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1 002 知識、学問、学術 大学1年生からの研究の始めかた 西山, 敏樹 慶應義塾大学出版会 2016 9784766423648 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000034389

2 002 知識、学問、学術 大学での学び方 ―「思考」のレッスン― 東谷, 護 勁草書房 2007 9784326653249 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000033114

3 007 情報科学
21世紀ICT企業の経営戦略 ―変貌する世界の大企業体制―（龍谷大学
社会科学研究所叢書 第114巻）

夏目, 啓二 文眞堂 2017 9784830949227 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000045638

4 007 情報科学 30時間でマスターOffice 2016 ―Windows10対応― 実教出版編修部 実教出版 2016 9784407340181 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000040953

5 007 情報科学 AI vs.教科書が読めない子どもたち 新井, 紀子 東洋経済新報社 2018 9784492762394 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000052274

6 007 情報科学 AI社会の歩き方 ―人工知能とどう付き合うか―（DOJIN選書 80） 江間, 有沙 化学同人 2019 9784759816808 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000074396

7 007 情報科学
Apache Spark入門 ―動かして学ぶ最新並列分散処理フレームワーク―
【スマホ・読上】（Next one）

猿田, 浩輔 翔泳社 2015 9784798142661 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000079795

8 007 情報科学 C#の絵本 ―C#が楽しくなる新しい9つの扉―第2版 アンク 翔泳社 2017 9784798151892 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000079759

9 007 情報科学 Cによる探索プログラミング ―基礎から遺伝的アルゴリズムまで― 伊庭, 斉志 オーム社 2008 9784274067303 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002663

10 007 情報科学
Deep Learning Javaプログラミング ―深層学習の理論と実装―（Impress
top gear）

巣籠, 悠輔
インプレスＲ＆Ｄ／イ
ンプレスビジネスメ
ディア

2016 9784844381280 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000039260

11 007 情報科学
Dockerによるアプリケーション開発環境構築ガイド ―Dockerの基本から
現場で使える実践的なテクニックまで―

櫻井, 洋一郎 マイナビ出版 2018 9784839964580 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000083656

12 007 情報科学 Excelピボットテーブル ―データ集計・分析の「引き出し」が増える本― 木村, 幸子 翔泳社 2018 9784798155784 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000058360

13 007 情報科学 FLASHアニメーション制作バイブル A.e.Suck オーム社 2007 9784274066870 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002654

14 007 情報科学
ICT未来予想図 ―自動運転, 知能化都市, ロボット実装に向けて―（共立
スマートセレクション = Kyoritsu smart selection 9）

土井, 美和子 共立出版 2016 9784320009097 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000041360

15 007 情報科学
ILLUSTRATORおいしいネタ事典 ―簡単なのに、センスいいね!と一目お
かれるテクニック集。―

sakimitama 翔泳社 2016 9784798143590 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000088672

16 007 情報科学 IT業界を楽しく生き抜くための「つまみぐい勉強法」 （技評SE選書 015） 奥, 乃美 技術評論社 2010 9784774142593 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000031151

17 007 情報科学 Java （シリーズアジャイルソフトウェア開発技術 基礎編） 浜川, 剛 東京電機大学出版局 2012 9784501550400 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006520

18 007 情報科学 Javaによる3DCG入門 山口, 泰 朝倉書店 2015 9784254122107 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027894

19 007 情報科学 Javaの絵本 ―Javaが好きになる新しい9つの扉―第3版 アンク 翔泳社 2016 9784798150376 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000079766

20 007 情報科学
Microsoft Office Specialist Microsoft Excel 2016 Expert対策テキスト&問
題集 （よくわかるマスター）

富士通エフ・オー・エ
ム

富士通エフ・オ－・エ
ム

2017 9784865103243 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000044582
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21 007 情報科学
Microsoft Office Specialist Microsoft PowerPoint 2016対策テキスト&問
題集 （よくわかるマスター）

富士通エフ・オー・エ
ム

富士通エフ・オ－・エ
ム

2017 9784865103229 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000044577

22 007 情報科学
Microsoft Office Specialist Microsoft Word 2016 Expert対策テキスト&問
題集 （よくわかるマスター）

富士通エフ・オー・エ
ム

富士通エフ・オ－・エ
ム

2017 9784865103250 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000044581

23 007 情報科学 OS自作入門 ―30日でできる! : operating system― 川合, 秀実 マイナビ出版 2006 9784839919849 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000044226

24 007 情報科学
pandasライブラリ活用入門 ―Pythonデータ分析/機械学習のための基本
コーディング!―（Impress top gear）

Daniel Y. Chen
インプレスＲ＆Ｄ／イ
ンプレスビジネスメ
ディア

2019 9784295005650 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000072739

25 007 情報科学
Pythonスクレイピングの基本と実践 ―データサイエンティストのための
Webデータ収集術―（Impress top gear）

Seppe vanden
Broucke

インプレスＲ＆Ｄ／イ
ンプレスビジネスメ
ディア

2018 9784295005285 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000072044

26 007 情報科学 Pythonではじめよう! ―たのしいプログラミング― Jason R. Briggs オーム社 2014 9784274069444 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016527

27 007 情報科学 Pythonで学ぶ統計的機械学習 金森, 敬文 オーム社 2018 9784274223051 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000078562

28 007 情報科学 Pythonで機械学習入門 ―深層学習から敵対的生成ネットワークまで― 大関, 真之 オーム社 2019 9784274222863 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000078573

29 007 情報科学 Pythonで体験してわかるアルゴリズムとデータ構造 西澤, 弘毅 近代科学社 2018 9784764905702 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000055935

30 007 情報科学 Pythonで体験する深層学習 ―Caffe, Theano, Chainer, TensorFlow― 浅川, 伸一 コロナ社 2016 9784339028515 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000043986

31 007 情報科学
Pythonで動かして学ぶ!あたらしい機械学習の教科書 ―数式とプログラ
ムをつなげて理解できる!―第2版 【スマホ・読上】

伊藤　真 翔泳社 2019 9784798159911 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000084269

32 007 情報科学
Pythonで動かして学ぶ!あたらしい深層学習の教科書 ―機械学習の基
本から深層学習まで―（AI & Technology）

石川, 聡彦 翔泳社 2018 9784798158570 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000067600

33 007 情報科学 PythonによるTCP/IPソケットプログラミング 小高, 知宏 オーム社 2019 9784274223242 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000078567

34 007 情報科学 Pythonによるあたらしいデータ分析の教科書 （AI & Technology） 寺田, 学 翔泳社 2018 9784798158341 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000067590

35 007 情報科学
Pythonによるクローラー&スクレイピング入門 ―設計・開発から収集デー
タの解析・運用まで―【スマホ・読上】

加藤, 勝也 翔泳社 2017 9784798149127 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000079800

36 007 情報科学 Pythonによるデータ解析入門 山内, 長承 オーム社 2018 9784274222887 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000078561

37 007 情報科学
Pythonによる深層強化学習入門 ―ChainerとOpenAI Gymではじめる強
化学習―

牧野, 浩二 オーム社 2018 9784274222535 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000078546

38 007 情報科学 Pythonの絵本 ―Pythonを楽しく学ぶ9つの扉― アンク 翔泳社 2018 9784798155135 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000058384

39 007 情報科学
Python機械学習プログラミング ―達人データサイエンティストによる理論
と実践―第2版（Impress top gear）

Sebastian Raschka
インプレスＲ＆Ｄ／イ
ンプレスビジネスメ
ディア

2018 9784295003373 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000052302

40 007 情報科学
Python言語によるプログラミングイントロダクション ―データサイエンスと
アプリケーション―（世界標準MIT教科書）

John V.Guttag 近代科学社 2017 9784764905184 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000044770
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41 007 情報科学 The four ―GAFA (ガーファ) : 四騎士が創り変えた世界― スコット・ギャロウェイ 東洋経済新報社 2018 9784492503027 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000061447

42 007 情報科学
UIデザインの教科書 ―マルチデバイス時代のインターフェース設計―新
版

原田　秀司 翔泳社 2019 9784798155456 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000088687

43 007 情報科学 Windows8・Office2013による情報処理入門 安積, 淳 実教出版 2014 9784407334791 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000031678

44 007 情報科学 XcodeではじめるSwiftプログラミング 大津, 真 ラトルズ 2014 9784899774259 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025113

45 007 情報科学 アセンブラ言語CASL 下村, 奉之 東京電機大学出版局 1992 9784501519209 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001417

46 007 情報科学
アルゴリズムの絵本 ―プログラミングが好きになる新しい9つの扉―第2
版

アンク 翔泳社 2019 9784798159379 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000084226

47 007 情報科学 アルゴリズム図鑑 ―絵で見てわかる26のアルゴリズム― 石田, 保輝 翔泳社 2017 9784798149776 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000052458

48 007 情報科学 いちばんやさしいAI「人工知能」超入門 大西, 可奈子 マイナビ出版 2018 9784839965594 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000064629

49 007 情報科学
いちばんやさしいGit & GitHubの教本 ―人気講師が教えるバージョン管
理&共有入門―

横田, 紋奈
インプレスＲ＆Ｄ／イ
ンプレスビジネスメ
ディア

2018 9784295005247 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000072038

50 007 情報科学 イラストで学ぶ人工知能概論 谷口, 忠大 講談社 2014 9784061538238 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028177

51 007 情報科学
インターネット・バイ・デザイン ―21世紀のスマートな社会・産業インフラ
の創造へ―

江崎, 浩 東京大学出版会 2016 9784130634564 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000040185

52 007 情報科学 オートマトン・言語理論 第2版 富田, 悦次 森北出版 2013 9784627805521 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025635

53 007 情報科学 オブジェクト指向Javaプログラミング入門 第2版 多田, 昌裕 近代科学社 2018 9784764904958 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000052303

54 007 情報科学
カラー図解Raspberry Piではじめる機械学習 ―基礎からディープラーニ
ングまで―（ブルーバックス B-2052）

金丸, 隆志 講談社 2018 9784065020524 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057475

55 007 情報科学 かんたんJava （プログラミングの教科書） 今川, 美保 技術評論社 2010 9784774142333 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000032782

56 007 情報科学 ゲームAIと深層学習 ―ニューロ進化と人間性― 伊庭, 斉志 オーム社 2018 9784274222528 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000078548

57 007 情報科学 ゲーム情報学概論 ―ゲームを切り拓く人工知能― 伊藤, 毅志 コロナ社 2018 9784339028850 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000077996

58 007 情報科学 これからはじめるIllustratorの本 ―CC対応版―（デザインの学校） 佐々木, 京子 技術評論社 2014 9784774165851 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000032769

59 007 情報科学 これから学ぶPython 大津, 真
インプレスＲ＆Ｄ／イ
ンプレスビジネスメ
ディア

2018 9784295005162 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000068389

60 007 情報科学 コンテンツ産業とイノベーション ―テレビ・アニメ・ゲーム産業の集積― 半澤, 誠司 勁草書房 2016 9784326504183 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027437
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61 007 情報科学
コンパイラ （未来へつなぐデジタルシリーズ = Connection to the future
with digital series 24）

佐渡, 一広 共立出版 2014 9784320123441 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023076

62 007 情報科学 コンピュータグラフィックス （情報工学レクチャーシリーズ） 佐藤, 淳 森北出版 2017 9784627811010 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000047782

63 007 情報科学 コンピュータとは何か? = What is a computer? 中村, 克彦 東京電機大学出版局 2018 9784501556402 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000076511

64 007 情報科学
コンピュータビジョン ―広がる要素技術と応用―（未来へつなぐデジタル
シリーズ = Connection to the future with digital series 37）

米谷, 竜 共立出版 2018 9784320123571 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000078578

65 007 情報科学 サイバーセキュリティ入門 ―図解×Q&A― 羽室, 英太郎 慶應義塾大学出版会 2018 9784766425475 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000067734

66 007 情報科学
サイバー攻撃 ―ネット世界の裏側で起きていること―【スマホ・読上】（ブ
ルーバックス B-2045）

中島, 明日香 講談社 2018 9784065020456 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057468

67 007 情報科学 サウンドエフェクトのプログラミング ―Cによる音の加工と音源合成― 小坂, 直敏 オーム社 2012 9784274068942 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000003894

68 007 情報科学
サポートベクトルマシン = Support vector machine （MLP機械学習プロ
フェッショナルシリーズ）

竹内, 一郎 講談社 2015 9784061529069 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028192

69 007 情報科学 サルでもわかるGit入門 大串, 肇
インプレスＲ＆Ｄ／イ
ンプレスビジネスメ
ディア

2018 9784295004837 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000063179

70 007 情報科学 しくみがわかる深層学習 手塚, 太郎 朝倉書店 2018 9784254122381 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000076056

71 007 情報科学
シャノンの情報理論入門 ―価値ある情報を高速に、正確に送る―（ブ
ルーバックス B-1795）

高岡, 詠子 講談社 2012 9784062577953 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028196

72 007 情報科学 シンギュラリティ （やさしく知りたい先端科学シリーズ 3） 神崎, 洋治 創元社 2018 9784422400358 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000078786

73 007 情報科学 スッキリわかるJava入門 [入門編] 第2版 国本, 大悟
インプレスＲ＆Ｄ／イ
ンプレスビジネスメ
ディア

2014 9784844336389 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025494

74 007 情報科学 スラスラわかるJava 第2版 【スマホ・読上】 中垣　健志 翔泳社 2018 9784798156736 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000084276

75 007 情報科学 セキュリティのしくみ （図解まるわかり） 増井, 敏克 翔泳社 2018 9784798157207 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000067594

76 007 情報科学 ソーシャルメディアと「世論」形成 ―間メディアが世界を揺るがす― 遠藤, 薫 東京電機大学出版局 2016 9784501630003 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000042582

77 007 情報科学 ソフトウェアエンジニアリング基礎知識体系 ―SWEBOK V3.0― 松本, 吉弘 オーム社 2014 9784274505218 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000018345

78 007 情報科学 ソフトウェア開発実践 ―科学技術シミュレーションソフトの設計― 佐藤, 文俊 東京大学出版会 2015 9784130624558 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000030798

79 007 情報科学 ソフトウェア工学 岸, 知二 近代科学社 2016 9784764905092 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000033195

80 007 情報科学
チューリングの計算理論入門 ―チューリング・マシンからコンピュータへ
―（ブルーバックス B-1851）

高岡, 詠子 講談社 2014 9784062578516 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028227
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81 007 情報科学 つくって学ぶProcessingプログラミング入門 長名, 優子 コロナ社 2017 9784339028720 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000049352

82 007 情報科学 ディスカッションを科学する ―人間と人工知能の共生― 長尾, 確 慶應義塾大学出版会 2018 9784766424935 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000050882

83 007 情報科学
データサイエンス教本 ―Pythonで学ぶ統計分析・パターン認識・深層学
習・信号処理・時系列データ分析―

橋本, 洋志 オーム社 2018 9784274222900 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000078564

84 007 情報科学 できるOffice 365 2018年度版 インサイトイメージ
インプレスＲ＆Ｄ／イ
ンプレスビジネスメ
ディア

2018 9784295003700 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000053291

85 007 情報科学
できるクリエイターInkscape独習ナビ ―Windows & Mac対応―（できるク
リエイターシリーズ）

大西　すみこ
インプレスＲ＆Ｄ／イ
ンプレスビジネスメ
ディア

2016 9784844381556 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000086521

86 007 情報科学
なぜ?がわかるデータベース ―リレーショナルDBの構造と動きを徹底理
解―【スマホ・読上】

小笠原　種高 翔泳社 2018 9784798156545 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000084278

87 007 情報科学 ネットカフェの社会学 ―日本の個別性をアジアから開く― 平田, 知久 慶應義塾大学出版会 2019 9784766425901 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000075547

88 007 情報科学
ネットジェネレーションのための情報リテラシー&情報モラル ―ネット犯
罪・ネットいじめ・学校裏サイト―

加納, 寛子 大学教育出版 2008 9784887308039 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000032092

89 007 情報科学 ネット炎上の研究 ―誰があおり、どう対処するのか― 田中, 辰雄 勁草書房 2016 9784326504220 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027856

90 007 情報科学 はじめてのアルゴリズム 上原, 隆平 近代科学社 2013 9784764904491 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000033145

91 007 情報科学 はじめて学ぶオートマトンと言語理論 藤原, 暁宏 森北出版 2015 9784627852914 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000032990

92 007 情報科学
ハッキング・ラボのつくりかた ―仮想環境におけるハッカー体験学習―
【スマホ・読上】

IPUSIRON 翔泳社 2018 9784798155302 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000084280

93 007 情報科学
プログラマのための論理パズル ―難題を突破する論理思考トレーニン
グ―

Dennis E. Shasha オーム社 2009 9784274067556 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000042397

94 007 情報科学 プログラミングR ―基礎からグラフィックスまで― 高階, 知巳 オーム社 2008 9784274067433 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002664

95 007 情報科学
プログラミングコンテストチャレンジブック ―問題解決のアルゴリズム活
用力とコーディングテクニックを鍛える―第2版

秋葉, 拓哉 マイナビ出版 2012 9784839941062 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025224

96 007 情報科学 プログラミングコンテスト攻略のためのアルゴリズムとデータ構造 渡部, 有隆 マイナビ出版 2015 9784839952952 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025197

97 007 情報科学 プログラミングの基礎 羽山, 博 マイナビ出版 2010 9784839934538 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000013037

98 007 情報科学 プログラムの絵本 ―プログラミングの基本がわかる9つの扉― アンク 翔泳社 2016 9784798146744 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000079784

99 007 情報科学
ブロックチェーン ―相互不信が実現する新しいセキュリティ―【スマホ・読
上】（ブルーバックス B-2083）

岡嶋　裕史 講談社 2019 9784065144350 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000086329

100 007 情報科学 ほんきで学ぶAfter Effects映像制作入門 ―作ればわかる38レッスン― 高木　和明 翔泳社 2016 9784798143798 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000088674
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101 007 情報科学 メディア社会論 （有斐閣ストゥディア） 辻, 泉 有斐閣 2018 9784641150553 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000074370

102 007 情報科学 メンタルモデル ―ユーザーへの共感から生まれるUXデザイン戦略― Indi Young 丸善出版 2014 9784621088067 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000013609

103 007 情報科学 よくわかるICTの知っておきたい基礎知識
富士通エフ・オー・エ
ム

富士通エフ・オ－・エ
ム

2018 9784865103618 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000062785

104 007 情報科学 よくわかる初心者のためのMicrosoft Excel 2019
富士通エフ・オー・エ
ム株式会社

富士通エフ・オ－・エ
ム

2019 9784865103984 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000086539

105 007 情報科学 リファクタリング 新装版 ―既存のコードを安全に改善する― Martin Fowler オーム社 2014 9784274050190 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016515

106 007 情報科学 ロボット・AIと法 弥永, 真生 有斐閣 2018 9784641125964 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000081705

107 007 情報科学 音声認識 【スマホ・読上】（MLP機械学習プロフェッショナルシリーズ） 篠田, 浩一 講談社 2017 9784061529274 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000080945

108 007 情報科学
画像認識 = Image recognition （MLP機械学習プロフェッショナルシリー
ズ）

原田, 達也 講談社 2017 9784061529120 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000080930

109 007 情報科学 学生に役立つWord & Excel & PowerPoint
富士通エフ・オー・エ
ム

富士通エフ・オ－・エ
ム

2010 9784893118806 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007168

110 007 情報科学 基礎Python 【スマホ・読上】（Impress kiso series） 大津, 真
インプレスＲ＆Ｄ／イ
ンプレスビジネスメ
ディア

2016 9784844380153 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000060597

111 007 情報科学 基礎から学ぶコンピュータアーキテクチャ 遠藤, 敏夫 森北出版 2008 9784627847910 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000032950

112 007 情報科学
機械学習 (マシンラーニング) と深層学習 (ディープラーニング) ―C言語
によるシミュレーション―

小高, 知宏 オーム社 2016 9784274218873 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028105

113 007 情報科学
機械学習 (マシンラーニング) と深層学習 (ディープラーニング) ―Python
によるシミュレーション―

小高, 知宏 オーム社 2018 9784274222269 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000055939

114 007 情報科学 機械学習入門 ―ボルツマン機械学習から深層学習まで― 大関, 真之 オーム社 2016 9784274219986 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000040937

115 007 情報科学 技術者のための線形代数学 ―大学の基礎数学を本気で学ぶ― 中井, 悦司 翔泳社 2018 9784798155364 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000067577

116 007 情報科学 教師なし学習入門 （わかりやすいパターン認識  続） 石井, 健一郎 オーム社 2014 9784274215308 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000024479

117 007 情報科学 決定版AI人工知能 樋口, 晋也 東洋経済新報社 2017 9784492762332 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000048954

118 007 情報科学 決定版サイバーセキュリティ ―新たな脅威と防衛策― Blue Planet-works 東洋経済新報社 2018 9784492762455 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000068364

119 007 情報科学
研究発表のためのスライドデザイン ―「わかりやすいスライド」作りの
ルール―（ブルーバックス B-1813）

宮野, 公樹 講談社 2013 9784062578134 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028125

120 007 情報科学
現代暗号入門 ―いかにして秘密は守られるのか―（ブルーバックス B-
2035）

神永, 正博 講談社 2017 9784065020357 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057459
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121 007 情報科学 視聴覚メディア （メディア学大系 15） 近藤, 邦雄 コロナ社 2017 9784339027952 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000055950

122 007 情報科学
自動人形(オートマトン)の城 ―人工知能の意図理解をめぐる物語―【ス
マホ・読上】

川添　愛 東京大学出版会 2017 9784130633680 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000087520

123 007 情報科学
実践的ソフトウェア工学 ―実践現場から学ぶソフトウェア開発の勘所―
第2版（トップエスイー入門講座 1）

浅井, 治 近代科学社 2019 9784764905870 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000075593

124 007 情報科学 情報セキュリティ入門  第3版 羽室, 英太郎 慶應義塾大学出版会 2014 9784766421651 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016977

125 007 情報科学 深層学習 麻生, 英樹 近代科学社 2015 9784764904873 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000033129

126 007 情報科学 深層学習 = Deep learning （MLP機械学習プロフェッショナルシリーズ） 岡谷, 貴之 講談社 2015 9784061529021 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028365

127 007 情報科学
進化計算 (ニューロエボリューション) と深層学習 (ディープラーニング)
―創発する知能―

伊庭, 斉志 オーム社 2015 9784274218026 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028103

128 007 情報科学 人工知能と社会 ―2025年の未来予想― 栗原, 聡 オーム社 2018 9784274221811 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000052306

129 007 情報科学 人工知能の基礎 第2版 馬場口, 登 オーム社 2015 9784274216152 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000024493

130 007 情報科学 人工知能の創発 ―知能の進化とシミュレーション― 伊庭, 斉志 オーム社 2017 9784274220647 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000043469

131 007 情報科学 人工知能原理 （コンピュータサイエンス教科書シリーズ 12） 加納, 政芳 コロナ社 2017 9784339027129 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000064837

132 007 情報科学 人工知能入門 小高, 知宏 共立出版 2015 9784320123892 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027444

133 007 情報科学 対話システム （自然言語処理シリーズ 7） 中野, 幹生 コロナ社 2015 9784339027570 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000026817

134 007 情報科学 知識システムの実装基礎 ―スライドで理解する人工知能技術― 新谷, 虎松 コロナ社 2012 9784339024654 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000017712

135 007 情報科学
徹底理解ブロックチェーン ―ゼロから着実にわかる次世代技術の原則
―（Impress top gear）

Daniel Drescher
インプレスＲ＆Ｄ／イ
ンプレスビジネスメ
ディア

2018 9784295003922 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000060136

136 007 情報科学
統計的学習理論 = Statistical learning theory （MLP機械学習プロフェッ
ショナルシリーズ）

金森, 敬文 講談社 2015 9784061529052 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028501

137 007 情報科学
働きたくないイタチと言葉がわかるロボット ―人工知能から考える「人と
言葉」―

川添, 愛 朝日出版社 2017 9784255010038 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000061760

138 007 情報科学 独習C 新版 【スマホ・読上】 arton 翔泳社 2018 9784798150246 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000079834

139 007 情報科学 独習C# 新版 【スマホ・読上】 山田, 祥寛 翔泳社 2017 9784798153827 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000079835

140 007 情報科学 入門C言語 筧, 捷彦 実教出版 2014 9784407332834 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023089
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141 007 情報科学 入門パターン認識と機械学習 後藤, 正幸 コロナ社 2014 9784339024791 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000018563

142 007 情報科学 入門機械学習による異常検知 ―Rによる実践ガイド― 井手, 剛 コロナ社 2015 9784339024913 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000026820

143 007 情報科学
入門者のLinux ―素朴な疑問を解消しながら学ぶ―（ブルーバックス B-
1989）

奈佐原, 顕郎 講談社 2016 9784062579896 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057422

144 007 情報科学
表現の自由とアーキテクチャ ―情報社会における自由と規制の再構成
―

成原, 慧 勁草書房 2016 9784326403202 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000031945

145 007 情報科学 量子コンピューター （今度こそわかるシリーズ） 西野, 友年 講談社 2015 9784061566057 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028828

146 007 情報科学 例題で学ぶJava入門 大堀　隆文 コロナ社 2012 9784339024685 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000089123

147 007 情報科学 論理回路 （コンピュータサイエンス教科書シリーズ 5） 曽和, 将容 コロナ社 2013 9784339027051 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000017732

148 010 図書館、図書館学 図書館史 和田, 万吉 慧文社 2008 9784863300088 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000044182

149 013 図書館管理 図書館情報技術論 （現代図書館情報学シリーズ 3） 杉本, 重雄 樹村房 2014 9784883672035 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015909

150 014 資料の収集、資料の整理、資料の保管 図書館情報資源概論 （現代図書館情報学シリーズ 8） 高山, 正也 樹村房 2012 9784883672080 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015914

151 016 各種の図書館 公共図書館の論点整理 （図書館の現場 7） 田村, 俊作 勁草書房 2008 9784326098330 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000014131

152 016 各種の図書館 公共図書館運営の新たな動向 （わかる!図書館情報学シリーズ 第5巻）
日本図書館情報学会
研究委員会

勉誠出版 2018 9784585205050 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000063505

153 017 学校図書館 学校図書館への研究アプローチ （わかる!図書館情報学シリーズ 第4巻）
日本図書館情報学会
研究委員会

勉誠出版 2017 9784585205043 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000047850

154 019 読書、読書法
レバレッジ・リーディング ―100倍の利益を稼ぎ出すビジネス書「多読」の
すすめ―

本田, 直之 東洋経済新報社 2006 9784492042694 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015381

155 019 読書、読書法 女子学生にすすめる60冊 （大妻ブックレット 1）
大妻ブックレット出版
委員会

日本経済評論社 2019 9784818825390 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000083793

156 019 読書、読書法 東大読書 ―「読む力」と「地頭力」がいっきに身につく― 西岡, 壱誠 東洋経済新報社 2018 9784492046258 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000055883

157 020 図書、書誌学 書誌学入門 ―古典籍を見る・知る・読む― 堀川, 貴司 勉誠出版 2010 9784585200017 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000061647

158 020 図書、書誌学 書物の文化史 ―メディアの変遷と知の枠組み― 加藤, 好郎 丸善出版 2018 9784621301067 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000055951

159 021 著作、編集 著作権法 第2版 中山, 信弘 有斐閣 2014 9784641144699 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000017592

160 021 著作、編集
編集デザイン入門 ―編集者・デザイナーのための視覚表現法―改訂2
版（本の未来を考える=出版メディアパル No.29）

荒瀬, 光治 出版メディアパル 2015 9784902251296 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000026614
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161 023 出版 EPUB戦記 ―電子書籍の国際標準化バトル― 小林, 龍生 慶應義塾大学出版会 2016 9784766423631 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000033505

162 070 ジャ－ナリズム、新聞 13歳からのジャーナリスト ―社会正義を求め世界を駆ける― 伊藤　千尋 かもがわ出版 2019 9784780310559 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000089333

163 070 ジャ－ナリズム、新聞
メディアがつくる現実、メディアをめぐる現実 ―ジャーナリズムと社会問
題の構築―

山口, 仁 勁草書房 2018 9784326603084 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000064826

164 070 ジャ－ナリズム、新聞
中国メディアの変容 ―ネット社会化が迫る報道の変革―（早稲田大学エ
ウプラクシス叢書 007）

陳, 雅賽 早稲田大学出版部 2017 9784657178053 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000060759

165 071 日本 ジャパンタイムズ社説集 2018年上半期  【音声付】 ジャパンタイムズ ジャパンタイムズ出版 2018 9784789017060 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000086599

166 100 哲学 自分で考えてみる哲学 ブレンダン・ウィルソン 東京大学出版会 2004 9784130130233 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000046806

167 100 哲学 哲学大図鑑 【スマホ・読上】 ウィル・バッキンガム 三省堂 2012 9784385162232 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000063117

168 104 論文集、評論集、講演集 ことばを紡ぐための哲学 ―東大駒場・現代思想講義―【スマホ・読上】 中島, 隆博 白水社 2019 9784560096734 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000076882

169 114 人間学
人類の起源、宗教の誕生 ―ホモ・サピエンスの「信じる心」が生まれたと
き―【スマホ・読上】（平凡社新書 913）

山極, 寿一 平凡社 2019 9784582859133 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000079570

170 116 論理学、弁証法［弁証法的論理学］、方法論 論理学 野矢, 茂樹 東京大学出版会 1994 9784130120531 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000046805

171 123 経書 四書五経入門 ―中国思想の形成と展開―（平凡社ライブラリー 320） 竹内, 照夫 平凡社 2000 9784582763201 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000031285

172 124 先秦思想、諸子百家 古代中国における儒の思想と道の思想 鳥谷部, 平四郎 大学教育出版 2006 9784887306875 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000063896

173 131 古代哲学 アリストテレス『ニコマコス倫理学』を読む ―幸福とは何か― 菅, 豐彦 勁草書房 2016 9784326154371 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027429

174 133 近代哲学 ジョン・ロックの道徳哲学 （金沢大学人間社会研究叢書） 佐々木, 拓 丸善出版 2017 9784621302002 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000048151

175 134 ドイツ・オーストリア哲学 天才と才人 ―ウィトゲンシュタインへのショーペンハウアーの影響― D.A.ワイナー 三和書籍 2003 9784916037527 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000074527

176 135 フランス・オランダ哲学 思考と動き （平凡社ライブラリー 784） アンリ・ベルクソン 平凡社 2013 9784582767841 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000024234

177 135 フランス・オランダ哲学 時間と自由 【スマホ・読上】（白水Uブックス 1100） アンリ・ベルクソン 白水社 2009 9784560721001 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000062546

178 139 哲学 不安の概念 ―新訳―【スマホ・読上】（平凡社ライブラリー 882）
セーレン・キルケゴー
ル

平凡社 2019 9784582768824 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000079543

179 140 心理学 「かわいい」のちから ―実験で探るその心理―（DOJIN選書 81） 入戸野, 宏 化学同人 2019 9784759816815 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000077988

180 140 心理学
ことわざと心理学 ―人の行動と心を科学する = Proverbs and
psychology : scientific approaches to human behavior and mind―

今田, 寛 有斐閣 2015 9784641174122 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000026433

9/86



電子書籍新着タイトルリスト（5月15日：検索ツール Maruzen eBook Library）

分類記号 分類名 書名 著編者名 出版社名 出版年 冊子版ISBN URL　※SSL-VPN接続してからクリックしてください

181 140 心理学 コンピテンシーとチーム・マネジメントの心理学 （朝倉実践心理学講座 6） 山口, 裕幸 朝倉書店 2009 9784254526868 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000026094

182 140 心理学 ジェンダー心理学 （朝倉心理学講座 14） 福富, 護 朝倉書店 2006 9784254526745 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002927

183 140 心理学 デザインと色彩の心理学 （朝倉実践心理学講座 3） 海保, 博之 朝倉書店 2013 9784254526837 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000026091

184 140 心理学 よくわかる心理統計 （やわらかアカデミズム・「わかる」シリーズ） 山田, 剛史 ミネルヴァ書房 2004 9784623039999 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000042566

185 140 心理学 感覚知覚心理学 （朝倉心理学講座 6） 菊地, 正 朝倉書店 2008 9784254526660 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002919

186 140 心理学 言語心理学 （朝倉心理学講座 5） 針生, 悦子 朝倉書店 2006 9784254526653 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002918

187 140 心理学
行動分析学 ―行動の科学的理解をめざして―（有斐閣アルマ
Specialized）

坂上, 貴之 有斐閣 2018 9784641221024 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000054057

188 140 心理学 高齢者心理学 （朝倉心理学講座 15） 権藤, 恭之 朝倉書店 2008 9784254526752 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002928

189 140 心理学 社会心理学 （朝倉心理学講座 7） 唐沢, かおり 朝倉書店 2005 9784254526677 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002920

190 140 心理学 心理学 新版（New liberal arts selection） 無藤, 隆 有斐閣 2018 9784641053861 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000055919

191 140 心理学 心理学,認知・行動科学のための反応時間ハンドブック 綾部, 早穂 勁草書房 2019 9784326251360 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000083781

192 140 心理学 心理学・入門 ―心理学はこんなに面白い―（有斐閣アルマ） サトウ　タツヤ 有斐閣 2011 9784641124301 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000084870

193 140 心理学
心理学・入門 ―心理学はこんなに面白い―改訂版（有斐閣アルマ
Interest）

佐藤, 達哉 有斐閣 2019 9784641221383 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000084581

194 140 心理学 心理学大図鑑 【スマホ・読上】 キャサリン・コーリン 三省堂 2013 9784385162249 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000063118

195 140 心理学 対人関係と恋愛・友情の心理学 （朝倉実践心理学講座 8） 松井, 豊 朝倉書店 2010 9784254526882 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000026096

196 140 心理学 発想と企画の心理学 （朝倉実践心理学講座 4） 高橋, 誠 朝倉書店 2010 9784254526844 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000026092

197 140 心理学 犯罪心理学 （朝倉心理学講座 18） 越智, 啓太 朝倉書店 2005 9784254526783 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002931

198 141 普通心理学、心理各論 「笑い」の解剖 ―経済学者が解く50の疑問― 中島, 隆信 慶應義塾大学出版会 2019 9784766426144 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000081320

199 141 普通心理学、心理各論 仕掛学 ―人を動かすアイデアのつくり方― 松村, 真宏 東洋経済新報社 2016 9784492233733 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000079137

200 141 普通心理学、心理各論 笑い学のすすめ 井上, 宏 世界思想社教学社 2004 9784790710677 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025242
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201 141 普通心理学、心理各論 情動とトラウマ ―制御の仕組みと治療・対応―（情動学シリーズ 8） 奥山, 眞紀子 朝倉書店 2017 9784254106985 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000052297

202 141 普通心理学、心理各論 認知心理学ハンドブック （有斐閣ブックス） 日本認知心理学会 有斐閣 2013 9784641184169 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016402

203 145 異常心理学 自殺の危険 ―臨床的評価と危機介入―第3版 高橋, 祥友 金剛出版 2014 9784772413589 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000042369

204 145 異常心理学 夢判断 （フロイト著作集 ２） フロイト 人文書院 1968 9784409310021 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000014236

205 146 臨床心理学、精神分析学 ユング夢分析論 C.G.ユング みすず書房 2016 9784622085171 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000040886

206 148 相法、易占 安倍晴明 ―陰陽師たちの平安時代―（歴史文化ライブラリー 215） 繁田, 信一 吉川弘文館 2006 9784642056151 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000060461

207 148 相法、易占 占いと中国古代の社会 ―発掘された古文献が語る―（東方選書 42） 工藤, 元男 東方書店 2011 9784497211101 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000014727

