 天声人語2015春　[英文対照]ＶＯＬ180 朝日新聞論説委員室：編 原書房

93
津軽人物グラフィティー
（兼松石居、兼松しほ、山鹿旗之進、平田平三、笹森卯一郎、
本多庸一、佐藤愛麿、珍田捨巳、山田純三郎、山田良政ほか）

広瀬寿秀 北方新社

94 なるにはBOOKS141　警備員・セキュリティスタッフいなるには 山中伊知郎 ぺりかん社
95 日本でいちばん大切にしたい会社1 坂本光司 あさ出版
96 なぜ、日本人は横綱になれないのか 舞の海秀平 ワックス株式会社
97 唐揚げのすべて 安久鉄兵 中公新書ラクレ
98 東方香霖堂 ZUN アスキーメディアワークス
99 虹色ほたる：永遠の夏休み 川口雅幸 アルファポリス

100 こども電車 岡田潤 金の星社
101 星に願いを、月に祈りを 中村航 小学館文庫
102 神様の御用人 浅葉なつ メディアワークス文庫
103 三日間の幸福 三秋縋 メディアワークス文庫
104 さよなら流星ガール 一二三スイ メディアワークス文庫
105 ANOTHERアナザーエピソードS 綾辻行人 角川書店
106 裏切りの日日 逢坂剛 集英社文庫
107 三匹のおっさんふたたび 有川浩 新潮文庫
108 陽だまりの彼女 越谷オサム 新潮文庫
109 入れ歯の寝言 伊奈かっぺい おふいす・ぐう

110
たったひとつの「真実」なんてない
：メディアは何を伝えているのか？

森達也 ちくまプリマー新書

111 大学選びより１００倍大切なこと 筒井美紀 ジャパンマシニスト社
112 話を聞かない医師思いが言えない患者 磯部光章 集英社新書
113 ニッポン景観論 カー・アレックス 集英社新書
114 東北発の震災論：周辺から広域システムを考える 山下裕介 ちくま新書
115 認知症と長寿社会：笑顔のままで 信濃毎日新聞取材班 講談社現代新書
116 差別の現在：ヘイストピーチのある日常から考える 好井裕明 平凡社新書

117
イギリスの大学・ニッポンの大学
（グローバル化時代の大学論②）

苅谷剛彦 中公新書ラクレ

118 生命と記憶のパラドクス：福岡ハカセ、６６の小さな発見 福岡伸一 文春文庫

119
岩波新書（新赤版）1549　生きて帰ってきた男
：ある日本兵の戦争と戦後

小熊英二 岩波新書

120
岩波新書（新赤版）1550　ポスト資本主義
：科学・人間・社会の未来

広井良典 岩波新書

121 岩波新書（新赤版）1551　鈴木さんにも分かるネットの未来 川上量生 岩波新書

122
岩波ジュニア新書807　数に強くなろう
：ピーター流数学あそび

フランクル・ピーター 岩波新書

123
岩波ジュニア新書808
大学で人気の先生が語る〈恋愛〉と〈結婚〉の人間学

佐藤剛史 岩波新書

124 岩波ジュニア新書809　新・天文学入門 嶺重慎、鈴木文二：編著 岩波新書
125 火花 又吉直樹 文藝春秋
126 我、遠遊の志あり：笹森儀助風霜録 松田修一 ゆまに書房
127 人口減少社会という希望：コミュニティ経済の生成と地球倫理 広井良典 朝日新聞出版
128 学生時代にやらなくてもいい２０のこと 朝井リョウ 文芸春秋
129 経営学 小倉昌男 日経BPマーケティング
130 陸羯南：道理と真情の新聞人 松田修一 東奥日報社
131 鷹野鍼灸院の事件簿 乾緑郎 宝島社文庫
132 一〇三歳になってわかったこと：人生は一人でも面白い 篠田桃紅 幻冬舎新書
133 「家族」難民：生涯未婚率２５％社会の衝撃 山田昌弘 朝日新聞社
134 岩波新書（新赤版）1552　戦争と検閲：石川達三を読み直す 河原理子 岩波書店
135 天声人語2015夏　[英文対照]ＶＯＬ181 朝日新聞論説委員室：編 原書房
136 なるにはBOOKS20　国家公務員になるには 井上繁：編著 ぺりかん社
137 なるにはBOOKS25　自動車整備士になるには 広田民郎 ぺりかん社
138 なるにはBOOKS142　観光ガイドになるには 中村正人 ぺりかん社
139 人を恐れず天を仰いで：復刊「一週一信」 広岡浅子 新教出版社
140 津軽弁と語源：日本語における方言の力 小笠原功 北方新社
141 あん ドリアン助川 ポプラ社
142 キラキラネームの大研究 伊東ひとみ 新潮社

