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1 5人のプロに聞いた!一生モノの学ぶ技術・働く技術 有斐閣 2017 阿部, 正浩 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000048992 002.000 総記 知識、学問、学術

2 大学1年生からの研究の始めかた 慶應義塾大学出版会 2016 西山, 敏樹 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000034389 002.700 総記 知識、学問、学術

3 人文・社会科学のための研究倫理ガイドブック 慶應義塾大学出版会 2015 眞嶋, 俊造 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027025 002.700 総記 知識、学問、学術

4 ICTことば辞典 ―ネット時代のニュースがよくわかる250の重要キーワード― 三省堂 2015 大谷, 和利 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023907 007.000 総記 情報科学

5 情報科学の基礎知識 新版 朝倉書店 2014 宮内, ミナミ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000020206 007.000 総記 情報科学

6 学生のための基礎Java 東京電機大学出版局 2011 照井, 博志 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001708 007.000 総記 情報科学

7 考える情報学2.0 ―アクティブ・ラーニングのための事例集―改訂 樹村房 2016 中西, 裕 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000036835 007.000 総記 情報科学

8 IT研究者のひらめき本棚 ―ビブリオ・トーク : 私のオススメ― 近代科学社 2017 情報処理学会 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000046348 007.000 総記 情報科学

9
はじめてのAIアプリケーション ―C言語で作るネットワークエージェントと機械学習
―

オーム社 2010 小高, 知宏 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002688 007.100 総記 情報科学

10 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― オーム社 2012 小坂, 直敏 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000003894 007.100 総記 情報科学

11 情報・符号理論 （OHM大学テキスト） オーム社 2013 楫, 勇一 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016493 007.100 総記 情報科学

12 ニューラルネットワークとファジィ信号処理 （ディジタル信号処理ライブラリー 9） コロナ社 1998 谷萩, 隆嗣 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000010649 007.100 総記 情報科学

13 メタヒューリスティクスとナチュラルコンピューティング コロナ社 2012 古川, 正志 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000017681 007.100 総記 情報科学

14 入門パターン認識と機械学習 コロナ社 2014 後藤, 正幸 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000018563 007.100 総記 情報科学

15 システム方法論 ―システム的なものの見方・考え方― コロナ社 2014 岩下, 基 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000022782 007.100 総記 情報科学

16 知能の原理 ―身体性に基づく構成論的アプローチ― 共立出版 2010 Pfeifer, Rolf https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000013042 007.100 総記 情報科学

17 情報の数理 （シリーズ数学の世界 2） 朝倉書店 2002 山本, 慎 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002958 007.100 総記 情報科学

18 教養としての認知科学 東京大学出版会 2016 鈴木, 宏昭 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027806 007.100 総記 情報科学

19 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） 講談社 2017 神永, 正博 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057459 007.100 総記 情報科学

20
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）

講談社 2018 金丸, 隆志 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057475 007.100 総記 情報科学

21
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）

講談社 2012 高岡, 詠子 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028196 007.100 総記 情報科学

22
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）

講談社 2014 高岡, 詠子 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028227 007.100 総記 情報科学

23 量子コンピュータ ―超並列計算のからくり―（ブルーバックス B-1469） 講談社 2005 竹内, 繁樹 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028555 007.100 総記 情報科学

24 量子コンピューター （今度こそわかるシリーズ） 講談社 2015 西野, 友年 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028828 007.100 総記 情報科学

25
Machine Learning実践の極意 ―機械学習システム構築の勘所をつかむ!―
（Impress top gear）

インプレスＲ＆Ｄ／イ
ンプレスビジネスメ

2017 Henrik Brink https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000048167 007.130 総記 情報科学

26
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）

インプレスＲ＆Ｄ／イ
ンプレスビジネスメ

2018 Sebastian Raschka https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000052302 007.130 総記 情報科学

27 機械学習で超解像-super resolution 【スマホ・読上】（TensorFlowはじめました 2）
インプレスＲ＆Ｄ／イ
ンプレスビジネスメ

2017 有山, 圭二 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000064225 007.130 総記 情報科学

28 マンガでわかる人工知能 ―all about artificial intelligence―
インプレスＲ＆Ｄ／イ
ンプレスビジネスメ

2017 藤木, 俊明 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000043598 007.130 総記 情報科学

29 エンジニアのためのAI入門 （Think IT Books）
インプレスＲ＆Ｄ／イ
ンプレスビジネスメ

2017 Think IT編集部 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000043880 007.130 総記 情報科学

30
いちばんやさしい人工知能ビジネスの教本 ―人気講師が教えるAI・機械学習の事
業化―

インプレスＲ＆Ｄ／イ
ンプレスビジネスメ

2017 二木, 康晴 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000044024 007.130 総記 情報科学

31
TensorFlow機械学習クックブック ―Pythonベースの活用レシピ60+―（Impress top
gear）

インプレスＲ＆Ｄ／イ
ンプレスビジネスメ

2017 Nick McClure https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000044767 007.130 総記 情報科学

32 機械学習入門 ―ボルツマン機械学習から深層学習まで― オーム社 2016 大関, 真之 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000040937 007.130 総記 情報科学

33 Chainer v2による実践深層学習 (ディープラーニング) オーム社 2017 新納, 浩幸 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000047765 007.130 総記 情報科学

34 強化学習と深層学習 ―C言語によるシミュレーション― オーム社 2017 小高, 知宏 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000048175 007.130 総記 情報科学

35
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―

オーム社 2018 小高, 知宏 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000055939 007.130 総記 情報科学

36 坂本真樹先生が教える人工知能がほぼほぼわかる本 オーム社 2017 坂本, 真樹 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000042704 007.130 総記 情報科学

37 教師なし学習入門 （わかりやすいパターン認識  続） オーム社 2014 石井, 健一郎 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000024479 007.130 総記 情報科学

38 人工知能の基礎 第2版 オーム社 2015 馬場口, 登 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000024493 007.130 総記 情報科学

39
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―

オーム社 2015 伊庭, 斉志 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028103 007.130 総記 情報科学

40
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―

オーム社 2016 小高, 知宏 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028105 007.130 総記 情報科学

41 Excelで学ぶ進化計算 ―ExcelによるGAシミュレーション― オーム社 2016 伊庭, 斉志 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028106 007.130 総記 情報科学

42 実装ディープラーニング オーム社 2016 藤田, 一弥 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000040938 007.130 総記 情報科学

43 入門機械学習による異常検知 ―Rによる実践ガイド― コロナ社 2015 井手, 剛 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000026820 007.130 総記 情報科学

44 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― コロナ社 2012 新谷, 虎松 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000017712 007.130 総記 情報科学

45 例題で学ぶ知能情報入門 コロナ社 2015 大堀, 隆文 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028107 007.130 総記 情報科学

46 人工知能の方法 ―ゲームからWWWまで― コロナ社 2014 伊庭, 斉志 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000020200 007.130 総記 情報科学

47
やさしく学ぶ機械学習を理解するための数学のきほん ―アヤノ&ミオと一緒に学ぶ
機械学習の理論と数学、実装まで―

マイナビ出版 2017 立石, 賢吾 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000061904 007.130 総記 情報科学

48 いちばんやさしいAI「人工知能」超入門 マイナビ出版 2018 大西, 可奈子 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000064629 007.130 総記 情報科学

49 人工知能入門 共立出版 2015 小高, 知宏 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027444 007.130 総記 情報科学

50 現場で使える!TensorFlow開発入門 ―Kerasによる深層学習モデル構築手法― 翔泳社 2018 太田, 満久 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000058370 007.130 総記 情報科学

51 Pythonで動かして学ぶ!あたらしい機械学習の教科書 翔泳社 2018 伊藤, 真 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000058388 007.130 総記 情報科学

52 イラストで学ぶ機械学習 ―最小二乗法による識別モデル学習を中心に― 講談社 2013 杉山, 将 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028175 007.130 総記 情報科学

53 イラストで学ぶ人工知能概論 講談社 2014 谷口, 忠大 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028177 007.130 総記 情報科学

54
オンライン機械学習 = Online machine learning （MLP機械学習プロフェッショナルシ
リーズ）

講談社 2015 海野, 裕也 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028183 007.130 総記 情報科学
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55
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）

講談社 2015 竹内, 一郎 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028192 007.130 総記 情報科学

56
機械学習のための確率と統計 = Probability and statistics for machine learning
（MLP機械学習プロフェッショナルシリーズ）

講談社 2015 杉山, 将 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028344 007.130 総記 情報科学

57 深層学習 = Deep learning （MLP機械学習プロフェッショナルシリーズ） 講談社 2015 岡谷, 貴之 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028365 007.130 総記 情報科学

58 超実践アンサンブル機械学習 近代科学社 2016 武藤, 佳恭 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000042124 007.130 総記 情報科学

59 一人称研究のすすめ ―知能研究の新しい潮流― 近代科学社 2015 諏訪, 正樹 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000033127 007.130 総記 情報科学

60 人工知能とは 近代科学社 2016 松尾, 豊 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000033179 007.130 総記 情報科学