208 150 倫理学、道徳 大人の道徳 ―西洋近代思想を問い直す― 古川, 雄嗣 東洋経済新報社 2018 9784492223833 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000061448

209 151 倫理各論 「効果的な利他主義」宣言! ―慈善活動への科学的アプローチ―
ウィリアム・マッカスキ
ル

みすず書房 2018 9784622087427 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000074360

210 151 倫理各論 功利主義とは何か
カタジナ・デ・ラザリ=
ラデク

岩波書店 2018 9784000229623 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000085318

211 159 人生訓、教訓 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 東洋経済新報社 2016 9784492533871 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000079132

212 159 人生訓、教訓 東大名物教授がゼミで教えている人生で大切なこと 伊藤, 元重 東洋経済新報社 2014 9784492045503 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023282

213 161 宗教学、宗教思想 宗教とツーリズム ―聖なるものの変容と持続― 山中, 弘 世界思想社教学社 2012 9784790715658 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000033411

214 161 宗教学、宗教思想 東洋的瞑想の心理学 【スマホ・読上】（創元アーカイブス） C.G.ユング 創元社 2019 9784422114897 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000078809

215 162 宗教史・事情 世界の宗教と人口 （人口学ライブラリー 13） 早瀬, 保子 原書房 2013 9784562091928 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025538

216 163 原始宗教、宗教民族学
「孝」思想の宗教学的研究 ―古代中国における祖先崇拝の思想的発展
―

池澤, 優 東京大学出版会 2002 9784130104043 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000008

217 164 神話、神話学 フランスの神話と伝承 （勉誠選書） 篠田, 知和基 勉誠出版 2018 9784585234067 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000055258

218 164 神話、神話学 世界神話伝説大事典 篠田, 知和基 勉誠出版 2016 9784585200369 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000046891

219 175 神社、神職 古代の神社と神職 ―神をまつる人びと―（歴史文化ライブラリー 467） 加瀬, 直弥 吉川弘文館 2018 9784642058674 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000055920

220 176 祭祀 古代の神社と祭り （歴史文化ライブラリー 111） 三宅, 和朗 吉川弘文館 2001 9784642055116 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000045144
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221 176 祭祀 日本の祭と神賑 ―京都・摂河泉の祭具から読み解く祈りのかたち― 森田　玲 創元社 2015 9784422230351 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000084933

222 181 仏教教理、仏教哲学
畜生・餓鬼・地獄の中世仏教史 ―因果応報と悪道―（歴史文化ライブラ
リー 460）

生駒, 哲郎 吉川弘文館 2018 9784642058605 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000050868

223 185 寺院、僧職 対訳京都の寺社 水野, 克比古 ＩＢＣパブリッシング 2014 9784794603074 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000033613

224 192 キリスト教史、迫害史 キリスト教と寛容 ―中近世の日本とヨーロッパ― 浅見, 雅一 慶應義塾大学出版会 2019 9784766425871 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000074387

225 204 論文集、評論集、講演集
近代国家の形成とエスニシティ ―比較史的研究―（青山学院大学総合
研究所叢書）

渡辺, 節夫 勁草書房 2014 9784326200535 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016224

226 204 論文集、評論集、講演集 暴力と不平等の人類史 ―戦争・革命・崩壊・疫病―
ウォルター・シャイデ
ル

東洋経済新報社 2019 9784492315163 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000077939

227 209 世界史、文化史 「20世紀史」を考える 塩川, 伸明 勁草書房 2004 9784326248346 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000079100

228 209 世界史、文化史 黄金の島ジパング伝説 （歴史文化ライブラリー 226） 宮崎, 正勝 吉川弘文館 2007 9784642056267 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000060467

229 209 世界史、文化史
第一次世界大戦への道 ―破局は避けられなかったのか : 1871〜1914
―

ウィリアム・マリガン 慶應義塾大学出版会 2017 9784766424454 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000046012

230 210 日本史 「負け組」の戦国史 （平凡社新書 391） 鈴木, 真哉 平凡社 2007 9784582853919 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000077027

231 210 日本史 A history of Japan Rev. ed R.H.P. Mason
チャールズ・イー・タト
ル出版

1997 9784805307922 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000054680

232 210 日本史 それでも、日本人は「戦争」を選んだ 加藤, 陽子 朝日出版社 2009 9784255004853 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000061759

233 210 日本史
それでも江戸は鎖国だったのか ―オランダ宿日本橋長崎屋―（歴史文
化ライブラリー 262）

片桐, 一男 吉川弘文館 2008 9784642056625 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000079254

234 210 日本史 開国から日清・日露まで （はじめて学ぶ日本近代史 上） 大日方, 純夫 大月書店 2002 9784272520688 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025998

235 210 日本史 検証島原天草一揆 （歴史文化ライブラリー 259） 大橋, 幸泰 吉川弘文館 2008 9784642056595 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000079251

236 210 日本史 元寇と南北朝の動乱 （日本中世の歴史 4） 小林, 一岳 吉川弘文館 2009 9784642064040 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000079286

237 210 日本史
皇位継承の中世史 ―血統をめぐる政治と内乱―（歴史文化ライブラリー
483）

佐伯, 智広 吉川弘文館 2019 9784642058834 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000076029

238 210 日本史 三代の蔵人頭 （現代語訳小右記 1） 倉本,一宏 吉川弘文館 2015 9784642018166 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000026626

239 210 日本史 鹿鳴館 ―擬西洋化の世界― 富田, 仁 白水社 1984 9784560039649 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000012687

240 210 日本史 室町の平和 （日本中世の歴史 5） 山田, 邦明 吉川弘文館 2009 9784642064057 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000079287
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241 210 日本史 真田四代と信繁 【スマホ・読上】（平凡社新書 793） 丸島, 和洋 平凡社 2015 9784582857931 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000058017

242 210 日本史 逝きし世の面影 （平凡社ライブラリー 552） 渡辺, 京二 平凡社 2005 9784582765526 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015742

243 210 日本史 戦国史の怪しい人たち ―天下人から忍者まで―（平凡社新書 420） 鈴木, 真哉 平凡社 2008 9784582854206 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000077032

244 210 日本史 足利義政と東山文化 （読みなおす日本史） 河合, 正治 吉川弘文館 2016 9784642067201 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000040161

245 210 日本史 大久保利通と明治維新 （歴史文化ライブラリー 45） 佐々木, 克 吉川弘文館 1998 9784642054454 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000044970

246 210 日本史 帝都防衛 ―戦争・災害・テロ―（歴史文化ライブラリー 452） 土田, 宏成 吉川弘文館 2017 9784642058520 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000046001

247 210 日本史 天災と復興の日本史 外川, 淳 東洋経済新報社 2011 9784492061848 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023270

248 210 日本史 刀と首取り ―戦国合戦異説―（平凡社新書 036） 鈴木, 真哉 平凡社 2000 9784582850369 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000076940

249 210 日本史
東アジアの中の日本文化 ―日中韓文化関係の諸相―（国際日本学とは
何か?）

王, 敏 三和書籍 2013 9784862511553 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000063792

250 210 日本史 日本帝国崩壊期「引揚げ」の比較研究 ―国際関係と地域の視点から― 今泉　裕美子 日本経済評論社 2016 9784818824256 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000043923

251 210 日本史 平成史 【スマホ・読上】（平凡社新書 908） 保阪, 正康 平凡社 2019 9784582859089 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000079565

252 215 中部地方 歴史のなかの『夜明け前』 ―平田国学の幕末維新― 宮地, 正人 吉川弘文館 2015 9784642038447 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000018499

253 216 近畿地方 西洋文化の鼓動と近代京都 ―蘇った古都の開化伝―【スマホ・読上】 志村, 和次郎 大学教育出版 2011 9784864290999 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000058349

254 220 アジア史、東洋史 帝国を調べる ―植民地フィールドワークの科学史― 坂野, 徹 勁草書房 2016 9784326200542 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027430

255 222 中国 銃弾とアヘン ―「六四天安門」生と死の記憶―【スマホ・読上】 廖, 亦武 白水社 2019 9784560096987 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000083721

256 222 中国 魏晋南北朝通史 内編 （東洋文庫 506） 岡崎, 文夫 平凡社 1989 9784582805062 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000004038

257 230 ヨ－ロッパ史、西洋史 近代ヨーロッパとキリスト教 ―カトリシズムの社会史― 中野, 智世 勁草書房 2016 9784326200559 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000036370

258 233 イギリス、英国 イギリス都市史研究 ―都市と地域―
イギリス都市・農村共
同体研究会

日本経済評論社 2004 9784818815735 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002317

259 233 イギリス、英国 ザ・ピープル ―イギリス労働者階級の盛衰― セリーナ・トッド みすず書房 2016 9784622085140 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000036327

260 233 イギリス、英国
ブリティッシュ・ワールド ―帝国紐帯の諸相―（明治大学国際武器移転
史研究所研究叢書 3）

竹内, 真人 日本経済評論社 2019 9784818825222 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000074354
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261 234 ドイツ、中欧
ナチズムは再来するのか? ―民主主義をめぐるヴァイマル共和国の教訓
―

アンドレアス・ヴィルシ
ング

慶應義塾大学出版会 2019 9784766426069 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000077924

262 234 ドイツ、中欧 ヒトラーのモデルはアメリカだった ―法システムによる「純血の追求」―
ジェイムズ・Q・ウィット
マン

みすず書房 2018 9784622087250 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000072210

263 235 フランス
フランスの中世社会 ―王と貴族たちの軌跡―（歴史文化ライブラリー
216）

渡辺, 節夫 吉川弘文館 2006 9784642056168 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000060462

264 236 スペイン［イスパニア］
スペインレコンキスタ時代の王たち ―中世800年の国盗り物語―【スマ
ホ・読上】

西川　和子 彩流社 2016 9784779122804 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000086647

265 239 バルカン諸国 パンと野いちご ―戦火のセルビア、食物の記憶― 山崎, 佳代子 勁草書房 2018 9784326851942 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000055878

266 239 バルカン諸国 ユーゴ内戦 ―政治リーダーと民族主義― 月村, 太郎 東京大学出版会 2006 9784130301404 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000046811

267 253 アメリカ合衆国 アメリカ20世紀史 秋元, 英一 東京大学出版会 2003 9784130220200 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000020

268 253 アメリカ合衆国 アメリカ文化年表 ―文化・歴史・政治・経済― 杉山, 直子 南雲堂 2018 9784523265726 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000062987

269 288 系譜、家史、皇室 「昭和天皇実録」講義 ―生涯と時代を読み解く― 古川, 隆久 吉川弘文館 2015 9784642082853 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000026774

270 288 系譜、家史、皇室 聖徳太子 決定版（中村元選集 . 日本の思想 ; 2 別巻６） 中村, 元 春秋社 1998 9784393312384 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000022964

271 289 個人伝記 Shoe dog ―靴にすべてを。― フィル・ナイト 東洋経済新報社 2017 9784492046173 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000048102

272 289 個人伝記
ガンディー ―秘教思想が生んだ聖人―【スマホ・読上】（平凡社新書
899）

杉本, 良男 平凡社 2018 9784582858990 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000079556

273 289 個人伝記 坂本龍馬事典 志村, 有弘 勉誠出版 2009 9784585054405 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000051235

274 289 個人伝記
松陰の本棚 ―幕末志士たちの読書ネットワーク―（歴史文化ライブラ
リー 437）

桐原, 健真 吉川弘文館 2016 9784642058377 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000036330

275 289 個人伝記 福沢諭吉 ―その重層的人間観と人間愛―（丸善ライブラリ－ 48） 桑原三郎 丸善出版 1992 9784621050484 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000087325

276 291 日本 英語で伝える日本の文化・観光・世界遺産 山口, 百々男 三修社 2015 9784384058000 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023592

277 293 ヨーロッパ スペイン文化読本 川成, 洋 丸善出版 2016 9784621089958 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027666

278 293 ヨーロッパ ヨーロッパ学への招待 ―地理・歴史・政治からみたヨーロッパ―第2版 加賀美, 雅弘 学文社 2014 9784762024108 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000018379

279 301 理論．方法論 公共政策学の基礎 新版（有斐閣ブックス [106]） 秋吉, 貴雄 有斐閣 2015 9784641184282 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027197

280 302 政治・経済・社会・文化事情 2020年に挑む中国 ―超大国のゆくえ― 厳, 善平 文眞堂 2016 9784830949098 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000045630
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281 302 政治・経済・社会・文化事情 アルゼンチンを知るための54章 （エリア・スタディーズ 50） アルベルト, 松本 明石書店 2005 9784750321851 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000014698

282 302 政治・経済・社会・文化事情 オランダを知るための60章 （エリア・スタディーズ 62） 長坂, 寿久 明石書店 2007 9784750325187 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000014697

283 302 政治・経済・社会・文化事情 ガーナを知るための47章 （エリア・スタディーズ 92） 高根, 務 明石書店 2011 9784750334394 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000024318

284 302 政治・経済・社会・文化事情 ガザに地下鉄が走る日 岡, 真理 みすず書房 2018 9784622087472 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000074363

285 302 政治・経済・社会・文化事情 カンボジアを知るための62章  第2版（エリア・スタディーズ 56） 上田, 広美 明石書店 2012 9784750335858 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000014704

286 302 政治・経済・社会・文化事情 ケニアを知るための55章 （エリア・スタディーズ 101） 松田, 素二 明石書店 2012 9784750336237 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000014682

287 302 政治・経済・社会・文化事情 サウジアラビアを知るための63章 第2版（エリア・スタディーズ 64） 中村, 覚 明石書店 2015 9784750342221 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000024315

288 302 政治・経済・社会・文化事情
シンガポールの奇跡 ―発展の秘訣と新たな課題―（早稲田大学エウプ
ラクシス叢書 003）

坂口, 可奈 早稲田大学出版部 2017 9784657178015 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000043454

289 302 政治・経済・社会・文化事情 スウェーデンを知るための60章 （エリア・スタディーズ 75） 村井, 誠人 明石書店 2009 9784750329987 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000014696

290 302 政治・経済・社会・文化事情 スリランカを知るための58章 （エリア・スタディーズ 117） 杉本, 良男 明石書店 2013 9784750337906 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000024305

291 302 政治・経済・社会・文化事情 ソ連とは何だったか 塩川, 伸明 勁草書房 1994 9784326351015 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000014140

292 302 政治・経済・社会・文化事情 タイを知るための72章 第2版（エリア・スタディーズ 30） 綾部, 真雄 明石書店 2014 9784750340371 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000024307

293 302 政治・経済・社会・文化事情 テレビに映らない北朝鮮 【スマホ・読上】（平凡社新書 870） 鴨下, ひろみ 平凡社 2018 9784582858709 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000058080

294 302 政治・経済・社会・文化事情 ノルウェーを知るための60章 （エリア・スタディーズ 132） 大島, 美穂 明石書店 2014 9784750340470 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000014701

295 302 政治・経済・社会・文化事情 ハワイを知るための60章 （エリア・スタディーズ 114） 山本, 真鳥 明石書店 2013 9784750337531 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000024312

296 302 政治・経済・社会・文化事情 マラウィを知るための45章 第2版（エリア・スタディーズ 36） 栗田, 和明 明石書店 2010 9784750333113 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000024319

297 302 政治・経済・社会・文化事情 異文化理解とオーストラリアの多文化主義 田中　豊裕 大学教育出版 2019 9784866920375 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000084503

298 302 政治・経済・社会・文化事情 環境と開発 （激動のインド 第2巻） 水島, 司 日本経済評論社 2014 9784818822887 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025857

299 302 政治・経済・社会・文化事情 環流する文化と宗教 （現代インド 6） 三尾, 稔 東京大学出版会 2015 9784130343060 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000024784

300 302 政治・経済・社会・文化事情 現代インドネシアを知るための60章 （エリア・スタディーズ 113） 村井, 吉敬 明石書店 2013 9784750337487 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000014681
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301 302 政治・経済・社会・文化事情 現代インドを知るための60章 （エリア・スタディーズ 67） 広瀬, 崇子 明石書店 2007 9784750326429 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000014699

302 302 政治・経済・社会・文化事情 現代カナダを知るための57章 （エリア・スタディーズ 83） 飯野, 正子 明石書店 2010 9784750333076 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000014685

303 302 政治・経済・社会・文化事情 現代スペインを知るための60章 （エリア・スタディーズ 116） 坂東, 省次 明石書店 2013 9784750337838 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000014680

304 302 政治・経済・社会・文化事情 現代フィリピンを知るための61章  第2版（エリア・スタディーズ 11） 大野, 拓司 明石書店 2009 9784750330563 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000014687

305 302 政治・経済・社会・文化事情 現代ロシアを知るための60章  第2版（エリア・スタディーズ 21） 下斗米, 伸夫 明石書店 2012 9784750336794 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000014691

306 302 政治・経済・社会・文化事情 現代台湾を知るための60章  第2版（エリア・スタディーズ 34） 亜州奈, みづほ 明石書店 2012 9784750335285 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000014683

307 302 政治・経済・社会・文化事情 新インド入門 ―生活と統計からのアプローチ―【スマホ・読上】 田中, 洋二郎 白水社 2019 9784560097076 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000078970

308 302 政治・経済・社会・文化事情 専門知は、もういらないのか ―無知礼賛と民主主義― トム・ニコルズ みすず書房 2019 9784622088165 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000084571

309 302 政治・経済・社会・文化事情 台頭する新経済空間 （現代インド 4） 岡橋, 秀典 東京大学出版会 2015 9784130343046 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000024782

310 302 政治・経済・社会・文化事情 東アジアの死者の行方と葬儀 （アジア遊学 124） 諏訪, 春雄 勉誠出版 2009 9784585104216 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007011

311 302 政治・経済・社会・文化事情 東南アジアを知るための50章 （エリア・スタディーズ 129） 今井, 昭夫 明石書店 2014 9784750339795 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000024306

312 302 政治・経済・社会・文化事情 暮らしの変化と社会変動 （激動のインド 第5巻） 押川, 文子 日本経済評論社 2015 9784818823242 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025798

313 302 政治・経済・社会・文化事情 北朝鮮入門 ―金正恩体制の政治・経済・社会・国際関係―新版 礒崎　敦仁 東洋経済新報社 2017 9784492212295 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000044845

314 309 社会思想
開国と社会変容 ―清朝体制・太平天国・反キリスト教―（新編原典中国
近代思想史 第1巻）

並木, 頼寿 岩波書店 2010 9784000282215 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000004230

315 309 社会思想 民主主義の「危機」 ―国際比較調査からみる市民意識― 田辺, 俊介 勁草書房 2014 9784326653904 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000017451

316 311 政治学、政治思想 「政治」の危機とアーレント ―『人間の条件』と全体主義の時代― 佐藤, 和夫 大月書店 2017 9784272431014 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000044584

317 311 政治学、政治思想 オリンピックの政治学 （丸善ライブラリ－ 53） 池井優 丸善出版 1992 9784621050538 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000087326

318 311 政治学、政治思想
サンデルの政治哲学 ―「正義」とは何か―【スマホ・読上】（平凡社新書
553）

小林, 正弥 平凡社 2010 9784582855531 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057998

319 311 政治学、政治思想 トクヴィルで考える 松本, 礼二 みすず書房 2011 9784622076728 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000044470

320 311 政治学、政治思想 市民社会論 ―理論と実証の最前線― 坂本, 治也 法律文化社 2017 9784589038135 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000042071
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321 311 政治学、政治思想 政治学 新川, 敏光 有斐閣 2017 9784641149229 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000050860

322 311 政治学、政治思想 政治学の第一歩 （有斐閣ストゥディア） 砂原, 庸介 有斐閣 2015 9784641150256 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027047

323 311 政治学、政治思想 政治哲学概説 寺島, 俊穂 法律文化社 2019 9784589039811 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000075871

324 311 政治学、政治思想 西洋政治思想史 ―視座と論点―（岩波テキストブックス） 川出, 良枝 岩波書店 2012 9784000289078 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000081916

325 311 政治学、政治思想 反ユダヤ主義 新版（全体主義の起原 1） ハンナ・アーレント みすず書房 2017 9784622086253 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000048971

326 311 政治学、政治思想 民意のはかり方 ―「世論調査×民主主義」を考える― 吉田, 徹 法律文化社 2018 9784589039026 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000075795

327 311 政治学、政治思想 民主主義の内なる敵 ツヴェタン・トドロフ みすず書房 2016 9784622085126 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000036326

328 312 政治史・事情 アメリカ政治史 久保, 文明 有斐閣 2018 9784641149212 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000054049

329 312 政治史・事情 トランプ報道のフェイクとファクト 立岩, 陽一郎 かもがわ出版 2019 9784780310122 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000075673

330 312 政治史・事情
モディが変えるインド ―台頭するアジア巨大国家の「静かな革命」―【ス
マホ・読上】

笠井, 亮平 白水社 2017 9784560095546 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000062593

331 312 政治史・事情
韓国内なる分断 ―葛藤する政治、疲弊する国民―【スマホ・読上】（平凡
社新書 917）

池畑, 修平 平凡社 2019 9784582859171 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000079574

332 312 政治史・事情 合意形成モデルとしてのASEAN ―国際政治における議長国制度― 鈴木, 早苗 東京大学出版会 2014 9784130362535 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016299

333 312 政治史・事情 戦後中国の憲政実施と言論の自由1945-49 中村, 元哉 東京大学出版会 2004 9784130261234 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000022

334 312 政治史・事情 富国と強兵 ―地政経済学序説― 中野, 剛志 東洋経済新報社 2016 9784492444382 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000079176

335 312 政治史・事情 崩壊国家と国際安全保障 ―ソマリアにみる新たな国家像の誕生― 遠藤, 貢 有斐閣 2015 9784641149137 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027046

336 315 政党、政治結社 社会民主主義は生き残れるか ―政党組織の条件― 近藤, 康史 勁草書房 2016 9784326302512 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000036375

337 316 国家と個人・宗教・民族 「周縁」を生きる少数民族 ―現代中国の国民統合をめぐるポリティクス― 澤井, 充生 勉誠出版 2015 9784585230359 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023626

338 316 国家と個人・宗教・民族
アメリカの排外主義 ―トランプ時代の源流を探る―【スマホ・読上】（平凡
社新書 902）

浜本, 隆三 平凡社 2019 9784582859027 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000079559

339 316 国家と個人・宗教・民族 アメリカ多文化社会論 ―「多からなる一」の系譜と現在― 南川, 文里 法律文化社 2016 9784589037282 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027914

340 316 国家と個人・宗教・民族 デモクラシーと民族問題 ―中東欧・バルト諸国の比較政治分析― 中井, 遼 勁草書房 2015 9784326302390 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000018517
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341 316 国家と個人・宗教・民族 古代からドレフュス事件まで （フランス・ユダヤの歴史 上） 菅野, 賢治 慶應義塾大学出版会 2016 9784766423600 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000034387

342 316 国家と個人・宗教・民族 人権宣言論争 ―イェリネック対ブトミー― ゲオルク・イェリネック みすず書房 1995 9784622036524 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000003727

343 316 国家と個人・宗教・民族 二〇世紀から今日まで （フランス・ユダヤの歴史 下） 菅野, 賢治 慶應義塾大学出版会 2016 9784766423617 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000034388

344 318 地方自治、地方行政 持続可能なまちづくり ―データで見る豊かさ― 馬奈木, 俊介 中央経済社 2019 9784502291517 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000084557

345 318 地方自治、地方行政
地域SNSによるガバナンスの検証 ―情報通信技術を活用した住民参加
―（KDDI総研叢書 8）

中野, 邦彦 勁草書房 2019 9784326302789 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000076800

346 318 地方自治、地方行政 地方自治判例百選 第4版（別冊ジュリスト no. 215） 磯部, 力 有斐閣 2013 9784641115156 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000052648

347 318 地方自治、地方行政 地方自治論 ―2つの自律性のはざまで―（有斐閣ストゥディア） 北村, 亘 有斐閣 2017 9784641150485 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000052229

348 318 地方自治、地方行政 地方創生まちづくり大事典 ―地方の未来、日本の未来― 竹本, 昌史 国書刊行会 2016 9784336059758 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000033868

349 318 地方自治、地方行政 地方創生を超えて ―これからの地域政策― 小磯, 修二 岩波書店 2018 9784000238953 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000081716

350 318 地方自治、地方行政 地方創生大全 木下, 斉 東洋経済新報社 2016 9784492212257 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000079134

351 318 地方自治、地方行政 都市の老い ―人口の高齢化と住宅の老朽化の交錯― 齊藤, 誠 勁草書房 2018 9784326504428 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000050887

352 318 地方自治、地方行政 不利益分配の政治学 ―地方自治体における政策廃止― 柳, 至 有斐閣 2018 9784641149267 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000067714

353 319 外交、国際問題 「核の忘却」の終わり ―核兵器復権の時代― 秋山, 信将 勁草書房 2019 9784326302802 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000077928

354 319 外交、国際問題
「経済大国」日本の外交 ―エネルギー資源外交の形成1967-1974年―
（叢書21世紀の国際環境と日本 005）

白鳥, 潤一郎 千倉書房 2015 9784805110676 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000083561

355 319 外交、国際問題 21世紀,大転換期の国際社会 ―いま何が起こっているのか?― 羽場, 久美子 法律文化社 2019 9784589039835 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000075873

356 319 外交、国際問題
アメリカ外交の分析 ―歴史的展開と現状分析―（アメリカ・アジア太平洋
地域研究叢書 第2巻）

杉田, 米行 大学教育出版 2008 9784887308329 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000063870

357 319 外交、国際問題 グローバル政治経済のパズル ―ゲーム理論で読み解く― 石黒, 馨 勁草書房 2019 9784326302741 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000072661

358 319 外交、国際問題 パワーから読み解くグローバル・ガバナンス論 （有斐閣ブックス） 大芝, 亮 有斐閣 2018 9784641184381 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000061470

359 319 外交、国際問題 フランスと世界 渡邊　啓貴 法律文化社 2019 9784589040343 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000089307

360 319 外交、国際問題 核軍縮の現代史 ―北朝鮮・ウクライナ・イラン― 瀬川, 高央 吉川弘文館 2019 9784642083621 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000084539

18/86



電子書籍新着タイトルリスト（5月15日：検索ツール Maruzen eBook Library）

分類記号 分類名 書名 著編者名 出版社名 出版年 冊子版ISBN URL　※SSL-VPN接続してからクリックしてください

361 319 外交、国際問題 現代中国外交 毛里, 和子 岩波書店 2018 9784000613057 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000086445

362 319 外交、国際問題 国際関係理論 第2版（勁草テキスト・セレクション） 吉川, 直人 勁草書房 2015 9784326302444 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027059

363 319 外交、国際問題 国際政治学をつかむ 新版（Textbooks tsukamu） 村田, 晃嗣 有斐閣 2015 9784641177222 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027196

364 319 外交、国際問題 重層的地域としてのアジア ―対立と共存の構図― 大庭, 三枝 有斐閣 2014 9784641149106 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000017879

365 319 外交、国際問題 松岡外交 ―日米開戦をめぐる国内要因と国際関係― 服部, 聡 千倉書房 2012 9784805110072 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000083563

366 319 外交、国際問題 人道的介入 ―秩序と正義,武力と外交―（早稲田大学学術叢書 30） 小松, 志朗 早稲田大学出版部 2014 9784657137074 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000013154

367 319 外交、国際問題 世界史の中の近代日韓関係 長田, 彰文 慶應義塾大学出版会 2013 9784766420586 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000018739

368 319 外交、国際問題 戦後アメリカ外交史 第3版（有斐閣アルマ Specialized） 佐々木, 卓也 有斐閣 2017 9784641220805 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000047745

369 319 外交、国際問題 戦後国際関係史 ―二極化世界から混迷の時代へ― モーリス・ヴァイス 慶應義塾大学出版会 2018 9784766425345 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000064817

370 319 外交、国際問題 戦後日韓関係史 （有斐閣アルマ Specialized） 李, 鍾元 有斐閣 2017 9784641220775 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000042733

371 319 外交、国際問題 中国外交と台湾 ―「一つの中国」原則の起源― 福田, 円 慶應義塾大学出版会 2013 9784766420104 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000018734

372 319 外交、国際問題
中東和平構想の現実 ―パレスチナに「二国家共存」は可能か―（平凡社
新書 617）

森戸, 幸次 平凡社 2011 9784582856170 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000077089

373 319 外交、国際問題
東南アジアから見た近現代日本 ―「南進」・占領・脱植民地化をめぐる歴
史認識―

後藤, 乾一 岩波書店 2012 9784000258425 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000081909

374 319 外交、国際問題 日本外交史講義 新版（岩波テキストブックス） 井上, 寿一 岩波書店 2014 9784000289115 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000081918

375 319 外交、国際問題 迷走するイギリス ―EU離脱と欧州の危機― 細谷, 雄一 慶應義塾大学出版会 2016 9784766423730 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000034391

376 320 法律 カフェパウゼで法学を ―対話で見つける「学び方」― 横田, 明美 弘文堂 2018 9784335357336 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000075510

377 320 法律 子どもと法 丹羽, 徹 法律文化社 2016 9784589037862 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000082963

378 320 法律 新・シネマで法学 （有斐閣ブックス [94]） 野田, 進 有斐閣 2014 9784641184190 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000017115

379 320 法律 法律学習マニュアル 第4版 弥永, 真生 有斐閣 2016 9784641125841 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000034354

380 321 法学 グローバルな正義 = Global justice 宇佐美, 誠 勁草書房 2014 9784326102389 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000017125
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381 321 法学 伊藤真の法学入門 ―講義再現版―補訂版 伊藤, 真 日本評論社 2017 9784535522596 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000076479

382 321 法学 私たちと法 3訂版 平野, 武 法律文化社 2019 9784589039903 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000076718

383 321 法学 自分で考えるちょっと違った法学入門  第3版 道垣内, 正人 有斐閣 2007 9784641125094 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007981

384 321 法学 法解釈入門 ―「法的」に考えるための第一歩―補訂版 山下, 純司 有斐閣 2018 9784641126015 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000055911

385 321 法学 法学部入門 ―はじめて法律を学ぶ人のための道案内―第2版 中村, 邦義 法律文化社 2017 9784589038739 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000064559

386 321 法学 法哲学 瀧川, 裕英 有斐閣 2014 9784641125674 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000017859

387 321 法学 問いかける法哲学 瀧川, 裕英 法律文化社 2016 9784589037886 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000042058

388 322 法制史 相續税法義解 復刻版（日本立法資料全集 別巻1224） 稻葉, 敏 信山社出版 2019 9784797273427 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000079432

389 322 法制史 中国法制史 寺田, 浩明 東京大学出版会 2018 9784130323871 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000067750

390 323 憲法 いちばんやさしい憲法入門 第5版（有斐閣アルマ Interest） 初宿, 正典 有斐閣 2017 9784641220911 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000043937

391 323 憲法 クローズアップ憲法 第3版 小沢, 隆一 法律文化社 2017 9784589038517 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000061661

392 323 憲法 はじめての行政法 第3版 畠山, 武道 三省堂 2016 9784385322551 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000072381

393 323 憲法 はじめての行政法 第4版（有斐閣アルマ Basic） 石川, 敏行 有斐閣 2018 9784641221154 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000055912

394 323 憲法 伊藤真の憲法入門 ―講義再現版―第6版 伊藤, 真 日本評論社 2017 9784535523043 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000076480

395 323 憲法 伊藤真の行政法入門 ―講義再現版―第2版 伊藤, 真 日本評論社 2015 9784535521193 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000040873

396 323 憲法 一歩先への憲法入門 片桐, 直人 有斐閣 2016 9784641131965 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000033515

397 323 憲法 憲法9条と安保法制 ―政府の新たな憲法解釈の検証― 阪田, 雅裕 有斐閣 2016 9784641227101 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000031948

398 323 憲法 憲法ガール 2 大島, 義則 法律文化社 2018 9784589039491 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000075798

399 323 憲法 憲法の「空語」を充たすために 内田, 樹 かもがわ出版 2014 9784780307139 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000014387

400 323 憲法 憲法学再入門 （法学教室Library） 木村, 草太 有斐閣 2014 9784641131620 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016313
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401 323 憲法 現代行政法入門 第3版　◆新版配信中(第4版) 曽和, 俊文 有斐閣 2015 9784641131798 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000022730

402 323 憲法 現代行政法入門 第4版 曽和, 俊文 有斐閣 2019 9784641227675 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000076013

403 323 憲法 古典で読む憲法 曽我部, 真裕 有斐閣 2016 9784641131859 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028079

404 323 憲法 皇室典範と女性宮家 ―なぜ皇族女子の宮家が必要か― 所, 功 勉誠出版 2012 9784585230151 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000017007

405 323 憲法
行政行為と司法的統制 ―日仏比較法の視点から―（北海道大学大学院
法学研究科叢書 20）

亘理, 格 有斐閣 2018 9784641227422 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000061463

406 323 憲法 行政法 （有斐閣ストゥディア） 野呂, 充 有斐閣 2017 9784641150386 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000041694

407 323 憲法 行政法総論を学ぶ （法学教室Library） 曽和, 俊文 有斐閣 2014 9784641131576 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016323

408 323 憲法 行政法読本 第4版 芝池, 義一 有斐閣 2016 9784641131941 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027837

409 323 憲法 行政法判例50! （Start up） 大橋, 真由美 有斐閣 2017 9784641227361 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000050851

410 323 憲法 人権 （有斐閣ストゥディア. 憲法 1） 青井, 未帆 有斐閣 2016 9784641150119 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000034357

411 323 憲法 総論・統治 第2版（Legal quest . 憲法 1） 毛利, 透 有斐閣 2017 9784641179295 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000046027

412 323 憲法
立憲主義と日本国憲法 = Constitutionalism and the constitution of
Japan 第4版

高橋, 和之 有斐閣 2017 9784641227255 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000043940

413 324 民法 18歳からはじめる民法 第3版（From 18） 潮見, 佳男 法律文化社 2017 9784589038272 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000061656

414 324 民法 18歳から考える家族と法 二宮, 周平 法律文化社 2018 9784589039620 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000075802

415 324 民法 スタートライン債権法 第6版 池田　真朗 日本評論社 2017 9784535520820 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000042105

416 324 民法 伊藤真の民法入門 ―講義再現版―第6版 伊藤, 真 日本評論社 2017 9784535523050 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000076481

417 324 民法 遺産管理の法 （新基本民法 8 ; 相続編） 大村, 敦志 有斐閣 2017 9784641137639 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000043494

418 324 民法 家族編 ―女性と子どもの法―（新基本民法 7） 大村, 敦志 有斐閣 2014 9784641136946 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000017864

419 324 民法 家族法 （日評ベーシック・シリーズ） 本山　敦 日本評論社 2015 9784535806740 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000042091

420 324 民法 家族法 第2版（日評ベーシック・シリーズ） 本山, 敦 日本評論社 2019 9784535806818 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000076474
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421 324 民法 家族法 第2版補訂（ハイブリッド民法 5） 半田, 吉信 法律文化社 2017 9784589038319 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000063154

422 324 民法 解説民法 (債権法) 改正のポイント 大村, 敦志 有斐閣 2017 9784641137356 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000054036

423 324 民法 講義物権・担保物権法 第3版 安永, 正昭 有斐閣 2019 9784641138094 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000077904

424 324 民法 債権総論 新版（新ハイブリッド民法 3） 松尾, 弘 法律文化社 2018 9784589039637 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000075806

425 324 民法 詳解相続法 潮見, 佳男 弘文堂 2018 9784335357626 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000076802

426 324 民法 親族・相続 第5版　◆新版配信中(第6版)（有斐閣アルマ . 民法 Basic） 松川, 正毅 有斐閣 2018 9784641221093 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000064803

427 324 民法 親族・相続 第5版（Legal quest . 民法 6） 前田, 陽一 有斐閣 2019 9784641179417 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000078472