143 宮崎駿の平和論：ジブリアニメから学ぶ

秋元大輔
（1980年青森県出身。
東奥義塾卒業。
創価大学平和問題研究所助教）

小学館新書

144 岩波ジュニア新書803　上野公園へ行こう：歴史＆アート探検 浦井正明 岩波書店
145 岩波ジュニア新書810　はじめての文学講義：読む・書く・味わう 中村邦生 岩波書店
146 岩波ジュニア新書811　ABO血液型がわかる科学 山本文一郎 岩波書店
147 岩波ジュニア新書812　日本列島人の歴史 斉藤成也 岩波書店
148 岩波新書（新赤版）1553　右翼化する日本政治 中野晃一 岩波書店
149 岩波新書（新赤版）1554　会社法入門（新版） 神田秀樹 岩波書店
150 岩波新書（新赤版）1555　ルポにっぽんのごみ 杉本裕明 岩波書店
151 岩波新書（新赤版）1556　プラトンとの哲学：対話篇を読む 納冨信留 岩波書店
152 岩波新書（新赤版）1557　在宅介護：「自分で選ぶ」視点から 結城康博 岩波書店
153 岩波新書（新赤版）1558　不眠とうつ病 清水徹男 岩波書店
154 岩波新書（新赤版）1559　英語学習は早いほど良いのか バトラー後藤裕子 岩波書店
155 岩波新書（新赤版）1560　不可能を可能に：展示の世界を駈けぬける 田中徹二 岩波書店
156 岩波新書（新赤版）別冊11　岩波新書で「戦後」を読む 小森陽一、成田龍一、本田由紀 岩波書店
157 弘前城人は石垣人は城 知坂元 北方新社
158 突撃！弘前城：もし弘前城に敵が攻めて来たら！ 知坂元 北方新社
159 14歳の世渡り術　54　発信力の育てかた 外岡秀俊 河出書房新社



160 全力で生きる技術 棚橋弘至 飛鳥新社
161 東奥年鑑2016平成28年 東奥日報社：編 東奥日報社
162 掟上今日子の推薦文 西尾維新 講談社
163 掟上今日子の挑戦状 西尾維新 講談社
164 幸せはわたしの心が決める 渡辺和子 PHP研究所
165 声に出して読みたい新約聖書〈文語訳〉 齋藤孝 草思社
166 芙蓉の花：北朝鮮引上げの記録 天内みどり 近代文芸社
167 ワンダーWONDER パラシオ：著、中井はるの：訳 ほるぷ出版

168
めざせ！世界にはばたく若き職人3
住　建築大工、左官職人、造園師、家具職人

こどもくらぶ：編 WAVE出版

169 図解知識ゼロからの畜産入門 八木宏典：監修 家の光協会
170 人物叢書282　近衛文麿 古川隆久 吉川弘文館
171 高校生よく出る一般常識問題集’17年版 成美堂出版編集部 成美堂出版
172 戦後七〇年史1945-2015 色川大吉 講談社
173 岩波新書（新赤版）1561　「昭和天皇実録」を読む 原武史 岩波書店

174
岩波新書（新赤版）1562　イスラーム圏で働く
：暮らしとビジネスのヒント

桜井啓子：編 岩波書店

175 岩波新書（新赤版）1563　人間・始皇帝 鶴間和幸 岩波書店
176 岩波新書（新赤版）1564　ヒョウタン文化史：人類とともに一万年 湯浅浩史 岩波書店
177 岩波ジュニア新書813　屈折万歳！ 小島慶子 岩波書店
178 「工藤忠関係資料」による東北アジア近代詩研究 山田勝芳 山田勝芳