61 情報と職業 改訂2版（IT text） オーム社 2015 駒谷, 昇一 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000031981 007.300 総記 情報科学

62 デジタル・ミレニアムの到来 ―ネット社会における消費者―（丸善ライブラリー 291） 丸善出版 1999 名和, 小太郎 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000147 007.300 総記 情報科学

63
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）

共立出版 2016 土井, 美和子 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000041360 007.300 総記 情報科学

64 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― 勁草書房 2016 成原, 慧 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000031945 007.300 総記 情報科学

65 情報社会の「哲学」 ―グーグル・ビッグデータ・人工知能― 勁草書房 2016 大黒, 岳彦 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000034347 007.300 総記 情報科学

66 情報モラル&情報セキュリティ ―32の事例でわかりやすく解説!―
富士通エフ・オ－・エ
ム

2015 富士通エフ・オー・エム https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000020134 007.300 総記 情報科学

67 インターネット法 = Internet law 有斐閣 2015 松井, 茂記 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000034355 007.300 総記 情報科学

68 ITナビゲーター 2012年版 東洋経済新報社 2011
野村総合研究所ICT・メディア産業コン
サルティング部

https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002186 007.300 総記 情報科学

69 ITロードマップ 2012年版 ―情報通信技術は5年後こう変わる!― 東洋経済新報社 2011 野村総合研究所イノベーション開発部 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002187 007.300 総記 情報科学

70
モバイルネットワーク時代の情報倫理 ―被害者・加害者にならないためのメディア
リテラシー―第2版

近代科学社 2015 山住, 富也 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000033165 007.300 総記 情報科学

71 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― 勁草書房 2016 半澤, 誠司 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027437 007.350 総記 情報科学

72 ITナビゲーター 2013年版 東洋経済新報社 2012
野村総合研究所ICT・メディア産業コン
サルティング部

https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000005442 007.350 総記 情報科学

73 ITロードマップ 2013年版 ―情報通信技術は5年後こう変わる! ― 東洋経済新報社 2012 野村総合研究所イノベーション開発部 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000005443 007.350 総記 情報科学

74 シリコンバレーの英語 ―スタートアップ天国のしくみ― ＩＢＣパブリッシング 2015 ロッシェル・カップ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000033643 007.350 総記 情報科学

75 文献管理ツールMendeleyガイドブック アトムス 2018 坂東, 慶太 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000060326 007.500 総記 情報科学

76 情報管理学 ―学士力のための情報活用能力基盤― コロナ社 2015 深井, 裕二 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027233 007.500 総記 情報科学

77 情報探索と情報利用 （図書館・情報学シリーズ 2） 勁草書房 2001 田村, 俊作 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000014127 007.500 総記 情報科学

78 情報検索の理論と技術 （図書館・情報学シリーズ 3） 勁草書房 1998 岸田, 和明 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000014128 007.500 総記 情報科学

79 入門デジタルアーカイブ ―まなぶ・つくる・つかう― 勉誠出版 2017 柳, 与志夫 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000052060 007.500 総記 情報科学

80 学術情報と知的所有権 ―オーサシップの市場化と電子化― 東京大学出版会 2002 名和, 小太郎 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000002 007.500 総記 情報科学

81
7つのデータベース7つの世界 ―PostgreSQL, Riak, HBase, MongoDB, CouchDB,
Neo4J, Redis―

オーム社 2013 Eric Redmond https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007365 007.600 総記 情報科学

82 ディジタル作法 ―カーニハン先生の「情報」教室― オーム社 2013 Brian W. Kernighan https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007366 007.600 総記 情報科学

83 論理回路 （コンピュータサイエンス教科書シリーズ 5） コロナ社 2013 曽和, 将容 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000017732 007.600 総記 情報科学

84 高性能コンピュータ技術の基礎 マイナビ出版 2011 Ando, Hisa https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000013041 007.600 総記 情報科学

85
生命科学・医療系のための情報リテラシー ―情報検索からレポート,研究発表まで
―第3版

丸善出版 2018 飯島, 史朗 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000060129 007.600 総記 情報科学

86
一人から始めるユーザーエクスペリエンス ―デザインを成功へと導くチームビル
ディングと27のUXメソッド―

丸善出版 2015 LEAH BULEY https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000026665 007.600 総記 情報科学

87 計算の科学 （岩波講座計算科学 1） 岩波書店 2013 宇川, 彰 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000014972 007.600 総記 情報科学

88 計算と宇宙 （岩波講座計算科学 2） 岩波書店 2012 宇川, 彰 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000014973 007.600 総記 情報科学

89 計算と物質 （岩波講座計算科学 3） 岩波書店 2012 押山, 淳 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000014974 007.600 総記 情報科学

90 計算と生命 （岩波講座計算科学 4） 岩波書店 2012 柳田, 敏雄 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000014975 007.600 総記 情報科学

91 計算と地球環境 （岩波講座計算科学 5） 岩波書店 2012 住, 明正 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000014976 007.600 総記 情報科学

92 計算と社会 （岩波講座計算科学 6） 岩波書店 2012 杉原, 正顯 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000014977 007.600 総記 情報科学

93 スーパーコンピュータ （岩波講座計算科学 別巻） 岩波書店 2012 小柳, 義夫 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000014978 007.600 総記 情報科学

94 学生のための画像処理プログラミング演習 ―Visual C++.NET版― 東京電機大学出版局 2012 村上, 伸一 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006518 007.600 総記 情報科学

95 プロの情報収集術 （週刊東洋経済eビジネス新書 No.210） 東洋経済新報社 2016 東洋経済新報社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000044031 007.600 総記 情報科学

96 図解コンピュータアーキテクチャ入門 第2版 森北出版 2011 堀, 桂太郎 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000032949 007.600 総記 情報科学

97 基礎から学ぶコンピュータアーキテクチャ 森北出版 2008 遠藤, 敏夫 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000032950 007.600 総記 情報科学

98 ITの基礎 （ファーストステップ） 近代科学社 2011 国友, 義久 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000033181 007.600 総記 情報科学

99 学生のためのアカデミック情報リテラシー ―Office2016対応― ｎｏａ出版 2017 阿部, 勘一 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000041583 007.600 総記 情報科学

100
ソーシャル・ビッグデータサイエンス入門 ―基本概念からマイニング技術, 応用まで
―

コロナ社 2014 石川, 博 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000026465 007.609 総記 情報科学

101
サイバーセキュリティ入門 ―私たちを取り巻く光と闇―（共立スマートセレクション =
Kyoritsu smart selection 7）

共立出版 2016 猪俣, 敦夫 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000031966 007.609 総記 情報科学

102
広がる利用、見えてきた脅威 2017―つながる社会へ着実な備えを―（情報セキュリ
ティ白書）

情報処理推進機構 2017 情報処理推進機構 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000043894 007.609 総記 情報科学

103 情報セキュリティ白書 （2016） 情報処理推進機構 2016 情報処理推進機構 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000030313 007.609 総記 情報科学

104 データ分析とデータサイエンス = Data assay & data science 近代科学社 2015 柴田, 里程 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000033172 007.609 総記 情報科学

105 DEOS ―変化しつづけるシステムのためのディペンダビリティ工学― 近代科学社 2014 所, 真理雄 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000033154 007.610 総記 情報科学

106 テキパキこなす!ゼッタイ定時に帰るエクセルの時短テク121
インプレスＲ＆Ｄ／イ
ンプレスビジネスメ

2017 尾崎, 裕子 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000052188 007.630 総記 情報科学

107
最強のパソコン仕事時短術 ―Windows・Excel・Word・PowerPoint―（Impress
mook）

インプレスＲ＆Ｄ／イ
ンプレスビジネスメ

2017 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000052189 007.630 総記 情報科学

108 できるOffice365 2016年度版
インプレスＲ＆Ｄ／イ
ンプレスビジネスメ

2016 インサイトイメージ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000043446 007.630 総記 情報科学

109 形式手法入門 ―ロジックによるソフトウェア設計― オーム社 2012 中島, 震 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000004979 007.630 総記 情報科学
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110 情報活用Excel 2016/2013 （30時間アカデミック） 実教出版 2017 飯田, 慈子 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000052322 007.630 総記 情報科学

111 Androidアプリ開発の教科書 ―基礎&応用力をしっかり育成!―（CodeZine BOOKS） 翔泳社 2018 斉藤, 新三 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000058382 007.630 総記 情報科学

112
カラー図解Excel「超」効率化マニュアル ―面倒な入力作業を楽にする―（ブルー
バックス B-1999）

講談社 2017 立山, 秀利 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057429 007.630 総記 情報科学

113
シンプルに使うパソコン術 ―傑作フリーソフトでつくる快適環境―（ブルーバックス
B-1564）

講談社 2007 鐸木, 能光 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028198 007.630 総記 情報科学

114
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）

講談社 2013 宮野, 公樹 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028125 007.630 総記 情報科学

115
理系のためのExcelグラフ入門 ―実験データを正しく伝える技術―（ブルーバックス
B-1837）

講談社 2013 金丸, 隆志 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028540 007.630 総記 情報科学