428 324 民法 親族・相続 第5版（有斐閣アルマ . 民法 7 : Specialized） 高橋, 朋子 有斐閣 2017 9784641221048 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000048117

429 324 民法 総則 第3版（民法講義 1） 山本, 敬三 有斐閣 2011 9784641135253 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000047635

430 324 民法 総則 第4版（有斐閣Sシリーズ . 民法 ; 1 1） 山田, 卓生 有斐閣 2018 9784641159495 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000052224

431 324 民法 逐条講義製造物責任法 ―基本的考え方と裁判例― 土庫, 澄子 勁草書房 2014 9784326402922 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016229

432 324 民法 不法行為判例に学ぶ ―社会と法の接点― 大村, 敦志 有斐閣 2011 9784641136083 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000008005

433 324 民法 不法行為法 ―民法を学ぶ―第2版 窪田, 充見 有斐閣 2018 9784641137226 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000055915

434 324 民法 不法行為法 第5版 吉村, 良一 有斐閣 2017 9784641137646 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000042728

435 324 民法 不法行為法における名誉概念の変遷 建部, 雅 有斐閣 2014 9784641136649 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016336

436 324 民法 物権 第3版（有斐閣アルマ . 民法 ; 2 Specialized） 千葉, 恵美子 有斐閣 2018 9784641221147 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000060098

437 324 民法 物権 第4版　◆新版配信中(第4版補訂)（有斐閣Sシリーズ . 民法 2 (13)） 淡路, 剛久 有斐閣 2017 9784641159471 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000048977

438 324 民法
物権編 ―財産の帰属と変動の法―◆新版配信中(第2版)（新基本民法
2）

大村, 敦志 有斐閣 2015 9784641137233 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027034

439 324 民法 法定債権の法 （新基本民法 6 ; 不法行為編） 大村, 敦志 有斐閣 2015 9784641137219 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027035

440 324 民法 民法 第10版 我妻, 栄 勁草書房 2018 9784326451111 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000052943
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441 324 民法 民法(全) 　◆新版配信中(第2版) 潮見, 佳男 有斐閣 2017 9784641137660 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000044733

442 324 民法 民法(全) 第2版 潮見, 佳男 有斐閣 2019 9784641138124 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000076016

443 324 民法 民法総則 生田, 敏康 法律文化社 2018 9784589039590 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000075810

444 324 民法 民法入門 生田, 敏康 法律文化社 2017 9784589038623 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000063158

445 324 民法 民法入門・総則 第5版（有斐閣ブックス . エッセンシャル民法 ; ） 永田, 眞三郎 有斐閣 2018 9784641184404 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000061465

446 325 商法 会社法 = Corporate law （有斐閣ストゥディア） 中東, 正文 有斐閣 2015 9784641150157 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000022737

447 325 商法 会社法 第2版 高橋, 美加 弘文堂 2018 9784335357534 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000067747

448 325 商法 会社法 第3版　◆新版配信中(第4版)（Legal quest） 伊藤, 靖史 有斐閣 2015 9784641179271 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000022738

449 325 商法 会社法の基礎 加藤, 徹 法律文化社 2019 9784589039941 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000076722

450 325 商法 会社法を学ぶ （法学教室Library） 酒井, 太郎 有斐閣 2016 9784641137271 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027638

451 325 商法 入門講義会社法 第2版 鈴木, 千佳子 慶應義塾大学出版会 2017 9784766424270 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000042718

452 325 商法 保険法 （スタンダード商法 3） 山下, 典孝 法律文化社 2019 9784589039736 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000075867

453 325 商法 保険法 第4版（有斐閣アルマ Specialized） 山下, 友信 有斐閣 2019 9784641221291 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000076019

454 326 刑法、刑事法 ケースで学ぶ犯罪心理学 越智　啓太 北大路書房 2013 9784762828157 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000083600

455 326 刑法、刑事法 ケースブック刑法 第3版 岩間, 康夫 有斐閣 2017 9784641139190 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000046032

456 326 刑法、刑事法 フランス刑事法入門 島岡, まな 法律文化社 2019 9784589039767 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000077369

457 326 刑法、刑事法 伊藤真の刑法入門 ―講義再現版―第5版 伊藤, 真 日本評論社 2015 9784535521032 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000040869

458 326 刑法、刑事法 基礎から学ぶ刑事法 第6版（有斐閣アルマ Basic） 井田, 良 有斐閣 2017 9784641220997 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000043496

459 326 刑法、刑事法 刑事政策がわかる 改訂版 前田, 忠弘 法律文化社 2019 9784589040091 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000077371

460 326 刑法、刑事法 刑事法入門 第8版 大谷, 實 有斐閣 2017 9784641139275 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000049315
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461 326 刑法、刑事法 刑法 第3版 山口, 厚 有斐閣 2015 9784641139084 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000018511

462 326 刑法、刑事法 刑法 第4版 木村, 光江 東京大学出版会 2018 9784130323802 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000068332

463 326 刑法、刑事法 刑法各論 松原, 芳博 日本評論社 2016 9784535521735 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000043707

464 326 刑法、刑事法 刑法各論  第4版 斎藤, 信治 有斐閣 2014 9784641139015 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016349

465 326 刑法、刑事法 刑法各論 第4版 中森, 喜彦 有斐閣 2015 9784641139138 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027040

466 326 刑法、刑事法 刑法各論講義ノート 第4版 日高, 義博 勁草書房 2013 9784326402823 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000045422

467 326 刑法、刑事法 刑法各論判例50! （Start up） 十河, 太朗 有斐閣 2017 9784641139268 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000052226

468 326 刑法、刑事法 刑法総論 第2版 松原, 芳博 日本評論社 2017 9784535522572 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000043706

469 326 刑法、刑事法 刑法総論 第3版 山口, 厚 有斐閣 2016 9784641139152 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027842

470 326 刑法、刑事法 刑法総論の考え方・楽しみ方 （法学教室Library） 佐伯, 仁志 有斐閣 2013 9784641042896 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000008018

471 326 刑法、刑事法 刑法総論講義 第6版 前田, 雅英 東京大学出版会 2015 9784130323734 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023037

472 326 刑法、刑事法 刑法総論判例50! （Start up） 十河, 太朗 有斐閣 2016 9784641139213 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000041695

473 326 刑法、刑事法 刑法判例百選 1: 総論 第7版（別冊ジュリスト no. 220(50巻2号)） 山口, 厚 有斐閣 2014 9784641115200 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000052653

474 326 刑法、刑事法 現代刑法入門 第3版補訂　◆新版配信中(第4版)（有斐閣アルマ Basic） 浅田, 和茂 有斐閣 2014 9784641220324 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000017477

475 326 刑法、刑事法 講義刑法学・各論 井田, 良 有斐閣 2016 9784641139176 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000040908

476 326 刑法、刑事法 講義刑法学・総論 第2版 井田, 良 有斐閣 2018 9784641139329 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000068298

477 326 刑法、刑事法 高齢者の犯罪心理学 = Criminal psychology of the elderly 越智, 啓太 誠信書房 2018 9784414416480 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000079592

478 326 刑法、刑事法 正犯・共犯論の基礎理論 島田, 聡一郎 東京大学出版会 2002 9784130311748 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000037

479 326 刑法、刑事法
入門刑法学 = Introductory lectures in criminal law 各論 第2版（法学教
室Library）

井田, 良 有斐閣 2018 9784641139343 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000054041

480 326 刑法、刑事法
入門刑法学 = Introductory lectures in criminal law 総論 第2版（法学教
室Library）

井田, 良 有斐閣 2018 9784641139381 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000072219
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481 327 司法、訴訟手続法 Basic study民事訴訟法 越山, 和広 法律文化社 2018 9784589039187 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000076726

482 327 司法、訴訟手続法 よくわかる民事裁判 ―平凡吉訴訟日記―第3版（有斐閣選書 [199]） 山本, 和彦 有斐閣 2018 9784641281431 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000072216

483 327 司法、訴訟手続法 伊藤真の刑事訴訟法入門 ―講義再現版―第5版 伊藤, 真 日本評論社 2016 9784535521636 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000040871

484 327 司法、訴訟手続法 刑事訴訟法 酒巻, 匡 有斐閣 2015 9784641139060 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027041

485 327 司法、訴訟手続法 刑事訴訟法 第2版（Legal quest） 宇藤, 崇 有斐閣 2018 9784641179332 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000054042

486 327 司法、訴訟手続法 刑事訴訟法 第5版（有斐閣アルマ Specialized） 長沼, 範良 有斐閣 2017 9784641220508 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000042731

487 327 司法、訴訟手続法 刑事訴訟法講義 第6版 池田, 修 東京大学出版会 2018 9784130323888 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000068333

488 327 司法、訴訟手続法 刑事訴訟法判例百選 第9版（別冊ジュリスト no. 203(47巻1号)） 井上, 正仁 有斐閣 2011 9784641115033 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000052636

489 327 司法、訴訟手続法 事例演習刑事訴訟法 第2版（法学教室Library） 古江, 頼隆 有斐閣 2015 9784641139046 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000022742

490 327 司法、訴訟手続法 事例演習民事訴訟法  第3版（法学教室Library） 遠藤, 賢治 有斐閣 2013 9784641136441 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000008024

491 327 司法、訴訟手続法 少年法 = Juvenile law 川出, 敏裕 有斐閣 2015 9784641139121 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027042

492 327 司法、訴訟手続法 少年法入門 第6版（有斐閣ブックス 81） 澤登, 俊雄 有斐閣 2015 9784641184251 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000022743

493 327 司法、訴訟手続法
読解民事訴訟法 = Die übersichtliche Einführung in das
Zivilprozessrecht

勅使川原, 和彦 有斐閣 2015 9784641136892 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027039

494 327 司法、訴訟手続法 入門刑事手続法 第6版　◆新版配信中(第7版) 三井, 誠 有斐閣 2014 9784641139022 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016352

495 327 司法、訴訟手続法 入門刑事手続法 第7版 三井, 誠 有斐閣 2017 9784641139244 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000043948

496 327 司法、訴訟手続法 法に触れた少年の未来のために 内田, 博文 みすず書房 2018 9784622087243 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000072213

497 327 司法、訴訟手続法
民事執行・保全法 第4版　◆新版配信中(第5版)（有斐閣アルマ
Specialized)

上原, 敏夫 有斐閣 2014 9784641220171 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016342

498 327 司法、訴訟手続法 民事執行・保全法 第5版（有斐閣アルマ Specialized） 上原, 敏夫 有斐閣 2017 9784641220850 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000042730

499 327 司法、訴訟手続法 民事手続法入門 第5版（有斐閣アルマ Basic） 佐藤, 鉄男 有斐閣 2018 9784641221109 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000054039

500 327 司法、訴訟手続法 民事訴訟法 第2版（有斐閣ストゥディア） 安西, 明子 有斐閣 2018 9784641150508 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000052964
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501 327 司法、訴訟手続法 民事訴訟法 第3版（有斐閣アルマ Specialized） 山本, 弘 有斐閣 2018 9784641221116 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000072217

502 327 司法、訴訟手続法 民事訴訟法 第6版 伊藤, 眞 有斐閣 2018 9784641138025 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000072703

503 327 司法、訴訟手続法 民事訴訟法 第7版（有斐閣Sシリーズ 43） 上原, 敏夫 有斐閣 2017 9784641159464 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000046031

504 327 司法、訴訟手続法 要件事実の基礎 ―裁判官による法的判断の構造―新版 伊藤, 滋夫 有斐閣 2015 9784641137080 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023053

505 329 国際法 EU(欧州連合)を知るための63章 （エリア・スタディーズ 124） 羽場, 久美子 明石書店 2013 9784750339009 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000014705

506 329 国際法
EUはどうなるか ―Brexit (ブレグジット) の衝撃―【スマホ・読上】（平凡社
新書 831）

村上, 直久 平凡社 2016 9784582858310 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000058042

507 329 国際法 はじめてのEU法 庄司, 克宏 有斐閣 2015 9784641048164 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027045

508 329 国際法 宇宙ビジネスのための宇宙法入門 小塚, 荘一郎 有斐閣 2015 9784641125728 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000018205

509 329 国際法 演習国際私法case 30 = 30 exercises on private international law 櫻田, 嘉章 有斐閣 2016 9784641046764 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000044739

510 329 国際法 欧州の危機 ―Brexitショック― 庄司, 克宏 東洋経済新報社 2016 9784492444351 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000079136

511 329 国際法 考証東京裁判 ―戦争と戦後を読み解く―（歴史文化ライブラリー 476） 宇田川, 幸大 吉川弘文館 2018 9784642058766 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000064810

512 329 国際法 国際機構論入門 山田, 哲也 東京大学出版会 2018 9784130322249 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000084312

513 329 国際法 国際私法 第2版（Legal quest） 中西, 康 有斐閣 2018 9784641179394 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000068299

514 329 国際法 国際私法入門 第8版（有斐閣双書 42） 沢木, 敬郎 有斐閣 2018 9784641112841 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000067713

515 329 国際法 国際私法判例百選 第2版（別冊ジュリスト no. 210） 櫻田, 嘉章 有斐閣 2012 9784641115101 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000052643

516 329 国際法 国際取引法 第4版 佐野, 寛 有斐閣 2014 9784641046726 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000017480

517 329 国際法 国際法 （有斐閣ストゥディア） 玉田, 大 有斐閣 2017 9784641150454 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000048985

518 329 国際法 国際法 第3版（有斐閣アルマ Specialized） 中谷, 和弘 有斐閣 2016 9784641220638 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027843

519 329 国際法 国際法入門 ―逆から学ぶ―第2版 山形, 英郎 法律文化社 2018 9784589039606 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000075805

520 329 国際法 国際法判例百選 第2版（別冊ジュリスト no. 204） 小寺, 彰 有斐閣 2011 9784641115040 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000052637
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521 329 国際法 新EU法 基礎篇 （岩波テキストブックス） 庄司, 克宏 岩波書店 2013 9784000289108 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000081917

522 329 国際法 人権法の現代的課題 ―ヨーロッパとアジア― 中西, 優美子 法律文化社 2019 9784589039842 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000075872

523 329 国際法 法と国際社会 ―テキストブック―第2版 徳川, 信治 法律文化社 2018 9784589039262 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000064573

524 330 経済
経済とおかねの超基本1年生 ―知らないと損する : おとなの学習参考書
: ultra basic economics and money for freshman―

大江, 英樹 東洋経済新報社 2015 9784492314654 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000031117

525 331 経済学、経済思想 21世紀の資本 トマ・ピケティ みすず書房 2014 9784622078760 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000017583

526 331 経済学、経済思想 44の例題で学ぶ計量経済学 ―econometrics― 唐渡, 広志 オーム社 2013 9784274069314 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007387

527 331 経済学、経済思想 MMT現代貨幣理論入門 L.ランダル・レイ 東洋経済新報社 2019 9784492654880 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000081733

528 331 経済学、経済思想 Rによる計量経済学 第2版 秋山, 裕 オーム社 2018 9784274222658 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000078549

529 331 経済学、経済思想
What's経済学 ―わかる楽しさ使うよろこび―第3版補訂版（有斐閣アル
マ Basic）

辻, 正次 有斐閣 2015 9784641220560 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000022750

530 331 経済学、経済思想 クルーグマンミクロ経済学 第2版 ポール・クルーグマン 東洋経済新報社 2017 9784492314821 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000044862

531 331 経済学、経済思想
ゲーム理論・入門 ―人間社会の理解のために― 新版（有斐閣アルマ
Basic）

岡田, 章 有斐閣 2014 9784641220287 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000017122

532 331 経済学、経済思想 ゲーム理論ワークブック 岡田, 章 有斐閣 2015 9784641164635 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027844

533 331 経済学、経済思想 スタートダッシュ経済学 伊ケ崎, 大理 勁草書房 2019 9784326504619 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000078494

534 331 経済学、経済思想
マクロ経済学 ―入門の「一歩前」から応用まで = Macroeconomics : from
basic principles to applications―（有斐閣ストゥディア）

平口, 良司 有斐閣 2015 9784641150263 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027198

535 331 経済学、経済思想 マクロ経済学 （サピエンティア） 中村　保 東洋経済新報社 2016 9784492314791 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000044832

536 331 経済学、経済思想 マクロ経済学 第2版 二神, 孝一 有斐閣 2017 9784641165021 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000044741

537 331 経済学、経済思想 マンキューマクロ経済学 1 入門篇 第4版
N・グレゴリー・マン
キュー

東洋経済新報社 2017 9784492315040 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000048958

538 331 経済学、経済思想 マンキューマクロ経済学 2 応用篇 第4版
N・グレゴリー・マン
キュー

東洋経済新報社 2018 9784492315101 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000063533

539 331 経済学、経済思想 マンキュー経済学 1: ミクロ編 第4版
N・グレゴリー・マン
キュー

東洋経済新報社 2019 9784492315194 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000088610

540 331 経済学、経済思想 マンキュー経済学 2: マクロ編 第4版
N・グレゴリー・マン
キュー

東洋経済新報社 2019 9784492315200 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000088611
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541 331 経済学、経済思想 マンキュー入門経済学 第3版
N・グレゴリー・マン
キュー

東洋経済新報社 2019 9784492315217 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000088612

542 331 経済学、経済思想 ミクロ経済学Expressway 八田, 達夫 東洋経済新報社 2013 9784492813027 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015584

543 331 経済学、経済思想 ミクロ経済学演習 = Exercises in microeconomics 第2版 奥野, 正寛 東京大学出版会 2018 9784130421508 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000068329

544 331 経済学、経済思想 リカードの経済理論 ―価値・分配・成長の比較静学分析/動学分析― 福田, 進治 日本経済評論社 2006 9784818818958 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002355

545 331 経済学、経済思想 レヴィットミクロ経済学 基礎編
スティーヴン・レヴィッ
ト

東洋経済新報社 2017 9784492314951 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000050890

546 331 経済学、経済思想 英語原典で読む経済学史 【スマホ・読上】 根井, 雅弘 白水社 2018 9784560096567 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000073588

547 331 経済学、経済思想 経済・経営のための統計教室 ―データサイエンス入門― 小林, 道正 裳華房 2016 9784785315672 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000048306

548 331 経済学、経済思想 経済・経営系のためのよくわかる統計学 前川, 功一 朝倉書店 2014 9784254121971 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000018565

549 331 経済学、経済思想
経済学の95%はただの常識にすぎない ―ケンブリッジ式経済学ユーザー
ズガイド―

ハジュン・チャン 東洋経済新報社 2015 9784492314609 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000044856

550 331 経済学、経済思想 経済学の歴史 小畑, 二郎 慶應義塾大学出版会 2014 9784766421750 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000018502

551 331 経済学、経済思想 経済数学 （サピエンティア） 入谷　純 東洋経済新報社 2016 9784492314715 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000044829

552 331 経済学、経済思想 現代の経済思想 橋本, 努 勁草書房 2014 9784326504022 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000017127

553 331 経済学、経済思想 行動経済学入門 筒井, 義郎 東洋経済新報社 2017 9784492314975 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000049295

554 331 経済学、経済思想 数学基礎レッスン ―これから経済学をまなぶ人のための― 西森, 晃 日本経済評論社 2012 9784818822429 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025803

555 331 経済学、経済思想 入門・経済学  第3版 薮下, 史郎 有斐閣 2013 9784641164192 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016368

556 331 経済学、経済思想
入門ミクロ経済学 ―これだけはおさえたい経済学のエッセンス―（専門
基礎ライブラリー）

山田, 久 実教出版 2008 9784407316537 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007487

557 331 経済学、経済思想 入門経済学 = Introduction to economics 第4版 伊藤, 元重 日本評論社 2015 9784535558175 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000040861

558 331 経済学、経済思想 美貌格差 ―生まれつき不平等の経済学―
ダニエル・S.ハマー
メッシュ

東洋経済新報社 2015 9784492314531 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000044852

559 331 経済学、経済思想 標準マクロ経済学 第2版 笹倉　和幸 東洋経済新報社 2017 9784492314968 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000044864

560 331 経済学、経済思想 貧乏人の経済学 ―もういちど貧困問題を根っこから考える―
アビジット・V・バナ
ジー

みすず書房 2012 9784622076513 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000032450
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561 331 経済学、経済思想 不道徳な見えざる手 ―自由市場は人間の弱みにつけ込む― ジョージ・A・アカロフ 東洋経済新報社 2017 9784492314982 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000050897

562 331 経済学、経済思想 物欲なき世界 【スマホ・読上】 菅付, 雅信 平凡社 2015 9784582824810 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000077128

563 332 経済史・事情、経済体制 AI×人口減少 ―これから日本で何が起こるのか― 中原, 圭介 東洋経済新報社 2018 9784492396438 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000067760

564 332 経済史・事情、経済体制 ASEANの新輸出大国ベトナム トラン・ヴァン・トゥ 文眞堂 2018 9784830950155 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000078324

565 332 経済史・事情、経済体制 ASEAN経済新時代と日本 ―各国経済と地域の新展開― トラン・ヴァン・トゥ 文眞堂 2016 9784830948978 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000045627

566 332 経済史・事情、経済体制 EUの危機と再生 ―中東欧小国の視点― 小山, 洋司 文眞堂 2017 9784830949562 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000045632

567 332 経済史・事情、経済体制 アベノミクスの成否 （日本経済政策学会叢書 1） 佐竹, 光彦 勁草書房 2019 9784326546107 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000074341

568 332 経済史・事情、経済体制
グローバリゼーション下のイギリス経済 ―EU離脱に至る資本蓄積と労働
過程の変化―（大阪経済大学研究叢書 第88冊）

櫻井, 幸男 法律文化社 2018 9784589038982 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000054187

569 332 経済史・事情、経済体制
チャイナ・エコノミー ―複雑で不透明な超大国その見取り図と地政学へ
のインパクト―

アーサー・R・クロー
バー

白桃書房 2018 9784561911395 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000080417

570 332 経済史・事情、経済体制 メコン地域開発とアジアダイナミズム トラン・ヴァン・トゥ 文眞堂 2019 9784830950131 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000078339

571 332 経済史・事情、経済体制
近代ヨーロッパの形成 ―商人と国家の近代世界システム―【スマホ・読
上】（創元世界史ライブラリー）

玉木, 俊明 創元社 2012 9784422203362 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000075770

572 332 経済史・事情、経済体制 金融化資本主義 ―生産なき利潤と金融による搾取―
コスタス・ラパヴィツァ
ス

日本経済評論社 2018 9784818825000 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000067770

573 332 経済史・事情、経済体制 経済がわかる論点50 2019 みずほ総合研究所 東洋経済新報社 2018 9784492396445 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000068362

574 332 経済史・事情、経済体制 経済史 ―いまを知り,未来を生きるために― 小野塚, 知二 有斐閣 2018 9784641165151 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000064805

575 332 経済史・事情、経済体制
検証アベノミクス「新三本の矢」 ―成長戦略による構造改革への期待と
課題―

福田, 慎一 東京大学出版会 2018 9784130402842 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000067756

576 332 経済史・事情、経済体制
現代アメリカの経済社会 = American economy and society under the
impact of globalization : principles and dynamism ―理念とダイナミズム
―

河崎, 信樹 東京大学出版会 2018 9784130421492 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000072678

577 332 経済史・事情、経済体制 現代ヨーロッパ経済 第5版（有斐閣アルマ Specialized） 田中, 素香 有斐閣 2018 9784641221086 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000054051

578 332 経済史・事情、経済体制 最新日本経済入門 第4版 小峰, 隆夫 日本評論社 2012 9784535556652 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000040865

579 332 経済史・事情、経済体制 人口減少時代の日本経済 （人口学ライブラリー 5） 大淵, 寛 原書房 2006 9784562091126 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025530

580 332 経済史・事情、経済体制 戦間期日本の対外経済関係 大石, 嘉一郎 日本経済評論社 1992 9784818806153 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002409
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581 332 経済史・事情、経済体制 中東欧の資本主義と福祉システム ―ポスト社会主義からどこへ― 堀林, 巧 旬報社 2016 9784845114788 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000076441

582 332 経済史・事情、経済体制
東海地域の産業クラスターと金融構造 ―躍進する名古屋経済の強さを
探る―

多和田, 真 中央経済社 2005 9784502654107 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000255

583 332 経済史・事情、経済体制 日本経済史 武田, 晴人 有斐閣 2019 9784641165281 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000085346

584 332 経済史・事情、経済体制 日本経済史 ―近世から現代まで―（Y21） 沢井　実 有斐閣 2016 9784641164888 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000041322

585 332 経済史・事情、経済体制 日本経済史 第2版 石井, 寛治 東京大学出版会 1991 9784130420396 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000046827

586 332 経済史・事情、経済体制 日本経済史1600-2015 ―歴史に読む現代― 浜野, 潔 慶應義塾大学出版会 2017 9784766423358 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000046005

587 332 経済史・事情、経済体制 日本史で学ぶ経済学 横山, 和輝 東洋経済新報社 2018 9784492444474 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000064832

588 332 経済史・事情、経済体制 日本人の勝算 ―人口減少×高齢化×資本主義―
デービッド・アトキンソ
ン

東洋経済新報社 2019 9784492396469 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000072690

589 332 経済史・事情、経済体制 入門資本主義経済 【スマホ・読上】（平凡社新書 866） 伊藤, 誠 平凡社 2018 9784582858662 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000058076

590 332 経済史・事情、経済体制 躍動・陸のASEAN、南部経済回廊の潜在力 ―メコン経済圏の新展開― 浦田, 秀次郎 文眞堂 2017 9784830949159 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000045633

591 333 経済政策、国際経済 EUの揺らぎ 井上, 典之 勁草書房 2018 9784326302659 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000052251

592 333 経済政策、国際経済 ODAの終焉 ―機能主義的開発援助の勧め― 浅沼, 信爾 勁草書房 2017 9784326504404 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000047711

593 333 経済政策、国際経済 SDGsを学ぶ ―国際開発・国際協力入門― 高柳, 彰夫 法律文化社 2018 9784589039699 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000075874

594 333 経済政策、国際経済
グローバル化とショック波及の経済学 ―地方自治体・企業・個人の対応
―

小川, 光 有斐閣 2016 9784641164857 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000042225

595 333 経済政策、国際経済 セオリー&プラクティス経済政策 （有斐閣コンパクト） 柳川, 隆 有斐閣 2017 9784641164994 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000044742

596 333 経済政策、国際経済 開発援助がつくる社会生活 ―現場からのプロジェクト診断―第2版 青山, 和佳 大学教育出版 2017 9784864294843 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000052516

597 333 経済政策、国際経済 競争戦略としてのグローバルルール ―世界市場で勝つ企業の秘訣― 藤井, 敏彦 東洋経済新報社 2012 9784492533086 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015378

598 333 経済政策、国際経済 現代ASEAN経済論 石川, 幸一 文眞堂 2015 9784830948756 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000032890

599 333 経済政策、国際経済 国際協力 ―その新しい潮流―第3版（有斐閣選書 [207]） 下村, 恭民 有斐閣 2016 9784641281387 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027846

600 333 経済政策、国際経済
持続可能な開発目標(SDGs)と開発資金 ―開発援助レジームの変容の
中で―

浜名, 弘明 文眞堂 2017 9784830949531 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000045650
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601 333 経済政策、国際経済 世界で活躍する仕事100 ―10代からの国際協力キャリアナビ―
三菱UFJリサーチ&コ
ンサルティング

東洋経済新報社 2018 9784492046265 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000061449

602 333 経済政策、国際経済 入門国際経済学 大川, 良文 中央経済社 2019 9784502323416 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000087215

603 334 人口、土地、資源 ポスト人口転換期の日本 （人口学ライブラリー 17） 佐藤, 龍三郎 原書房 2016 9784562092079 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000031916

604 334 人口、土地、資源 少子化の人口学 （人口学ライブラリー 1） 大淵, 寛 原書房 2004 9784562090952 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025526

605 334 人口、土地、資源 少子化は止められるか? ―政策課題と今後のあり方― 阿部, 正浩 有斐閣 2016 9784641164727 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000040143

606 334 人口、土地、資源 少子化論 ―なぜまだ結婚、出産しやすい国にならないのか― 松田, 茂樹 勁草書房 2013 9784326653805 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027579

607 334 人口、土地、資源 人の国際移動とEU ―地域統合は「国境」をどのように変えるのか?― 岡部, みどり 法律文化社 2016 9784589037732 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000033097

608 334 人口、土地、資源 人口経済学入門 加藤, 久和 日本評論社 2001 9784535552395 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000040864

609 334 人口、土地、資源 人口減少と少子化対策 （人口学ライブラリー 16） 高橋, 重郷 原書房 2015 9784562092031 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025541

610 334 人口、土地、資源 西洋の自死 ―移民・アイデンティティ・イスラム― ダグラス・マレー 東洋経済新報社 2018 9784492444504 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000072202

611 334 人口、土地、資源 戦後日本の人口移動と家族変動 丸山, 洋平 文眞堂 2018 9784830949753 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000078334

612 334 人口、土地、資源
多文化「共創」社会入門 ―移民・難民とともに暮らし、互いに学ぶ社会へ
―

小泉, 康一 慶應義塾大学出版会 2016 9784766423716 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000040939

613 334 人口、土地、資源 日本の人口減少社会を読み解く ―最新データからみる少子高齢化― 京極, 高宣 中央法規出版 2008 9784805848210 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000017151

614 335 企業、経営 ASEAN企業地図 ―有力企業グループの全体像がわかる!―第2版 桂木　麻也 翔泳社 2019 9784798156729 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000084224

615 335 企業、経営
CSRとヒューマン・ライツ ―ジェンダー,ワーク・ライフ・バランス,障害者雇
用の企業文化的考察―（岐阜経済大学研究叢書 14）

斎藤, 悦子 白桃書房 2009 9784561265115 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000032744

616 335 企業、経営 CSR経営戦略 ―「社会的責任」で競争力を高める―新版 伊吹　英子 東洋経済新報社 2014 9784492533475 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000044887

617 335 企業、経営 CSV経営戦略 ―本業での高収益と、社会の課題を同時に解決する― 名和　高司 東洋経済新報社 2015 9784492533697 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000044893

618 335 企業、経営
P・F・ドラッカー = Peter Ferdinand Drucker : management concepts :
inception and beyond ―マネジメント思想の源流と展望―

井坂, 康志 文眞堂 2018 9784830950063 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000078340

619 335 企業、経営 アジアの企業間競争 橘川, 武郎 文眞堂 2015 9784830948497 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025957

620 335 企業、経営 ケースに学ぶ国際経営 （有斐閣ブックス [468]） 吉原, 英樹 有斐閣 2013 9784641184152 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016387
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621 335 企業、経営 スティーブ・ジョブズ伝説のスピーチ&プレゼン ―対訳― 【音声付】 スティーブ・ジョブズ 朝日出版社 2012 9784255006796 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000061820

622 335 企業、経営 だれも置き去りにしない ―フィリピンNGOのソーシャル・ビジネス― トーマス・グレイアム 文眞堂 2018 9784830950001 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000078345

623 335 企業、経営 はじめての経営学 東洋経済新報社 東洋経済新報社 2013 9784492502501 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015616

624 335 企業、経営
はじめての国際経営 = Introduction to international management （有斐
閣ストゥディア）

中川, 功一 有斐閣 2015 9784641150171 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025041

625 335 企業、経営 はじめて学ぶ人のための経営学 第3版 片岡, 信之 文眞堂 2015 9784830948503 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025958

626 335 企業、経営 ベーシック経済法 ―独占禁止法入門― 第4版（有斐閣アルマ Basic） 川濵, 昇 有斐閣 2014 9784641220201 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016358

627 335 企業、経営 ベンチャー経営論 （はじめての経営学） 長谷川, 博和 東洋経済新報社 2018 9784492502969 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000050892

628 335 企業、経営 ヤバい経営学 ―世界のビジネスで行われている不都合な真実―
フリーク・ヴァーミュー
レン

東洋経済新報社 2013 9784492502464 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015615

629 335 企業、経営 韓国・台湾・中国企業の成長戦略 ―課題はガバナンスと研究開発― 浅海, 信行 勁草書房 2008 9784326503094 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000045424

630 335 企業、経営 韓国財閥史の研究 ―分断体制資本主義と韓国財閥― 鄭, 章淵 日本経済評論社 2007 9784818819207 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002366

631 335 企業、経営
企業の社会戦略とNPO ―社会的価値創造にむけての協働型パートナー
シップ―

横山, 恵子 白桃書房 2003 9784561263975 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000032697

632 335 企業、経営 企業の本質 （専門基礎ライブラリー . 経営学 ; 1） 周佐, 喜和 実教出版 2009 9784407316179 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007488

633 335 企業、経営
中小企業・ベンチャー企業論 ―グローバルと地域のはざまで― 新版（有
斐閣コンパクト）

植田, 浩史 有斐閣 2014 9784641164314 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016375

634 335 企業、経営
日本の7大商社 ―世界に類をみない最強のビジネスモデル―【スマホ・
読上】（平凡社新書 638）

久保, 巌 平凡社 2012 9784582856385 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000058008

635 335 企業、経営 日本のビジネスシステム ―その原理と革新― 加護野, 忠男 有斐閣 2016 9784641164918 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000047749

636 335 企業、経営 日本の成長戦略と商社 ―日本の未来は商社が拓く―
日本貿易会「日本の
成長戦略と商社」特
別研究会

東洋経済新報社 2014 9784492762165 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023278

637 335 企業、経営
問いからはじめる現代企業 = Introduction to the modern corporation
（有斐閣ストゥディア）

小山, 嚴也 有斐閣 2018 9784641150621 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000074369

638 335 企業、経営 躍動する新規開業企業 ―パネルデータでみる時系列変化―
日本政策金融公庫総
合研究所

勁草書房 2018 9784326504466 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000060116

639 336 経営管理 AI技術による倒産予知モデル×企業格付け 白田, 佳子 税務経理協会 2019 9784419065980 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000078271

640 336 経営管理 GAMIFY ―エンゲージメントを高めるゲーミフィケーションの新しい未来― ブライアン・バーク 東洋経済新報社 2016 9784492533703 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000079167
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641 336 経営管理 IT会計帳簿論 ―IT会計帳簿が変える経営と監査の未来― 中村, 元彦 白桃書房 2018 9784561362203 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000061571

642 336 経営管理 Think civility ―「礼儀正しさ」こそ最強の生存戦略である― クリスティーン・ポラス 東洋経済新報社 2019 9784492046494 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000077940

643 336 経営管理 アメーバ経営論 ―ミニ・プロフィットセンターのメカニズムと導入― 三矢, 裕 東洋経済新報社 2003 9784492531624 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015611

644 336 経営管理
グローバル人的資源管理論 ―「規範的統合」と「制度的統合」による人
材マネジメント―（Hakuto management）

古沢, 昌之 白桃書房 2008 9784561264873 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000032710

645 336 経営管理
サプライチェーン・プロセスの運営と変革 ―部門間の調整とパフォーマン
スの関係―

中野, 幹久 白桃書房 2010 9784561761877 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000032734

646 336 経営管理
ストーリーとしての競争戦略 ―優れた戦略の条件―（Ｈｉｔｏｔｓｕｂａｓｈｉ　Ｂ
ｕｓｉｎｅｓｓ　Ｒｅｖｉｅｗ　Ｂｏｏｋｓ）

楠木　建 東洋経済新報社 2010 9784492532706 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000044880

647 336 経営管理
なぜ「健康経営」で会社が変わるのか ―判例から学ぶ、健康に配慮する
企業が生き残る理由―

岡田　邦夫 法研 2018 9784865135039 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000056996

648 336 経営管理 はじめて出会う会計学 新版（有斐閣アルマ Interest） 川本, 淳 有斐閣 2015 9784641220614 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027202