179
明治13年前後の「殖産産業」の動きと津軽の藍について
：旧弘前藩史族長尾介一郎の日記から

北原かな子、宮本利行、
肥田野豊、北原晴男

弘前大学

180
明治期の津軽地方における讃美歌の受容
：明治初期から三十年代前半まで

安田寛、北原かな子 弘前大学

181
本多庸一のバラ塾におけるキリスト教の出会いと受容と発心の問題
（「地域学」十巻より抜粋コピー）

野口伐名 弘前学院大学

182
日本の国士本多庸一における
明治日本の近代天皇国家国民の形成の問題Ⅰ
「弘前学院大学社会福祉研究紀要　第11号」掲載

野口伐名 弘前学院大学社会福祉学部

183
日本の国士本多庸一の宣教師との出会いと
「藩意識から日本国意識へ」の目ざめと形成Ⅰ
「弘前学院大学社会福祉研究紀要　第12号」掲載

野口伐名 弘前学院大学社会福祉学部

184
本多庸一の社会事業観
「弘前学院大学社会福祉研究紀要　第13号」抜粋

野口伐名 弘前学院大学社会福祉学部

185
LOBSCHEIDの《英華字典》について：書誌学的研究（1）
※「文学論叢」第114輯抜刷

那須雅之 愛知大学文学会

186
LOBSCHEIDの《英華字典》について：書誌学的研究（2）
※「文学論叢」第116輯抜刷

那須雅之 愛知大学文学会

187
Ｒｏｂｅｒｔ　Ｆｌｏｙｄ　Ｋｅｒｒと
東奥義塾：東奥義塾の歴史を支えたアメリカの英学教師
（東奥義塾史報3号抜刷1998年6月26日）

保村和良 保村和良

188 「伝導日誌」の著者について（地域学　十巻別刷2012年6月11日） 保村和良 保村和良

189
明治期に弘前に滞在したﾍﾝﾘｰ・バトラー・シュワルツ
：羽州街道の徒歩旅行
（東北女子大学短期大学紀要　第47号2008年別冊）

保村和良 保村和良

190
弘前に滞在した明治の知られざるジャパノロジスト
アーサー・コリンズ・マクレイの見た横浜、函館、弘前
（東北女子大学短期大学紀要　第48号2009年別冊）

保村和良 保村和良

191
日記と新聞記事にみる明治期書記の弘前1879-1880
アメリカ人英語教師ロバート・フロイド・カ―の日記と内地旅行規定
（東北女子大学短期大学紀要　第49号2010年別冊）

保村和良 保村和良

192
明治期にアメリカへ渡った本県出身の女性医師
：須藤カクと2人の協働者Ｄｒ　ケルシーと阿部ハナ
（東北女子大学短期大学紀要　第51号2012年別冊）

保村和良 保村和良

193
日本の近代教育に貢献した「ウ井ルソン・リーダー」と明治初期に於ける教科書
（東北女子大学短期大学紀要　第52号2013年別冊）

保村和良 東北女子大短大

194
幕末から明治初期の国内留学事情：洋楽修業を志した津軽のサムライたち
（東北女子大学短期大学紀要　第53号2014年別冊）

保村和良 東北女子大短大

195 津軽武士（兼松成一氏寄贈　コピー） 兼松成器
196 津軽家文書解題（国立史料館教授鈴江栄一氏寄贈　コピー） 国立史料館 史料館
197 柳田國男の民俗学（成城文藝　第一一九号　昭和62年5月抜刷） 今井富士雄（卒業生） 成城大学
198 流 東山彰良 講談社