116 情報倫理ハンドブック 2017年度版 ｎｏａ出版 2017 noa出版 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000044013 007.630 総記 情報科学

117 Windows10基本マスターブック 改訂2版（できるポケット）
インプレスＲ＆Ｄ／イ
ンプレスビジネスメ

2016 法林, 岳之 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000039263 007.634 総記 情報科学

118 Windows 10困った!&便利技213 改訂2版（できるポケット）
インプレスＲ＆Ｄ／イ
ンプレスビジネスメ

2016 広野, 忠敏 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000039264 007.634 総記 情報科学

119 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） 講談社 2016 奈佐原, 顕郎 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057422 007.634 総記 情報科学

120 スッキリわかるC言語入門
インプレスＲ＆Ｄ／イ
ンプレスビジネスメ

2018 中山, 清喬 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000056853 007.640 総記 情報科学

121 できるキッズ子どもと学ぶScratchプログラミング入門
インプレスＲ＆Ｄ／イ
ンプレスビジネスメ

2017 竹林, 暁 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000043648 007.640 総記 情報科学

122 パソコンで楽しむ自分で動かす人工知能
インプレスＲ＆Ｄ／イ
ンプレスビジネスメ

2017 中島, 能和 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000044532 007.640 総記 情報科学

123
いちばんやさしいPythonの教本 ―人気講師が教える基礎からサーバサイド開発ま
で―

インプレスＲ＆Ｄ／イ
ンプレスビジネスメ

2017 鈴木, たかのり https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000044768 007.640 総記 情報科学

124
Kinect v2プログラミング実践 ―医療やビジネスで注目されるKinect v2多機能セン
サーの可能性を広げる実践プログラムを学ぼう!―（Think IT Books）

インプレスＲ＆Ｄ／イ
ンプレスビジネスメ

2015 薬師寺, 国安 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025469 007.640 総記 情報科学

125
Kinect v2プログラミング入門 ―Visual Basicで構築するセンサーアプリ集 : Unity連
携でモーションキャプチャも実現できる!―v1.0.0版（Think IT Books）

インプレスＲ＆Ｄ／イ
ンプレスビジネスメ

2014 薬師寺, 国安 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025478 007.640 総記 情報科学

126 スッキリわかるJava入門 [入門編] 第2版
インプレスＲ＆Ｄ／イ
ンプレスビジネスメ

2014 国本, 大悟 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025494 007.640 総記 情報科学

127 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― オーム社 2008 伊庭, 斉志 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002663 007.640 総記 情報科学

128 ARMマイコンによる組込みプログラミング入門 ―ロボットで学ぶC言語―改訂2版 オーム社 2018 ヴイストン https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000055938 007.640 総記 情報科学

129 達人プログラマー 新装版 ―職人から名匠への道― オーム社 2016 Andrew Hunt https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000036320 007.640 総記 情報科学

130 Cによるソフトウェア開発の基礎 ―データ構造とアルゴリズムの基礎から― オーム社 2009 小高, 知宏 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002672 007.640 総記 情報科学

131 7つの言語7つの世界 ―Ruby，Io，Prolog，Scala，Erlang, Clojure and Haskell― オーム社 2011 Bruce A. Tate https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002714 007.640 総記 情報科学

132 ARプログラミング ―Processingでつくる拡張現実感のレシピ― オーム社 2012 橋本, 直 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000005054 007.640 総記 情報科学

133 Pythonではじめよう! ―たのしいプログラミング― オーム社 2014 Jason R. Briggs https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016527 007.640 総記 情報科学

134 C言語プログラミング基本例題88+88 コロナ社 2017 冨永, 和人 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000050921 007.640 総記 情報科学

135
MATLABによるシステムプログラミング ―プロセス・ロボット・非線形システム制御
からDCS構築まで―

コロナ社 2016 鄧, 明聡 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000041283 007.640 総記 情報科学

136 ICTビジネス （メディア学大系 8） コロナ社 2015 榊, 俊吾 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027453 007.640 総記 情報科学

137
スマートスピーカー×AIプログラミング ―自分でつくる人工知能 : Amazon Echo、
Google Home対応―

マイナビ出版 2018 ポンダッド https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000064631 007.640 総記 情報科学

138 ハードウェアを知り、ソフトウェアを書く （Write Great Code Vol.1） マイナビ出版 2006 Randall Hyde https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025192 007.640 総記 情報科学

139 低いレベルで考え、高いレベルで書く （Write Great Code Vol.2） マイナビ出版 2006 Randall Hyde https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025193 007.640 総記 情報科学

140
目指せプログラマー!プログラミング超入門 Visual Studio Community・C#編 ―プロ
グラミング的な考え方をしっかり身につけよう―

マイナビ出版 2015 掌田, 津耶乃 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025206 007.640 総記 情報科学

141 速習C言語入門 ―脳に定着する新メソッドで必ず身につく―第2版 マイナビ出版 2012 菅原, 朋子 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025222 007.640 総記 情報科学

142 Visual C#2013画像処理・数値プログラミング （Mynavi advanced library） マイナビ出版 2014 石立, 喬 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025223 007.640 総記 情報科学

143 開発ツールを使って学ぶ!C言語プログラミング マイナビ出版 2014 坂井, 弘亮 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025225 007.640 総記 情報科学

144 Xcode5ではじめるObjective‐Cプログラミング ラトルズ 2014 大津, 真 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025112 007.640 総記 情報科学

145 Objective‐C超入門 ―ゼロからしっかり学べるiPhoneプログラミング―改訂第3版 ラトルズ 2014 大川内, 隆朗 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025128 007.640 総記 情報科学

146 夢みるプログラム ―人工無脳・チャットボットで考察する会話と心のアルゴリズム― ラトルズ 2016 加藤, 真一 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000032809 007.640 総記 情報科学

147
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）

共立出版 2014 佐渡, 一広 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023076 007.640 総記 情報科学

148
C言語 （未来へつなぐデジタルシリーズ = Connection to the future with digital
series 30）

共立出版 2014 今野, 将 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027222 007.640 総記 情報科学

149 楽しく学べるC言語 共立出版 2016 長尾, 文孝 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000031968 007.640 総記 情報科学

150 最新プログラミング技術入門「C言語」 （基礎シリーズ） 実教出版 2005 伊理, 正夫 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000004418 007.640 総記 情報科学

151 はじめてのプログラミング C言語編 実教出版 2003 野地, 保 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000004515 007.640 総記 情報科学

152 はじめてのプログラミング Java編 実教出版 2003 野地, 保 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000004516 007.640 総記 情報科学

153 はじめて学ぶC言語入門 改訂版 実教出版 2001 斎藤, 奈保子 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000004517 007.640 総記 情報科学

154 プログラミング入門C言語 （情報処理技術者テキスト） 実教出版 2005 浅井, 宗海 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000004518 007.640 総記 情報科学

155 初級C言語 ―やさしいC― 実教出版 2010 後藤, 良和 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007543 007.640 総記 情報科学

156 入門C言語 実教出版 2014 筧, 捷彦 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023089 007.640 総記 情報科学

157
C#エンジニア養成読本 ―はじめて学ぶC#から最新C#6.0まで情報満載!―
（Software design plusシリーズ）

技術評論社 2015 岩永, 信之 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000032360 007.640 総記 情報科学

158 C言語プログラミングなるほど実験室 ―コンピュータのしくみがよくわかる!― 技術評論社 2015 矢沢, 久雄 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000032774 007.640 総記 情報科学

159 はじめて学ぶC言語プログラミング入門講座 技術評論社 2014 西村, 広光 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000032775 007.640 総記 情報科学

160 アセンブリ言語スタートブック ―CASL II &COMET II で学ぶ― 技術評論社 2009 高田, 美樹 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000032776 007.640 総記 情報科学
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161 かんたんC# （プログラミングの教科書） 技術評論社 2010 伊藤, 達也 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000032780 007.640 総記 情報科学

162 かんたんC言語 （プログラミングの教科書） 技術評論社 2010 大川内, 隆朗 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000032781 007.640 総記 情報科学

163 かんたんJava （プログラミングの教科書） 技術評論社 2010 今川, 美保 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000032782 007.640 総記 情報科学

164 アルゴリズム理論入門 新版 朝倉書店 2014 岩間, 一雄 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000020208 007.640 総記 情報科学

165 ビギナーズFORTRANプログラミング 東京電機大学出版局 1991 若山, 芳三郎 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001422 007.640 総記 情報科学

166 Javaで学ぶ数値解析 東京電機大学出版局 2005 和光システム研究所 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001182 007.640 総記 情報科学

167 学生のための詳解C 東京電機大学出版局 2007 中村, 隆一 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001244 007.640 総記 情報科学

168 C言語によるH8マイコン制御 東京電機大学出版局 2005 浅川, 毅 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001336 007.640 総記 情報科学

169 学生のための基礎C 東京電機大学出版局 2005 若山, 芳三郎 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001414 007.640 総記 情報科学

170 学生のためのC++ 東京電機大学出版局 1997 中村, 隆一 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001415 007.640 総記 情報科学