649 336 経営管理 ビジネスモデルの教科書 （上級編） 今枝　昌宏 東洋経済新報社 2016 9784492533840 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000044899

650 336 経営管理
ファシリテーションの教科書 ―組織を活性化させるコミュニケーションと
リーダーシップ―

グロービス 東洋経済新報社 2014 9784492533482 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000044888

651 336 経営管理
プロジェクト・デザイン・パターン ―企画・プロデュース・新規事業に携わ
る人のための企画のコツ32―【スマホ・読上】

井庭, 崇 翔泳社 2016 9784798147390 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000079823

652 336 経営管理 よくわかる経営管理 （やわらかアカデミズム・「わかる」シリーズ） 高橋, 伸夫 ミネルヴァ書房 2011 9784623061044 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000042567

653 336 経営管理 ロジカル・シンキング ―論理的な思考と構成のスキル―（Best solution） 照屋, 華子 東洋経済新報社 2001 9784492531129 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015405

654 336 経営管理 一橋MBA戦略ケースブック
沼上幹+一橋MBA戦
略ワークショップ

東洋経済新報社 2015 9784492522134 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000044875

655 336 経営管理 英語の決算書の読み方 ―ゼロから始める!すぐに役立つ!― 建宮, 努 アルク 2018 9784757430815 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000065152

656 336 経営管理
管理会計・入門 ―戦略経営のためのマネジリアル・アカウンティング―
第4版（有斐閣アルマ Basic）

浅田, 孝幸 有斐閣 2017 9784641220966 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000048988

657 336 経営管理 経営情報論 新版補訂（有斐閣アルマ Specialized） 遠山, 暁 有斐閣 2015 9784641220577 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000022751

658 336 経営管理 経営戦略原論 琴坂, 将広 東洋経済新報社 2018 9784492534021 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000060060

659 336 経営管理 経営理念の機能 ―組織ルーティンが成長を持続させる― 槙谷, 正人 中央経済社 2012 9784502694707 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000060349

660 336 経営管理
財務会計・入門 ―企業活動を描き出す会計情報とその活用法―第12版
◆新版配信中(第12版補訂)（有斐閣アルマ Basic）

桜井, 久勝 有斐閣 2018 9784641221178 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000054055
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661 336 経営管理 事例研究アメーバ経営と管理会計 庵谷, 治男 中央経済社 2018 9784502257612 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000078435

662 336 経営管理 職場における性別ダイバーシティの心理的影響 正木, 郁太郎 東京大学出版会 2019 9784130161213 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000068327

663 336 経営管理 人材開発研究大全 【スマホ・読上】 中原　淳 東京大学出版会 2017 9784130402804 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000087515

664 336 経営管理 図解管理会計入門 渡辺　康夫 東洋経済新報社 2014 9784492093177 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000044922

665 336 経営管理 組織コミットメント再考 ―中日米における実証研究を手がかりに― 王, 英燕 文眞堂 2017 9784830949418 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000045645

666 336 経営管理 地頭力 (じあたまりょく) を鍛える ―問題解決に活かす「フェルミ推定」― 細谷, 功 東洋経済新報社 2007 9784492555989 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015409

667 336 経営管理 入門企業金融論 ―基礎から学ぶ資金調達の仕組み― 中島　真志 東洋経済新報社 2015 9784492654682 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000044910

668 336 経営管理 両利きの経営 ―「二兎を追う」戦略が未来を切り拓く―
チャールズ・A・オライ
リー

東洋経済新報社 2019 9784492534083 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000074346

669 336 経営管理
論理が伝わる世界標準の「書く技術」 ―「パラグラフ・ライティング」入門
―（ブルーバックス B-1793）

倉島, 保美 講談社 2012 9784062577939 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028571

670 336 経営管理 論理的コミュニケーション戦略 （ストラテジック コミュニケーション 5） 岩下, 貢 慶應義塾大学出版会 2004 9784766409413 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006961

671 337 貨幣、通貨 紙幣肖像の近現代史 植村, 峻 吉川弘文館 2015 9784642038454 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000022721

672 337 貨幣、通貨 明治維新期の貨幣経済 小林 延人 東京大学出版会 2015 9784130262392 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000020165

673 338 金融、銀行、信託 NISA概論 ―少額投資非課税制度― 日本証券業協会 東洋経済新報社 2019 9784492961650 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000081739

674 338 金融、銀行、信託 キャッシュレス経済 ―21世紀の貨幣論― 川野, 祐司 文眞堂 2018 9784830950018 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000078338

675 338 金融、銀行、信託 これからの銀行論 ―勝ち残る銀行員の必須知識― 階戸, 照雄 中央経済社 2019 9784502310713 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000084559

676 338 金融、銀行、信託 ビットコイン&ブロックチェーン ―決定版― 岡田, 仁志 東洋経済新報社 2018 9784492681435 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000054025

677 338 金融、銀行、信託 フィンテック （やさしく知りたい先端科学シリーズ 4） 大平, 公一郎 創元社 2019 9784422400365 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000078787

678 338 金融、銀行、信託 仮想通貨 ―技術・法律・制度― 岡田　仁志 東洋経済新報社 2015 9784492681381 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000044912

679 338 金融、銀行、信託
金融のエッセンス = The essence of banking & finance （有斐閣ストゥディ
ア）

川西, 諭 有斐閣 2013 9784641150041 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016376

680 338 金融、銀行、信託 金融機関マネジメント ―バンカーのための経営戦略論― 川本, 裕子 東洋経済新報社 2015 9784492654712 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000031133
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681 338 金融、銀行、信託 銀行デジタル革命 ―現金消滅で金融はどう変わるか : 決定版― 木内, 登英 東洋経済新報社 2018 9784492681459 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000063537

682 338 金融、銀行、信託
決済インフラ入門 2020年版 ―仮想通貨、ブロックチェーンから新日銀
ネット、次なる改革まで―

宿輪, 純一 東洋経済新報社 2018 9784492681442 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000061450

683 338 金融、銀行、信託 決定版FinTech ―金融革命の全貌― 加藤　洋輝 東洋経済新報社 2016 9784492762264 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000044840

684 338 金融、銀行、信託
初心者のためのやさしい金融 ―基礎からわかる90のキーワード―第2
版

塚崎, 公義 東洋経済新報社 2009 9784492654293 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015675

685 338 金融、銀行、信託
図解ASEANを読み解く ―ASEANを理解するのに役立つ70のテーマ―第
2版

みずほ総合研究所 東洋経済新報社 2018 9784492093283 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000052275

686 338 金融、銀行、信託
世界金融危機 ―歴史とフィールドからの検証 : G20・金融制度改革・途
上国―

坂元, 浩一 大学教育出版 2010 9784887309494 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000031807

687 338 金融、銀行、信託 転換期を迎えるインド ―変化をチャンスに変える日本企業の戦略― 中島, 久雄 東洋経済新報社 2012 9784492443897 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015372

688 338 金融、銀行、信託
日本版ビッグバン以後の金融機関経営 ―金融システム改革法の影響と
課題―

山沖, 義和 勁草書房 2019 9784326504541 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000072670

689 339 保険 はじめて学ぶリスクと保険  第4版（有斐閣ブックス） 下和田, 功 有斐閣 2014 9784641184206 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016378

690 339 保険 保険学 補訂版（有斐閣ブックス [460]） 近見, 正彦 有斐閣 2016 9784641184343 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000042226

691 341 財政学、財政思想 財政学と公共経済学はじめの一歩 改訂版 仲林, 真子 八千代出版 2019 9784842917535 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000078378

692 342 財政史・事情 日本の財政と社会保障 ―給付と負担の将来ビジョン― 持田, 信樹 東洋経済新報社 2019 9784492701508 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000075516

693 345 租税 よくわかる税法入門 第12版　◆新版配信中(第13版)（有斐閣選書） 三木, 義一 有斐閣 2018 9784641281424 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000055913

694 345 租税 よくわかる税法入門 第13版（有斐閣選書） 三木, 義一 有斐閣 2019 9784641281448 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000076015

695 345 租税 現代租税の理論と思想 = Theory and thoughts of modern taxation 宮本, 憲一 有斐閣 2014 9784641164246 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016379

696 345 租税 消費税の政治力学 ―tax politics― 岩崎, 健久 中央経済社 2013 9784502074608 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000060353

697 345 租税 税法入門 第7版（有斐閣新書 [A61]） 金子, 宏 有斐閣 2016 9784641091597 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000033517

698 345 租税 租税判例百選 第6版（別冊ジュリスト no. 228(52巻2号)） 中里, 実 有斐閣 2016 9784641115293 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000052661

699 345 租税 租税法 （有斐閣アルマ Specialized） 岡村, 忠生 有斐閣 2017 9784641220942 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000064802

700 345 租税 租税法入門 第2版（法学教室Library） 増井, 良啓 有斐閣 2018 9784641227538 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000063510
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701 345 租税 日本の税制と財政 林, 宏昭 中央経済社 2019 9784502295515 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000078498

702 349 地方財政 地方財政を学ぶ 水谷, 守男 勁草書房 2017 9784326504374 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000043967

703 349 地方財政 日本地方財政史 ―制度の背景と文脈をとらえる― 小西, 砂千夫 有斐閣 2017 9784641164987 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000043951

704 350 統計 1歩前からはじめる「統計」の読み方・考え方 神林, 博史 ミネルヴァ書房 2016 9784623075706 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000045054

705 350 統計 統計学はときにセクシーな学問である
デビッド・シュピーゲ
ルハルター

ライフサイエンス出版 2018 9784897753720 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000074518

706 361 社会学 「コミュ障」の社会学 【スマホ・読上】 貴戸, 理恵 青土社 2018 9784791770625 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000082298

707 361 社会学 18歳からの格差論 ―日本に本当に必要なもの― 井手　英策 東洋経済新報社 2016 9784492223710 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000044846

708 361 社会学 イノベーションの普及 【スマホ・読上】 エベレット・ロジャーズ 翔泳社 2007 9784798113333 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000079806

709 361 社会学 グローバル現代社会論 山田, 真茂留 文眞堂 2018 9784830950056 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000078341

710 361 社会学 スケープゴーティング ―誰が、なぜ「やり玉」に挙げられるのか― 釘原, 直樹 有斐閣 2014 9784641174054 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000017893

711 361 社会学 ソーシャルメディアと公共性 ―リスク社会のソーシャル・キャピタル― 遠藤, 薫 東京大学出版会 2018 9784130561136 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000072186

712 361 社会学
その問題、数理モデルが解決します ―社会を解き明かす数理モデル入
門―

浜田, 宏 ベレ出版 2018 9784860645687 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000077861

713 361 社会学
ヒップホップの政治学 ―若者文化によるアメリカの再生―（ASシリーズ
第3巻）

川村, 亜樹 大学教育出版 2012 9784864291088 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000032110

714 361 社会学 メディア・情報・消費社会 （社会学ベーシックス 6） 井上, 俊 世界思想社教学社 2009 9784790714439 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000033000

715 361 社会学 わかりやすいコミュニケーション学 ―基礎から応用まで―改訂版 岡野, 雅雄 三和書籍 2008 9784862510310 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000073247

716 361 社会学 異文化間コミュニケーション入門 ―日米間の相互理解のために― 西田, 司 丸善出版 2002 9784621070819 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000163

717 361 社会学 異文化理解入門 ―グローバルな時代を生きるための― 原沢, 伊都夫 研究社 2013 9784327377342 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023744

718 361 社会学 映画は社会学する 西村, 大志 法律文化社 2016 9784589037848 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000033111

719 361 社会学 街の人生 岸, 政彦 勁草書房 2014 9784326653874 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016214

720 361 社会学
格差から見る中国 ―急激な社会変動が引き起こした「光と影」の政治経
済学―（アジア発ビジョナリーシリーズ）

李, 養浩 白桃書房 2019 9784561923039 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000080416
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721 361 社会学 結婚差別の社会学 齋藤, 直子 勁草書房 2017 9784326654086 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000043498

722 361 社会学
現代メディア・イベント論 ―パブリック・ビューイングからゲーム実況まで
―

飯田, 豊 勁草書房 2017 9784326654109 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000047712

723 361 社会学 現代メディア史 新版（岩波テキストブックス） 佐藤, 卓己 岩波書店 2018 9784000289207 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000087250

724 361 社会学 現代社会論 ―社会学で探る私たちの生き方―（有斐閣ストゥディア） 本田, 由紀 有斐閣 2015 9784641150188 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025044

725 361 社会学 孤立の社会学 ―無縁社会の処方箋― 石田, 光規 勁草書房 2011 9784326653683 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027578

726 361 社会学 孤立不安社会 ―つながりの格差、承認の追求、ぼっちの恐怖― 石田, 光規 勁草書房 2018 9784326654185 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000072170

727 361 社会学 祭りと地方都市 ―都市コミュニティ論の再興― 竹元, 秀樹 新曜社 2014 9784788513839 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000033437

728 361 社会学 社会という謎の系譜 （有斐閣アルマ . 社会学の歴史 ; 1 Basic） 奥村, 隆 有斐閣 2014 9784641220393 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000017887

729 361 社会学
社会学のエッセンス ―世の中のしくみを見ぬく―新版補訂版（有斐閣ア
ルマ Interest）

友枝, 敏雄 有斐閣 2017 9784641220980 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000044746

730 361 社会学 社会学入門 ―社会をモデルでよむ― 小林, 盾 朝倉書店 2014 9784254500202 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000018885

731 361 社会学 社会心理学 補訂版（New liberal arts selection） 池田, 謙一 有斐閣 2019 9784641053878 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000083765

732 361 社会学 集団と組織の社会学 ―集合的アイデンティティのダイナミクス― 山田, 真茂留 世界思想社教学社 2017 9784790717010 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000044630

733 361 社会学 全47都道府県幸福度ランキング 2016年版 日本総合研究所 東洋経済新報社 2016 9784492212264 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000079150

734 361 社会学 都市社会学 ―歴史・思想・コミュニティ― 吉原, 直樹 東京大学出版会 2018 9784130520287 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000072677

735 361 社会学 日常のなかの「フツー」を問いなおす ―現代社会の差別・抑圧― 植上, 一希 法律文化社 2018 9784589039460 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000064580

736 361 社会学 問題解決のコミュニケーション ―学際的アプローチ― 鈴木, 健人 白桃書房 2012 9784561951278 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000048453

737 362 社会史、社会体制 現代インドのカーストと不可触民 ―都市下層民のエスノグラフィー― 鈴木, 真弥 慶應義塾大学出版会 2015 9784766422825 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000026791

738 364 社会保障 GPIF世界最大の機関投資家 小幡, 績 東洋経済新報社 2014 9784492396063 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023280

739 364 社会保障
はじめての社会保障 ―福祉を学ぶ人へ―第15版　◆新版配信中(第16
版)（有斐閣アルマ Basic）

椋野, 美智子 有斐閣 2018 9784641221123 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000054056

740 364 社会保障 社会保障クライシス ―2025年問題の衝撃 = Social security crisis― 山田, 謙次 東洋経済新報社 2017 9784492701454 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000047730
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741 364 社会保障 社会保障法 第2版 菊池, 馨実 有斐閣 2018 9784641243040 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000061468

742 364 社会保障 社会保障法入門 第3版 西村, 健一郎 有斐閣 2017 9784641144958 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000042732

743 364 社会保障 日本の社会保障システム ―理念とデザイン― 木下, 武徳 東京大学出版会 2017 9784130421478 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000073263

744 364 社会保障 日本の社会保障政策 ―課題と改革― 小塩, 隆士 東京大学出版会 2014 9784130402699 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000024786

745 364 社会保障 入門テキスト社会保障の基礎 西村　淳 東洋経済新報社 2016 9784492701430 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000044914

746 364 社会保障 年金制度の展望 ―改革への課題と論点― 年金綜合研究所 東洋経済新報社 2017 9784492701478 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000048962

747 364 社会保障 年金保険法 ―基本理論と解釈・判例―第4版 堀, 勝洋 法律文化社 2017 9784589038128 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000044663

748 365 生活・消費者問題 空き家問題の背景と対策 ―未利用不動産の有効活用―
高崎経済大学地域科
学研究所

日本経済評論社 2019 9784818825277 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000075999

749 366 労働経済、労働問題 18歳から考えるワークルール 第2版（From 18） 道幸, 哲也 法律文化社 2018 9784589038821 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000064578

750 366 労働経済、労働問題
EU経済統合における労働法の課題 ―国際的経済活動の自由との相克
とその調整―

井川, 志郎 旬報社 2019 9784845115709 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000076453

751 366 労働経済、労働問題
オランダ流ワーク・ライフ・バランス ―「人生のラッシュアワー」を生き抜く
人々の技法―

中谷, 文美 世界思想社教学社 2015 9784790716464 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000044640

752 366 労働経済、労働問題 ケースブック労働法 第4版 荒木, 尚志 有斐閣 2015 9784641144743 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000026797

753 366 労働経済、労働問題 なぜ女性はケア労働をするのか ―性別分業の再生産を超えて― 山根, 純佳 勁草書房 2010 9784326653522 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027574

754 366 労働経済、労働問題
モバイルメディア時代の働き方 ―拡散するオフィス、集うノマドワーカー
―

松下, 慶太 勁草書房 2019 9784326550821 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000078495

755 366 労働経済、労働問題 わかりやすいキャリア学 ―成長するためのキャリアデザイン― 古閑, 博美 学文社 2018 9784762027970 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000063080

756 366 労働経済、労働問題 外国人労働者受け入れと日本社会 ―技能実習制度の展開とジレンマ― 上林, 千恵子 東京大学出版会 2015 9784130501866 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000018714

757 366 労働経済、労働問題 格差社会と労働市場 ―貧困の固定化をどう回避するか― 樋口, 美雄 慶應義塾大学出版会 2018 9784766425079 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000052928

758 366 労働経済、労働問題 個別的労働関係法 第3版（NJ叢書 . 労働法 2） 吉田, 美喜夫 法律文化社 2018 9784589039361 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000064576

759 366 労働経済、労働問題
最低賃金1500円がつくる仕事と暮らし ―「雇用崩壊」を乗り越える―【ス
マホ・読上付】

後藤, 道夫 大月書店 2018 9784272310531 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000065765

760 366 労働経済、労働問題
産業・労働社会学 ―「働くこと」を社会学する―（有斐閣アルマ
Specialized）

小川, 慎一 有斐閣 2015 9784641220430 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023061
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761 366 労働経済、労働問題 事例演習労働法 第3版 水町, 勇一郎 有斐閣 2017 9784641144972 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000048980

762 366 労働経済、労働問題
執事とメイドの裏表 ―イギリス文化における使用人のイメージ―【スマ
ホ・読上】

新井, 潤美 白水社 2011 9784560081792 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000062573

763 366 労働経済、労働問題 女性はなぜ活躍できないのか 大沢, 真知子 東洋経済新報社 2015 9784492223536 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023294

764 366 労働経済、労働問題
人口減少社会の雇用 ―若者・女性・高齢者・障害者・外国人労働者の雇
用の未来は?―

西川, 清之 文眞堂 2015 9784830948596 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025962

765 366 労働経済、労働問題
多様化する日本人の働き方 ―非正規・女性・高齢者の活躍の場を探る
―

阿部, 正浩 慶應義塾大学出版会 2018 9784766424942 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000050879

766 366 労働経済、労働問題 誰が日本の労働力を支えるのか? 寺田, 知太 東洋経済新報社 2017 9784492762318 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000049298

767 366 労働経済、労働問題 知識労働と余暇活動 山田, 良治 日本経済評論社 2018 9784818825086 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000067769

768 366 労働経済、労働問題 知識労働者のキャリア発達 ―キャリア志向・自律的学習・組織間移動― 三輪, 卓己 中央経済社 2011 9784502681707 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000033675

769 366 労働経済、労働問題 法と経済で読みとく雇用の世界 ―これからの雇用政策を考える― 新版 大内, 伸哉 有斐閣 2014 9784641164291 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016383

770 366 労働経済、労働問題 労働経済学 ―理論と実証をつなぐ― 川口, 大司 有斐閣 2017 9784641165076 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000054052

771 366 労働経済、労働問題 労働法 第3版（有斐閣ストゥディア） 小畑, 史子 有斐閣 2019 9784641150645 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000078474

772 366 労働経済、労働問題 労働法 第7版 水町, 勇一郎 有斐閣 2018 9784641243095 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000054044

773 366 労働経済、労働問題 労働法の基本 本久, 洋一 法律文化社 2019 9784589040077 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000077370

774 367 家族問題、男性・女性問題、老人問題 「ゲイコミュニティ」の社会学 森山, 至貴 勁草書房 2012 9784326602438 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000065043

775 367 家族問題、男性・女性問題、老人問題 ジェンダーとセクシュアリティで見る東アジア 瀬地山, 角 勁草書房 2017 9784326602988 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000049006

776 367 家族問題、男性・女性問題、老人問題
ジェンダーについて大学生が真剣に考えてみた ―あなたがあなたらしく
いられるための29問―

一橋大学社会学部佐
藤文香ゼミ生一同

明石書店 2019 9784750348520 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000079051

777 367 家族問題、男性・女性問題、老人問題 ジェンダーの政治経済学 ―福祉国家・市場・家族― 原, 伸子 有斐閣 2016 9784641174016 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027645

778 367 家族問題、男性・女性問題、老人問題 はじめてのジェンダー論 （有斐閣ストゥディア） 加藤, 秀一 有斐閣 2017 9784641150393 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000043954

779 367 家族問題、男性・女性問題、老人問題 下層化する女性たち ―労働と家庭からの排除と貧困― 小杉, 礼子 勁草書房 2015 9784326653942 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000026439

780 367 家族問題、男性・女性問題、老人問題 教養のためのセクシュアリティ・スタディーズ 風間, 孝 法律文化社 2018 9784589039705 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000075865
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781 367 家族問題、男性・女性問題、老人問題 結婚の社会学 ―未婚化・晩婚化はつづくのか―（丸善ライブラリ－） 山田昌弘 丸善出版 1996 9784621052068 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000072520

782 367 家族問題、男性・女性問題、老人問題 結婚の比較文化 小檜山, ルイ 勁草書房 2001 9784326652587 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000045440

783 367 家族問題、男性・女性問題、老人問題 現代家族を読み解く12章 日本家政学会 丸善出版 2018 9784621303436 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000068381

784 367 家族問題、男性・女性問題、老人問題
江戸の異性装者 (クロスドレッサー) たち ―セクシュアルマイノリティの理
解のために―

長島, 淳子 勉誠出版 2017 9784585221982 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000055613

785 367 家族問題、男性・女性問題、老人問題 女性のためのライフプランニング 第2版 田和, 真希 大学教育出版 2016 9784864293921 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000032136

786 367 家族問題、男性・女性問題、老人問題 女性学・男性学 ―ジェンダー論入門―第3版（有斐閣アルマ Interest） 伊藤, 公雄 有斐閣 2019 9784641221222 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000078478

787 367 家族問題、男性・女性問題、老人問題 少子化と若者の就業行動 （人口学ライブラリー 10） 小崎, 敏男 原書房 2012 9784562091799 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025535

788 367 家族問題、男性・女性問題、老人問題
少子高齢時代の女性と家族 ―パネルデータから分かる日本のジェン
ダーと親子関係の変容―

津谷, 典子 慶應義塾大学出版会 2018 9784766424980 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000052247

789 367 家族問題、男性・女性問題、老人問題 体罰と戦争 ―人類のふたつの不名誉な伝統― 森田, ゆり かもがわ出版 2019 9784780309867 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000075670

790 367 家族問題、男性・女性問題、老人問題 男たち/女たちの恋愛 ―近代日本の「自己」とジェンダー― 田中, 亜以子 勁草書房 2019 9784326603176 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000076040

791 367 家族問題、男性・女性問題、老人問題 日本のジェンダーを考える （有斐閣選書 [1667]） 川口, 章 有斐閣 2013 9784641281325 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016382

792 368 社会病理 家計から診る貧困 ―子ども・若者・女性の経済的困難と政策― 室住, 真麻子 法律文化社 2019 9784589039798 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000076713

793 368 社会病理 貧困の社会構造分析 ―なぜフィリピンは貧困を克服できないのか― 太田, 和宏 法律文化社 2018 9784589038845 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000054182

794 368 社会病理 麻薬と紛争 ―麻薬の戦略地政学― アラン ラブルース 三和書籍 2002 9784916037428 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000074539

795 369 社会福祉 ボランティアを生みだすもの ―利他の計量社会学― 三谷, はるよ 有斐閣 2016 9784641174276 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000040913

796 369 社会福祉 ロヒンギャ問題とは何か ―難民になれない難民― 日下部, 尚徳 明石書店 2019 9784750348698 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000079048

797 369 社会福祉 家族はなぜ介護してしまうのか ―認知症の社会学―【スマホ・読上】 木下　衆 世界思想社教学社 2019 9784790717263 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000078930

798 369 社会福祉 介護ライフスタイルの社会学 新版（Sekaishiso seminar） 春日井, 典子 世界思想社教学社 2014 9784790716389 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000033406

799 369 社会福祉 現代の社会福祉 改訂 鈴木, 幸雄 中央法規出版 2018 9784805856383 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000063038

800 369 社会福祉
現代社会と子どもの貧困 ―福祉・労働の視点から―（法政大学大原社
会問題研究所叢書）

原, 伸子 大月書店 2015 9784272360857 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000032500
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801 369 社会福祉 合理的配慮 ―対話を開く,対話が拓く― 川島　聡 有斐閣 2016 9784641174221 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000041324

802 369 社会福祉 子どものこころに寄り添う営み 村瀬, 嘉代子 慶應義塾大学出版会 2019 9784766426311 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000083872

803 369 社会福祉 子育て支援が日本を救う ―政策効果の統計分析― 柴田, 悠 勁草書房 2016 9784326654000 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000030865

804 369 社会福祉 児童虐待の社会福祉学 ―なぜ児童相談所が親子を引き離すのか― 篠原　拓也 大学教育出版 2019 9784866920481 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000084506

805 369 社会福祉 社会福祉の基本体系 第5版（福祉の基本体系シリーズ 1） 井村, 圭壯 勁草書房 2017 9784326700974 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000042244

806 369 社会福祉 社会福祉の形成と展開 （福祉の基本体系シリーズ 10） 井村, 圭壮 勁草書房 2019 9784326701094 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000072671

807 369 社会福祉 社会福祉概論 ―現代社会と福祉―第4版 小田, 兼三 勁草書房 2016 9784326700950 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000041305

808 369 社会福祉 社会福祉原理・歴史 （対論社会福祉学 1） 日本社会福祉学会 中央法規出版 2012 9784805837252 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000011772

809 369 社会福祉 社会福祉政策 ―現代社会と福祉― 第3版（有斐閣アルマ Specialized） 坂田, 周一 有斐閣 2014 9784641220195 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016401

810 369 社会福祉 社会福祉政策 （対論社会福祉学 2） 日本社会福祉学会 中央法規出版 2012 9784805837269 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000011773

811 369 社会福祉 女性が福祉社会で生きるということ 杉本, 貴代栄 勁草書房 2008 9784326602100 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000024290

812 369 社会福祉
震災と経済 （大震災に学ぶ社会科学 / 村松岐夫, 恒川惠市監修 第4
巻）

齊藤, 誠 東洋経済新報社 2015 9784492223598 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023300

813 369 社会福祉 生活困窮者支援で社会を変える 五石, 敬路 法律文化社 2017 9784589038449 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000044672

814 369 社会福祉 生活保護と貧困対策 ―その可能性と未来を拓く―（有斐閣ストゥディア） 岩永, 理恵 有斐閣 2018 9784641150614 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000072717

815 369 社会福祉
大災害と情報・メディア ―レジリエンスの向上と地域社会の再興に向け
て―

三友, 仁志 勁草書房 2019 9784326504572 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000076039

816 369 社会福祉
知的障害発達障害のある人への合理的配慮 ―自立のためのコミュニ
ケーション支援―

坂爪, 一幸 かもがわ出版 2015 9784780307474 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000018709

817 369 社会福祉
東日本大震災からの地域経済復興への提言 ―被災地の大学として何
を学び、伝え、創るのか―（東日本大震災復興研究 1）

東北大学大学院経済
学研究科地域産業復
興調査研究プロジェ
クト

河北新報出版セン
ター

2012 9784873412702 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007937

818 369 社会福祉
東北地域の産業・社会の復興と再生への提言 ―復興過程の現実に向き
合い、地域の可能性を探る―（東日本大震災復興研究 2）

東北大学大学院経済
学研究科地域産業復
興調査研究プロジェ
クト

河北新報出版セン
ター

2013 9784873412894 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007938

819 369 社会福祉 日本社会事業思想小史 ―社会事業の成立と挫折― 吉田, 久一 勁草書房 2015 9784326700882 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027213

820 369 社会福祉
老後不安社会からの転換 ―介護保険から高齢者ケア保障へ―（シリー
ズ新福祉国家構想 6）

岡崎, 祐司 大月書店 2017 9784272360765 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000048257
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821 371 教育学、教育思想 はじめての子ども教育原理 （有斐閣ストゥディア） 福元, 真由美 有斐閣 2017 9784641150362 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000054058

822 371 教育学、教育思想
やさしい教育心理学 第4版　◆新版配信中(第5版)（有斐閣アルマ
Interest）

鎌原, 雅彦 有斐閣 2015 9784641220591 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000026642

823 371 教育学、教育思想
異文化間教育とは何か ―グローバル人材育成のために―（リテラシー
ズ叢書 4）

西山, 教行 くろしお出版 2015 9784874246733 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000033358

824 371 教育学、教育思想 外国人の子どもの不就学 ―異文化に開かれた教育とは― 佐久間, 孝正 勁草書房 2006 9784326298860 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027530

825 371 教育学、教育思想
学力・心理・家庭環境の経済分析 ―全国小中学生の追跡調査から見え
てきたもの―

赤林, 英夫 有斐閣 2016 9784641164734 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000040144

826 371 教育学、教育思想 教育と社会階層 ―ESSM全国調査からみた学歴・学校・格差― 中村, 高康 東京大学出版会 2018 9784130501934 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000072184

827 371 教育学、教育思想 教育心理学 第3版（ベーシック現代心理学 6） 子安, 増生 有斐閣 2015 9784641072459 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000022758

828 371 教育学、教育思想
子どもを育む学校臨床力 ―多様性の時代の生徒指導教育相談特別支
援―【スマホ・読上】

角田, 豊 創元社 2016 9784422120645 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000075769

829 371 教育学、教育思想 子ども格差の経済学 ―「塾、習い事」に行ける子・行けない子― 橘木, 俊詔 東洋経済新報社 2017 9784492314999 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000052267

830 371 教育学、教育思想 思春期・青年期臨床心理学 （朝倉心理学講座 16） 伊藤, 美奈子 朝倉書店 2006 9784254526769 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002929

831 371 教育学、教育思想
自己形成の心理学 ―他者の森をかけ抜けて自己になる―（Sekaishiso
seminar）

溝上, 慎一 世界思想社教学社 2008 9784790713708 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000044646

832 371 教育学、教育思想 大学への教育投資と世代間所得移転 ―奨学金は救世主か― 樋口, 美雄 勁草書房 2017 9784326504350 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000042241

833 371 教育学、教育思想 半径5メートルからの教育社会学 （シリーズ大学生の学びをつくる） 片山, 悠樹 大月書店 2017 9784272412389 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000044586

834 371 教育学、教育思想
不登校 ―学校に背を向ける子どもたち―（シリーズこころとからだの処方
箋 13）

相馬, 誠一 ゆまに書房 2007 9784843318256 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002516

835 371 教育学、教育思想 平等の教育社会学 ―現代教育の診断と処方箋― 耳塚, 寛明 勁草書房 2019 9784326251339 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000074332

836 372 教育史・事情 福祉の国は教育大国 ―デンマークに学ぶ生涯教育―（丸善ブックス） 小島ブンゴード, 孝子 丸善出版 2004 9784621061022 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000077808

837 373 教育政策、教育制度、教育行財政 なぜ日本の公教育費は少ないのか ―教育の公的役割を問いなおす― 中澤　渉 勁草書房 2014 9784326653881 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016942

838 374 学校経営・管理、学校保健 学級経営の教科書 【スマホ・読上】 白松　賢 東洋館出版社 2017 9784491033419 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000081426

839 374 学校経営・管理、学校保健
学校の情報セキュリティ実践マニュアル ―教育の現場で安心してICTを
活用するために―

NTTラーニングシステ
ムズ

翔泳社 2018 9784798156927 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000067566

840 374 学校経営・管理、学校保健 新しい時代の教職入門 改訂版（有斐閣アルマ Interest） 秋田, 喜代美 有斐閣 2015 9784641220607 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000026803
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841 375 教育課程、学習指導、教科別教育 AI時代の情報教育 加納, 寛子 大学教育出版 2017 9784864294805 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000052522

842 375 教育課程、学習指導、教科別教育 EdTechが変える教育の未来 ―Education×Technology― 佐藤, 昌宏
インプレスＲ＆Ｄ／イ
ンプレスビジネスメ
ディア

2018 9784295004516 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000064781

843 375 教育課程、学習指導、教科別教育 運動指導の心理学 ―運動学習とモチベーションからの接近―新版 杉原, 隆 大修館書店 2008 9784469266733 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016112

844 375 教育課程、学習指導、教科別教育 国語教育研究 （朝倉国語教育講座 6） 倉沢, 栄吉 朝倉書店 2006 9784254515466 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002862

845 375 教育課程、学習指導、教科別教育 国語教育入門 （朝倉国語教育講座 1） 倉沢, 栄吉 朝倉書店 2005 9784254515411 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002857

846 375 教育課程、学習指導、教科別教育 若手教員の力を引き出す研修でつかえる生徒指導事例50 藤平, 敦 学事出版 2016 9784761922917 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000046102

847 375 教育課程、学習指導、教科別教育 書くことの教育 （朝倉国語教育講座 4） 倉沢, 栄吉 朝倉書店 2006 9784254515442 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002860

848 375 教育課程、学習指導、教科別教育 先生のための小学校プログラミング教育がよくわかる本 利根川, 裕太 翔泳社 2017 9784798150741 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000052461

849 375 教育課程、学習指導、教科別教育 読むことの教育 （朝倉国語教育講座 2） 倉沢, 栄吉 朝倉書店 2005 9784254515428 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002858

850 376 幼児・初等・中等教育 「協働の学び」が変えた学校 ―新座高校学校改革の10年― 金子, 奨 大月書店 2018 9784272412402 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000052064

851 376 幼児・初等・中等教育 赤ちゃんは世界をどう見ているのか （平凡社新書 323） 山口, 真美 平凡社 2006 9784582853230 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000077006

852 376 幼児・初等・中等教育 幼児教育の経済学
ジェームズ・J.ヘック
マン

東洋経済新報社 2015 9784492314630 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000044857

853 377 大学・高等・専門教育、学術行政
「要領よく」生きようとする学生 ―大学授業の生態誌 [1]―（高等教育シ
リーズ 107）

島田, 博司 玉川大学出版部 2001 9784472302596 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002610

854 377 大学・高等・専門教育、学術行政 WebCT:大学を変えるeラーニングコミュニティ エミットジャパン 東京電機大学出版局 2005 9784501539306 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001236

855 377 大学・高等・専門教育、学術行政 アクティブラーニング （シリーズ大学の教授法 3） 中井, 俊樹 玉川大学出版部 2015 9784472405334 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000045963

856 377 大学・高等・専門教育、学術行政
オーストラリア・ニュージーランド留学 改訂第5版（地球の歩き方 . 成功す
る留学）

成功する留学編集室 ダイヤモンド社 2014 9784478045534 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000041253

857 377 大学・高等・専門教育、学術行政 オープンエデュケーション ―知の開放は大学教育に何をもたらすか― 重田, 勝介 東京電機大学出版局 2014 9784501629106 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000022837