199
青森県史　文化財編　建築
（弘前城、武家屋敷、旧東奥義塾外人教師館、
弘前市仲町、旧伊藤家住宅、ほか

青森県史編さん文化財部会：編 青森県

200 青森県学校名鑑：平成２１年度版 斉藤直樹：編集責任者 共立通信
201 青森県学校名鑑：平成２２年度版 斉藤直樹：編集責任者 共立通信
202 青森県学校名鑑：平成２４年度版 斉藤直樹：編集責任者 共立通信
203 青森県学校名鑑：平成２５年度版 斉藤直樹：編集責任者 共立通信
204 青森県学校名鑑：平成２６年度版 斉藤直樹：編集責任者 共立通信
205 東北６県私立高等学校校名鑑：２０１４ 斉藤直樹：編集責任者 共立通信
206 隅っこの昭和：モノが語るあの頃 出久根達郎 草思社文庫

207
岩波ジュニア新書814　レンアイ、基本のキ
：好きになったらなんでもOK?

打越さく良 岩波書店

208
岩波ジュニア新書815　岩波メソッド学校にはない教科書
いま、必要な５×５の学習法

岩波邦明、押田あゆみ 岩波書店

209 岩波ジュニア新書816　AKB48、被災地へ行く 石原真 岩波書店
210 岩波新書（新赤版）1565　昭和史のかたち 保坂正康 岩波書店
211 岩波新書（新赤版）1566　検証安倍イズム：胎動する新国家主義 柿﨑明二 岩波書店
212 岩波新書（新赤版）1567　生命保険とのつき合い方 出口治明 岩波書店
213 岩波新書（新赤版）1568　雇用身分社会 森岡孝二 岩波書店
214 岩波新書（新赤版）1569　ガリレオ裁判：400年後の真実 田中一郎 岩波書店
215 岩波新書（新赤版）1570　スポーツアナウンサー：実況の神髄 山本浩 岩波書店
216 心理術サクッとノート：10秒で相手を見抜く＆操る 神岡真司：監修 永岡書店
217 絵本星の王子さま サン＝テグジュペリ 徳間書店
218 どがんね：古賀常次郎詳伝 佐保圭 日経BPコンサルティング
219 くれよんのくろくん なかやみわ 童心社



220 僕のつくった怪物 乙一 集英社文庫
221 神様の御用人2 浅葉なつ メディアワークス
222 神様の御用人3 浅葉なつ メディアワークス
223 動物翻訳家：心の声をキャッチする、飼育員のリアルストーリー 片野ゆか 集英社
224 跳びはねる思考：会話のできない自閉症の僕が考えていること 東田直樹 イースト・プレス
225 B型肝炎：なぜここまで拡がったのか（岩波ブックレット936） 奥泉尚洋、久野華代 岩波書店
226 発達障害の子どもの心と行動がわかる本：イラスト図解 田中康雄：監修 東西社

227
木村静幽伝（コピー）
※津軽藩主の功業、津軽略年表、木村家由緒並びに系図、
財団法人木村産業研究所、晩年の静幽翁、父を偲ぶ

松阪青渓：著、木村平八（息子） 木村本邸

228 現代用語の基礎知識2016 自由国民社：編 自由国民社
229 なるにはBOOKS26　鉄道員になるには 土屋武之 ぺりかん社

230 続・竹林はるか遠く：兄と姉とヨーコの戦後物語
ヨーコ・カワシマ・ワトキンズ：著
都竹恵子：訳

ハート出版社

231 心をつかむ高校野球監督の名言 田尻賢 ベースボールマガジン社
232 麦の穂青し：空は一片の雲を留めず 北影雄幸 勉誠出版

233
自分の心を知るワークブック
：自分のペースでできる１８の書き込み式ワーク

下園壮太 宝島社

234
青森県立七戸高等学校：未来創造
飛翔せよ柏葉の誇り高く：創立90周年記念誌
※大正15年（1922）創立

青森県立七戸高等学校 青森県立七戸高等学校

235 県別感情表現辞典
坂本幸博・津軽担当（東奥義塾教
諭）
真田信治、友定賢治・編

東京堂

236 天声人語2015秋　[英文対照]ＶＯＬ182 朝日新聞論説委員室：編 原書房
237 下町ロケット：ガウディ計画 池井戸潤 小学館
238 日本基督教団年鑑2016（通巻第67巻） 日本基督教団事務局：編 日本基督教団
239 なるにはBOOKS100　介護福祉士になるには 渡辺裕美 ぺりかん社