171 FORTRANの学び方  改訂版（コンピュータ学習シリーズ） 東京電機大学出版局 1987 高宮, 英郎 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001421 007.640 総記 情報科学

172 1ランク上のPICマイコンプログラミング ―シミュレータとデバッガの活用法― 東京電機大学出版局 2013 高田, 直人 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006499 007.640 総記 情報科学

173 GPUプログラミング入門 ―CUDA5による実装― 講談社 2013 伊藤, 智義 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028166 007.640 総記 情報科学

174
脱入門者のExcel VBA ―自力でプログラミングする極意を学ぶ―（ブルーバックス
B-1962）

講談社 2016 立山, 秀利 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028439 007.640 総記 情報科学

175 入門者のExcelVBA ―初めての人にベストな学び方―（ブルーバックス B-1769） 講談社 2012 立山, 秀利 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028510 007.640 総記 情報科学

176 実例で学ぶExcel VBA ―定番プログラムを使いこなす―（ブルーバックス B-1802） 講談社 2013 立山, 秀利 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028851 007.640 総記 情報科学

177 使える!MATLAB/Simulinkプログラミング 講談社 2007 青山, 貴伸 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028839 007.640 総記 情報科学

178
プログラミング20言語習得法 ―初心者のための実践独習ガイド―（ブルーバックス
B-1881）

講談社 2014 小林, 健一郎 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028283 007.640 総記 情報科学

179
入門者のJavaScript ―作りながら学ぶwebプログラミング―（ブルーバックス B-
1850）

講談社 2014 立山, 秀利 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028511 007.640 総記 情報科学

180 Rubyで数独 ―AIプログラミング入門― 近代科学社 2016 佐藤, 理史 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000039297 007.640 総記 情報科学

181 C言語で学ぶコンピュータ科学とプログラミング 近代科学社 2017 小高, 知宏 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000042112 007.640 総記 情報科学

182 アルゴリズムの基礎とデータ構造 ―数理とCプログラム― 近代科学社 2017 浅野, 孝夫 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000042113 007.640 総記 情報科学

183 はじめてのアルゴリズム 近代科学社 2013 上原, 隆平 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000033145 007.640 総記 情報科学

184 JavaとUMLで学ぶオブジェクト指向プログラミング 近代科学社 2014 半田, 久志 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000033152 007.640 総記 情報科学

185 コンピュータ科学とプログラミング入門 ―コンピュータとアルゴリズムの基礎― 近代科学社 2015 小高, 知宏 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000033170 007.640 総記 情報科学

186 あるごりずむ 近代科学社 2006 広瀬, 貞樹 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000033198 007.640 総記 情報科学

187
フリーフォント最強Selections ―Google Fonts・和文・多言語―（デジタル素材
BOOK）

インプレスＲ＆Ｄ／イ
ンプレスビジネスメ

2019 インプレス編集部 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000076558 007.642 総記 情報科学

188 CGリテラシーPhotoshop & Illustrator CC+CS6 実教出版 2015 影山, 明俊 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000033513 007.642 総記 情報科学

189 デジタル写真自由自在 ―ワードで楽しく写真をアレンジ―（趣味発見!プレミアム）
富士通エフ・オ－・エ
ム

2015 富士通エフ・オー・エム株式会社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000024338 007.642 総記 情報科学

190
C言語による画像処理プログラミング入門 : サンプルプログラムから学ぶ ―サンプ
ルプログラムから学ぶ―新版

朝倉書店 2014 長尾, 智晴 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000020209 007.642 総記 情報科学

191 新ほめられデザイン事典写真レタッチ・加工 ―Photoshop― 翔泳社 2018 永楽, 雅也 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000067585 007.642 総記 情報科学

192 図書館・情報学研究入門 勁草書房 2005 三田図書館・情報学会 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000024246 010.000 総記 図書館、図書館学

193 メタデータとウェブサービス （わかる!図書館情報学シリーズ 第3巻） 勉誠出版 2016 日本図書館情報学会研究委員会 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000041435 010.000 総記 図書館、図書館学

194 新しい時代の図書館情報学 （有斐閣アルマ Interest） 有斐閣 2013 山本, 順一 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016403 010.000 総記 図書館、図書館学

195 図書館概論 改訂（現代図書館情報学シリーズ 1） 樹村房 2017 高山, 正也 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000045652 010.000 総記 図書館、図書館学

196 図書館概論 （現代図書館情報学シリーズ 1） 樹村房 2011 高山, 正也 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015907 010.000 総記 図書館、図書館学

197 情報サービス演習 （現代図書館情報学シリーズ 7） 樹村房 2012 原田, 智子 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015913 010.000 総記 図書館、図書館学

198 拝啓市長さま、こんな図書館をつくりましょう みすず書房 2016 アントネッラ・アンニョリ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000030861 010.100 総記 図書館、図書館学

199 図書・図書館史 （現代図書館情報学シリーズ 11） 樹村房 2012 佃, 一可 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015917 010.200 総記 図書館、図書館学

200 歴史に見る日本の図書館 ―知的精華の受容と伝承― 勁草書房 2016 高山, 正也 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027853 010.210 総記 図書館、図書館学

201 図書館情報学用語辞典  第4版 丸善出版 2013
日本図書館情報学会用語辞典編集委
員会

https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000011083 010.330 総記 図書館、図書館学

202 図書館の基本を求めて 7 大学教育出版 2015 田井, 郁久雄 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000032128 010.400 総記 図書館、図書館学

203 図書館の基本を求めて 6 大学教育出版 2014 田井, 郁久雄 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000032146 010.400 総記 図書館、図書館学

204 情報の評価とコレクション形成 （わかる!図書館情報学シリーズ 第2巻） 勉誠出版 2015 日本図書館情報学会研究委員会 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000026574 010.800 総記 図書館、図書館学

205 電子書籍と電子ジャーナル 1（わかる!図書館情報学シリーズ 第1巻） 勉誠出版 2014 日本図書館情報学会研究委員会 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000018365 010.800 総記 図書館、図書館学

206 図書館制度・経営論 （現代図書館情報学シリーズ 2） 樹村房 2013 糸賀, 雅児 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015908 011.000 総記 図書館政策、図書館行財政

207 図書館施設論 （現代図書館情報学シリーズ 12） 樹村房 2014 植松, 貞夫 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015918 012.000 総記 図書館建築、図書館設備

208 文化情報資源と図書館経営 ―新たな政策論をめざして― 勁草書房 2015 柳, 与志夫 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000018210 013.000 総記 図書館管理

209 図書館人物事典 日外アソシエーツ 2017 日本図書館文化史研究会 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000049647 013.100 総記 図書館管理

210 図書館情報技術論 （現代図書館情報学シリーズ 3） 樹村房 2014 杉本, 重雄 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015909 013.800 総記 図書館管理

211 知識資源のメタデータ 第2版 勁草書房 2016 谷口, 祥一 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027857 014.000 総記 資料の収集、資料の整理、資料の保管

212 知識資源のメタデータ 勁草書房 2007 谷口, 祥一 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000024247 014.000 総記 資料の収集、資料の整理、資料の保管

213 情報資源組織演習 改訂（現代図書館情報学シリーズ 10） 樹村房 2017 小西, 和信 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000045654 014.000 総記 資料の収集、資料の整理、資料の保管

214 情報資源組織論 改訂（現代図書館情報学シリーズ 9） 樹村房 2016 田窪, 直規 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000030954 014.000 総記 資料の収集、資料の整理、資料の保管

215 図書館情報資源概論 （現代図書館情報学シリーズ 8） 樹村房 2012 高山, 正也 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015914 014.000 総記 資料の収集、資料の整理、資料の保管

216 情報資源組織論 （現代図書館情報学シリーズ 9） 樹村房 2011 田窪, 直規 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015915 014.000 総記 資料の収集、資料の整理、資料の保管

217 情報資源組織演習 （現代図書館情報学シリーズ 10） 樹村房 2013 小西, 和信 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015916 014.000 総記 資料の収集、資料の整理、資料の保管

218 米国国立医学図書館分類法 2016年版 日本語版 日本医学図書館協会 2017 日本医学図書館協会 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000043548 014.460 総記 資料の収集、資料の整理、資料の保管

219
ささえあう図書館 ―「社会装置」としての新たなモデルと役割―（ライブラリーぶっく
す）

勉誠出版 2016 青柳, 英治 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027775 015.000 総記 図書館奉仕、図書館活動

220 知って得する図書館の楽しみかた （ライブラリーぶっくす） 勉誠出版 2016 吉井, 潤 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027776 015.000 総記 図書館奉仕、図書館活動

221 図書館サービス概論 （現代図書館情報学シリーズ 4） 樹村房 2012 宮部, 頼子 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015910 015.000 総記 図書館奉仕、図書館活動
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222 やってみよう図書館での医療・健康情報サービス 第3版 日本医学図書館協会 2017
日本医学図書館協会医療・健康情報
ワーキンググループ

https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000042107 015.200 総記 図書館奉仕、図書館活動