858 377 大学・高等・専門教育、学術行政 カナダ留学 改訂第5版（地球の歩き方 . 成功する留学） 成功する留学編集室 ダイヤモンド社 2013 9784478044599 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000041251

859 377 大学・高等・専門教育、学術行政 キャリア教育論 ―仕事・学び・コミュニティ― 荒木, 淳子 慶應義塾大学出版会 2015 9784766422313 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023049

860 377 大学・高等・専門教育、学術行政 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 勁草書房 2015 9784326251018 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028093
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861 377 大学・高等・専門教育、学術行政
なぜ7割のエントリーシートは、読まずに捨てられるのか? ―人気企業の
「手口」を知れば、就活の悩みは9割なくなる―

海老原, 嗣生 東洋経済新報社 2015 9784492223529 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023291

862 377 大学・高等・専門教育、学術行政 なぜ日本の大学生は、世界でいちばん勉強しないのか? 辻, 太一朗 東洋経済新報社 2013 9784492223307 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016035

863 377 大学・高等・専門教育、学術行政 フィールドワーク教育入門 ―コミュニケーション力の育成― 原尻, 英樹 玉川大学出版部 2006 9784472403293 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002520

864 377 大学・高等・専門教育、学術行政 よくわかる森式就活面接 [2016年度版] （森ゼミ×就職活動の神様） 森, 吉弘 ユーキャン 2014 9784426605940 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000024122

865 377 大学・高等・専門教育、学術行政
よくわかる森式就活履歴書・エントリーシート [2016年度版] （森ゼミ×就
職活動の神様）

森, 吉弘 ユーキャン 2014 9784426605957 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000024121

866 377 大学・高等・専門教育、学術行政
ワーキング・ホリデー完ペキガイド [2013-2014] （地球の歩き方 . 成功す
る留学 H）

地球の歩き方編集室 ダイヤモンド社 2014 9784478046401 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000041254

867 377 大学・高等・専門教育、学術行政 研究指導 （シリーズ大学の教授法 5） 近田, 政博 玉川大学出版部 2018 9784472405358 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000074832

868 377 大学・高等・専門教育、学術行政
就活「後ろ倒し」の衝撃 ―「リクナビ」登場以来、最大の変化が始まった :
就活2016年問題を徹底解明―

曽和, 利光 東洋経済新報社 2014 9784492223475 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023284

869 377 大学・高等・専門教育、学術行政 全学連と全共闘 【スマホ・読上】（平凡社新書 552） 伴野, 準一 平凡社 2010 9784582855524 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057997

870 377 大学・高等・専門教育、学術行政
大学生になるってどういうこと? ―学習・生活・キャリア形成―（シリーズ
大学生の学びをつくる）

植上, 一希 大月書店 2014 9784272412310 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000017543

871 377 大学・高等・専門教育、学術行政
大学生のこころのケア・ガイドブック ―精神科と学生相談からの17章―
新版 【スマホ・読上】

福田, 真也 金剛出版 2017 9784772415996 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057980

872 377 大学・高等・専門教育、学術行政 大学生のためのキャリアガイドブック Ver. 2 寿山, 泰二 北大路書房 2016 9784762829161 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000082293

873 377 大学・高等・専門教育、学術行政 大学生のためのキャリアデザイン入門 岩上, 真珠 有斐閣 2014 9784641174009 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016929

874 377 大学・高等・専門教育、学術行政 大学生のためのリサーチリテラシー入門 ―研究のための8つの力― 山田, 剛史 ミネルヴァ書房 2011 9784623060450 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000045064

875 377 大学・高等・専門教育、学術行政 大学生の学び・入門 ―大学での勉強は役に立つ！―（有斐閣アルマ） 溝上　慎一 有斐閣 2006 9784641122826 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000084871

876 377 大学・高等・専門教育、学術行政 大学生の生き方・考え方 ―脱フリーター宣言!― 塚谷, 正彦 実教出版 2004 9784407305418 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007532

877 377 大学・高等・専門教育、学術行政 大学生入門  3訂版 高橋, 三郎 世界思想社教学社 2009 9784790713944 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015862

878 378 障害児教育
はじめての特別支援教育 ―教職を目指す大学生のために―改訂版（有
斐閣アルマ Interest）

柘植, 雅義 有斐閣 2014 9784641220386 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000017895

879 378 障害児教育 手話を生きる ―少数言語が多数派日本語と出会うところで― 斉藤, 道雄 みすず書房 2016 9784622079743 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028064

880 378 障害児教育 日本手話で学ぶ手話言語学の基礎 松岡, 和美 くろしお出版 2015 9784874246702 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000033393
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881 378 障害児教育
発達障害のある子/ない子の学校適応・不登校対応 【スマホ・読上】（ハ
ンディシリーズ発達障害支援・特別支援教育ナビ）

小野　昌彦 金子書房 2017 9784760895502 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000087392

882 379 社会教育 ワークショップデザイン論 ―創ることで学ぶ― 山内, 祐平 慶應義塾大学出版会 2013 9784766420388 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000018737

883 379 社会教育 生涯学習論入門 改訂版 今西, 幸藏 法律文化社 2017 9784589038425 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000061654

884 383 衣食住の習俗 アマゾン源流「食」の冒険 （平凡社新書 425） 高野, 潤 平凡社 2008 9784582854251 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000077034

885 383 衣食住の習俗 アルコールと酔っぱらいの地理学 ―秩序ある/なき空間を読み解く― マーク・ジェイン 明石書店 2019 9784750348667 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000079043

886 383 衣食住の習俗 カフェ ―ユニ－クな文化の場所―（丸善ライブラリ－） 渡辺淳（１９２２－） 丸善出版 1995 9784621051566 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000072395

887 383 衣食住の習俗 化粧の日本史 ―美意識の移りかわり―（歴史文化ライブラリー 427） 山村, 博美 吉川弘文館 2016 9784642058278 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028066

888 383 衣食住の習俗 菓子と果物 （日本の食文化 6） 関沢, まゆみ 吉川弘文館 2019 9784642068413 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000084541

889 383 衣食住の習俗 魚と肉 （日本の食文化 4） 藤井, 弘章 吉川弘文館 2019 9784642068390 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000074372

890 383 衣食住の習俗 昆虫食と文明 ―昆虫の新たな役割を考える―
デイビッド・ウォルト
ナー=テーブズ

築地書館 2019 9784806715856 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000077816

891 383 衣食住の習俗 受動喫煙の環境学 ―健康とタバコ社会のゆくえ― 村田, 陽平 世界思想社教学社 2012 9784790715740 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000068285

892 383 衣食住の習俗 消えゆくアジアの水上居住文化 畔柳, 昭雄 鹿島出版会 2018 9784306073456 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000060740

893 383 衣食住の習俗 食の多様性 佐藤, 洋一郎 勉誠出版 2014 9784585230212 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000013503

894 383 衣食住の習俗
食文化のスタイルデザイン ―"地域"と"生活"からのコンテクスト転換―
（地域デザイン学会叢書 2）

原田, 保 大学教育出版 2015 9784864293389 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000032072

895 383 衣食住の習俗 中国服装史 ―五千年の歴史を検証する―2刷 華, 梅 白帝社 2003 9784891745882 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000041222

896 385 通過儀礼、冠婚葬祭 現代日本の葬送と墓制 ―イエ亡き時代の死者のゆくえ― 鈴木, 岩弓 吉川弘文館 2018 9784642082020 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000060110

897 385 通過儀礼、冠婚葬祭 大学生のための失敗しない大人のマナー （大学生活+2選書） 旺文社 旺文社 2015 9784010527474 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000080605

898 385 通過儀礼、冠婚葬祭 日本人の一生 ―通過儀礼の民俗学― 谷口, 貢 八千代出版 2014 9784842916170 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023644

899 386 年中行事、祭礼 クリスマスの文化史 若林, ひとみ 白水社 2004 9784560040751 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001059

900 386 年中行事、祭礼 中近世京都の祭礼と空間構造 ―御霊祭・今宮祭・六斎念仏― 本多, 健一 吉川弘文館 2013 9784642029155 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016260
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901 386 年中行事、祭礼 日本の祭りを読み解く （歴史文化ライブラリー 125） 真野, 俊和 吉川弘文館 2001 9784642055253 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000045048

902 386 年中行事、祭礼 年中行事の民俗学 谷口, 貢 八千代出版 2017 9784842917054 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000044008

903 388 伝説、民話［昔話］ 京都の民話 新版（「新版」日本の民話 41） 二反長, 半 未来社 2016 9784624935412 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000041741

904 388 伝説、民話［昔話］
五カ国語共通のことわざ辞典 ―日本語・台湾語・英語・中国語・韓国語
対照―

張, 福武 慧文社 2007 9784905849865 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000044180

905 388 伝説、民話［昔話］
新・桃太郎の誕生 ―日本の「桃ノ子太郎」たち―（歴史文化ライブラリー
85）

野村, 純一 吉川弘文館 2000 9784642054850 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000045119

906 388 伝説、民話［昔話］ 中国の神獣・悪鬼たち ―山海経の世界― 増補改訂版（東方選書 44） 伊藤, 清司 東方書店 2013 9784497213075 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000014729

907 388 伝説、民話［昔話］
六カ国語共通のことわざ集 ―日本語・英語・フランス語・ドイツ語・イタリ
ア語・スペイン語対照―

張, 福武 慧文社 2015 9784863300729 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000044367

908 389 民族学、文化人類学 文化人類学の思考法 【スマホ・読上】 松村　圭一郎 世界思想社教学社 2019 9784790717331 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000078928

909 389 民族学、文化人類学 誘惑する文化人類学 ―コンタクト・ゾーンの世界へ― 田中, 雅一 世界思想社教学社 2018 9784790717065 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000063220

910 392 国防史・事情、軍事史・事情 海洋戦略論 ―大国は海でどのように戦うのか― 後瀉, 桂太郎 勁草書房 2019 9784326302758 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000072662

911 392 国防史・事情、軍事史・事情
原爆投下をめぐるアメリカ政治 ―開発から使用までの内政・外交分析 =
Policy making in the United States on the atomic bombings of Japan―

山田, 康博 法律文化社 2017 9784589038197 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000042068

912 392 国防史・事情、軍事史・事情 戦後政治と自衛隊 （歴史文化ライブラリー 212） 佐道, 明広 吉川弘文館 2006 9784642056120 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000060458

913 402 科学史・事情 35の名著でたどる科学史 ―科学者はいかに世界を綴ったか― 小山, 慶太 丸善出版 2019 9784621303702 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000075573

914 404 論文集、評論集、講演集 インド天文学・数学集 （科学の名著 第1期 1） 矢野, 道雄 朝日出版社 1980 9784255800417 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000061723

915 407 研究法、指導法、科学教育 アブストラクトで学ぶ理系英語 ―構造図解50― 斎藤, 恭一 朝倉書店 2017 9784254102765 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000052968

916 407 研究法、指導法、科学教育
院生・ポスドクのための研究人生サバイバルガイド ―「博士余り」時代を
生き抜く処方箋―（ブルーバックス B-1709）

菊地, 俊郎 講談社 2010 9784062577090 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028312

917 407 研究法、指導法、科学教育 英語論文表現例集 ―すぐに使える5,800の例文― 佐藤, 元志 技報堂出版 2006 9784765530118 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000024708

918 407 研究法、指導法、科学教育
科学コミュニケーション ―理科の「考え方」をひらく―【スマホ・読上】（平
凡社新書 573）

岸田, 隆 平凡社 2011 9784582855739 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000058001

919 407 研究法、指導法、科学教育 科学者は、なぜ軍事研究に手を染めてはいけないか 池内, 了 みすず書房 2019 9784622088141 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000081704

920 407 研究法、指導法、科学教育
実験ノートの書き方 ―誰も教えてくれなかった : 研究を成功させるため
の秘訣―

野島, 高彦 化学同人 2017 9784759819335 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000061493
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921 407 研究法、指導法、科学教育
図解でわかる!理工系のためのよい文章の書き方 ―論文・レポートを自
力で書けるようになる方法―【スマホ・読上】

福地　健太郎 翔泳社 2019 9784798158891 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000084288

922 407 研究法、指導法、科学教育 卒論・修論発表会を乗り切るための理系プレゼンの五輪書 斎藤, 恭一 テコム/医学評論社 2010 9784863990234 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023656

923 407 研究法、指導法、科学教育
理系のための「即効!」卒業論文術 ―この通りに書けば卒論ができあが
る―（ブルーバックス B1666）

中田, 亨 講談社 2010 9784062576666 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028539

924 407 研究法、指導法、科学教育
理系のための英語便利帳 ―イラスト完全図解―（ブルーバックス B-
1420）

倉島, 保美 講談社 2003 9784062574204 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028544

925 407 研究法、指導法、科学教育
理系のための研究生活ガイド ―テーマの選び方から留学の手続きまで
―第2版（ブルーバックス B-1671）

坪田, 一男 講談社 2010 9784062576710 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028137

926 407 研究法、指導法、科学教育
理系のための人生設計ガイド ―経済的自立から教授選、会社設立まで
―（ブルーバックス B-1596）

坪田, 一男 講談社 2008 9784062575966 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028546

927 407 研究法、指導法、科学教育
理系の女の生き方ガイド ―女性研究者に学ぶ自己実現法―（ブルー
バックス B-1307）

宇野, 賀津子 講談社 2000 9784062573078 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028547

928 410 数学 ε‐δ・∀と∃に泣く （数学の盲点とその解明） 石谷, 茂 現代数学社 1990 9784768701942 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000072133

929 410 数学
たかが算数されど算数 （ブルーバックス . 解ければ天才!算数100の難
問・奇問 B-722）

中村, 義作 講談社 1988 9784061327221 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028322

930 410 数学 はじめての応用数学 ラプラス変換・フーリエ変換編 小坂, 敏文 近代科学社 2013 9784764904408 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000033146

931 410 数学 プリンストン数学大全 ティモシー・ガワーズ 朝倉書店 2015 9784254111439 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000034378

932 410 数学 リーマンの数学と思想 （リーマンの生きる数学 4） 加藤, 文元 共立出版 2017 9784320112377 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000052313

933 410 数学
英和学習基本用語辞典数学 新装版 ―海外子女・留学生必携―（留学
応援シリーズ）

藤澤, 皖 アルク 2009 9784757415720 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000790

934 410 数学 解析入門 1 （基礎数学 2） 杉浦, 光夫 東京大学出版会 1980 9784130620055 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000046843

935 410 数学 関数の基礎とファイナンス数学 （初歩からの数学 1） Raymond A. Barnett 丸善出版 2015 9784621089828 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027065

936 410 数学 基礎数学  新版（新版数学シリーズ） 岡本, 和夫 実教出版 2010 9784407321678 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007500

937 410 数学 今度こそわかるP≠NP予想 （今度こそわかるシリーズ） 渡辺, 治 講談社 2014 9784061566002 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028822

938 410 数学
今度こそわかる論理 ―数理論理学はなぜわかりにくいのか―（今度こそ
わかるシリーズ）

本橋, 信義 講談社 2014 9784061566064 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028829

939 410 数学 集合への30講 （数学30講シリーズ 3） 志賀, 浩二 朝倉書店 1988 9784254114782 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002977

940 410 数学 新体系・高校数学の教科書 下 （ブルーバックス B-1678） 芳沢, 光雄 講談社 2010 9784062576789 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028359
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941 410 数学
数学にとって証明とはなにか ―ピタゴラスの定理からイプシロン・デルタ
論法まで―（ブルーバックス B-2107）

瀬山　士郎 講談社 2019 9784065168523 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000086320

942 410 数学 数学の現在 e 斎藤, 毅 東京大学出版会 2016 9784130653138 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000040183

943 410 数学 数学の現在 i 斎藤, 毅 東京大学出版会 2016 9784130653114 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000040181

944 410 数学 数学の現在 π 斎藤, 毅 東京大学出版会 2016 9784130653121 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000040182

945 410 数学 数学史 ―数学5000年の歩み = History of mathematics― 中村, 滋 共立出版 2014 9784320110953 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027224

946 410 数学 線形方程式と線形計画法 （初歩からの数学 2） Raymond A. Barnett 丸善出版 2015 9784621089835 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027066

947 410 数学 素数とゼータ関数 （共立講座 数学の輝き 6） 小山, 信也 共立出版 2015 9784320112001 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027669

948 410 数学 大学新入生のためのリメディアル数学 第2版 中野, 友裕 森北出版 2017 9784627052024 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000046061

949 410 数学
日常に生かす数学的思考法 ―屁理屈から数学の論理へ―（DOJIN選書
38）

竹山, 美宏 化学同人 2011 9784759813388 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016558

950 410 数学 理工系の基礎数学 ―専門へのステップアップ―（Primary大学テキスト） 北原, 直人 実教出版 2017 9784407344608 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000054083

951 410 数学 例題で学ぶ集合と論理 鈴木, 登志雄 森北出版 2016 9784627061910 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000032956

952 410 数学 例題と演習でわかる離散数学 加納, 幹雄 森北出版 2013 9784627061514 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025612

953 410 数学 論理・確率とマルコフ連鎖 （初歩からの数学 3） Raymond A. Barnett 丸善出版 2015 9784621089842 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027067

954 411 代数学 しっかり学ぶ線形代数 田澤, 義彦 東京電機大学出版局 2007 9784501622206 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001272

955 411 代数学 ストラング線形代数イントロダクション （世界標準MIT教科書）
ギルバート・ストラン
グ

近代科学社 2015 9784764904057 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000033191

956 411 代数学 なっとくする演習・行列ベクトル 牛瀧, 文宏 講談社 2001 9784061545274 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028234

957 411 代数学 プログラミングのための線形代数 平岡, 和幸 オーム社 2004 9784274065781 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002642

958 411 代数学 やさしく語る線形代数 （数学チュートリアル） 西岡, 康夫 オーム社 2012 9784274212789 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007402

959 411 代数学 リー群と表現論 小林, 俊行 岩波書店 2005 9784000061421 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000062634

960 411 代数学 環上の加群 （大学数学の入門 2 . 代数学 ; 2） 桂, 利行 東京大学出版会 2007 9784130629522 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000049446

48/86



電子書籍新着タイトルリスト（5月15日：検索ツール Maruzen eBook Library）

分類記号 分類名 書名 著編者名 出版社名 出版年 冊子版ISBN URL　※SSL-VPN接続してからクリックしてください

961 411 代数学 群と環 （大学数学の入門 1 . 代数学 ; 1） 桂, 利行 東京大学出版会 2004 9784130629515 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000046864

962 411 代数学 群論の基礎  復刊（基礎数学シリーズ 2） 永尾, 汎 朝倉書店 2004 9784254117028 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002891

963 411 代数学 行列と行列式 ―書き込み式でスラスラわかる―（大学入門ドリル） 丸井, 洋子 東京電機大学出版局 2010 9784501625504 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001659

964 411 代数学
高校数学でわかる線形代数 ―行列の基礎から固有値まで―（ブルー
バックス B-1704）

竹内, 淳 講談社 2010 9784062577045 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028813

965 411 代数学
状況判断力と決断力を磨くために （ブルーバックス . 計算力を強くする ;
[part1] B-1493）

鍵本, 聡 講談社 2005 9784062574938 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028783

966 411 代数学 整数と群・環・体 ―素数と数の認識論― 河田, 直樹 現代数学社 2017 9784768704677 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000042785

967 411 代数学 線型代数演習 （基礎数学 4） 斎藤, 正彦 東京大学出版会 1985 9784130620253 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000046845

968 411 代数学 線型代数入門 （基礎数学 1） 斎藤, 正彦 東京大学出版会 1966 9784130620017 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000049440

969 411 代数学 線形代数 （カラーテキスト） 大原, 仁 講談社 2013 9784061565272 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028184

970 411 代数学 線形代数と幾何 ―ベクトル・行列・行列式がよくわかる― 林, 義実 森北出版 2015 9784627096615 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000032959

971 411 代数学 体とガロア理論 （大学数学の入門 3 . 代数学 ; 3） 桂, 利行 東京大学出版会 2005 9784130629539 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000046865

972 411 代数学 代数的組合せ論入門 （共立叢書現代数学の潮流） 坂内, 英一 共立出版 2016 9784320111479 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000041662

973 411 代数学 大学院への代数学演習 新版 永田, 雅宜 現代数学社 2006 9784768703625 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000041431

974 411 代数学 保型形式特論 （共立叢書現代数学の潮流） 伊吹山, 知義 共立出版 2018 9784320113312 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000077990

975 411 代数学
理系のための行列・行列式 ―めざせ!理論と計算の完全マスター―（数
学のかんどころ 2）

福間, 慶明 共立出版 2011 9784320019829 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000049272

976 411 代数学 例解線形代数 田中, 茂 実教出版 2003 9784407302509 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000004541

977 411 代数学
連立方程式から学ぶ行列・行列式 ―意味と計算の完全理解―（数学の
かんどころ 23）

岡部, 恒治 共立出版 2014 9784320110632 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000018547

978 412 数論［整数学］ 素数入門 ―計算しながら理解できる―（ブルーバックス B-1386） 芹沢, 正三 講談社 2002 9784062573863 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028426

979 413 解析学 しっかり学ぶフーリエ解析 田澤, 義彦 東京電機大学出版局 2010 9784501625603 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001662

980 413 解析学 フーリエ解析と偏微分方程式 （理工系の数学教室 3） 河村, 哲也 朝倉書店 2005 9784254116236 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002866
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981 413 解析学 ベクトル解析 （基礎解析学コース） 矢野, 健太郎 裳華房 1995 9784785310943 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000077137

982 413 解析学 マンガでわかるフーリエ解析 渋谷, 道雄 オーム社 2006 9784274066177 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000003939

983 413 解析学 マンガでわかる微分積分 小島, 寛之 オーム社 2005 9784274066320 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000003931

984 413 解析学 ルベーグ積分要点と演習 相川, 弘明 共立出版 2018 9784320113411 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000084600

985 413 解析学 応用解析 （基礎解析学コース） 矢野, 健太郎 裳華房 1996 9784785310974 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000077139

986 413 解析学 応用解析学の基礎 新装版 ―複素解析, フーリエ解析・ラプラス変換― 坂和, 正敏 森北出版 2014 9784627073128 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025613

987 413 解析学 可積分系の数理 （解析学百科 2） 中村, 佳正 朝倉書店 2018 9784254117271 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000072727

988 413 解析学 解析演習 （基礎数学 7） 杉浦, 光夫 東京大学出版会 1989 9784130621052 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000046851

989 413 解析学 基礎からの微分積分 桑野, 泰宏 コロナ社 2014 9784339061055 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000018556

990 413 解析学
高校数学でわかるフーリエ変換 ―フーリエ級数からラプラス変換まで―
（ブルーバックス B-1657）

竹内, 淳 講談社 2009 9784062576574 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028810

991 413 解析学 初学者のための偏微分∂を学ぶ 井ノ口, 順一 現代数学社 2019 9784768705162 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000082972

992 413 解析学 常微分方程式 （理工系の数学教室 1） 河村, 哲也 朝倉書店 2003 9784254116212 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002864

993 413 解析学 常微分方程式の相談室 ―数学ラーニング・アシスタント― 小林, 幸夫 コロナ社 2019 9784339061161 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000085362

994 413 解析学 単位が取れる微分方程式ノート （単位が取れるシリーズ） 齋藤, 寛靖 講談社 2007 9784061544642 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028482

995 413 解析学 独修微分積分学 改訂増補 梶原, 壤二 現代数学社 2005 9784768703533 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000042789

996 413 解析学 微分積分 （カラーテキスト） 杉山, 忠男 講談社 2013 9784061565265 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028185

997 413 解析学 微分積分 新版（新版数学シリーズ） 岡本, 和夫 実教出版 2013 9784407332483 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000031665

998 413 解析学 微分積分学の史的展開 ―ライプニッツから高木貞治まで― 高瀬, 正仁 講談社 2015 9784061565418 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028521

999 413 解析学 微分方程式 （基礎解析学コース） 矢野, 健太郎 裳華房 1994 9784785310868 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000077136

1000 413 解析学 複素解析 （基礎解析学コース） 矢野, 健太郎 裳華房 1995 9784785310899 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000077138
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1001 413 解析学 複素関数とその応用 （理工系の数学教室 2） 河村, 哲也 朝倉書店 2004 9784254116229 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002865

1002 413 解析学 複素関数入門 （共立講座 数学探検 13） 相川, 弘明 共立出版 2016 9784320111868 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000040148

1003 413 解析学 複素関数入門 （現代数学への入門） 神保, 道夫 岩波書店 2003 9784000068741 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006063

1004 413 解析学 偏微分方程式入門 （基礎数学 12） 金子, 晃 東京大学出版会 1998 9784130629034 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000046862

1005 414 幾何学 ゼロから学ぶベクトル解析 （ゼロから学ぶシリーズ） 西野, 友年 講談社 2002 9784061546622 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028207

1006 414 幾何学 テンソル解析 （基礎数学選書 23） 田代, 嘉宏 裳華房 2006 9784785311254 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000054233

1007 414 幾何学 ベクトル解析30講 （数学30講シリーズ 7） 志賀, 浩二 朝倉書店 1989 9784254114829 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002981

1008 414 幾何学 ベクトル解析の基礎 第2版 長谷川, 正之 森北出版 2018 9784627073326 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000064843

1009 414 幾何学 ホモロジー入門 （大学数学の入門 5 . 幾何学 ; 2） 坪井, 俊 東京大学出版会 2016 9784130629553 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028057

1010 414 幾何学 曲線と曲面 ―微分幾何的アプローチ―改訂版 梅原, 雅顕 裳華房 2015 9784785315634 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023934

1011 414 幾何学 接続の微分幾何とゲージ理論 小林, 昭七 裳華房 1989 9784785310585 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000077157

1012 414 幾何学 折り紙のすうり ―リンケージ・折り紙・多面体の数学― ジョセフ・オルーク 近代科学社 2012 9784764904217 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000051240

1013 414 幾何学 多様体入門 （大学数学の入門 4 . 幾何学 ; 1） 坪井, 俊 東京大学出版会 2005 9784130629546 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000046866

1014 414 幾何学
特異点をもつ曲線と曲面の微分幾何学 （シュプリンガー現代数学シリー
ズ 19）

梅原, 雅顕 丸善出版 2017 9784621302156 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000050906

1015 414 幾何学 微分形式の幾何学 森田, 茂之 岩波書店 2005 9784000058735 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000062628

1016 415 位相数学 ヒルベルト空間と量子力学 改訂増補版（共立講座21世紀の数学 16） 新井, 朝雄 共立出版 2014 9784320110892 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000026454

1017 415 位相数学 位相のあたま 石川　剛郎 共立出版 2018 9784320113466 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000087252

1018 415 位相数学 位相への30講 （数学30講シリーズ 4） 志賀, 浩二 朝倉書店 1988 9784254114799 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002978

1019 415 位相数学 位相幾何 佐藤, 肇 岩波書店 2006 9784000050517 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000062613

1020 415 位相数学 具体例から学ぶ多様体 藤岡, 敦 裳華房 2017 9784785315719 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000060366
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1021 415 位相数学 大学院への幾何学演習 河野, 明 現代数学社 2009 9784768703311 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000041433

1022 417 確率論、数理統計学 44の例題で学ぶ統計的検定と推定の解き方 上田, 拓治 オーム社 2009 9784274067600 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002669

1023 417 確率論、数理統計学 P値 ―その正しい理解と適用―（統計スポットライト・シリーズ 3） 柳川, 堯 近代科学社 2018 9784764905832 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000067787

1024 417 確率論、数理統計学 SPSSによる実践統計分析 林, 雄亮 オーム社 2017 9784274220029 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000043978

1025 417 確率論、数理統計学
ウソを見破る統計学 ―退屈させない統計入門―（ブルーバックス B-
1724）

神永, 正博 講談社 2011 9784062577243 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028179

1026 417 確率論、数理統計学 サイコロから学ぶ確率論 ―基礎から確率過程入門へ― 小林, 道正 裳華房 2018 9784785315771 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000077148

1027 417 確率論、数理統計学 データ分析をマスターする12のレッスン （有斐閣アルマ Basic） 畑農, 鋭矢 有斐閣 2017 9784641221031 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000048986

1028 417 確率論、数理統計学 はじめての確率論 小杉, のぶ子 近代科学社 2011 9784764910553 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000033142

1029 417 確率論、数理統計学 はじめての統計データ分析 ―ベイズ的「ポストp値時代」の統計学― 豊田, 秀樹 朝倉書店 2016 9784254122145 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000031959

1030 417 確率論、数理統計学 プログラミングのための確率統計 平岡, 和幸 オーム社 2009 9784274067754 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002675

1031 417 確率論、数理統計学 ベイズ推定入門 ―モデル選択からベイズ的最適化まで― 大関, 真之 オーム社 2018 9784274221392 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000052305

1032 417 確率論、数理統計学
ポアソン分布・ポアソン回帰・ポアソン過程 （統計スポットライト・シリーズ
2）

島谷, 健一郎 近代科学社 2017 9784764905467 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000047790

1033 417 確率論、数理統計学 わかりやすい統計学 第2版 松原, 望 丸善出版 2009 9784621080641 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000004955

1034 417 確率論、数理統計学 確率と確率過程 ―具体例で学ぶ確率論の考え方― 柳瀬, 眞一郎 森北出版 2015 9784627061811 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000032955

1035 417 確率論、数理統計学 確率解析への誘い ―確率微分方程式の基礎と応用― 成田, 清正 共立出版 2016 9784320111431 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000043460

1036 417 確率論、数理統計学 確率統計 （工学系数学テキストシリーズ）
工学系数学教材研究
会

森北出版 2016 9784627057517 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000043432

1037 417 確率論、数理統計学 確率統計 新版（新版数学シリーズ） 岡本, 和夫 実教出版 2012 9784407321715 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000031654

1038 417 確率論、数理統計学
基礎からのベイズ統計学 ―ハミルトニアンモンテカルロ法による実践的
入門―

豊田, 秀樹 朝倉書店 2015 9784254122121 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000022801

1039 417 確率論、数理統計学 基本統計学 第4版 宮川, 公男 有斐閣 2015 9784641164550 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023058

1040 417 確率論、数理統計学 実践ベイズモデリング ―解析技法と認知モデル― 豊田, 秀樹 朝倉書店 2017 9784254122206 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000049035
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1041 417 確率論、数理統計学 数理統計学の基礎 （クロスセクショナル統計シリーズ 1） 尾畑, 伸明 共立出版 2014 9784320111189 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027741

1042 417 確率論、数理統計学
統計ソフト「R」超入門 ―実例で学ぶ初めてのデータ解析―（ブルーバッ
クス B-2049）

逸見, 功 講談社 2018 9784065020494 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057472

1043 417 確率論、数理統計学 量子ウォーク ―基礎と数理― 町田, 拓也 裳華房 2018 9784785315764 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000060364

1044 420 物理学
クイズで学ぶ大学の物理 ―たいくつな力学と波動がおもしろい―（ブ
ルーバックス B-1328）

飽本, 一裕 講談社 2001 9784062573283 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028189

1045 420 物理学 大学生のための物理入門 （講談社基礎物理学シリーズ 0） 並木, 雅俊 講談社 2010 9784061572003 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028431

1046 420 物理学 物理のための数学入門 （講談社基礎物理学シリーズ 10） 二宮, 正夫 講談社 2009 9784061572102 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028525

1047 421 理論物理学
「超」入門相対性理論 ―アインシュタインは何を考えたのか―【スマホ・
読上】（ブルーバックス B-2087）

福江　純 講談社 2019 9784065149089 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000086331

1048 421 理論物理学
E=mc[2]のからくり ―エネルギーと質量はなぜ「等しい」のか―【スマホ・
読上】（ブルーバックス B-2048）

山田, 克哉 講談社 2018 9784065020487 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057471

1049 421 理論物理学 マンガでわかる量子力学 石川, 憲二 オーム社 2009 9784274067808 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016535

1050 421 理論物理学 完全独習量子力学 ―前期量子論からゲージ場の量子論まで― 林, 光男 講談社 2013 9784061532830 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028339

1051 421 理論物理学 共形場理論 = Conformal field theory 江口, 徹 岩波書店 2015 9784000052498 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000081887

1052 421 理論物理学
現代物理学における決定論と非決定論 ―因果問題についての歴史的・
体系的研究―改訳新版

エルンスト・カッシー
ラー

みすず書房 2019 9784622087366 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000076008

1053 421 理論物理学
高校数学でわかる相対性理論 ―特殊相対論の完全理解を目指して―
（ブルーバックス B-1803）

竹内, 淳 講談社 2013 9784062578035 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028814

1054 421 理論物理学 今度こそわかるくりこみ理論 （今度こそわかるシリーズ） 園田, 英徳 講談社 2014 9784061566033 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028823

1055 421 理論物理学 今度こそわかるファインマン経路積分 （今度こそわかるシリーズ） 和田, 純夫 講談社 2014 9784061566019 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028825

1056 421 理論物理学 今度こそわかる場の理論 西野, 友年 講談社 2012 9784061532823 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028827

1057 421 理論物理学
数値計算の基礎/HPC/フーリエ・ウェーブレット解析 （実践Pythonライブ
ラリー . 計算物理学 1）

R.H. Landau 朝倉書店 2018 9784254128925 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000074414

1058 421 理論物理学 相対性理論 （講談社基礎物理学シリーズ 9） 杉山, 直 講談社 2010 9784061572096 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028427

1059 421 理論物理学 相対性理論 （日評ベーシック・シリーズ） 小林, 努 日本評論社 2017 9784535806405 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000048384

1060 421 理論物理学
相対論のABC ―たった二つの原理ですべてがわかる―新装版（ブルー
バックス B-1561）

福島, 肇 講談社 2007 9784062575614 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028352
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1061 421 理論物理学
相対論入門 ―時空の対称性の視点から―（フロー式物理演習シリーズ
18）

中村, 純 共立出版 2014 9784320035171 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023073

1062 421 理論物理学 統計力学 （講談社基礎物理学シリーズ 8） 北原, 和夫 講談社 2010 9784061572089 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028502

1063 421 理論物理学 統計力学演習 （理工学講座） 桂, 重俊 東京電機大学出版局 1993 9784501613303 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001222

1064 421 理論物理学
物理数学の直観的方法 ―理工系で学ぶ数学「難所突破」の特効薬―普
及版（ブルーバックス B-1738）

長沼, 伸一郎 講談社 2011 9784062577380 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028526

1065 421 理論物理学 明解量子重力理論入門 吉田, 伸夫 講談社 2011 9784061532755 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028534

1066 421 理論物理学
量子重力理論とはなにか ―二重相対論からかいま見る究極の時空理
論―（ブルーバックス B-1675）

竹内, 薫 講談社 2010 9784062576758 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028558

1067 421 理論物理学 量子力学 （日評ベーシック・シリーズ） 畠山, 温 日本評論社 2017 9784535806412 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000049126

1068 421 理論物理学 量子力学 1 （講談社基礎物理学シリーズ 6） 原田, 勲 講談社 2009 9784061572065 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028559

1069 421 理論物理学 量子力学 2 （講談社基礎物理学シリーズ 7） 二宮, 正夫 講談社 2010 9784061572072 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028560

1070 421 理論物理学 量子力学演習 （理工学講座） 桂, 重俊 東京電機大学出版局 1993 9784501613204 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001221

1071 423 力学 「ファインマン物理学」を読む ―力学と熱力学を中心として― 竹内, 薫 講談社 2005 9784061532564 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028156

1072 423 力学
プリンキピアを読む ―ニュートンはいかにして「万有引力」を証明したの
か?―（ブルーバックス B-1638）

和田, 純夫 講談社 2009 9784062576383 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028280