240
重要文化財神戸女学院
ヴォーリズ建築の魅力とメッセージ（創立１４０周年記念版）
＊明治８年（１８７５）創立　創設者・タルカット女史

神戸女学院：編 神戸女学院

241 文芸春秋２０１６年の論点１００ 文藝春秋社：編 文藝春秋社
242 東北６県私立高等学校校名鑑：２０１６ 斉藤直樹：編集責任者 共立通信
243 キッズペディア世界遺産 高成博ほか編 小学館

244
今官一展：特別展
※会期平成十五年七月二十五日～九月七日　青森県近代文学館

青森県近代文学館、青森県立図書館青森県立近代文学館

245 現代を知るPlus：小論文頻出テーマ解説集 第一学習社 第一学習社

246 町を築いた人びと
青山栄、工藤国幹、舘岡一郎
板柳町教育委員会

板柳町教育委員会

247 君死に給ふことなかれ：神風特攻龍虎隊 古川薫 幻冬舎

248
だいすき！クリスマスのおはなし
※古川一美先生寄贈

ゾーベルノーラン・マリア：文
モローニー・トレーシー:絵

CS成長センター

249 世界でいちばん貧しい大統領のスピーチ 中川学：絵 汐文社
250 おじぎをしたなつめやしの木（おばあちゃんのおはなし２） 司修 ぷねうま社
251 ぼくもいってみよう 佐久間彪：文、杉田豊：絵 至光社

252 ブレーメンの音楽隊
グリム、バーナデット：絵
ささきたづこ：訳

西村書店

253 医療・福祉の仕事見る知るシリーズ1　医師の一日 WILLこども知育研究所：編 保育社
254 医療・福祉の仕事見る知るシリーズ2　看護師の一日 WILLこども知育研究所：編 保育社
255 医療・福祉の仕事見る知るシリーズ3　助産師の一日 WILLこども知育研究所：編 保育社
256 医療・福祉の仕事見る知るシリーズ4　救急救命士の一日 WILLこども知育研究所：編 保育社
257 医療・福祉の仕事見る知るシリーズ5　介護福祉士の一日 WILLこども知育研究所：編 保育社
258 医療・福祉の仕事見る知るシリーズ6　薬剤師の一日 WILLこども知育研究所：編 保育社
259 医療・福祉の仕事見る知るシリーズ7　理学療法士の一日 WILLこども知育研究所：編 保育社
260 医療・福祉の仕事見る知るシリーズ8　管理栄養士の一日 WILLこども知育研究所：編 保育社
261 医療・福祉の仕事見る知るシリーズ9　保健師の一日 WILLこども知育研究所：編 保育社
262 医療・福祉の仕事見る知るシリーズ10　保育士の一日 WILLこども知育研究所：編 保育社
263 岩波新書（新赤版）1571　考え方の教室 齋藤孝 岩波書店
264 岩波新書（新赤版）1572　「私」をつくる：近代小説の試み 安藤宏 岩波書店