223 情報サービス演習 改訂（現代図書館情報学シリーズ 7） 樹村房 2016 原田, 智子 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000045653 015.200 総記 図書館奉仕、図書館活動

224 情報サービス論 （現代図書館情報学シリーズ 5） 樹村房 2012 山崎, 久道 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015911 015.200 総記 図書館奉仕、図書館活動

225 情報基盤としての図書館 続 （図書館の現場 3） 勁草書房 2004 根本, 彰 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000024251 016.200 総記 各種の図書館

226 地方自治と図書館 ―「知の地域づくり」を地域再生の切り札に― 勁草書房 2016 片山, 善博 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000041303 016.210 総記 各種の図書館

227 図書館はまちの真ん中 ―静岡市立御幸町図書館の挑戦―（図書館の現場 6） 勁草書房 2007 竹内, 比呂也 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000024252 016.215 総記 各種の図書館

228 児童サービス論 （現代図書館情報学シリーズ 6） 樹村房 2012 植松, 貞夫 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015912 016.280 総記 各種の図書館

229
図書館を変える! ―ウェブスケールディスカバリー入門―（ジャパンナレッジライブラ
リアンシリーズ）

ネットアドバンス 2016 飯野, 勝則 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000041757 017.700 総記 学校図書館

230 大学図書館経営論 勁草書房 2011 加藤, 好郎 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000024249 017.700 総記 学校図書館

231 大学図書館の運営 （図書館・情報学シリーズ 7） 勁草書房 1985 高鳥, 正夫 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000014129 017.700 総記 学校図書館

232 大学図書館専門職員の歴史 ―戦後日本で設置・教育を妨げた要因とは― 勁草書房 2016 利根川, 樹美子 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027205 017.710 総記 学校図書館

233 図書館の再出発 ―ICU図書館の15年― 大学教育出版 2007 畠山, 珠美 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000031827 017.714 総記 学校図書館

234 専門図書館の役割としごと 勁草書房 2017 青柳, 英治 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000046013 018.000 総記 専門図書館

235 大学教育と読書 ―大学生協からの問題提起― 大学教育出版 2017 玉, 真之介 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000052523 019.200 総記 読書、読書法

236 絵本の風がふくとき ―子どもが絵本色に染まる― かもがわ出版 2014 舟橋, 斉 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000014386 019.530 総記 読書、読書法

237 書物と権力 ―中世文化の政治学―（歴史文化ライブラリー 473） 吉川弘文館 2018 前田　雅之 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000063515 020.210 総記 図書、書誌学

238 閑板書国巡礼記 （東洋文庫 639） 平凡社 1998 斎藤, 昌三 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000004173 020.400 総記 図書、書誌学

239 南方熊楠生誕150年 （書物學 = Bibliology 10） 勉誠出版 2017 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000041950 020.500 総記 図書、書誌学

240 著作権法概論 勁草書房 2014 斉藤, 博 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000017600 021.200 総記 著作、編集

241 標準著作権法 = Copyright law from the ground up 第3版　◆新版配信中(第4版) 有斐閣 2016 高林, 龍 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000042223 021.200 総記 著作、編集

242 著作権法 = Copyright law （有斐閣ストゥディア . 知的財産法 2） 有斐閣 2016 駒田, 泰土 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000034363 021.200 総記 著作、編集

243 著作権法 第2版 有斐閣 2014 中山, 信弘 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000017592 021.200 総記 著作、編集

244 学術書の編集者 慶應義塾大学出版会 2016 橘, 宗吾 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000033504 021.400 総記 著作、編集

245 いきなりPDF速攻マニュアル ラトルズ 2018 阿部, 信行 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000051020 021.490 総記 著作、編集

246 ICTを活用した出版と図書館の未来 ―立命館大学文学部のアクティブラーニング― 出版メディアパル 2018 湯浅, 俊彦 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000052390 023.000 総記 出版

247 大学生が考えたこれからの出版と図書館 ―立命館大学文学部湯浅ゼミの軌跡― 出版メディアパル 2017 湯浅, 俊彦 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000042138 023.000 総記 出版

248 EPUB戦記 ―電子書籍の国際標準化バトル― 慶應義塾大学出版会 2016 小林, 龍生 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000033505 023.000 総記 出版

249
電子書籍アクセシビリティの研究 ―視覚障害者等への対応からユニバーサルデザ
インへ　―【スマホ・読上付】

東洋大学出版会 2017 松原, 聡 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000045967 023.000 総記 出版

250
犯罪報道におけるジェンダー問題に関する研究 ―ジェンダーとメディアの視点から
―

学文社 2014 四方, 由美 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000020273 070.150 総記 ジャ－ナリズム、新聞

251 ジャーナリズムの国籍 ―途上国におけるメディアの公共性を問う― 慶應義塾大学出版会 2015
慶応義塾大学メディア・コミュニケーショ
ン研究所

https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027187 070.200 総記 ジャ－ナリズム、新聞

252
新聞は大震災を正しく伝えたか ―学生たちの紙面分析―（早稲田大学ブックレット
: 「震災後」に考える 18）

早稲田大学出版部 2012 花田, 達朗 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000008411 070.210 総記 ジャ－ナリズム、新聞

253 フィクションの哲学 改訂版 勁草書房 2017 清塚, 邦彦 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000043964 116.300 哲学 論理学、弁証法［弁証法的論理学］、方法論

254
「日常」の回復 ―江戸儒学の「仁」の思想に学ぶ―（早稲田大学ブックレット : 「震
災後」に考える 15）

早稲田大学出版部 2012 土田, 健次郎 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000008408 121.530 哲学 日本思想

255 安藤昌益からみえる日本近世 東京大学出版会 2004 若尾, 政希 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000025 121.590 哲学 日本思想

256 墨子 （東洋文庫 599） 平凡社 1996 薮内, 清 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000004136 124.300 哲学 先秦思想、諸子百家

257 ロゴスと深淵 ―ギリシア哲学探究― 東京大学出版会 2000 山本, 巍 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000004 131.000 哲学 古代哲学

258 イギリス哲学・思想事典 研究社 2007 日本イギリス哲学会 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000351 133.100 哲学 近代哲学

259 経験と存在 ―カントの超越論的哲学の帰趨― 東京大学出版会 2002 円谷, 裕二 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000016 134.200 哲学 ドイツ・オーストリア哲学

260 ヘーゲル哲学と無の論理 東京大学出版会 2001 高山, 守 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000015 134.400 哲学 ドイツ・オーストリア哲学

261 論理哲学論考 ; 草稿1914-1916 ; 論理形式について （ウィトゲンシュタイン全集 1） 大修館書店 1975 L.ウィトゲンシュタイン https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000004200 134.970 哲学 ドイツ・オーストリア哲学

262 哲学的考察 （ウィトゲンシュタイン全集 2） 大修館書店 1978 L.ウィトゲンシュタイン https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000004201 134.970 哲学 ドイツ・オーストリア哲学

263 哲学的文法 1 （ウィトゲンシュタイン全集 3） 大修館書店 1975 L.ウィトゲンシュタイン https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000004202 134.970 哲学 ドイツ・オーストリア哲学

264 哲学的文法 2 （ウィトゲンシュタイン全集 4） 大修館書店 1976 L.ウィトゲンシュタイン https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000004203 134.970 哲学 ドイツ・オーストリア哲学

265 ウィトゲンシュタインとウィーン学団 . 倫理学講話 （ウィトゲンシュタイン全集 5） 大修館書店 1976 L.ウィトゲンシュタイン https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000004204 134.970 哲学 ドイツ・オーストリア哲学

266
青色本・茶色本 . 「個人的経験」および「感覚与件」について . フレーザー『金枝篇』
について （ウィトゲンシュタイン全集 6）

大修館書店 1975 L.ウィトゲンシュタイン https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000004205 134.970 哲学 ドイツ・オーストリア哲学

267 数学の基礎 （ウィトゲンシュタイン全集 7） 大修館書店 1976 L.ウィトゲンシュタイン https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000004206 134.970 哲学 ドイツ・オーストリア哲学

268 哲学探究 （ウィトゲンシュタイン全集 8） 大修館書店 1976 L.ウィトゲンシュタイン https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000004207 134.970 哲学 ドイツ・オーストリア哲学

269 確実性の問題 . 断片 （ウィトゲンシュタイン全集 9） 大修館書店 1975 L.ウィトゲンシュタイン https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000004208 134.970 哲学 ドイツ・オーストリア哲学

270 講義集 （ウィトゲンシュタイン全集 10） 大修館書店 1977 L.ウィトゲンシュタイン https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000004209 134.970 哲学 ドイツ・オーストリア哲学

271 心理学の哲学 1 （ウィトゲンシュタイン全集 補巻1） 大修館書店 1985 L.ウィトゲンシュタイン https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000004210 134.970 哲学 ドイツ・オーストリア哲学

272 心理学の哲学 2 （ウィトゲンシュタイン全集 補巻2） 大修館書店 1988 L.ウィトゲンシュタイン https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000004211 134.970 哲学 ドイツ・オーストリア哲学