1073 423 力学 解析力学 （講談社基礎物理学シリーズ 5） 伊藤, 克司 講談社 2009 9784061572058 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028323

1074 423 力学 解析力学 （日評ベーシック・シリーズ） 十河, 清 日本評論社 2017 9784535806399 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000043150

1075 423 力学 解析力学 1 （朝倉物理学大系 1） 山本, 義隆 朝倉書店 1998 9784254136715 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002986

1076 423 力学 解析力学 2 （朝倉物理学大系 2） 山本, 義隆 朝倉書店 1998 9784254136722 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002987

1077 423 力学 基礎力学演習流体力学 （実教理工学全書） 平山, 直道 実教出版 1975 9784407021431 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000004583

1078 423 力学 大学生のための力学入門 小宮山, 進 裳華房 2013 9784785322434 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023941

1079 423 力学 流れのすじがよくわかる流体力学 小森, 悟 朝倉書店 2016 9784254231434 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000042364

1080 423 力学 流体力学 第2版 杉山, 弘 森北出版 2014 9784627605220 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000032908
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1081 423 力学 力学 （講談社基礎物理学シリーズ 1） 副島, 雄児 講談社 2009 9784061572010 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028563

1082 423 力学 力学 入門編 （物理学基礎 1） 滝川, 昇 朝倉書店 2018 9784254138115 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000077953

1083 423 力学 力学 発展編 （物理学基礎 2） 滝川, 昇 朝倉書店 2018 9784254138122 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000077954

1084 424 振動学、音響学 振動・波動 （講談社基礎物理学シリーズ 2） 長谷川, 修司 講談社 2009 9784061572027 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028861

1085 424 振動学、音響学 振動と波動 吉岡, 大二郎 東京大学出版会 2005 9784130626071 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000046856

1086 424 振動学、音響学
振動と波動 ―身近な普遍的現象を理解するために―（フロー式物理演
習シリーズ 6）

田中, 秀数 共立出版 2014 9784320035058 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000022773

1087 425 光学
光と色彩の科学 ―発色の原理から色の見える仕組みまで―（ブルー
バックス B-1701）

齋藤, 勝裕 講談社 2010 9784062577014 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028126

1088 425 光学 光の百科事典 谷田貝, 豊彦 丸善出版 2011 9784621084632 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000308

1089 425 光学 光工学入門 ―光の基礎知識のすべて― 小川, 力 実教出版 1998 9784407023893 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007519

1090 426 熱学
高校で物理を履修しなかった人のための熱力学 （フロー式物理演習シ
リーズ 7）

上羽, 牧夫 共立出版 2016 9784320035065 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000041665

1091 426 熱学 単位が取れる熱力学ノート （単位が取れるシリーズ） 橋元, 淳一郎 講談社 2005 9784061544598 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028446

1092 426 熱学 熱力学 （講談社基礎物理学シリーズ 3） 菊川, 芳夫 講談社 2010 9784061572034 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028513

1093 426 熱学 熱力学 （物理学講義） 松下, 貢 裳華房 2009 9784785322328 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000042533

1094 427 電磁気学 マクスウェル方程式から始める電磁気学 小宮山, 進 裳華房 2015 9784785322496 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000042535

1095 427 電磁気学 今度こそわかるマクスウェル方程式 （今度こそわかるシリーズ） 岸野, 正剛 講談社 2014 9784061566040 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028826

1096 427 電磁気学 単位が取れる電磁気学ノート （単位が取れるシリーズ） 橋元, 淳一郎 講談社 2003 9784061544536 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028444

1097 427 電磁気学 単位が取れる電磁気学演習帳 （単位が取れるシリーズ） 橋元, 淳一郎 講談社 2007 9784061544765 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028445

1098 427 電磁気学 電磁気学 （講談社基礎物理学シリーズ 4） 横山, 順一 講談社 2009 9784061572041 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028500

1099 428 物性物理学
トポロジカル絶縁体・超伝導体 （シュプリンガー現代理論物理学シリーズ
6）

野村, 健太郎 丸善出版 2016 9784621301036 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000042257

1100 428 物性物理学 固体物理と半導体物性の基礎 牧本, 俊樹 コロナ社 2017 9784339008968 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000050923
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1101 429 原子物理学
相対論的多体系としての原子核 ―相対論的平均場理論とカイラル対称
性―

土岐, 博 大阪大学出版会 2011 9784872593907 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000026195

1102 429 原子物理学
中間子原子の物理 ―強い力の支配する世界―（基本法則から読み解く
物理学最前線 15）

比連崎, 悟 共立出版 2017 9784320035355 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000048142

1103 430 化学 生命科学のための基礎化学 原田, 義也 東京大学出版会 2014 9784130625081 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000017446

1104 431 物理化学、理論化学
はじめての量子化学 ―量子力学が解き明かす化学の仕組み―（ブルー
バックス B-2090）

平山　令明 講談社 2019 9784065152133 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000086313

1105 431 物理化学、理論化学
光化学の驚異 ―日本がリードする「次世代技術」の最前線―【スマホ・読
上】（ブルーバックス B-1527）

光化学協会 講談社 2006 9784062575270 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057275

1106 431 物理化学、理論化学 絶対わかる量子化学 齋藤, 勝裕 講談社 2004 9784061550568 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028424

1107 431 物理化学、理論化学
熱力学で理解する化学反応のしくみ ―変化に潜む根本原理を知ろう―
（ブルーバックス B-1583）

平山, 令明 講談社 2008 9784062575836 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028514

1108 431 物理化学、理論化学 分子動力学シミュレーション （分子シミュレーション講座 2） 神山, 新一 朝倉書店 1997 9784254126921 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006560

1109 433 分析化学［化学分析］ 基礎分析化学 小熊, 幸一 朝倉書店 2015 9784254141023 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027681

1110 437 有機化学 絶対わかる演習有機反応 （絶対わかる化学シリーズ） 齋藤, 勝裕 講談社 2008 9784061550667 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028408

1111 437 有機化学 絶対わかる基礎有機反応 （絶対わかる化学シリーズ） 齋藤, 勝裕 講談社 2008 9784061550643 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028412

1112 437 有機化学 絶対わかる有機反応の実際 （絶対わかる化学シリーズ） 齋藤, 勝裕 講談社 2008 9784061550650 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028423

1113 440 天文学、宇宙科学 アストロバイオロジー ―地球外生命の可能性 : Astrobiology― 山岸, 明彦 丸善出版 2016 9784621300008 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028095

1114 440 天文学、宇宙科学
宇宙になぜ我々が存在するのか ―最新素粒子論入門―【スマホ・読上】
（ブルーバックス B-1799）

村山, 斉 講談社 2013 9784062577991 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057327

1115 440 天文学、宇宙科学 宇宙物理学 ―星銀河宇宙論―新版 高原, 文郎 朝倉書店 2015 9784254131178 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025068

1116 440 天文学、宇宙科学 宇宙物理学 （KEK物理学シリーズ 3） 小玉, 英雄 共立出版 2014 9784320034860 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000018542

1117 440 天文学、宇宙科学
宇宙物理学入門 ―宇宙の誕生と進化の謎を解き明かす―【スマホ・読
上】（ブルーバックス B-1480）

桜井, 邦朋 講談社 2007 9784062574808 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057261

1118 440 天文学、宇宙科学 宇宙物理学入門 ―現代宇宙物理学のΑからΩ―第2版 伏見, 賢一 大学教育出版 2015 9784864293501 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000032141

1119 440 天文学、宇宙科学 完全独習現代の宇宙物理学 福江, 純 講談社 2015 9784061532915 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028336

1120 440 天文学、宇宙科学 銀河系 第2版（シリーズ現代の天文学 . 銀河 ; 2 5） 祖父江, 義明 日本評論社 2018 9784535607552 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000072535
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1121 440 天文学、宇宙科学 光・赤外天文学 第2版（シリーズ現代の天文学 . 宇宙の観測 ; 1 15） 家, 正則 日本評論社 2017 9784535607651 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000072538

1122 440 天文学、宇宙科学 人類の住む宇宙 第2版（シリーズ現代の天文学 1） 岡村, 定矩 日本評論社 2017 9784535607514 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000072533

1123 440 天文学、宇宙科学 世界で一番美しい深宇宙図鑑 ―太陽系から宇宙の果てまで― ホヴァート・スヒリング 創元社 2016 9784422450018 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000078791

1124 440 天文学、宇宙科学 東洋天文学史 （サイエンス・パレット 020） 中村, 士 丸善出版 2014 9784621088623 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000022771

1125 443 恒星、恒星天文学
クェーサーの謎 ―宇宙でもっともミステリアスな天体―【スマホ・読上】
（ブルーバックス B-1458）

谷口, 義明 講談社 2004 9784062574587 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057255

1126 443 恒星、恒星天文学
ゼロからわかるブラックホール ―時空を歪める暗黒天体が吸い込み、輝
き、噴出するメカニズム―（ブルーバックス B-1728）

大須賀, 健 講談社 2011 9784062577281 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028204

1127 443 恒星、恒星天文学
へんな星たち ―天体物理学が挑んだ10の恒星―【スマホ・読上】（ブ
ルーバックス B-1971）

鳴沢, 真也 講談社 2016 9784062579711 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057408

1128 443 恒星、恒星天文学
宇宙は本当にひとつなのか ―最新宇宙論入門―【スマホ・読上】（ブ
ルーバックス B-1731）

村山, 斉 講談社 2011 9784062577311 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057314

1129 443 恒星、恒星天文学 完全独習現代の宇宙論 ―宇宙と天体の起源― 福江, 純 講談社 2013 9784061532861 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028337

1130 443 恒星、恒星天文学
巨大ブラックホールの謎 ―宇宙最大の「時空の穴」に迫る―【スマホ・読
上】（ブルーバックス B-2011）

本間, 希樹 講談社 2017 9784065020111 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057441

1131 443 恒星、恒星天文学 銀河と宇宙の階層構造 第2版（シリーズ現代の天文学 . 銀河 ; 1 4） 谷口, 義明 日本評論社 2018 9784535607545 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000072534

1132 443 恒星、恒星天文学
重力波で見える宇宙のはじまり ―「時空のゆがみ」から宇宙進化を探る
―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-2027）

ピエール・ビネトリュイ 講談社 2017 9784065020272 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057453

1133 443 恒星、恒星天文学 明解量子宇宙論入門 吉田, 伸夫 講談社 2013 9784061532854 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028533

1134 445 惑星、衛星
火星の科学 ―guide to Mars : 水、生命、そして人類移住計画 : 赤い惑
星を最新研究で読み解く―【スマホ・読上付】

藤井, 旭 誠文堂新光社 2018 9784416618882 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000076391

1135 450 地球科学、地学
シミュレート・ジ・アース = Simulate the earth ―未来を予測する地球科学
―【スマホ・読上】

河宮, 未知生 ベレ出版 2018 9784860645625 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000077881

1136 450 地球科学、地学 自然地理学 ―地球環境の過去・現在・未来―第5版 松原, 彰子 慶應義塾大学出版会 2017 9784766424003 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000042236

1137 450 地球科学、地学
地球はなぜ「水の惑星」なのか ―水の「起源・分布・循環」から読み解く
地球史―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-2008）

唐戸, 俊一郎 講談社 2017 9784065020081 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057438

1138 451 気象学 「地球温暖化」狂騒曲 ―社会を壊す空騒ぎ― 渡辺, 正 丸善出版 2018 9784621303047 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000061507

1139 451 気象学 気候正義 ―地球温暖化に立ち向かう規範理論― 宇佐美, 誠 勁草書房 2019 9784326102723 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000072665

1140 451 気象学
人類と気候の10万年史 ―過去に何が起きたのか、これから何が起こる
のか―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-2004）

中川, 毅 講談社 2017 9784065020043 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057434
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1141 451 気象学
台風についてわかっていることいないこと ―ようこそ、そらの研究室へ―
【スマホ・読上】

筆保, 弘徳 ベレ出版 2018 9784860645557 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000077877

1142 451 気象学
地球はもう温暖化していない ―科学と政治の大転換へ―【スマホ・読上】
（平凡社新書 791）

深井, 有 平凡社 2015 9784582857917 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000058016

1143 451 気象学 地球大気の科学 （現代地球科学入門シリーズ 3） 田中, 博 共立出版 2017 9784320047112 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000052985

1144 459 鉱物学
ダイヤモンドの科学 ―美しさと硬さの秘密―【スマホ・読上】（ブルーバッ
クス B-1517）

松原, 聰 講談社 2006 9784062575171 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057271

1145 460 生物科学、一般生物学
バイオ試薬調製ポケットマニュアル ―欲しい溶液・試薬がすぐつくれる
データと基本操作―

田村, 隆明 羊土社 2004 9784897068756 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006140

1146 460 生物科学、一般生物学 休み時間の生物学 （休み時間シリーズ） 朝倉, 幹晴 講談社 2008 9784061557017 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028770

1147 460 生物科学、一般生物学
生物科学の新しい挑戦 = New challenges in biological sciences （英語で
学ぶ生物学 続）

渡邉, 和男 コロナ社 2013 9784339077957 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000017747

1148 461 理論生物学、生命論 生物学の哲学入門 = An introduction to philosophy of biology 森元, 良太 勁草書房 2016 9784326102549 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000034346

1149 463 細胞学
細胞の中の分子生物学 ―最新・生命科学入門―【スマホ・読上】（ブルー
バックス B-1944）

森, 和俊 講談社 2016 9784062579445 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057393

1150 463 細胞学 新・生細胞蛍光イメージング 原口, 徳子 共立出版 2015 9784320057791 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027874

1151 463 細胞学
新しい発生生物学 ―生命の神秘が集約された「発生」の驚異―（ブルー
バックス B-1410）

木下, 圭 講談社 2003 9784062574105 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028129

1152 464 生化学
DNAの98%は謎 ―生命の鍵を握る「非コードDNA」とは何か―【スマホ・読
上】（ブルーバックス B-2034）

小林, 武彦 講談社 2017 9784065020340 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057458

1153 464 生化学
あなたのタンパク質精製、大丈夫ですか? ―貴重なサンプルをロスしない
ための達人の技―（実験医学 別冊）

胡桃坂, 仁志 羊土社 2018 9784758122382 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000063585

1154 464 生化学 アミノ酸 ―タンパク質と生命活動の化学― 船山, 信次 東京電機大学出版局 2009 9784501624705 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001622

1155 464 生化学 イラスト基礎からわかる生化学 ―構造・酵素・代謝― 坂本, 順司 裳華房 2012 9784785358549 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023922

1156 464 生化学
カラー図解分子レベルで見た体のはたらき ―いのちを支えるタンパク質
を視る―（ブルーバックス B-2057）

平山, 令明 講談社 2018 9784065116852 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057479

1157 464 生化学
たんぱく質入門 ―どう作られ、どうはたらくのか―（ブルーバックス B-
1730）

武村, 政春 講談社 2011 9784062577304 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028122

1158 464 生化学
バイオ実験法&必須データポケットマニュアル ―ラボですぐに使える基本
操作といつでも役立つ重要データ―

田村, 隆明 羊土社 2006 9784758108027 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006141

1159 464 生化学 はじめての生化学 ―生活のなぜ?を知るための基礎知識―第2版 平澤, 栄次 化学同人 2014 9784759815894 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000072119

1160 464 生化学 マッキー生化学 ―分子から解き明かす生命―第6版 Trudy McKee 化学同人 2018 9784759819434 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000063574
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1161 464 生化学 ライフサイエンスのための化学 安藤, 祥司 化学同人 2017 9784759818277 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000041776

1162 465 微生物学
共生微生物 ―生物と密接に関わるミクロな生命体―（Dojin bioscience
series 27）

大野, 博司 化学同人 2016 9784759817287 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000048139

1163 465 微生物学
実践有用微生物培養のイロハ ―試験管から工業スケールまで―改訂増
補版

片倉　啓雄 エヌ・ティー・エス 2018 9784860435639 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000062462

1164 467 遺伝学 ゲノム編集の基本原理と応用 ―ZFN, TALEN, CRISPR-Cas9― 山本, 卓 裳華房 2018 9784785358693 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000060361

1165 467 遺伝学 ゲノム編集入門 ―ZFN・TALEN・CRISPR-Cas9― 山本, 卓 裳華房 2016 9784785358662 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000048293

1166 467 遺伝学 コア講義分子遺伝学 田村, 隆明 裳華房 2014 9784785352301 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023914

1167 467 遺伝学 よくわかるバイオインフォマティクス入門 藤, 博幸 講談社 2018 9784065138212 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000076506

1168 467 遺伝学 遺伝子操作の基本原理 （新・生命科学シリーズ） 赤坂, 甲治 裳華房 2013 9784785358563 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023927

1169 467 遺伝学
生命進化のシステムバイオロジー ―進化システム生物学入門―（日評
ベーシック・シリーズ）

田中　博 日本評論社 2015 9784535806566 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000042103

1170 468 生態学 感染症の生態学 （シリーズ現代の生態学 ６） 日本生態学会 共立出版 2016 9784320057463 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000033532

1171 468 生態学 集団生物学 （シリーズ現代の生態学 1） 日本生態学会 共立出版 2015 9784320057449 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000048005

1172 468 生態学 人間活動と生態系 （シリーズ現代の生態学 3） 日本生態学会 共立出版 2015 9784320057432 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000048007

1173 468 生態学
生物多様性の多様性 （共立スマートセレクション = Kyoritsu smart
selection 23）

森, 章 共立出版 2018 9784320009226 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000072742

1174 468 生態学 生物多様性をめぐる国際関係 毛利, 勝彦 大学教育出版 2011 9784864290715 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000063913

1175 468 生態学 大学生のための生態学入門 西村, 尚之 共立出版 2017 9784320057869 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000072243

1176 469 人類学
我々はなぜ我々だけなのか ―アジアから消えた多様な「人類」たち―
【スマホ・読上】（ブルーバックス B-2037）

川端, 裕人 講談社 2017 9784065020371 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057461

1177 474 藻類、菌類 基礎から学べる菌類生態学 大園, 享司 共立出版 2018 9784320057876 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000075568

1178 480 動物学 アニマルウェルフェア ―動物の幸せについての科学と倫理― 佐藤, 衆介 東京大学出版会 2005 9784130730501 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000046872

1179 480 動物学 動物保護入門 ―ドイツとギリシャに学ぶ共生の未来― 浅川, 千尋 世界思想社教学社 2018 9784790717188 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000063216

1180 480 動物学 日本の動物法 第2版 青木, 人志 東京大学出版会 2016 9784130633468 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000040196
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1181 481 一般動物学 「退化」の進化学 ―ヒトにのこる進化の足跡―（ブルーバックス B-1537） 犬塚, 則久 講談社 2006 9784062575379 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028120

1182 481 一般動物学
海の生き物はなぜ多様な性を示すのか ―数学で解き明かす謎―（共立
スマートセレクション = Kyoritsu smart selection 1）

山口, 幸 共立出版 2015 9784320009011 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027870

1183 481 一般動物学
行動や性格の遺伝子を探す ―マウスの行動遺伝学入門―（シリーズ・
生命の神秘と不思議）

小出, 剛 裳華房 2018 9784785351274 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000060362

1184 481 一般動物学 行動生態学 （シリーズ現代の生態学 5） 日本生態学会 共立出版 2012 9784320057388 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000048009

1185 481 一般動物学 動物の発生と分化 （新・生命科学シリーズ） 浅島, 誠 裳華房 2011 9784785358495 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023930

1186 481 一般動物学 動物行動の分子生物学 （新・生命科学シリーズ） 久保, 健雄 裳華房 2014 9784785358587 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023931

1187 482 動物地理、動物誌
フィールドガイドボルネオ野生動物 ―オランウータンの森の紳士録―（ブ
ルーバックス B-1498）

浅間, 茂 講談社 2005 9784062574983 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057265

1188 486 昆虫類 シロアリの事典 吉村, 剛 海青社 2012 9784860992606 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007473

1189 488 鳥類 蘇るコウノトリ ―野生復帰から地域再生へ― 菊地, 直樹 東京大学出版会 2006 9784130633260 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000049447

1190 489 哺乳類 鹿と日本人 ―野生との共生1000年の知恵― 田中, 淳夫 築地書館 2018 9784806715658 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000056851

1191 490 医学 バイオ統計の基礎 ―医薬統計入門―（バイオ統計シリーズ 1） 柳川, 尭 近代科学社 2010 9784764903876 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000033174

1192 490 医学 ライフサイエンス英語表現使い分け辞典 第2版 河本, 健 羊土社 2016 9784758108478 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028119

1193 490 医学 ライフサイエンス文例で身につける英単語・熟語 河本, 健 羊土社 2009 9784758108379 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000008233

1194 490 医学 安楽死・尊厳死 （シリーズ生命倫理学 5）
シリーズ生命倫理学
編集委員会

丸善出版 2012 9784621084823 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000003609

1195 490 医学 漢方の歴史 ―中国・日本の伝統医学―新版（あじあブックス 076） 小曽戸, 洋 大修館書店 2014 9784469233162 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000032007

1196 490 医学 生殖医療 （シリーズ生命倫理学 6） 菅沼, 信彦 丸善出版 2012 9784621084830 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000512

1197 490 医学 生命倫理と医療倫理  改訂3版 伏木, 信次 金芳堂 2014 9784765315982 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015048

1198 490 医学 生命倫理学とは何か ―入門から最先端へ―
アラステア・V・キャン
ベル

勁草書房 2016 9784326102556 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000036374

1199 491 基礎医学
「がん」はなぜできるのか ―そのメカニズムからゲノム医療まで―【スマ
ホ・読上】（ブルーバックス B-2062）

国立がん研究セン
ター研究所

講談社 2018 9784065120934 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057484

1200 491 基礎医学
「香り」の科学 ―匂いの正体からその効能まで―【スマホ・読上】（ブルー
バックス B-2020）

平山, 令明 講談社 2017 9784065020203 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057448
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1201 491 基礎医学
ウイルス・細菌の図鑑 ―感染症がよくわかる重要微生物ガイド―（知り
たい!サイエンスILLUSTRATED 003）

北里, 英郎 技術評論社 2016 9784774177168 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000032404

1202 491 基礎医学
がんはなぜ生じるか ―原因と発生のメカニズムを探る―【スマホ・読上】
（ブルーバックス B-1581）

永田, 親義 講談社 2007 9784062575812 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057290

1203 491 基礎医学
これからのゲノム医療を知る ―遺伝子の基本から分子標的薬，オー
ダーメイド医療まで―改訂新版

中村, 祐輔 羊土社 2009 9784758120043 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001034

1204 491 基礎医学 スタンダード免疫学 第5版 小林　芳郎 丸善出版 2018 9784621303382 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000072250

1205 491 基礎医学 もっとよくわかる!幹細胞と再生医療 （実験医学 別冊） 長船, 健二 羊土社 2014 9784758122030 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000024680

1206 491 基礎医学 もっとよくわかる!免疫学 （実験医学 別冊） 河本, 宏 羊土社 2011 9784758122009 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000024677

1207 491 基礎医学 絵ときシグナル伝達入門  改訂版 服部, 成介 羊土社 2010 9784758120128 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000014677

1208 491 基礎医学
活性酸素の話 ―病気や老化とどうかかわるか―（ブルーバックス B-
1138）

永田, 親義 講談社 1996 9784062571388 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028124

1209 491 基礎医学 幹細胞と再生医療 （サイエンス・パレット 026） 中辻, 憲夫 丸善出版 2015 9784621089439 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000026663

1210 491 基礎医学 筋肉はふしぎ ―力を生み出すメカニズム―（ブルーバックス B-1427） 杉, 晴夫 講談社 2003 9784062574273 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028777

1211 491 基礎医学 抗加齢医学入門  第2版 米井, 嘉一 慶應義塾大学出版会 2011 9784766418408 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015310

1212 491 基礎医学
食欲の科学 ―食べるだけでは満たされない絶妙で皮肉なしくみ―（ブ
ルーバックス B-1789）

櫻井, 武 講談社 2012 9784062577892 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028859

1213 491 基礎医学 人体生理学ノート 改訂8版 岡田, 隆夫 金芳堂 2018 9784765317450 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000049602

1214 491 基礎医学
図解・内臓の進化 ―形と機能に刻まれた激動の歴史―（ブルーバックス
B-1853）

岩堀, 修明 講談社 2014 9784062578530 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028387

1215 491 基礎医学 生体情報工学 （バイオメカニズム・ライブラリー） 赤澤, 堅造 東京電機大学出版局 2001 9784501321802 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001170

1216 491 基礎医学
声の呼吸法 ―美しい響きをつくる―【スマホ・読上】（平凡社ライブラリー
730）

米山, 文明 平凡社 2011 9784582767308 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000079530

1217 491 基礎医学
前頭葉は脳の社長さん? ―意思決定とホムンクルス問題―【スマホ・読
上】（ブルーバックス B-1546）

坂井, 克之 講談社 2007 9784062575461 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057281

1218 491 基礎医学 認知脳科学 嶋田, 総太郎 コロナ社 2017 9784339078121 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000052318

1219 491 基礎医学
脳の栄養失調 ―脳とダイエットの危険な関係―【スマホ・読上】（ブルー
バックス B-1503）

高田, 明和 講談社 2005 9784062575034 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057266

1220 491 基礎医学 免疫学の入門 第8版 今西, 二郎 金芳堂 2018 9784765317658 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000067809
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1221 491 基礎医学 免疫学はやっぱりおもしろい 小安, 重夫 羊土社 2008 9784758107242 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000014675

1222 491 基礎医学
老化という生存戦略 ―進化におけるトレードオフ―（日評ベーシック・シ
リーズ）

近藤　祥司 日本評論社 2015 9784535806542 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000042102

1223 491 基礎医学
老化はなぜ進むのか ―遺伝子レベルで解明された巧妙なメカニズム―
（ブルーバックス B1662）

近藤, 祥司 講談社 2009 9784062576628 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028568

1224 492 臨床医学、診断・治療
「人工冬眠」への挑戦 ―「命の一時停止」の医学応用―【スマホ・読上】
（ブルーバックス B-1634）

市瀬, 史 講談社 2009 9784062576345 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057305

1225 492 臨床医学、診断・治療 人体再生に挑む ―再生医療の最前線―（ブルーバックス B-1700） 東島, 和子 講談社 2010 9784062577007 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028368

1226 493 内科学
アレルギーのはなし ―予防・治療・自己管理 : メディカルスタッフから教
職員まで―

秋山, 一男 朝倉書店 2017 9784254301144 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000049032

1227 493 内科学
アレルギーはなぜ起こるか ―ヒトを傷つける過剰な免疫反応のしくみ―
【スマホ・読上】（ブルーバックス B-1585）

斎藤, 博久 講談社 2008 9784062575850 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057291

1228 493 内科学
インフルエンザパンデミック ―新型ウイルスの謎に迫る―【スマホ・読上】
（ブルーバックス B-1647）

河岡, 義裕 講談社 2009 9784062576475 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057307

1229 494 外科学
がん治療の常識・非常識 ―患者にとっての最良の選択とは?―【スマホ・
読上】（ブルーバックス B-1597）

田中, 秀一 講談社 2008 9784062575973 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057295

1230 494 外科学
新しいアトピー治療 ―誤った治療に振り回されないために―【スマホ・読
上】（ブルーバックス B-1506）

西岡, 清 講談社 2006 9784062575065 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057267

1231 494 外科学
進化するがん創薬 ―がん科学と薬物療法の最前線―（Dojin bioscience
series 32）

清宮, 啓之 化学同人 2019 9784759817331 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000077986

1232 495 婦人科学、産科学 生殖技術 ―不妊治療と再生医療は社会に何をもたらすか― 柘植, あづみ みすず書房 2012 9784622077060 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000044478

1233 498 衛生学、公衆衛生、予防医学 オバマの医療改革 ―国民皆保険制度への苦闘― 天野, 拓 勁草書房 2013 9784326700790 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000017464

1234 498 衛生学、公衆衛生、予防医学 医事法入門 第4版　◆新版配信中(第5版)（有斐閣アルマ Advanced） 手嶋, 豊 有斐閣 2015 9784641220423 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000022733

1235 498 衛生学、公衆衛生、予防医学 医事法入門 第5版（有斐閣アルマ Advanced） 手嶋, 豊 有斐閣 2018 9784641221130 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000067709

1236 498 衛生学、公衆衛生、予防医学 医療と法を考える――救急車と正義 （法学教室Library） 樋口, 範雄 有斐閣 2007 9784641125230 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000008027

1237 498 衛生学、公衆衛生、予防医学
健康不安の社会学 ―健康社会のパラドックス―改訂版（Sekaishiso
seminar）

上杉, 正幸 世界思想社教学社 2008 9784790713579 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000033407

1238 498 衛生学、公衆衛生、予防医学 食 ―90億人が食べていくために―（サイエンス・パレット 025） John Krebs 丸善出版 2015 9784621089415 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000026673

1239 498 衛生学、公衆衛生、予防医学
睡眠の科学 ―なぜ眠るのかなぜ目覚めるのか―改訂新版 【スマホ・読
上】（ブルーバックス B-2026）

桜井, 武 講談社 2017 9784065020265 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057452

1240 501 工業基礎学 インタラクションデザインの教科書 （Design IT! books） Dan Saffer マイナビ出版 2008 9784839922382 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025194
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1241 501 工業基礎学 エネルギーの未来 ―脱・炭素エネルギーに向けて― 馬奈木, 俊介 中央経済社 2019 9784502285219 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000076807

1242 501 工業基礎学 なぜドイツではエネルギーシフトが進むのか 田口, 理穂 学芸出版社 2015 9784761526030 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025519

1243 501 工業基礎学 わかりやすい熱力学 第3版 一色, 尚次 森北出版 2012 9784627600133 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000032906

1244 501 工業基礎学 材料力学 新装版 村上, 敬宜 森北出版 2014 9784627605121 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000032907

1245 501 工業基礎学 自然エネルギーの可能性と限界 ―風力・太陽光発電の実力と現実解― 石川, 憲二 オーム社 2010 9784274068089 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002689

1246 502 技術史、工学史 「科学ブーム」の構造 ―科学技術が神話を生みだすとき― 五島, 綾子 みすず書房 2014 9784622078401 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016904

1247 507 研究法、指導法、技術教育 ニュース記事に学ぶ知的財産 加藤, 直規 大学教育出版 2009 9784887309241 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000063879

1248 507 研究法、指導法、技術教育 知的財産法 （Legal quest） 愛知, 靖之 有斐閣 2018 9784641179363 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000060101

1249 507 研究法、指導法、技術教育 特許法 第2版 茶園, 成樹 有斐閣 2017 9784641243019 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000052227

1250 507 研究法、指導法、技術教育 標準特許法 第6版 高林, 龍 有斐閣 2017 9784641243064 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000050859

1251 515 橋梁工学 明石海峡大橋 ―夢を実現し、さらなるロマンを追う―新版 島田, 喜十郎 鹿島出版会 2018 9784306094499 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000079438

1252 517 河海工学、河川工学 水をめぐる政策科学 仲上, 健一 法律文化社 2019 9784589039965 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000076716

1253 518 衛生工学、都市工学 ごみ見える化 ―有料化で推進するごみ減量― 山谷, 修作 丸善出版 2010 9784621082515 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000284

1254 518 衛生工学、都市工学 デポジット制度の環境経済学 ―循環型社会の実現に向けて― 沼田, 大輔 勁草書房 2014 9784326504039 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000017128

1255 518 衛生工学、都市工学 京都と近代 ―せめぎ合う都市空間の歴史― 中川, 理 鹿島出版会 2015 9784306073166 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023735

1256 518 衛生工学、都市工学 循環型社会の公共政策 山谷, 修作 中央経済社 2002 9784502646805 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006082

1257 518 衛生工学、都市工学 日本の水ビジネス = Water business 中村, 吉明 東洋経済新報社 2010 9784492761861 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015358

1258 518 衛生工学、都市工学 廃棄物とリサイクルの公共政策 山谷, 修作 中央経済社 2000 9784502640537 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000265

1259 519 公害、環境工学 エコライフ ―ドイツと日本どう違う― 高松, 平蔵 化学同人 2003 9784759809541 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016563

1260 519 公害、環境工学 環境経済学の政策デザイン ―資源循環・低炭素・自然共生― 細田, 衛士 慶應義塾大学出版会 2019 9784766426007 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000077921
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1261 519 公害、環境工学 環境経済学をつかむ 第3版（Textbooks tsukamu） 栗山, 浩一 有斐閣 2016 9784641177246 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000042227

1262 519 公害、環境工学 環境法判例百選 第2版（別冊ジュリスト no. 206(47巻4号)） 淡路, 剛久 有斐閣 2011 9784641115064 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000052639

1263 519 公害、環境工学 持続可能な開発目標と国際貢献 ―フィールドから見たSDGs― 北脇, 秀敏 朝倉書店 2017 9784254180534 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000060134

1264 519 公害、環境工学 生物多様性保全の経済学 大沼, あゆみ 有斐閣 2014 9784641164475 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000017882

1265 521 日本の建築 京都 ―建築と町並みの「遺伝子」―（建築Library 6） 山本, 良介 建築資料研究社 1999 9784874605851 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000005426

1266 521 日本の建築 建物が語る日本の歴史 海野, 聡 吉川弘文館 2018 9784642083362 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000061476

1267 521 日本の建築
初めての茶室 ―京都・大徳寺で基本を学ぶ―（コンフォルト・ライブラリィ
7）

大槻武志編集事務所 建築資料研究社 2000 9784874605622 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000005405

1268 521 日本の建築 登録有形文化財 ―保存と活用からみえる新たな地域のすがた― 佐滝, 剛弘 勁草書房 2017 9784326248469 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000048087

1269 527 住宅建築
住宅建築なんでも小事典 ―木造戸建から、RC造共同住宅まで―（ブ
ルーバックス B-1679）

大野, 隆司 講談社 2010 9784062576796 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028854

1270 535 精密機器、光学機器
時計の科学 ―人と時間の5000年の歴史―【スマホ・読上】（ブルーバック
ス B-2041）

織田, 一朗 講談社 2017 9784065020418 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057465

1271 535 精密機器、光学機器 日本カメラ産業の変貌とダイナミズム 矢部, 洋三 日本経済評論社 2006 9784818818880 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000004323

1272 537 自動車工学 ASEANの自動車産業 （ERIA=TCERアジア経済統合叢書 第7巻） 西村, 英俊 勁草書房 2016 9784326504237 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000040136

1273 537 自動車工学 EVシフト ―決定版 : 100年に一度の大転換― 風間, 智英 東洋経済新報社 2018 9784492762417 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000052954

1274 537 自動車工学 Mobility 3.0 ―ディスラプターは誰だ?― 川原, 英司 東洋経済新報社 2019 9784492762493 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000076764

1275 538 航空宇宙工学
ドローンが拓く未来の空 ―飛行のしくみを知り安全に利用する―（DOJIN
選書 73）

鈴木, 真二 化学同人 2017 9784759816730 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000042745

1276 538 航空宇宙工学
軍用機の誕生 ―日本軍の航空戦略と技術開発―（歴史文化ライブラ
リー 443）

水沢, 光 吉川弘文館 2017 9784642058438 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000041312

1277 539 原子力工学
放射線利用の基礎知識 ―半導体、強化タイヤから品種改良、食品照射
まで―（ブルーバックス B-1518）

東島, 和子 講談社 2006 9784062575188 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028135

1278 541 電気回路・計測・材料 基礎電気回路 新装版 第2版 伊佐, 弘 森北出版 2017 9784627732933 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000043436

1279 543 発電
水力発電が日本を救う ―今あるダムで年間2兆円超の電力を増やせる
―

竹村, 公太郎 東洋経済新報社 2016 9784492762288 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000079146