265
岩波新書（新赤版）1573
（文化）を捉え直す：カルチュラル・セキュリティの発想

渡辺靖 岩波書店

266 岩波新書（新赤版）1574　和漢診療学：あたらしい漢方 寺澤捷年 岩波書店
267 岩波新書（新赤版）1575　村上春樹は、むずかしい 加藤典洋 岩波書店
268 岩波新書（新赤版）1576　曽我氏の古代 吉村武彦 岩波書店
269 岩波新書（新赤版）1577　新・韓国現代史 文京沫 岩波書店
270 岩波新書（新赤版）1578　香港：中国と向き合う自由都市 倉田徹、張■■ 岩波書店
271 岩波ジュニア新書817　森と山と川でたどるドイツ史 池上俊一 岩波書店
272 岩波ジュニア新書818　戦後日本の経済と社会 石原亨一 岩波書店
273 岩波ジュニア新書819　インカの世界を知る 木村秀雄、高野潤 岩波書店
274 岩波ジュニア新書820　詩の寺子屋 和合亮一 岩波書店
275 ソロモンの偽証5　第Ⅲ部　法廷（上巻） 宮部みゆき 新潮文庫
276 ソロモンの偽証6　第Ⅲ部　法廷（下巻） 宮部みゆき 新潮文庫
277 とことん！とんかつ道 今柊二 中公新書ラクレ
278 歌丸極上人生 桂歌丸 祥伝社文庫
279 言葉の贅肉：今日もよげしゃべり 伊奈かっぺい 岩波書店
280 日本で100年、生きてきて むのたけじ 朝日新聞社
281 高校生の居場所のつくり方 中尾祐子 いのちのことば社
282 現代聖書注解8　サムエル記　上 Ｗ・ブルッゲマン：著、矢田洋子：訳 日本基督教団出版局
283 広岡浅子の生涯 三浦祥子：編 宝島社
284 かぎりなくやさしい花々 星野富弘 偕成社
285 英語で話せる日本図鑑：楽しく英語が学べる 永岡書店編集部：編 永岡書店
286 ピンクとグレー 加藤シゲアキ 角川文庫
287 ソロモンの偽証3　第Ⅱ部　決意（上巻） 宮部みゆき 新潮文庫
288 ソロモンの偽証4　第Ⅱ部　決意（下巻） 宮部みゆき 新潮文庫
289 人物叢書283　継体天皇 篠川賢 吉川弘文館
290 なるにはBOOKS143　理系学術研究者になるには 佐藤成美 ぺりかん社

291 美しい人体図鑑：ミクロの目で見る細胞の世界
コリン・ソルター：総編集
三村明子：訳

ポプラ社



292
考えよう！やってみよう！フェアトレード
（1：フェアトレードって、なんだろう？）

こどもくらぶ：へん 彩流社

293 これですっきり！マイナンバーがわかる本 井野良介：編 宝島社

294
広岡浅子と女たち
：幕末・明治・大正-新時代のヒロイン全集

川﨑敦文：編 ファミマ・ドット・コム

295 18歳からの選挙Ｑ＆Ａ：政治に新しい風を18歳選挙権 全国民主主義教育研究会：編 同時代社

296
真田三代全国史跡オールガイド
（サンエイムック時空旅人ビジュアル選書）

新井寿彦：編 三栄書房

297
つまをめとらば
（ひともうらやむ、つゆかせぎ、乳付、ひと夏、逢対）

青山文平 文藝春秋社

298 日本は世界で何番目？1 健康・福祉 藤田千枝：編、坂口美佳子：著 大月書店
299 日本は世界で何番目？2 家族・教育・労働 藤田千枝：編、菅原由美子：著 大月書店
300 日本は世界で何番目？3 環境とエネルギー 藤田千枝：編、新美景子：著 大月書店
301 日本は世界で何番目？4 食料と農漁業 藤田千枝：編、増本裕江：著 大月書店
302 日本は世界で何番目？5 平和と安全 藤田千枝：編、菅原由美子：著 大月書店
303 三国志：正史1　魏書1 陳寿：著、今鷹真、井波律子：訳 ちくま学芸文庫
304 三国志：正史2　魏書Ⅱ 陳寿：著、今鷹真、井波律子：訳 ちくま学芸文庫
305 三国志：正史3　魏書Ⅲ 陳寿：著、今鷹真、井波律子：訳 ちくま学芸文庫
306 三国志：正史4　魏書Ⅳ 陳寿：著、今鷹真、井波律子：訳 ちくま学芸文庫
307 三国志：正史5　蜀書 陳寿：著、今鷹真、井波律子：訳 ちくま学芸文庫
308 三国志：正史6　呉書Ⅰ 陳寿：著、今鷹真、井波律子：訳 ちくま学芸文庫
309 三国志：正史7　呉書Ⅱ 陳寿：著、今鷹真、井波律子：訳 ちくま学芸文庫
310 三国志：正史8　呉書Ⅲ 陳寿：著、今鷹真、井波律子：訳 ちくま学芸文庫