273 心理学の7つの大罪 ―真の科学であるために私たちがすべきこと― みすず書房 2019 クリス・チェインバーズ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000078469 140.000 哲学 心理学

274 心理学入門一歩手前 ―「心の科学」のパラドックス― 勁草書房 2009 道又, 爾 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000024267 140.000 哲学 心理学

275 ゼロからはじめる心理学・入門 ―人の心を知る科学―（有斐閣ストゥディア） 有斐閣 2015 金沢, 創 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027204 140.000 哲学 心理学

276
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―

有斐閣 2015 今田, 寛 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000026433 140.000 哲学 心理学

277
人はなぜだまされるのか ―進化心理学が解き明かす「心」の不思議―（ブルーバッ
クス B-1732）

講談社 2011 石川, 幹人 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028131 140.000 哲学 心理学

278 公認心理師のための基礎心理学 ―出題基準対応― 金芳堂 2019 子安, 増生 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000076868 140.000 哲学 心理学

279 最新心理学事典 平凡社 2013 内田, 伸子 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000024209 140.330 哲学 心理学
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280
社会心理学のための統計学 ―心理尺度の構成と分析―（心理学のための統計学
3）

誠信書房 2017 清水, 裕士 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000063132 140.700 哲学 心理学

281 心理学編 （臨床心理士指定大学院対策鉄則10&キーワード100） 講談社 2014 宮川, 純 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028564 140.700 哲学 心理学

282 臨床心理士指定大学院対策鉄則10&キーワード25 心理統計編 講談社 2015 宮川, 純 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028565 140.700 哲学 心理学

283 臨床心理士指定大学院対策鉄則10&過去問30 院試実戦編 講談社 2015 坂井, 剛 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028566 140.700 哲学 心理学

284 はじめよう実験心理学 ―MATLABとPsychtoolboxを使って― 勁草書房 2015 実吉, 綾子 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025050 140.750 哲学 心理学

285 天才を生んだ孤独な少年期 ―ダ・ヴィンチからジョブズまで― 新曜社 2015 熊谷, 高幸 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000043532 141.180 哲学 普通心理学、心理各論

286 先天盲開眼者の視覚世界 東京大学出版会 2000 鳥居, 修晃 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000010 141.210 哲学 普通心理学、心理各論

287 視覚世界の謎に迫る ―脳と視覚の実験心理学―（ブルーバックス B-1501） 講談社 2005 山口, 真美 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028846 141.210 哲学 普通心理学、心理各論

288 直感を裏切るデザイン・パズル ―脳と勝負する―（ブルーバックス B-1928） 講談社 2015 馬場, 雄二 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028496 141.210 哲学 普通心理学、心理各論

289 ことばの発達と認知の心理学 東京大学出版会 2003 鹿取, 廣人 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000011 141.330 哲学 普通心理学、心理各論

290 論理的な考え方伝え方 ―根拠に基づく正しい議論のために― 慶應義塾大学出版会 2015 狩野, 光伸 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000026636 141.500 哲学 普通心理学、心理各論

291 「判断力」を強くする ―正しく判断するための14の指針―（ブルーバックス B-1773） 講談社 2012 藤沢, 晃治 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057322 141.500 哲学 普通心理学、心理各論

292 「こころのクセ」を考える ―まじめA子ちゃん、おおいにさとる―（マンガこころbooks） 講談社 2005 志野, 靖史 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028150 141.500 哲学 普通心理学、心理各論

293
オブジェクト認知 ―統合された表象と理解 = Object perception―（シリーズ統合的
認知 第2巻）

勁草書房 2016 新美, 亮輔 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027431 141.510 哲学 普通心理学、心理各論

294 基礎から学ぶ認知心理学 ―人間の認識の不思議―（有斐閣ストゥディア） 有斐閣 2015 服部, 雅史 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027054 141.510 哲学 普通心理学、心理各論

295
謎解き・人間行動の不思議 ―感覚・知覚からコミュニケーションまで―（ブルーバッ
クス B-1654）

講談社 2009 北原, 義典 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028132 141.510 哲学 普通心理学、心理各論

296
超常現象をなぜ信じるのか ―思い込みを生む「体験」のあやうさ―（ブルーバックス
B-1229）

講談社 1998 菊池, 聡 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028494 141.510 哲学 普通心理学、心理各論

297 情動と発達・教育 ―子どもの成長環境―（情動学シリーズ 3） 朝倉書店 2015 伊藤, 良子 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000034375 141.600 哲学 普通心理学、心理各論

298 情動と意思決定 ―感情と理性の統合―（情動学シリーズ 4） 朝倉書店 2015 渡邊, 正孝 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000034377 141.600 哲学 普通心理学、心理各論

299 情動の進化 ―動物から人間へ―（情動学シリーズ 1） 朝倉書店 2015 渡辺, 茂 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000026686 141.600 哲学 普通心理学、心理各論

300 情動の仕組みとその異常 （情動学シリーズ 2） 朝倉書店 2015 山脇, 成人 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025069 141.600 哲学 普通心理学、心理各論

301 性格はどのようにして決まるのか ―遺伝子、環境、エピジェネティックス― 新曜社 2015 土屋, 廣幸 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000043524 141.900 哲学 普通心理学、心理各論

302 発達心理学 ―健やかで幸せな発達をめざして― 丸善出版 2015 松原, 達哉 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000026649 143.000 哲学 発達心理学

303 発達心理学事典 丸善出版 2013 日本発達心理学会 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006234 143.000 哲学 発達心理学

304 心理学で文学を読む ―困難を乗り越える力を育む― 新曜社 2015 山岸, 明子 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000043523 143.000 哲学 発達心理学

305 新錯視図鑑 ―脳がだまされる奇妙な世界を楽しむ・解き明かす・つくりだす― 誠文堂新光社 2018 杉原, 厚吉 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000082277 145.500 哲学 異常心理学

306 こころの健康を支える臨床心理学 学研メディカル秀潤社 2012 山蔦, 圭輔 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002208 146.000 哲学 臨床心理学、精神分析学

307 臨床心理学 （New liberal arts selection） 有斐閣 2015 丹野, 義彦 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025046 146.000 哲学 臨床心理学、精神分析学

308 レジリエンスは身につけられるか ―個人差に応じた心のサポートのために― 東京大学出版会 2015 平野, 真理 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000026414 146.000 哲学 臨床心理学、精神分析学

309 精神分析を語る みすず書房 2013 藤山, 直樹 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016248 146.100 哲学 臨床心理学、精神分析学

310 意味としての心 ―「私」の精神分析用語辞典― みすず書房 2014 北山, 修 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016251 146.100 哲学 臨床心理学、精神分析学

311 精神療法家の本棚 ―私はこんな本に交わってきた― みすず書房 2014 成田, 善弘 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016257 146.800 哲学 臨床心理学、精神分析学

312 心理療法とスピリチュアリティ 勁草書房 2011 石川, 勇一 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000024269 146.800 哲学 臨床心理学、精神分析学

313 公認心理師技法ガイド ―臨床の場で役立つ実践のすべて― 文光堂 2019 下山, 晴彦 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000078430 146.800 哲学 臨床心理学、精神分析学

314 音楽療法 第3版（補完・代替医療） 金芳堂 2017 高橋, 多喜子 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000043031 146.800 哲学 臨床心理学、精神分析学

315
公認心理師試験必勝キーワード66 ―313の関連キーワードでさくさく学べる予想問
題付き―（こころJob Books）

メディカ出版 2019 長内, 優樹 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000078005 146.890 哲学 臨床心理学、精神分析学

316 忙しい人のための公認心理師試験対策問題集 上巻 明誠書林 2019 青山, 有希 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000084305 146.890 哲学 臨床心理学、精神分析学

317 忙しい人のための公認心理師試験対策問題集 下巻 明誠書林 2019 青山, 有希 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000084306 146.890 哲学 臨床心理学、精神分析学

318 霊はあるか ―科学の視点から―（ブルーバックス B-1382） 講談社 2002 安斎, 育郎 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028567 147.600 哲学 超心理学、心霊研究

319 占術大集成 (ブリハット・サンヒター) 1 ―古代インドの前兆占い―（東洋文庫 589） 平凡社 1995 ヴァラーハミヒラ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000004126 148.000 哲学 相法、易占

320 占術大集成 (ブリハット・サンヒター) 2 ―古代インドの前兆占い―（東洋文庫 590） 平凡社 1995 ヴァラーハミヒラ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000004127 148.000 哲学 相法、易占

321 情報の倫理学 （現代社会の倫理を考える 15） 丸善出版 2003 水谷, 雅彦 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000169 150.000 哲学 倫理学、道徳

322 メタ倫理学入門 ―道徳のそもそもを考える― 勁草書房 2017 佐藤, 岳詩 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000047714 150.000 哲学 倫理学、道徳

323 倫理学は科学になれるのか ―自然主義的メタ倫理説の擁護― 勁草書房 2016 蝶名林, 亮 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000034341 150.000 哲学 倫理学、道徳

324 日本倫理思想史 東京大学出版会 2003 佐藤, 正英 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000013 150.210 哲学 倫理学、道徳