1280 543 発電 躍進する風力発電 ―その現状と課題― 瀬川, 久志 大学教育出版 2011 9784864290722 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000063935
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1281 547 通信工学、電気通信
HTML5&CSS3しっかり入門教室 ―ゼロからよくわかる、使える力が身に
つく。 : 挫折せずに学び通せる―

山崎, 響 翔泳社 2018 9784798154558 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000067571

1282 547 通信工学、電気通信 JavaScriptの絵本 ―Webプログラミングを始める新しい9つの扉―第2版 アンク 翔泳社 2017 9784798151632 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000079765

1283 547 通信工学、電気通信 PHPしっかり入門教室 ―使える力が身につく、仕組みからわかる。― 小原, 隆義 翔泳社 2018 9784798153377 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000058381

1284 547 通信工学、電気通信
Ruby On Rails 5の上手な使い方 ―現場のエンジニアが教えるRailsアプ
リケーション開発の実践手法―（Web engineer's books）

リクルートテクノロ
ジーズ

翔泳社 2018 9784798153094 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000058389

1285 547 通信工学、電気通信
SNSって面白いの? ―何が便利で、何が怖いのか―【スマホ・読上】（ブ
ルーバックス B-1926）

草野, 真一 講談社 2015 9784062579261 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057381

1286 547 通信工学、電気通信 TCP/IPの絵本 ―ネットワークを学ぶ新しい9つの扉―第2版 アンク 翔泳社 2018 9784798155159 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000067563

1287 547 通信工学、電気通信
Web担当者のためのWordPressがわかる本 ―あらゆるビジネスサイトで
使える企画設計制作運用のノウハウ―

田中, 勇輔 翔泳社 2015 9784798142708 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000079775

1288 547 通信工学、電気通信
おうちで学べるセキュリティのきほん ―全く新しいセキュリティの入門書
―【スマホ・読上】

増井, 敏克 翔泳社 2015 9784798141770 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000079811

1289 547 通信工学、電気通信
これ1冊でゼロから学べるWebプログラミング超入門 ―
HTML,CSS,JavaScript,PHPをまるごとマスター―

掌田, 津耶乃 マイナビ出版 2016 9784839959227 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000083640

1290 547 通信工学、電気通信 マスタリングTCP/IP 入門編  第5版 竹下, 隆史 オーム社 2012 9784274068768 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002727

1291 547 通信工学、電気通信
よくわかるHTML5&CSS3 ―ウェブサイト構築の基本と実践―（FOM出版
のみどりの本）

富士通エフ・オー・エ
ム株式会社

富士通エフ・オ－・エ
ム

2015 9784865102383 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000024346

1292 547 通信工学、電気通信 よくわかるHTML5+CSS3の教科書 第3版 大藤, 幹 マイナビ出版 2018 9784839965471 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000083662

1293 547 通信工学、電気通信 よくわかるPHPの教科書 ―PHP7対応版― たにぐち, まこと マイナビ出版 2018 9784839964689 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000067682

1294 547 通信工学、電気通信
一歩先にいくWordPressのカスタマイズがわかる本 ―仕組みや考え方か
らちゃんとわかりたい人のために―

相原　知栄子 翔泳社 2016 9784798130934 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000088663

1295 547 通信工学、電気通信 基本からわかる信号処理講義ノート 久保田, 彰 オーム社 2014 9784274215315 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016996

1296 547 通信工学、電気通信 情報・符号理論 ―ディジタル通信の基礎を学ぶ―（InfoCom Be‐TEXT） 神谷, 幸宏 オーム社 2012 9784274503870 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000003917

1297 547 通信工学、電気通信 情報セキュリティ読本 ―IT時代の危機管理入門―5訂版 情報処理推進機構 実教出版 2018 9784407347753 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000074405

1298 547 通信工学、電気通信 信号処理 （基本を学ぶ） 浜田, 望 オーム社 2012 9784274212659 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016485

1299 547 通信工学、電気通信 信号処理の基礎 （情報工学レクチャーシリーズ） 横田, 康成 森北出版 2013 9784627810518 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000032987

1300 547 通信工学、電気通信 独習PHP 第3版 【スマホ・読上】 山田, 祥寛 翔泳社 2016 9784798135472 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000079836
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1301 547 通信工学、電気通信
入門JavaScriptプログラミング ―開発の現場に強くなる基礎力をたしか
なものに―【スマホ・読上】

JD Isaacks 翔泳社 2019 9784798158648 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000084291

1302 547 通信工学、電気通信 例解ディジタル信号処理入門 太田, 正哉 コロナ社 2013 9784339008579 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000017744

1303 548 情報工学 Pythonによる制御工学入門 南, 裕樹 オーム社 2019 9784274223907 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000078570

1304 548 情報工学 コンピュータアーキテクチャ （情報工学レクチャーシリーズ） 成瀬, 正 森北出版 2016 9784627810914 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000043440

1305 548 情報工学 コンピュータ工学の基礎 浅川, 毅 東京電機大学出版局 2018 9784501556501 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000076512

1306 548 情報工学 タッチパネル ―技術開発・市場・アプリケーションの動向― 西川, 武士 オーム社 2012 9784274068973 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000003893

1307 548 情報工学 たのしくできるArduino電子制御 ―Processingでパソコンと連携― 牧野, 浩二 東京電機大学出版局 2015 9784501331108 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000033012

1308 548 情報工学 基本からわかるシステム制御講義ノート 石井, 千春 オーム社 2014 9784274216695 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000024489

1309 549 電子工学 FPGAの原理と構成 天野, 英晴 オーム社 2016 9784274218644 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027886

1310 549 電子工学
スピン流とトポロジカル絶縁体 ―量子物性とスピントロニクスの発展―
（基本法則から読み解く物理学最前線 1）

齊藤, 英治 共立出版 2014 9784320035218 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000018543

1311 549 電子工学 基礎から学べる論理回路 第2版 速水, 治夫 森北出版 2014 9784627827622 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025636

1312 549 電子工学 光デバイス入門 ―pn接合ダイオードと光デバイス― 末益, 崇 コロナ社 2018 9784339009101 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000077994

1313 549 電子工学 初めて学ぶ基礎電子工学 小川, 鉱一 東京電機大学出版局 1995 9784501317508 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001297

1314 549 電子工学
天野先生の「青色LEDの世界」 ―光る原理から最先端応用技術まで―
【スマホ・読上】（ブルーバックス B-1932）

天野, 浩 講談社 2015 9784062579322 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057385

1315 549 電子工学 論理回路入門 第3版 浜辺, 隆二 森北出版 2015 9784627823631 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000032946

1316 550 海洋工学、船舶工学 造船業の復興と発展 ―世界の王座へ―（戦後日本海運造船経営史 5） 寺谷, 武明 日本経済評論社 1993 9784818806269 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002422

1317 564 鉄鋼 たたら製鉄の歴史 （歴史文化ライブラリー 484） 角田, 徳幸 吉川弘文館 2019 9784642058841 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000076789

1318 578 高分子化学工業 魂の経営 古森, 重隆 東洋経済新報社 2013 9784492502556 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000064921

1319 582 事務機器、家庭機器、楽器 ピアノ技術革新とマーケティング戦略 ―楽器のブランド形成メカニズム― 大木, 裕子 文眞堂 2015 9784830948695 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025966

1320 588 食品工業 「発酵」のことが一冊でまるごとわかる 【スマホ・読上】 齋藤, 勝裕 ベレ出版 2019 9784860645717 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000077886

66/86



電子書籍新着タイトルリスト（5月15日：検索ツール Maruzen eBook Library）

分類記号 分類名 書名 著編者名 出版社名 出版年 冊子版ISBN URL　※SSL-VPN接続してからクリックしてください

1321 588 食品工業
カラー版ビールの科学 ―麦芽とホップが生み出す「旨さ」の秘密―【スマ
ホ・読上】（ブルーバックス B-2063）

渡, 淳二 講談社 2018 9784065120514 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057485

1322 588 食品工業 ワインが語るフランスの歴史 【スマホ・読上】（白水Uブックス） 山本, 博 白水社 2009 9784560721032 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000062549

1323 588 食品工業
企業成長と価格行動 ―キリンビールのマーケティング戦略―（大阪経済
大学研究叢書 第85冊）

後藤, 一郎 千倉書房 2017 9784805111116 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000078858

1324 588 食品工業 日本の味 ―醤油の歴史―（歴史文化ライブラリー 187） 林, 玲子 吉川弘文館 2005 9784642055871 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000060434

1325 589 その他の雑工業 2030年アパレルの未来 ―日本企業が半分になる日― 福田, 稔 東洋経済新報社 2019 9784492762486 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000077947

1326 589 その他の雑工業
ゲーム産業白書Decade ―2001〜2010年を俯瞰、「今」を整理し、次を展
望する―

メディアクリエイト 2011 9784944180257 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000072539

1327 589 その他の雑工業
日本人ビジネスマン、アフリカで蚊帳を売る ―なぜ、日本企業の防虫蚊
帳がケニアでトップシェアをとれたのか?―

浅枝, 敏行 東洋経済新報社 2015 9784492557624 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000064931

1328 596 食品、料理
ドイツ菓子図鑑 ―お菓子の由来と作り方 : 伝統からモダンまで、知って
おきたいドイツ菓子102選―

森本, 智子 誠文堂新光社 2018 9784416618011 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000076380

1329 601 産業政策・行政、総合開発 産業集積地域の構造変化と立地政策 松原, 宏 東京大学出版会 2018 9784130461221 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000068331

1330 601 産業政策・行政、総合開発
地域ブランディングの論理 ―食文化資源を活用した地域多様性の創出
―

小林　哲 有斐閣 2016 9784641164802 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000041326

1331 601 産業政策・行政、総合開発 道の駅の経済学 ―地域社会の振興と経済活性化― 松尾, 隆策 勁草書房 2019 9784326504633 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000081721

1332 602 産業史・事情、物産誌
日本の産業と企業 ―発展のダイナミズムをとらえる―（有斐閣アルマ
Specialized）

橘川, 武郎 有斐閣 2014 9784641220355 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000017881

1333 606 団体 博覧会と明治の日本 （歴史文化ライブラリー 298） 國, 雄行 吉川弘文館 2010 9784642056984 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000079273

1334 611 農業経済 飢えと食の日本史 （読みなおす日本史） 菊池, 勇夫 吉川弘文館 2019 9784642071048 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000076028

1335 611 農業経済 現代日本農業の政策過程 3（総合研究現代日本経済分析） 本間, 正義 慶應義塾大学出版会 2010 9784766417302 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000018719

1336 611 農業経済 自由貿易下における農業・農村の再生 ―小さき人々による挑戦―
高崎経済大学地域科
学研究所

日本経済評論社 2016 9784818824201 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000055895

1337 613 農業基礎学 土・牛・微生物 ―文明の衰退を食い止める土の話―
デイビッド・モントゴメ
リー

築地書館 2018 9784806715672 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000061630

1338 615 作物栽培、作物学
植物たちの戦争 ―病原体との5億年サバイバルレース―【スマホ・読上】
（ブルーバックス B-2088）

日本植物病理学会 講談社 2019 9784065152164 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000086332

1339 615 作物栽培、作物学 植物育種学 ―交雑から遺伝子組換えまで― 鵜飼, 保雄 東京大学出版会 2003 9784130721011 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000046871

1340 617 工芸作物 コーヒーと南北問題 ―「キリマンジャロ」のフードシステム― 辻村, 英之 日本経済評論社 2004 9784818815704 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000004376
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1341 645 家畜・畜産動物各論
競走馬の科学 ―速い馬とはこういう馬だ―【スマホ・読上】（ブルーバック
ス B-1516）

JRA競走馬総合研究
所

講談社 2006 9784062575164 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057270

1342 645 家畜・畜産動物各論
食べ物としての動物たち ―牛、豚、鶏たちが美味しい食材になるまで―
（ブルーバックス B-1341）

伊藤, 宏 講談社 2001 9784062573412 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028858

1343 649 獣医学、比較医学 獣医薬理学 （獣医学教育モデル・コア・カリキュラム準拠）
日本比較薬理学・毒
性学会

近代出版 2013 9784874021903 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000020144

1344 673 商業経営、商店 ホスピタリティ・ビジネスの人材育成 山上, 徹 白桃書房 2012 9784561255987 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000048419

1345 673 商業経営、商店 マクドナルド失敗の本質 ―賞味期限切れのビジネスモデル― 小川　孔輔 東洋経済新報社 2015 9784492502617 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000044872

1346 673 商業経営、商店 金融破壊者たちの野望 佐藤, 元則 東洋経済新報社 2018 9784492961520 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000061452

1347 673 商業経営、商店 超金融緩和期における不動産市場の行方 土地総合研究所 東洋経済新報社 2014 9784492396100 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000017757

1348 673 商業経営、商店 日本の百貨店史 ―地方、女子店員、高齢化― 谷内, 正往 日本経済評論社 2018 9784818825024 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000067768

1349 674 広告、宣伝 インターネット時代の広告の機能・効果と展開 高橋, 秀雄 中央経済社 2017 9784502221712 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000060344

1350 674 広告、宣伝 現代広告論 第3版（有斐閣アルマ Specialized） 岸, 志津江 有斐閣 2017 9784641220799 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000047750

1351 674 広告、宣伝
広報・PR論 ―パブリック・リレーションズの理論と実際―（有斐閣ブックス
470）

伊吹, 勇亮 有斐閣 2014 9784641184213 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000017483

1352 675 マーケティング ケースに学ぶマーケティング （有斐閣ブックス [473]） 青木, 幸弘 有斐閣 2015 9784641184268 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000026801

1353 675 マーケティング コトラーのマーケティング・コンセプト フィリップ・コトラー 東洋経済新報社 2003 9784492554760 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000044900

1354 675 マーケティング
デジタル時代の基礎知識『商品企画』 ―「インサイト」で多様化するニー
ズに届ける新しいルール―（MarkeZine BOOKS）

富永, 朋信 翔泳社 2018 9784798156866 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000067581

1355 675 マーケティング
なぜ、あの「音」を聞くと買いたくなるのか ―サウンド・マーケティング戦
略―

ジョエル・ベッカーマン 東洋経済新報社 2016 9784492557686 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000064911

1356 675 マーケティング
はじめてのマーケティング = Marketing for beginners （有斐閣ストゥディ
ア）

久保田, 進彦 有斐閣 2013 9784641150034 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016396

1357 675 マーケティング ほどよい量をつくる （しごとのわ） 甲斐, かおり
インプレスＲ＆Ｄ／イ
ンプレスビジネスメ
ディア

2019 9784295007463 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000078537

1358 675 マーケティング マーケティング戦略 第5版（有斐閣アルマ Specialized） 和田, 充夫 有斐閣 2016 9784641220782 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000041699

1359 675 マーケティング わかりやすいマーケティング戦略 新版（有斐閣アルマ） 沼上　幹 有斐閣 2008 9784641123557 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000084872

1360 675 マーケティング 京都とブランド ―京ブランド解明・学生の視点― 辻, 幸恵 白桃書房 2008 9784561661696 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000032720
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1361 675 マーケティング 現代マーケティング論 第2版（専門基礎ライブラリー） 武井, 寿 実教出版 2018 9784407346237 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000072750

1362 675 マーケティング 顧客志向の新製品開発 ―マーケティングと技術のインタフェイス― 川上, 智子 有斐閣 2005 9784641162396 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000049196

1363 675 マーケティング 消費者心理学 山田, 一成 勁草書房 2018 9784326251285 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000064821

1364 675 マーケティング
日本の消費者は何を考えているのか? ―二極化時代のマーケティング :
3年に一度の生活者1万人アンケートからわかる日本人の価値観―

野村総合研究所 東洋経済新報社 2019 9784492557907 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000081736

1365 675 マーケティング 入門・マーケティング戦略 池尾, 恭一 有斐閣 2016 9784641164864 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000036365

1366 675 マーケティング
宝塚ファンから読み解く超高関与消費者へのマーケティング = Marketing
for ultra‐high involvement consumers

和田, 充夫 有斐閣 2015 9784641164574 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025043

1367 678 貿易 FTA・TPPの政治学 ―貿易自由化と安全保障・社会保障― 大矢根, 聡 有斐閣 2016 9784641149151 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000036364

1368 678 貿易 TPPの期待と課題 ―アジア太平洋の新通商秩序― 馬田, 啓一 文眞堂 2016 9784830949111 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000045631

1369 678 貿易 メガFTAと世界経済秩序 ―ポストTPPの課題― 石川, 幸一 勁草書房 2016 9784326504312 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000040134

1370 678 貿易
日本のTPP交渉参加の真実 ―その政策過程の解明―（明治大学社会
科学研究所叢書）

作山, 巧 文眞堂 2015 9784830948749 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000032889

1371 678 貿易 米国通商政策リスクと対米投資・貿易 大木, 博巳 文眞堂 2018 9784830950070 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000078355

1372 683 海運
日本海運の高度成長 ―昭和三九年から四八年まで―（戦後日本海運
造船経営史 4）

地田, 知平 日本経済評論社 1993 9784818806252 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002449

1373 686 鉄道 鉄道と近代化 （歴史文化ライブラリー 38） 原田, 勝正 吉川弘文館 1998 9784642054386 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000044963

1374 687 航空運送 「おもろい」働き方で社員も会社も急上昇するPeachのやりくり 井上, 慎一 東洋経済新報社 2019 9784492503065 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000077946

1375 687 航空運送 航空産業入門 第2版 ANA総合研究所 東洋経済新報社 2017 9784492762356 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000049300

1376 689 観光事業
アニメ聖地巡礼の観光社会学 ―コンテンツツーリズムのメディア・コミュ
ニケーション分析―

岡本, 健 法律文化社 2018 9784589039576 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000075800

1377 689 観光事業 ディズニーリゾートの経済学 新版 粟田, 房穂 東洋経済新報社 2013 9784492314340 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015448

1378 689 観光事業 観光と地域振興 ―その実践的応用― 大久保, あかね 中央経済社 2019 9784502298417 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000077934

1379 689 観光事業 観光まちづくりの力学 ―観光と地域の社会学的研究― 安村, 克己 学文社 2006 9784762014758 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000024092

1380 689 観光事業 新ディズニーランドの空間科学 ―夢と魔法の王国のつくり方―新版 山口, 有次 学文社 2015 9784762025099 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000031420
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1381 689 観光事業 新時代の観光を学ぶ 高柳, 直弥 八千代出版 2019 9784842917405 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000078376

1382 689 観光事業 世界一訪れたい日本のつくりかた （新・観光立国論 実践編）
デービッド・アトキンソ
ン

東洋経済新報社 2017 9784492502907 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000052948

1383 694 電気通信事業
Kivyプログラミング ―Pythonでつくるマルチタッチアプリ―（実践Pythonラ
イブラリー）

原口, 和也 朝倉書店 2018 9784254128963 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000076057

1384 694 電気通信事業 作って学ぶiPhoneアプリの教科書 ―Swift4&Xcode9対応― 森, 巧尚 マイナビ出版 2017 9784839964900 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000061909

1385 699 放送事業 ラジオのお仕事 ―Do you know how to work?― 室井, 昌也 勉誠出版 2015 9784585230373 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000026572

1386 701 芸術理論、美学
「進撃の巨人」と解剖学 ―その筋肉はいかに描かれたか―【スマホ・読
上】（ブルーバックス B-1892）

布施, 英利 講談社 2014 9784062578929 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057360

1387 701 芸術理論、美学 芸術心理学の新しいかたち （心理学の新しいかたち 11） 子安, 増生 誠信書房 2005 9784414301625 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000019476

1388 702 芸術史、美術史
ジョット、マザッチョほか 【スマホ・読上】（白水Uブックス . 芸術家列伝 ; 1
1 : 1122）

ジョルジョ・ヴァザーリ 白水社 2011 9784560721223 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000062558

1389 702 芸術史、美術史
ボッティチェルリ、ラファエルロほか 【スマホ・読上】（白水Uブックス . 芸術
家列伝 ; 2  2 : 1123）

ジョルジョ・ヴァザーリ 白水社 2011 9784560721230 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000062559

1390 702 芸術史、美術史
レオナルド・ダ・ヴィンチ、ミケランジェロ 【スマホ・読上】（白水Uブックス .
芸術家列伝 ; 3  3 : 1124）

ジョルジョ・ヴァザーリ 白水社 2011 9784560721247 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000062560

1391 709 芸術政策、文化財
パブリックアート政策 ―芸術の公共性とアメリカ文化政策の変遷―（文
化政策のフロンティア 3）

工藤, 安代 勁草書房 2008 9784326301751 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000079103

1392 721 日本画 葛飾北斎 （歴史文化ライブラリー 91） 永田, 生慈 吉川弘文館 2000 9784642054911 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000045125

1393 721 日本画 出版文化のなかの浮世絵 鈴木, 俊幸 勉誠出版 2017 9784585270423 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000076711

1394 721 日本画 北斎の謎を解く ―生活・芸術・信仰―（歴史文化ライブラリー 124） 諏訪, 春雄 吉川弘文館 2001 9784642055246 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000045047

1395 723 洋画 誰も語らなかったフェルメールと日本 田中, 英道 勉誠出版 2019 9784585270522 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000078462

1396 725 素描、描画 鉛筆一本ではじめる光と陰の描き方 ―ロジカルデッサンの技法― OCHABI Institute
インプレスＲ＆Ｄ／イ
ンプレスビジネスメ
ディア

2019 9784295005841 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000076553

1397 746 特殊写真
Adobe Premiere Pro CC ―エフェクト＆トランジション大全―（New
thinking and new ways）

石坂, アツシ
インプレスＲ＆Ｄ／イ
ンプレスビジネスメ
ディア

2015 9784802090346 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027324

1398 757 デザイン、装飾美術 王朝のかさね色辞典 吉岡, 幸雄 紫紅社 2012 9784879406033 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027508

1399 760 音楽 二〇世紀日本レコード産業史 ―グローバル企業の進攻と市場の発展― 生明, 俊雄 勁草書房 2016 9784326654031 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000034352

1400 761 音楽の一般理論、音楽学 ミュージックメディア （メディア学大系 9） 大山, 昌彦 コロナ社 2016 9784339027891 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000043988
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1401 761 音楽の一般理論、音楽学 音楽の哲学入門 セオドア・グレイシック 慶應義塾大学出版会 2019 9784766425888 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000075545

1402 761 音楽の一般理論、音楽学
作曲の科学 ―美しい音楽を生み出す「理論」と「法則」―【スマホ・読上】
（ブルーバックス B-2111）

フランソワ・デュボワ 講談社 2019 9784065172827 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000086344

1403 761 音楽の一般理論、音楽学 悲しい曲の何が悲しいのか ―音楽美学と心の哲学― 源河, 亨 慶應義塾大学出版会 2019 9784766426342 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000083873

1404 762 音楽史、各国の音楽 ベートーヴェンの生涯 （平凡社新書 502） 青木, やよひ 平凡社 2009 9784582855029 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000077048

1405 768 邦楽 天皇の音楽史 ―古代・中世の帝王学―（歴史文化ライブラリー 442） 豊永, 聡美 吉川弘文館 2017 9784642058421 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000041311

1406 772 演劇史、各国の演劇 中国の現代演劇 ―中国話劇史概況― 瀬戸, 宏 東方書店 2018 9784497218186 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000078875

1407 778 映画 アニメーション学入門 新版 【スマホ・読上】（平凡社新書 836） 津堅, 信之 平凡社 2017 9784582858365 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000058047

1408 778 映画 映画とキリスト 岡田, 温司 みすず書房 2017 9784622086246 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000048970

1409 778 映画
新海誠の世界を旅する ―光と色彩の魔術―【スマホ・読上】（平凡社新
書 916）

津堅, 信之 平凡社 2019 9784582859164 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000079573

1410 778 映画
大ヒットアニメで語る心理学 ―「感情の谷」から解き明かす日本アニメの
特質―

横田, 正夫 新曜社 2017 9784788515420 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000079087

1411 780 スポーツ、体育 「東京オリンピック」の誕生 ―1940年から2020年へ― 浜田, 幸絵 吉川弘文館 2018 9784642038812 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000067720

1412 780 スポーツ、体育 ジュニアスポーツコーチに知っておいてほしいこと 大橋, 恵 勁草書房 2018 9784326851959 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000055876

1413 780 スポーツ、体育 スポーツ・運動栄養学 第3版（栄養科学シリーズNEXT） 加藤, 秀夫 講談社 2015 9784061553835 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028201

1414 780 スポーツ、体育 スポーツカウンセリング入門 = Introduction to sports counseling 内田, 直 講談社 2011 9784062806565 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028202

1415 780 スポーツ、体育
スポーツ栄養学 ―栄養サポートの理論と実践力をバランスよく身につけ
るために―（ステップアップ栄養・健康科学シリーズ 15）

田中, 紀子 化学同人 2019 9784759819052 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000077985

1416 783 球技
プロ野球の経済学 ―労働経済学の視点で捉えた選手、球団経営、リー
グ運営―

橘木　俊詔 東洋経済新報社 2016 9784492314784 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000044860

1417 783 球技 高校野球の経済学 中島　隆信 東洋経済新報社 2016 9784492314807 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000044861

1418 798 室内娯楽 ビデオゲームの美学 松永, 伸司 慶應義塾大学出版会 2018 9784766425673 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000067735

1419 798 室内娯楽 楽しく学ぶUnity2D超入門講座 森, 巧尚 マイナビ出版 2019 9784839966768 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000083665

1420 801 言語学 スペイン語のムードとモダリティ ―日本語との対照研究の視点から― 福嶌, 教隆 くろしお出版 2019 9784874247990 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000078870
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1421 801 言語学 バイリンガリズム入門 山本, 雅代 大修館書店 2014 9784469245868 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000032019

1422 801 言語学 バイリンガル(2言語使用者) ―その実像と問題点― 山本, 雅代 大修館書店 1991 9784469243079 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000032018

1423 801 言語学 バイリンガルの世界へようこそ ―複数の言語を話すということ― フランソワ・グロジャン 勁草書房 2018 9784326299300 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000064822

1424 801 言語学 英語教育と言語研究 （朝倉日英対照言語学シリーズ 発展編 ; 4） 西原, 哲雄 朝倉書店 2018 9784254516340 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000078520

1425 801 言語学 外国語学習に潜む意識と無意識 （開拓社言語・文化選書 77） 福田, 純也 開拓社 2018 9784758925778 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000079215

1426 801 言語学 現代言語理論の最前線 （開拓社叢書 29） 西原, 哲雄 開拓社 2017 9784758918244 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000079232

1427 801 言語学 言語が生まれるとき・死ぬとき （大修館・ドルフィン・ブックス） 町田, 健 大修館書店 2001 9784469212631 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023471

1428 801 言語学
第2言語ユーザのことばと心 ―マルチコンピテンスからの提言―（開拓社
言語・文化選書 57）

村端, 五郎 開拓社 2016 9784758925570 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000032574

1429 807 研究法、指導法、言語教育 ことばの習得 ―母語獲得と第二言語習得― 鈴木, 孝明 くろしお出版 2012 9784874245446 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000024074

1430 807 研究法、指導法、言語教育
バイリンガル教育の方法 ―12歳までに親と教師ができること― 増補改
訂版

中島, 和子 アルク 2001 9784757402829 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000011202

1431 807 研究法、指導法、言語教育 第二言語習得における束縛原理 ―その利用可能性― 白畑, 知彦 くろしお出版 2006 9784874243497 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000024075

1432 808 叢書、全集、選集 形態論 （朝倉日英対照言語学シリーズ 4） 漆原, 朗子 朝倉書店 2016 9784254515749 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000043477

1433 809 言語生活
「分かりやすい話し方」の技術 ―言いたいことを相手に確実に伝える15
の方法―（ブルーバックス B-1478）

吉田, たかよし 講談社 2005 9784062574785 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028163

1434 809 言語生活
英語で意見を論理的に述べる技術とトレーニング ―発信型英語スー
パースピーキング : 英検1級、通訳ガイド試験、TOEFLやGRE対策として
も有効なスピーキング対策決定版―（Beret books）

植田, 一三 ベレ出版 2004 9784860640484 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025350

1435 809 言語生活 仕事ができる人の黄金のスピーチの技術 西野, 浩輝 東洋経済新報社 2008 9784492043066 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015383

1436 809 言語生活 声と話し方のトレーニング 【スマホ・読上】（平凡社新書 454） 村上, 由美 平凡社 2009 9784582854541 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057988

1437 810 日本語
「視点」の違いから見る日英語の表現と文化の比較 （開拓社言語・文化
選書 75）

尾野, 治彦 開拓社 2018 9784758925754 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000079213

1438 810 日本語
どんなときどう使う日本語語彙学習辞典 ―日本語能力試験N1〜N3の主
要な語彙を網羅 : 英・中・韓・ベトナム4カ国語訳付き―

安藤, 栄里子 アルク 2014 9784757424562 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000072153

1439 810 日本語
どんなときどう使う日本語表現文型辞典 新装版 ―英・中・韓3カ国語訳
付き 日本語能力試験N1～N5の重要表現を網羅―

友松, 悦子 アルク 2010 9784757418868 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001941

1440 810 日本語 まるごと 入門 A1 かつどう ―日本のことばと文化― 国際交流基金 三修社 2013 9784384057522 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000044621
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1441 810 日本語 まるごと 入門 A1 りかい ―日本のことばと文化― 国際交流基金 三修社 2013 9784384057539 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000044622

1442 810 日本語 外国語を身につけるための日本語レッスン 【スマホ・読上】 三森, ゆりか 白水社 2003 9784560049884 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000064598

1443 810 日本語
第二言語の音韻習得と音声言語理解に関与する言語的・社会的要因
（シリーズ言語学と言語教育 17）

山本, 富美子 ひつじ書房 2009 9784894764194 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000031875

1444 810 日本語
通じない日本語 ―世代差・地域差からみる言葉の不思議―【スマホ・読
上】（平凡社新書 861）

窪薗, 晴夫 平凡社 2017 9784582858617 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000058071

1445 810 日本語 日本語教育に役立つ心理学入門 小林, 明子 くろしお出版 2018 9784874247532 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000063003

1446 810 日本語 日本統治下台湾の「国語」普及運動 ―国語講習所の成立とその影響― 藤森, 智子 慶應義塾大学出版会 2016 9784766423068 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027830

1447 811 音声、音韻、文字
漢字とカタカナとひらがな ―日本語表記の歴史―【スマホ・読上】（平凡
社新書 856）

今野, 真二 平凡社 2017 9784582858563 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000058066

1448 814 語彙 ことばが消えたワケ ―時代を読み解く俗語の世界― 米川, 明彦 朝倉書店 2018 9784254510591 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000075581

1449 814 語彙 ことばの借用 （日本語ライブラリー） 沖森, 卓也 朝倉書店 2015 9784254516135 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000031955

1450 814 語彙 日本語のオノマトペ ―音象徴と構造― 浜野, 祥子 くろしお出版 2014 9784874246238 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000024063

1451 815 文法、語法 格と構文 ; ヴォイス （現代日本語文法 2）
日本語記述文法研究
会

くろしお出版 2009 9784874244609 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000024040

1452 815 文法、語法 敬語マスター ―まずはこれだけ三つの基本― 蒲谷, 宏 大修館書店 2014 9784469222357 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023464

1453 815 文法、語法 敬語表現ハンドブック 蒲谷, 宏 大修館書店 2009 9784469221992 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023462

1454 815 文法、語法 構造から見る日本語文法 （開拓社言語・文化選書 6） 三原, 健一 開拓社 2008 9784758925068 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025257

1455 816 文章、文体、作文
コピペと言われないレポートの書き方教室 ―3つのステップ : コピペから
正しい引用へ―

山口, 裕之 新曜社 2013 9784788513457 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000043534

1456 816 文章、文体、作文 これからレポート・卒論を書く若者のために 第2版 酒井, 聡樹 共立出版 2017 9784320005983 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000055943

1457 816 文章、文体、作文
よくわかる卒論の書き方 第2版（やわらかアカデミズム・「わかる」シリー
ズ）

白井, 利明 ミネルヴァ書房 2013 9784623065721 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000045062

1458 816 文章、文体、作文 レポート・論文の書き方入門 第4版 河野, 哲也 慶應義塾大学出版会 2018 9784766425277 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000061483

1459 816 文章、文体、作文 学生による学生のためのダメレポート脱出法 （アカデミック・スキルズ）
慶應義塾大学日吉
キャンパス学習相談
員

慶應義塾大学出版会 2014 9784766421774 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000017468

1460 816 文章、文体、作文
思考を鍛えるレポート・論文作成法 = Developing critical thinking to write
papers 第3版

井下, 千以子 慶應義塾大学出版会 2019 9784766425772 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000074382
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1461 816 文章、文体、作文 卒業論文・修士論文作成の要点整理実践マニュアル 滝川, 好夫 税務経理協会 2014 9784419060862 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015487

1462 816 文章、文体、作文 大学1年生のための伝わるレポートの書き方 都筑, 学 有斐閣 2016 9784641174207 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000034365

1463 816 文章、文体、作文 大学一年生の文章作法 （岩波テキストブックス α） 山本, 幸司 岩波書店 2014 9784000289153 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000081920

1464 816 文章、文体、作文 大学生のための論文・レポートの論理的な書き方 渡邊, 淳子 研究社 2015 9784327384708 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023745

1465 816 文章、文体、作文 日本語表現力 ―アカデミック・ライティングのための基礎トレーニング― 石塚, 正英 朝倉書店 2016 9784254510492 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000041775

1466 816 文章、文体、作文 論文ゼミナール 佐々木, 健一 東京大学出版会 2014 9784130032087 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000017444

1467 816 文章、文体、作文
論文の書き方マニュアル ―ステップ式リサーチ戦略のすすめ―新版（有
斐閣アルマ Advanced）

花井, 等 有斐閣 2014 9784641220362 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000017486

1468 817 読本、解釈、会話
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―（アカデ
ミック・スキルズ）

大出, 敦 慶應義塾大学出版会 2015 9784766422740 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027027

1469 818 方言、訛語
「ハル」敬語考 ―京都語の社会言語史―（ひつじ研究叢書 言語編 ; 第
71巻）

辻, 加代子 ひつじ書房 2009 9784894764163 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000031872

1470 818 方言、訛語 空間と時間の中の方言 ―ことばの変化は方言地図にどう現れるか― 大西, 拓一郎 朝倉書店 2017 9784254510522 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000049034

1471 818 方言、訛語 富山県方言の文法 （ひつじ研究叢書 言語編 ; 第130巻） 小西, いずみ ひつじ書房 2016 9784894767638 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000031889

1472 818 方言、訛語 方言探究法 （シリーズ「日本語探究法」 9） 森下, 喜一 朝倉書店 2001 9784254515091 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002848

1473 820 中国語 戦後台湾の言語政策 ―北京語同化政策と多言語主義― 中川, 仁 東方書店 2009 9784497209061 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002488

1474 820 中国語 中国ビジネス通訳裏話 ―だから、漢語はおもしろい!― 戸毛, 敏美 東方書店 2013 9784497213112 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000014732

1475 820 中国語 中国語のしくみ 新版 池田, 巧 白水社 2014 9784560086636 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000062598

1476 820 中国語 中国語筋トレみっちり基礎編 木本, 一彰 東方書店 2019 9784497219152 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000078885

1477 821 音声、音韻、文字 漢字文化の源流 （京大人気講義シリーズ） 阿辻, 哲次 丸善出版 2009 9784621082058 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000282

1478 821 音声、音韻、文字 中国語の音声 馮, 蘊澤 白帝社 2007 9784891748708 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000047854

1479 824 語彙 キクタン中国語 初級編 ―聞いて覚える中国語単語帳―【音声付】
関西大学中国語教材
研究会

アルク 2008 9784757414686 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000031487