325
Soul of Japan ―the visible essence : annotated photographs to explain the
essence of Japanese thought―

ＩＢＣパブリッシング 2012 水野, 克比古 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000033617 150.210 哲学 倫理学、道徳

326 応用倫理学事典 丸善出版 2008 加藤, 尚武 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000565 150.360 哲学 倫理学、道徳

327 合意形成とルールの倫理学 ―応用倫理学のすすめ 3―（丸善ライブラリー 360） 丸善出版 2002 加藤, 尚武 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000157 150.400 哲学 倫理学、道徳

328 武士道 （対訳ニッポン） ＩＢＣパブリッシング 2008 新渡戸, 稲造 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000033637 156.000 哲学 武士道

329 環境倫理学のすすめ （丸善ライブラリー 032） 丸善出版 1991 加藤, 尚武 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000160 158.000 哲学 その他の特定主題

330
正直、仕事のこと考えると憂鬱すぎて眠れない。 ―リアルすぎる!仕事の悩みあるあ
る図鑑―

東洋経済新報社 2019 じゅえき太郎 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000081327 159.400 哲学 人生訓、教訓

331 宗教学事典 丸善出版 2010 星野, 英紀 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000325 160.330 哲学 宗教

332 宗教事象事典 みすず書房 2019 レジーヌ・アズリア https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000081703 160.360 哲学 宗教

333 世界宗教百科事典 丸善出版 2012 世界宗教百科事典編集委員会 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000003614 160.360 哲学 宗教

334 世界の宗教と人口 （人口学ライブラリー 13） 原書房 2013 早瀬, 保子 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025538 162.000 哲学 宗教史・事情

335 外国人によく聞かれる日本の宗教 （対訳ニッポン） ＩＢＣパブリッシング 2011 ジェームス・M.バーダマン https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000033631 162.100 哲学 宗教史・事情

336 「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― 東京大学出版会 2002 池澤, 優 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000008 163.300 哲学 原始宗教、宗教民族学

337 神々の系譜 ―日本神話の謎―（読みなおす日本史） 吉川弘文館 2016 松前, 健 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027179 164.100 哲学 神話、神話学

338 ゾロアスター教論考 （東洋文庫 609） 平凡社 1996 エミール・バンヴェニスト https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000004146 168.900 哲学 ヒンズー教、ジャイナ教

339 戦没者合祀と靖国神社 吉川弘文館 2015 赤澤, 史朗 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023043 175.100 哲学 神社、神職
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340 五台山 （東洋文庫 593） 平凡社 1995 日比野, 丈夫 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000004130 182.220 哲学 仏教史

341 国分寺の誕生 ―古代日本の国家プロジェクト―（歴史文化ライブラリー 430） 吉川弘文館 2016 須田, 勉 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000031986 185.910 哲学 寺院、僧職

342 中世寺院の僧団・法会・文書 東京大学出版会 2004 山岸, 常人 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000024 185.910 哲学 寺院、僧職

343 対訳京都の寺社 ＩＢＣパブリッシング 2014 水野, 克比古 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000033613 185.916 哲学 寺院、僧職

344 空海の文字とことば （歴史文化ライブラリー 412） 吉川弘文館 2015 岸田, 知子 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000026784 188.520 哲学 各宗

345 中世東国日蓮宗寺院の研究 東京大学出版会 2003 佐藤, 博信 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000023 188.950 哲学 各宗

346 マッテオ・リッチ伝 2 （東洋文庫 624） 平凡社 1997 平川, 祐弘 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000004159 198.200 哲学 各教派、教会史

347 マッテオ・リッチ伝 3 （東洋文庫 627） 平凡社 1997 平川, 祐弘 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000004162 198.200 哲学 各教派、教会史

348 都市発達史研究 新装版 東京大学出版会 2001 今井, 登志喜 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000026 209.000 歴史 世界史、文化史

349 飛鳥史跡事典 吉川弘文館 2016 木下, 正史 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027181 210.020 歴史 日本史

350 事典日本の年号 吉川弘文館 2019 小倉, 慈司 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000077910 210.023 歴史 日本史

351 日本史を学ぶための古文書・古記録訓読法 吉川弘文館 2015 苅米, 一志 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027022 210.029 歴史 日本史

352 日本文化史講義 吉川弘文館 2017 大隅, 和雄 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000048125 210.100 歴史 日本史

353 大学でまなぶ日本の歴史 吉川弘文館 2016 木村, 茂光 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027623 210.100 歴史 日本史

354 日本の歴史100 ―日英対訳― ＩＢＣパブリッシング 2015 西海, コエン https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000033608 210.100 歴史 日本史

355 タネをまく縄文人 ―最新科学が覆す農耕の起源―（歴史文化ライブラリー 416） 吉川弘文館 2016 小畑, 弘己 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027017 210.250 歴史 日本史

356 邪馬臺国論考 1 （東洋文庫 613） 平凡社 1997 橋本, 増吉 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000004150 210.273 歴史 日本史

357 邪馬臺国論考 2 （東洋文庫 616） 平凡社 1997 橋本, 増吉 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000004153 210.273 歴史 日本史

358 邪馬臺国論考 3 （東洋文庫 620） 平凡社 1997 橋本, 増吉 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000004155 210.273 歴史 日本史

359 神と死者の考古学 ―古代のまつりと信仰―（歴史文化ライブラリー 417） 吉川弘文館 2016 笹生, 衛 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027018 210.300 歴史 日本史

360 日本封建社会論 新装版 第2版 東京大学出版会 2001 永原, 慶二 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000029 210.400 歴史 日本史

361 戦国大名の兵粮事情 （歴史文化ライブラリー 415） 吉川弘文館 2015 久保, 健一郎 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000026787 210.470 歴史 日本史

362 地理から見た信長・秀吉・家康の戦略 （読みなおす日本史） 吉川弘文館 2016 足利, 健亮 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027021 210.470 歴史 日本史

363 織豊系城郭の形成 東京大学出版会 2000 千田, 嘉博 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000017 210.480 歴史 日本史

364 江戸時代の通訳官 ―阿蘭陀通詞の語学と実務― 吉川弘文館 2016 片桐, 一男 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027411 210.500 歴史 日本史

365
犬と鷹の江戸時代 ―「犬公方」綱吉と「鷹将軍」吉宗―（歴史文化ライブラリー
423）

吉川弘文館 2016 根崎, 光男 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027622 210.500 歴史 日本史

366 富士山宝永大爆発 （読みなおす日本史） 吉川弘文館 2015 永原, 慶二 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025027 210.520 歴史 日本史

367 日本近代史への視座 東京大学出版会 2003 大石, 嘉一郎 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000019 210.600 歴史 日本史

368 明治維新 新装版 （日本現代史 1） 東京大学出版会 2001 井上, 清 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000030 210.600 歴史 日本史

369
秘蔵写真200枚でたどるアジア・太平洋戦争 ―東方社が写した日本と大東亜共栄
圏―

みずき書林 2018 井上, 祐子 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000064625 210.750 歴史 日本史

370 「産業戦士」の時代 ―戦時期日本の労働力動員と支配秩序― 大月書店 2019 佐々木, 啓 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000072545 210.750 歴史 日本史

371 外国人は歴代総理の談話をどう読んだのか ―英語で学ぶ近現代史― 開拓社 2017 畠山, 雄二 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000042663 210.750 歴史 日本史

372
日本現代史 = Contemporary Japanese history ―since 1945―増補改訂版（対訳
ニッポン）

ＩＢＣパブリッシング 2013 ジェームス・M.バーダマン https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000033623 210.760 歴史 日本史

373 琉球王国と戦国大名 ―島津侵入までの半世紀―（歴史文化ライブラリー 421） 吉川弘文館 2016 黒嶋, 敏 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027413 219.900 歴史 九州地方

374 沖縄と日本国家 ―国家を照射する「地域」― 東京大学出版会 2004 山本, 英治 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000078 219.900 歴史 九州地方

375 隋唐帝国五代史 （東洋文庫 587） 平凡社 1995 岡崎, 文夫 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000004124 222.047 歴史 中国

376 東京夢華録 ―宋代の都市と生活―（東洋文庫 598） 平凡社 1996 孟, 元老 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000004135 222.053 歴史 中国

377 清末中国における日本観と西洋観 東京大学出版会 2000 佐々木, 揚 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000021 222.060 歴史 中国

378 中国の衝撃 東京大学出版会 2004 溝口, 雄三 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000014 222.070 歴史 中国

379 バングラデシュの歴史 ―二千年の歩みと明日への模索―（世界歴史叢書） 明石書店 2009 堀口, 松城 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000024320 225.760 歴史 インド

380
大河が伝えたベンガルの歴史 ―「物語」から読む南アジア交易圏―（世界歴史叢
書）

明石書店 2014 鈴木, 喜久子 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000024325 225.760 歴史 インド

381
英和学習基本用語辞典欧州近代史 新装版 ―海外子女・留学生必携―（留学応援
シリーズ）

アルク 2009 藤澤, 皖 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000793 230.600 歴史 ヨ－ロッパ史、西洋史