1480 824 語彙 キクタン中国語 初中級編 ―聞いて覚える中国語単語帳―【音声付】
関西大学中国語教材
研究会

アルク 2009 9784757415478 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000031569
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1481 824 語彙 キクタン中国語 中級編 ―聞いて覚える中国語単語帳―【音声付】
関西大学中国語教材
研究会

アルク 2010 9784757419070 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000031570

1482 824 語彙 キクタン中国語 入門編 ―聞いて覚える中国語単語帳―【音声付】
関西大学中国語教材
研究会

アルク 2008 9784757413917 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000031489

1483 825 文法、語法 つたわる中国語文法 ―前置詞・副詞・接続詞を総復習― 林, 松濤 東方書店 2017 9784497217097 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000061713

1484 825 文法、語法 中国語表現とことんトレーニング 紅粉, 芳惠 白水社 2013 9784560086353 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000031633

1485 829 その他の東洋の諸言語 アイヌ語の世界 田村, すゞ子 吉川弘文館 2013 9784642085250 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016262

1486 829 その他の東洋の諸言語 アラビア語表現とことんトレーニング 竹田, 敏之 白水社 2013 9784560086483 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000031631

1487 829 その他の東洋の諸言語 アラビア語文法ハンドブック 新妻, 仁一 白水社 2009 9784560068021 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000060521

1488 829 その他の東洋の諸言語 韓国語似ている名詞使い分けブック ―イラストと解説で違いがわかる― 河村, 光雅 ベレ出版 2018 9784860645564 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000077862

1489 829 その他の東洋の諸言語
初級韓国語学習者の学習態度の変容に関する研究 （シリーズ言語学と
言語教育 37）

齊藤, 良子 ひつじ書房 2018 9784894768796 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000081292

1490 829 その他の東洋の諸言語 日韓対照言語学入門 油谷, 幸利 白帝社 2005 9784891747336 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000043017

1491 830 英語 IELTSスピーキング・ライティング完全攻略 田岡, 千明 アスク出版 2016 9784866390451 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000045621

1492 830 英語 TOEIC L&Rテスト至高の模試600問 ―新形式問題対応― ヒロ前田 アルク 2017 9784757428997 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000044553

1493 830 英語 TOEIC TEST速読WPMトレーニング （Beret books） 西村, 恵美 ベレ出版 2015 9784860644369 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000032868

1494 830 英語 TOEICテスト究極の模試600問 ヒロ前田 アルク 2012 9784757420908 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000031508

1495 830 英語
TOEICテスト攻略トントンメソッド 銅メダルコース Book1 ―英語の師匠
オーガ&セインpresent―

大賀, リヱ 南雲堂 2014 9784523251583 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000022888

1496 830 英語
TOEICテスト攻略トントンメソッド 銅メダルコース Book2 ―英語の師匠
オーガ&セインpresent―

大賀, リヱ 南雲堂 2014 9784523251590 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000022889

1497 830 英語
コミュニカティブな英語教育を考える ―日本の教育現場に役立つ理論と
実践―（アルク選書シリーズ）

上智大学CLTプロ
ジェクト

アルク 2014 9784757424425 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057039

1498 830 英語
英語教育政策 ―世界の言語教育政策論をめぐって―（英語教育学大系
第2巻）

矢野, 安剛 大修館書店 2011 9784469142327 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027388

1499 830 英語 英語多読 ―すべての悩みは量が解決する!― 繁村, 一義 アルク 2018 9784757430785 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000060730

1500 830 英語 英語談話標識用法辞典 ―43の基本ディスコース・マーカー― 松尾, 文子 研究社 2015 9784767434773 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000036831
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1501 830 英語 学びなおしEnglish 小宮, 繁 慶應義塾大学出版会 2016 9784766423013 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027824

1502 830 英語 完全攻略!IELTS 河野, 太一 アルク 2016 9784757426993 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000044559

1503 830 英語 新TOEICテスト中学英語リスニングで600点! 小石, 裕子 アルク 2009 9784757415577 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000072810

1504 830 英語
成長する英語学習者 ―学習者要因と自律学習―（英語教育学大系 第6
巻）

小嶋, 英夫 大修館書店 2010 9784469142365 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027392

1505 830 英語 第二言語習得研究から見た効果的な英語学習法・指導法 村野井, 仁 大修館書店 2006 9784469245134 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000032014

1506 830 英語 日本語の発想・英語の発想 （丸善ライブラリー 247） 山田, 雅重 丸善出版 1997 9784621052471 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000144

1507 831 音声、音韻、文字 音声学・音韻論 （日英語対照による英語学演習シリーズ 1） 窪薗, 晴夫 くろしお出版 1998 9784874241561 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000005676

1508 834 語彙
TOEFL TEST必須英単語5600 ―TOEFL iBT TEST対策決定版―改訂新
版（Beret books）

林, 功 ベレ出版 2011 9784860642822 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000065129

1509 834 語彙 京大学術語彙データベース基本英単語1110
京都大学英語学術語
彙研究グループ

研究社 2009 9784327452216 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023753

1510 835 文法、語法 ネイティブが教えるほんとうの英語の助動詞の使い方 デイビッド・セイン 研究社 2014 9784327452605 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015498

1511 835 文法、語法 ネイティブが教える英語の時制の使い分け デイビッド・セイン 研究社 2016 9784327452742 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000034678

1512 835 文法、語法
レキシカル・グラマーへの招待 ―新しい教育英文法の可能性―（開拓社
言語・文化選書 9）

佐藤, 芳明 開拓社 2009 9784758925099 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025260

1513 835 文法、語法 英語の前置詞 （開拓社言語・文化選書 31） 安藤, 貞雄 開拓社 2012 9784758925310 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025282

1514 835 文法、語法 英語構文を探求する （開拓社言語・文化選書 23） 大庭, 幸男 開拓社 2011 9784758925235 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025274

1515 835 文法、語法 日英対照形容詞・副詞の意味と構文 影山, 太郎 大修館書店 2009 9784469245417 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000032049

1516 835 文法、語法 日英対照動詞の意味と構文 影山, 太郎 大修館書店 2001 9784469244595 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000032048

1517 835 文法、語法 必ずものになる話すための英文法 Step1 入門編1 市橋, 敬三 研究社 2006 9784327451936 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015500

1518 835 文法、語法 必ずものになる話すための英文法 Step2 入門編2 市橋, 敬三 研究社 2006 9784327451943 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015501

1519 835 文法、語法 必ずものになる話すための英文法 Step3 初級編1 市橋, 敬三 研究社 2006 9784327451950 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015502

1520 835 文法、語法 必ずものになる話すための英文法 Step4 初級編2 市橋, 敬三 研究社 2006 9784327451967 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015503
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1521 835 文法、語法 必ずものになる話すための英文法 Step5 中級編1 市橋, 敬三 研究社 2008 9784327452117 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015504

1522 835 文法、語法 必ずものになる話すための英文法 Step6 中級編2 市橋, 敬三 研究社 2008 9784327452124 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015505

1523 835 文法、語法 必ずものになる話すための英文法 Step7 上級編 市橋, 敬三 研究社 2010 9784327452353 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015506

1524 836 文章、文体、作文 ここまで通じる日本人英語 ―新しいライティングのすすめ― 宮田, 学 大修館書店 2002 9784469244779 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023493

1525 836 文章、文体、作文 ネイティブが教える英語の語法とライティング デイビッド・セイン 研究社 2011 9784327452407 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015494

1526 836 文章、文体、作文 英語の表現 （日本語から考える!） 関山, 健治 白水社 2011 9784560085783 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000044804

1527 836 文章、文体、作文 英語論文基礎表現717 安原, 和也 三修社 2011 9784384033526 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000022861

1528 836 文章、文体、作文 自由英作文はじめの1冊 （英語の超人になる!アルク学参シリーズ） 工藤, 洋路 アルク 2018 9784757430662 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000065138

1529 836 文章、文体、作文 論理的な英語が書ける本 崎村, 耕二 大修館書店 2009 9784469245448 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023494

1530 837 読本、解釈、会話 A helping hand （Foundations reading library level 6） Rob Waring センゲージラーニング 2007 9781413028355 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025674

1531 837 読本、解釈、会話 A kitchen love story （Page turners Headwords levels 3） Sue Leathe センゲージラーニング 2011 9781424046393 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015801

1532 837 読本、解釈、会話 A new song for Nina （Page turners Headwords levels 7） Fiona Joseph センゲージラーニング 2015 9781424046591 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015821

1533 837 読本、解釈、会話 All about music （Page turners Headwords levels 4） Julian Thomlinson センゲージラーニング 2012 9781424046461 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015806

1534 837 読本、解釈、会話 All or nothing （Page turners Headwords levels 4） Julian Thomlinson センゲージラーニング 2015 9781424046478 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015810

1535 837 読本、解釈、会話 Around the world in eighty days （Macmillan readers 1, starter level） Jules Verne
マクミランランゲージ
ハウス

2008 9780230026742 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006345

1536 837 読本、解釈、会話 Bad blood （Page turners Headwords levels 9） Sue Leather センゲージラーニング 2011 9781424018390 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015826

1537 837 読本、解釈、会話 Best Friends （Page turners Headwords levels 6） Margaret Johnson センゲージラーニング 2015 9781424046508 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015817

1538 837 読本、解釈、会話 Bigfoot （Page turners Headwords levels 4） Julian Thomlinson センゲージラーニング 2012 9781424046454 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015807

1539 837 読本、解釈、会話 Boys vs. girls （Foundations reading library level 5） Rob Waring センゲージラーニング 2007 9781413028850 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025668

1540 837 読本、解釈、会話 Claws （Macmillan readers 3, elementary level） John Landon
マクミランランゲージ
ハウス

2005 9781405072595 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006378
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1541 837 読本、解釈、会話 Come home （Page turners Headwords levels 1） Sue Leathe センゲージラーニング 2011 9781424046621 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015791

1542 837 読本、解釈、会話 Danny Dark （Page turners Headwords levels 8） Margaret Johnson センゲージラーニング 2011 9781424017935 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015822

1543 837 読本、解釈、会話 Dead before midnight （Page turners Headwords levels 7） Pamela Pollac センゲージラーニング 2011 9781424018413 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015819

1544 837 読本、解釈、会話 Dino nightmare （Page turners Headwords levels 5） Julian Thomlinson センゲージラーニング 2015 9781424046522 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015812

1545 837 読本、解釈、会話 Do I tell? （Foundations reading library Level 4） Rob Waring センゲージラーニング 2006 9781413027945 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025662

1546 837 読本、解釈、会話 Do it! （Foundations reading library level 7） Rob Waring センゲージラーニング 2008 9781413028898 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025680

1547 837 読本、解釈、会話 Does he love me? （Foundations reading library level 6） Rob Waring センゲージラーニング 2007 9781413028348 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025675

1548 837 読本、解釈、会話 Go Jimmy go! （Foundations reading library Level 4） Rob Waring センゲージラーニング 2006 9781413027938 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025663

1549 837 読本、解釈、会話 Gone （Page turners Headwords levels 5） Julian Thomlinson センゲージラーニング 2015 9781424048731 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015814

1550 837 読本、解釈、会話 Gulliver's travels in Lilliput （Macmillan readers 1, starter level） Jonathan Swift
マクミランランゲージ
ハウス

2008 9780230026766 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006334

1551 837 読本、解釈、会話 Hacker （Page turners Headwords levels 2） Sue Leathe センゲージラーニング 2011 9781424046492 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015797

1552 837 読本、解釈、会話 Headwords 1000 : A Disappearing World （Footprint Reading Library） Warning, Ron センゲージラーニング 2007 9781424011605 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000080440

1553 837 読本、解釈、会話
Headwords 1000 : A Special Kind of Neighborhood （Footprint Reading
Library）

Waring, Rob センゲージラーニング 2007 9781424011612 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000080442

1554 837 読本、解釈、会話 Headwords 1000 : Cheese-Rolling Races （Footprint Reading Library） Waring, Rob センゲージラーニング 2007 9781424011667 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000080446

1555 837 読本、解釈、会話 Headwords 1000 : Dinosaur Search. Waring, Rob. センゲージラーニング 2008 9781424011698 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000080449

1556 837 読本、解釈、会話 Headwords 1000 : Farley the Red Panda. Waring, Rob. センゲージラーニング 2008 9781424011582 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000080437

1557 837 読本、解釈、会話 Headwords 1000 : Last of Cheju Divers （Footprint Reading Library） Waring, Rob センゲージラーニング 2007 9781424011650 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000080443

1558 837 読本、解釈、会話
Headwords 1000 : Making Thai Boxing Champ （Footprint Reading
Library）

Waring, Rob センゲージラーニング 2007 9781424011803 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000080447

1559 837 読本、解釈、会話 Headwords 1000 : Puffin Rescue! （Footprint Reading Library） Waring, Rob センゲージラーニング 2007 9781424011711 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000080439

1560 837 読本、解釈、会話 Headwords 1000 : Taiko Master （Footprint Reading Library） Waring, Rob センゲージラーニング 2007 9781424011636 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000080445
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1561 837 読本、解釈、会話 Headwords 1000 : The Memory Man （Footprint Reading Library） Waring, Rob センゲージラーニング 2007 9781424011704 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000080450

1562 837 読本、解釈、会話 Headwords 1000 : Water Sports Adventure （Footprint Reading Library） Waring, Rob センゲージラーニング 2007 9781424011674 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000080448

1563 837 読本、解釈、会話 Headwords 800 : Alaskan Ice Climbing （Footprint Reading Library） Warning, Ron センゲージラーニング 2007 9781424011520 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000080430

1564 837 読本、解釈、会話 Headwords 800 : Arctic Whale Danger! （Footprint Reading Library） Warning, Ron センゲージラーニング 2007 9781424011421 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000080421

1565 837 読本、解釈、会話 Headwords 800 : Columbus & New World （Footprint Reading Library） Waring, Rob センゲージラーニング 2007 9781424011506 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000080427

1566 837 読本、解釈、会話 Headwords 800 : Don't Believe Your Eyes （Footprint Reading Library） Waring, Rob センゲージラーニング 2007 9781424011513 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000080431

1567 837 読本、解釈、会話 Headwords 800 : Dreamtime Painters （Footprint Reading Library） Waring, Rob センゲージラーニング 2007 9781424011490 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000080428

1568 837 読本、解釈、会話 Headwords 800 : Future of a Village （Footprint Reading Library） Waring, Rob センゲージラーニング 2007 9781424011452 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000080424

1569 837 読本、解釈、会話 Headwords 800 : Lost City Machu Picchu （Footprint Reading Library） Warning, Ron センゲージラーニング 2007 9781424011469 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000080426

1570 837 読本、解釈、会話 Headwords 800 : Monkey Party （Footprint Reading Library） Waring, Rob センゲージラーニング 2007 9781424011438 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000080423

1571 837 読本、解釈、会話 Headwords 800 : Snow Magic! （Footprint Reading Library） Waring, Rob センゲージラーニング 2007 9781424011568 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000080434

1572 837 読本、解釈、会話 Headwords 800 : Story of the Hula （Footprint Reading Library） Waring, Rob センゲージラーニング 2007 9781424011537 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000080432

1573 837 読本、解釈、会話 Headwords 800 : Volcano Trek （Footprint Reading Library） Waring, Rob センゲージラーニング 2007 9781424011551 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000080435

1574 837 読本、解釈、会話 Headwords 800 : Young Riders Mongolia （Footprint Reading Library） Warning, Ron センゲージラーニング 2007 9781424011483 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000080429

1575 837 読本、解釈、会話 Heart of a fighter （Page turners Headwords levels 4） Sue Leathe センゲージラーニング 2011 9781424046430 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015808

1576 837 読本、解釈、会話 He's mine （Page turners Headwords levels 2） Julian Thomlinson センゲージラーニング 2015 9781424046638 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015800

1577 837 読本、解釈、会話 I spy （Foundations reading library Level 4） Rob Waring センゲージラーニング 2006 9781413027921 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025664

1578 837 読本、解釈、会話 It's just a cat （Page turners Headwords levels 2） Julian Thomlinson センゲージラーニング 2015 9781424048885 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015799

1579 837 読本、解釈、会話 Joe Faust （Page turners Headwords levels 10） Frank Brennan センゲージラーニング 2011 9781424017966 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015830

1580 837 読本、解釈、会話 Kilimanjaro （Page turners Headwords levels 8） Margaret Johnson センゲージラーニング 2014 9781424048755 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015824
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1581 837 読本、解釈、会話 L.A. detective （Macmillan readers 1, starter level） Philip Prowse
マクミランランゲージ
ハウス

2005 9781405072168 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000009255

1582 837 読本、解釈、会話 L.A. raid （Macmillan readers 2, beginner ｌevel） Philip Prowse
マクミランランゲージ
ハウス

2005 9781405072366 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006351

1583 837 読本、解釈、会話 Let's party! （Foundations reading library level 7） Rob Waring センゲージラーニング 2008 9781413028881 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025681

1584 837 読本、解釈、会話 Light （Page turners Headwords levels 8） Sue Leathe センゲージラーニング 2011 9781424046645 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015823

1585 837 読本、解釈、会話 Lost at sea （Foundations reading library Level 4） Rob Waring センゲージラーニング 2006 9781413027952 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025665

1586 837 読本、解釈、会話 Love by design （Macmillan readers 3, elementary level） Kieran McGovern
マクミランランゲージ
ハウス

2005 9781405072724 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006382

1587 837 読本、解釈、会話 Love online （Foundations reading library level 7） Rob Waring センゲージラーニング 2008 9781413028928 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025682

1588 837 読本、解釈、会話 My mom, the movie star （Foundations reading library level 7） Rob Waring センゲージラーニング 2008 9781413028904 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025683

1589 837 読本、解釈、会話 Mystery on the island （Foundations reading library Level 4） Rob Waring センゲージラーニング 2006 9781413027976 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025666

1590 837 読本、解釈、会話 Nature （Page turners Headwords levels 7） Margaret Johnson センゲージラーニング 2011 9781424046584 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015820

1591 837 読本、解釈、会話 Newspaper boy （Macmillan readers 2, beginner level） John Escott
マクミランランゲージ
ハウス

2005 9781405072458 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006356

1592 837 読本、解釈、会話 No, you can't! （Foundations reading library level 6） Rob Waring センゲージラーニング 2007 9781413028331 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025676

1593 837 読本、解釈、会話 Picture puzzle （Macmillan readers 2, beginner level） John Escott
マクミランランゲージ
ハウス

2005 9781405072489 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006358

1594 837 読本、解釈、会話 Reunited （Page turners Headwords levels 10） Irene Barrall センゲージラーニング 2011 9781424018406 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015831

1595 837 読本、解釈、会話 Road trip （Page turners Headwords levels 1） Sue Leathe センゲージラーニング 2015 9781424048830 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015794

1596 837 読本、解釈、会話 Roommates （Page turners Headwords levels 1） Sue Leathe センゲージラーニング 2011 9781424048977 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015792

1597 837 読本、解釈、会話 Running free （Page turners Headwords levels 3） Sue Leathe センゲージラーニング 2011 9781424046386 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015802

1598 837 読本、解釈、会話 Samurai （Page turners Headwords levels 10） Julian Thomlinson センゲージラーニング 2013 9781424048847 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015832

1599 837 読本、解釈、会話 Sara says no! （Macmillan readers 1, starter level） Norman Whitney
マクミランランゲージ
ハウス

2005 9781405072212 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000009257

1600 837 読本、解釈、会話 Second chances （Page turners Headwords levels 3） Sue Leathe センゲージラーニング 2014 9781424046423 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015804
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1601 837 読本、解釈、会話 Soccer crazy （Page turners Headwords levels 1） Sue Leathe センゲージラーニング 2011 9781424046539 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015793

1602 837 読本、解釈、会話 Somebody better （Page turners Headwords levels 1） Julian Thomlinson センゲージラーニング 2015 9781424046416 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015795

1603 837 読本、解釈、会話 The 400 （Page turners Headwords levels 5） Sue Leathe センゲージラーニング 2015 9781424018437 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015813

1604 837 読本、解釈、会話 The angels （Page turners Headwords levels 3） Sue Leathe センゲージラーニング 2012 9781424046409 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015803

1605 837 読本、解釈、会話 The bear's mouth （Foundations reading library level 5） Rob Waring センゲージラーニング 2006 9781413028874 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025669

1606 837 読本、解釈、会話 The beautiful game （Page turners Headwords levels 2） Sue Leathe センゲージラーニング 2011 9781424048779 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015796

1607 837 読本、解釈、会話 The big test （Foundations reading library level 5） Rob Waring センゲージラーニング 2006 9781413028836 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025670

1608 837 読本、解釈、会話 The boathouse （Page turners Headwords levels 10） Margaret Johnson センゲージラーニング 2014 9781424048854 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015833

1609 837 読本、解釈、会話 The choice （Page turners Headwords levels 6） Sue Leathe センゲージラーニング 2015 9781424046553 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015816

1610 837 読本、解釈、会話
The cut-glass bowl and other stories （Macmillan readers 6, upper
intermediate level）

F. Scott Fitzgerald
マクミランランゲージ
ハウス

2005 9781405073233 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006663

1611 837 読本、解釈、会話 The golden monkey （Foundations reading library level 7） Rob Waring センゲージラーニング 2008 9781413028935 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025684

1612 837 読本、解釈、会話
The legends of Sleepy Hollow and Rip Van Winkle （Macmillan readers 3,
elementary level）

Washington Irving
マクミランランゲージ
ハウス

2005 9780230035119 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006389

1613 837 読本、解釈、会話 The lift （Page turners Headwords levels 3） Julian Thomlinson センゲージラーニング 2015 9781424048878 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015805

1614 837 読本、解釈、会話 The lost wallet （Foundations reading library level 6） Rob Waring センゲージラーニング 2007 9781413028324 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025677

1615 837 読本、解釈、会話 The man from the sky （Page turners Headwords levels 8） Julian Thomlinson センゲージラーニング 2015 9781424046515 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015825

1616 837 読本、解釈、会話 The old promise （Foundations reading library level 6） Rob Waring センゲージラーニング 2007 9781413028379 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025678

1617 837 読本、解釈、会話 The picture in the attic （Page turners Headwords levels 6） Richard MacAndrew センゲージラーニング 2011 9781424017959 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015815

1618 837 読本、解釈、会話 The promise （Macmillan readers 3, elementary level） R.L. Scott-Buccleuch
マクミランランゲージ
ハウス

2005 9781405072779 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006392

1619 837 読本、解釈、会話 The quest （Macmillan readers 3, elementary level） Mandy Loader
マクミランランゲージ
ハウス

2005 9781405072830 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006393

1620 837 読本、解釈、会話 The secret beach （Page turners Headwords levels 5） Jane Rollason センゲージラーニング 2011 9781424018420 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015811
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1621 837 読本、解釈、会話 The secret tunnel （Foundations reading library level 7） Rob Waring センゲージラーニング 2007 9781413028911 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025685

1622 837 読本、解釈、会話 The shipwreck （Foundations reading library Level 4） Rob Waring センゲージラーニング 2006 9781413027969 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025667

1623 837 読本、解釈、会話 The stranger （Page turners Headwords levels 12） Andrew Watson センゲージラーニング 2012 9781424048922 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015840

1624 837 読本、解釈、会話 The truth machine （Macmillan readers 2, beginner level） Norman Whitney
マクミランランゲージ
ハウス

2005 9781405072540 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006373

1625 837 読本、解釈、会話 The yellow field （Page turners Headwords levels 9） Andrew Watson センゲージラーニング 2015 9781424048748 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015829

1626 837 読本、解釈、会話 Think Daniela! （Foundations reading library level 5） Rob Waring センゲージラーニング 2006 9781413028867 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025671

1627 837 読本、解釈、会話 This is London （Macmillan readers 2, beginner level） Philip Prowse
マクミランランゲージ
ハウス

2006 9780230035096 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006374

1628 837 読本、解釈、会話 Three tales of deadly desire （Page turners Headwords levels 6） Pamela Pollac センゲージラーニング 2014 9781424046546 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015818

1629 837 読本、解釈、会話 Treasure island （Macmillan readers 3, elementary level）
Robert Louis
Stevenson

マクミランランゲージ
ハウス

2005 9781405072847 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006395

1630 837 読本、解釈、会話 Trouble at sea （Foundations reading library level 6） Rob Waring センゲージラーニング 2007 9781413028362 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025679

1631 837 読本、解釈、会話 Trust （Page turners Headwords levels 4） Sue Leathe センゲージラーニング 2011 9781424046447 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015809

1632 837 読本、解釈、会話 Where's Lorena? （Foundations reading library level 5） Rob Waring センゲージラーニング 2006 9781413028843 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025672

1633 837 読本、解釈、会話 Who's best? （Foundations reading library level 5） Rob Waring センゲージラーニング 2006 9781413028829 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025673

1634 837 読本、解釈、会話 You just don't know her （Page turners Headwords levels 2） Sue Leathe センゲージラーニング 2011 9781424046485 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015798

1635 837 読本、解釈、会話
キリスト教・ユダヤ教・イスラム教の知識と英語を身につける （Beret
books）

石井, 隆之 ベレ出版 2011 9784860642990 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025339

1636 837 読本、解釈、会話
スラスラ読める最初の1000語 【音声付】（究極の英語リーディング :
Standard Vocabulary List Vol.1）

アルク 2014 9784757424661 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027607

1637 837 読本、解釈、会話 英語スピーキング力 ―4技能+αで全方位から集中攻略― 植田, 一三
クロスメディアラン
ゲージ

2016 9784844374916 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000075285

1638 837 読本、解釈、会話 英語で話す力。 ―141のサンプル・スピーチで鍛える!―【音声付】 長尾　和夫 三修社 2016 9784384058352 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000087362

1639 837 読本、解釈、会話
英語朗読でたのしむ日本文学 = Gems of japanese literature 【スマホ・読
上】

青谷, 優子 アルク 2019 9784757433342 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000076259

1640 837 読本、解釈、会話 留学英会話ハンドブック ―Campus English A to Z―改訂版 仁木, 久恵 研究社 2010 9784327452285 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015507
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1641 840 ドイツ語 ドイツ語のしくみ 新版 清野, 智昭 白水社 2014 9784560086568 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000056800

1642 846 文章、文体、作文 Eメールのドイツ語 トーマス, シュタール 白水社 2012 9784560085912 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023328

1643 846 文章、文体、作文 どんどん話せるドイツ語作文トレーニング 時田, 伊津子 三修社 2016 9784384057935 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000044601

1644 846 文章、文体、作文 手紙・メールのドイツ語 マルコ・ラインデル 三修社 2011 9784384055931 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000044615

1645 847 読本、解釈、会話 日本人が知りたいドイツ人の当たり前 ―ドイツ語リーディング― 鎌田, タベア 三修社 2016 9784384058512 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000044593

1646 855 文法、語法 フランス語文法総解説 = Compendium de la grammaire française 町田, 健 研究社 2015 9784327394332 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000034681

1647 860 スペイン語 スペイン語のしくみ 新版 岡本, 信照 白水社 2014 9784560086551 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000056799

1648 860 スペイン語 スペイン語の世界 岡本, 信照 慶應義塾大学出版会 2018 9784766425338 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000061480

1649 865 文法、語法 中級スペイン語読みとく文法 西村, 君代 白水社 2014 9784560086735 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000064600

1650 866 文章、文体、作文 手紙・メールのスペイン語
カルロス・アルバロ・
ベルチリ

三修社 2015 9784384055955 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000044617

1651 874 語彙
キクタンイタリア語　初級編 ―聞いて覚えるイタリア語単語帳― 【音声
付】

森田　学 アルク 2012 9784757422506 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000082247

1652 874 語彙 使えるイタリア語単語3700 佐藤, 徳和 ベレ出版 2017 9784860645281 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000077846

1653 877 読本、解釈、会話 イタリア語の表現 （日本語から考える!） 大上, 順一 白水社 2011 9784560085592 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000044807

1654 879 その他のロマンス諸語 ルーマニア語 （ニューエクスプレスプラス） 鈴木, 信吾 白水社 2019 9784560088128 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000082961

1655 880 ロシア語 ロシア語のしくみ 新版 黒田, 龍之助 白水社 2014 9784560086681 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000056807

1656 893 その他のヨーロッパの諸言語 フィンランド語 （ニューエクスプレスプラス） 山川, 亜古 白水社 2018 9784560087930 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000075853

1657 901 文学理論・作法 あなたは今、この文章を読んでいる。 ―パラフィクションの誕生― 佐々木, 敦 慶應義塾大学出版会 2014 9784766421620 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016920

1658 901 文学理論・作法 日本の笑いと世界のユーモア ―異文化コミュニケーションの観点から― 大島, 希巳江 世界思想社教学社 2006 9784790712169 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000044648

1659 904 論文集、評論集、講演集 遠読 ―「世界文学システム」への挑戦― フランコ・モレッティ みすず書房 2016 9784622079729 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000031985

1660 910 日本文学 森鷗外 ―もう一つの実像―（歴史文化ライブラリー 39） 白崎, 昭一郎 吉川弘文館 1998 9784642054393 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000044964
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1661 911 詩歌 古今和歌集 （新日本古典文学大系 5） 紀, 友則 岩波書店 1989 9784002400051 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000014986

1662 913 小説、物語 源氏物語とは何か （源氏物語講座 1） 今井, 卓爾 勉誠出版 1991 9784585020127 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000012556

1663 913 小説、物語 正訳源氏物語 第10冊 ―本文対照― 紫式部 勉誠出版 2017 9784585295808 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000043658

1664 913 小説、物語 正訳源氏物語 第1冊 ―本文対照― 紫式部 勉誠出版 2015 9784585295716 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000031078

1665 913 小説、物語 正訳源氏物語 第5冊 ―本文対照― 紫式部 勉誠出版 2016 9784585295754 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000031386

1666 913 小説、物語 日本昔噺 （東洋文庫 692） 巌谷, 小波 平凡社 2001 9784582806922 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000005113

1667 914 評論、エッセイ、随筆 枕草子 （新日本古典文学大系 25） 清少納言 岩波書店 1991 9784002400259 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023507

1668 918 作品集 拾遺和歌集 （新日本古典文学大系 7） 小町谷, 照彦 岩波書店 1990 9784002400075 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000014988

1669 921 詩歌、韻文、詩文 詩経雅頌 1 （東洋文庫 635） 白川, 静 平凡社 1998 9784582806359 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000004169

1670 921 詩歌、韻文、詩文 詩経雅頌 2 （東洋文庫 636） 白川, 静 平凡社 1998 9784582806366 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000004170

1671 921 詩歌、韻文、詩文 詩経国風 （東洋文庫 518） 白川, 静 平凡社 1990 9784582805185 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000004050

1672 929 その他の東洋文学 マハーバーラタ入門 ―インド神話の世界― 沖田, 瑞穂 勉誠出版 2019 9784585210528 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000076007

1673 929 その他の東洋文学 ルバーイヤート （平凡社ライブラリー 679） オマル・ハイヤーム 平凡社 2009 9784582766790 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015751

1674 930 英米文学 ヘンリー・ソロー野生の学舎 今福, 龍太 みすず書房 2016 9784622079781 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000034408

1675 932 戯曲 ヴェニスの商人 （対訳・注解研究社シェイクスピア選集 3） シェイクスピア 研究社 2005 9784327180034 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000362

1676 932 戯曲 ヴェニスの商人 （白水Uブックス . シェイクスピア全集 14）
ウィリアム・シェイクス
ピア

白水社 1983 9784560070147 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006021

1677 932 戯曲 お気に召すまま （白水Uブックス . シェイクスピア全集 21）
ウィリアム・シェイクス
ピア

白水社 1983 9784560070215 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006028

1678 932 戯曲 ハムレット （対訳・注解研究社シェイクスピア選集 8） シェイクスピア 研究社 2004 9784327180089 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000367

1679 932 戯曲 マクベス （対訳・注解研究社シェイクスピア選集 7） シェイクスピア 研究社 2004 9784327180072 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000366

1680 932 戯曲 マクベス （白水Uブックス . シェイクスピア全集 29）
ウィリアム・シェイクス
ピア

白水社 1983 9784560070291 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006036
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1681 932 戯曲 リア王 （対訳・注解研究社シェイクスピア選集 9） シェイクスピア 研究社 2005 9784327180096 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000368

1682 932 戯曲 リア王 （白水Uブックス . シェイクスピア全集 28）
ウィリアム・シェイクス
ピア

白水社 1983 9784560070284 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006035

1683 932 戯曲 ロミオとジュリエット （対訳・注解研究社シェイクスピア選集 5） シェイクスピア 研究社 2007 9784327180058 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000364

1684 932 戯曲 夏の夜の夢 （白水Uブックス . シェイクスピア全集 12）
ウィリアム・シェイクス
ピア

白水社 1983 9784560070123 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006019

1685 932 戯曲 真夏の夜の夢 （対訳・注解研究社シェイクスピア選集 2） シェイクスピア 研究社 2005 9784327180027 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000361

1686 932 戯曲 甦るシェイクスピア ―没後四〇〇周年記念論集―
日本シェイクスピア協
会

研究社 2016 9784327472344 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000079612

1687 933 小説、物語 O.ヘンリー「最後の一葉」 （深読み名作文学） 横山, 千晶 慶應義塾大学出版会 2015 9784766422115 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000026425

1688 933 小説、物語
彼らは廃馬を撃つ 【スマホ・読上】（白水Uブックス . 海外小説 : 永遠の本
棚）

ホレス・マッコイ 白水社 2015 9784560072004 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000062541

1689 936 記録、手記、ルポルタージュ 世界と僕のあいだに タナハシ・コーツ 慶應義塾大学出版会 2017 9784766423914 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000041667

1690 938 作品集 トム・ソーヤーの冒険 【スマホ・読上】（マーク・トウェインコレクション 6） マーク・トウェイン 彩流社 1996 9784882023753 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000080736

1691 943 小説、物語 初版グリム童話集 1 【スマホ・読上】（白水Uブックス） ヤーコプ・グリム 白水社 2007 9784560071649 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000062531

1692 943 小説、物語 初版グリム童話集 2 【スマホ・読上】（白水Uブックス） ヤーコプ・グリム 白水社 2007 9784560071656 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000062532

1693 950 フランス文学
フランス文学名作と主人公 ―名作と主人公―（明快案内シリーズ . 読書
入門 : archive edition）

加藤, 民男 自由国民社 2009 9784426108212 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007758

1694 950 フランス文学 恋するフランス文学 小倉, 孝誠 慶應義塾大学出版会 2012 9784766419900 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015327

1695 954 評論、エッセイ、随筆 ヴァレリー・セレクション 上 （平凡社ライブラリー 528） ポール・ヴァレリー 平凡社 2005 9784582765281 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000017965

1696 960 スペイン文学 概説スペイン文学史 佐竹, 謙一 研究社 2009 9784327377274 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023743

1697 971 詩 ダンテ 新装版（人と思想 65） 野上　素一 清水書院 2016 9784389420659 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000086208

1698 980 ロシア・ソビエト文学
ロシア文学 ―名作と主人公―（明快案内シリーズ . 読書入門 : archive
edition）

水野, 忠夫 自由国民社 2009 9784426108229 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007761

1699 991 ギリシア文学 イーリアス 下 （平凡社ライブラリー 476） ホメーロス 平凡社 2003 9784582764765 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000045712

1700 991 ギリシア文学 イーリアス 上 （平凡社ライブラリー 473） ホメーロス 平凡社 2003 9784582764734 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000045711
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1701 991 ギリシア文学 ギリシア悲劇ノート 【スマホ・読上】 丹下, 和彦 白水社 2009 9784560080283 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000062561

1702 992 ラテン文学 恋の技法 （平凡社ライブラリー 97） オウィディウス 平凡社 1995 9784582760972 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000045683
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