382 英国社会史 上 : 新装版 増訂版 東京大学出版会 2001 今井, 登志喜 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000027 233.000 歴史 イギリス、英国

383 英国社会史 下 : 新装版 増訂版 東京大学出版会 2001 今井, 登志喜 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000028 233.000 歴史 イギリス、英国

384
ナチス時代の国内亡命者とアルカディアー ―抵抗者たちの桃源郷―（世界人権問
題叢書 85）

明石書店 2013 三石, 善吉 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000024333 234.074 歴史 ドイツ、中欧

385
エジプト近現代史 ―ムハンマド・アリー朝成立からムバーラク政権崩壊まで―新版
（世界歴史叢書）

明石書店 2011 山口, 直彦 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000024322 242.060 歴史 エジプト

386
英和学習基本用語辞典アメリカ史 新装版 ―海外子女・留学生必携―（留学応援シ
リーズ）

アルク 2009 池田, 智 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000792 253.000 歴史 アメリカ合衆国

387 アメリカ20世紀史 東京大学出版会 2003 秋元, 英一 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000020 253.070 歴史 アメリカ合衆国

388 唾玉集(だぎょくしゅう) ―明治諸家インタヴュー集―（東洋文庫 592） 平凡社 1995 伊原, 青々園 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000004129 281.040 歴史 日本

389
静岡県・兵庫県・宮城県・福岡県・石川県・三重県・青森県・愛媛県・埼玉県・広島県
（新・人國記 1）

朝日新聞出版 2013 朝日新聞社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007848 281.040 歴史 日本

390 高知県・山形県・佐賀県・奈良県・長野県・山口県・富山県 （新・人國記 2） 朝日新聞出版 2013 朝日新聞社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007849 281.040 歴史 日本

391 北海道・徳島県・沖縄・愛知県・山梨県 （新・人國記 3） 朝日新聞出版 2013 朝日新聞社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007850 281.040 歴史 日本

392 大分県・神奈川県・鳥取県・新潟県・和歌山県 （新・人國記 4） 朝日新聞出版 2013 朝日新聞社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007851 281.040 歴史 日本

393 島根県・京都府・長崎県 （新・人國記 5） 朝日新聞出版 2013 朝日新聞社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007852 281.040 歴史 日本

394 群馬県・福井県・鹿児島県・茨城県・岡山県 （新・人國記 6） 朝日新聞出版 2013 朝日新聞社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007853 281.040 歴史 日本

395 岩手県・千葉県・宮崎県・大阪府 （新・人國記 7） 朝日新聞出版 2013 朝日新聞社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007854 281.040 歴史 日本

396 秋田県・滋賀県・福島県・岐阜県・栃木県・熊本県 （新・人國記 8） 朝日新聞出版 2013 朝日新聞社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007855 281.040 歴史 日本

397 東京都・香川県 （新・人國記 9） 朝日新聞出版 2013 朝日新聞社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007856 281.040 歴史 日本

398 静岡・富山・広島・岩手・長崎・愛知 （新・新人国記 1） 朝日新聞出版 2013 朝日新聞社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007858 281.040 歴史 日本

399 香川・長野・神奈川・熊本・奈良 （新・新人国記 2） 朝日新聞出版 2013 朝日新聞社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007859 281.040 歴史 日本
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400 宮城・群馬・岐阜・岡山・北海道 （新・新人国記 3） 朝日新聞出版 2013 朝日新聞社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007860 281.040 歴史 日本

401 福岡・外地・山形・栃木 （新・新人国記 4） 朝日新聞出版 2013 朝日新聞社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007861 281.040 歴史 日本

402 宮崎・島根・山梨・高知・和歌山・埼玉 （新・新人国記 5） 朝日新聞出版 2013 朝日新聞社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007862 281.040 歴史 日本

403 大分・青森・愛媛・福井・千葉 （新・新人国記 6） 朝日新聞出版 2013 朝日新聞社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007863 281.040 歴史 日本

404 滋賀・秋田・京都・鳥取 （新・新人国記 7） 朝日新聞出版 2013 朝日新聞社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007864 281.040 歴史 日本

405 福島・佐賀・新潟・徳島・石川 （新・新人国記 8） 朝日新聞出版 2013 朝日新聞社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007865 281.040 歴史 日本

406 茨城・鹿児島・三重・大阪 （新・新人国記 9） 朝日新聞出版 2013 朝日新聞社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007866 281.040 歴史 日本

407 山口・兵庫・沖縄・東京 （新・新人国記 10） 朝日新聞出版 2013 朝日新聞社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007867 281.040 歴史 日本

408 想古録 1 ―近世人物逸話集―（東洋文庫 632） 平凡社 1998 山田, 三川 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000004166 281.080 歴史 日本

409 想古録 2 ―近世人物逸話集―（東洋文庫 634） 平凡社 1998 山田, 三川 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000004168 281.080 歴史 日本

410 47都道府県・名字百科 丸善出版 2019 森岡, 浩 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000078397 288.100 歴史 系譜、家史、皇室

411 全国名字大辞典 東京堂出版 2011 森岡, 浩 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000026393 288.100 歴史 系譜、家史、皇室

412 昭和天皇とスポーツ ―「玉体」の近代史―（歴史文化ライブラリー 425） 吉川弘文館 2016 坂上, 康博 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027821 288.410 歴史 系譜、家史、皇室

413 皇居の近現代史 ―開かれた皇室像の誕生―（歴史文化ライブラリー 413） 吉川弘文館 2015 河西, 秀哉 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000026785 288.450 歴史 系譜、家史、皇室

414 川渡甚太夫一代記 ―北前船頭の幕末自叙伝―（東洋文庫 595） 平凡社 1995 川渡, 甚太夫 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000004132 289.000 歴史 個人伝記

415 柳田國男事典 勉誠出版 1998 野村, 純一 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006449 289.100 歴史 個人伝記

416 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） 吉川弘文館 2016 桐原, 健真 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000036330 289.100 歴史 個人伝記

417 解体新書以前 （東洋文庫 : 前野蘭化 ; 1 600） 平凡社 1996 岩崎, 克己 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000004137 289.100 歴史 個人伝記

418 解体新書の研究 （東洋文庫 : 前野蘭化 ; 2 604） 平凡社 1996 岩崎, 克己 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000004141 289.100 歴史 個人伝記

419 柴田収蔵日記 1 ―村の洋学者―（東洋文庫 606） 平凡社 1996 柴田, 収蔵 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000004143 289.100 歴史 個人伝記

420 柴田収蔵日記 2 ―村の洋学者―（東洋文庫 608） 平凡社 1996 柴田, 収蔵 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000004145 289.100 歴史 個人伝記

421 前野蘭化 3: 著訳篇 （東洋文庫 612） 平凡社 1997 岩崎, 克己 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000004149 289.100 歴史 個人伝記

422 来し方の記 ―刑事訴訟法との五〇年― 有斐閣 2008 松尾, 浩也 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000008022 289.100 歴史 個人伝記

423 長谷川如是閑研究序説 ―「社会派ジャーナリスト」の誕生― 未来社 1989 田中, 浩 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000008472 289.100 歴史 個人伝記

424 柳宗悦 ―時代と思想― 東京大学出版会 2003 中見, 真理 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000006 289.100 歴史 個人伝記

425 地理学概論 第2版（地理学基礎シリーズ 1） 朝倉書店 2015 上野, 和彦 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000034383 290.100 歴史 地理、地誌、紀行

426 地球の歩き方 A09 イタリア '18-'19 改訂 ダイヤモンド社 2018 地球の歩き方編集室 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000049098 290.930 歴史 地理、地誌、紀行

427 地球の歩き方 D20 シンガポール '18-'19 改訂 ダイヤモンド社 2017 地球の歩き方編集室 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000049188 290.930 歴史 地理、地誌、紀行

428 地球の歩き方 D12 韓国 '18-'19 改訂 ダイヤモンド社 2017 地球の歩き方編集室 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000049189 290.930 歴史 地理、地誌、紀行

429
地球の歩き方 E01 ドバイとアラビア半島の国々 アラブ首長国連邦 オマーン カター
ル バーレーン サウジアラビア クウェート '18-'19 改訂

ダイヤモンド社 2018 地球の歩き方編集室 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000051251 290.930 歴史 地理、地誌、紀行

430 地球の歩き方 D10 台湾 '18-'19 改訂 ダイヤモンド社 2018 地球の歩き方編集室 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000052677 290.930 歴史 地理、地誌、紀行

431
地球の歩き方 D16 東南アジア : 初めてでも自分流の旅が実現できる詳細マニュア
ル '18-'19 改訂

ダイヤモンド社 2018 地球の歩き方編集室 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000053740 290.930 歴史 地理、地誌、紀行

432 地球の歩き方 A02 イギリス '16-'17 改訂 ダイヤモンド社 2016 地球の歩き方編集室 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000032801 290.930 歴史 地理、地誌、紀行

433 地球の歩き方 B16 カナダ '16-'17 改訂 ダイヤモンド社 2016 地球の歩き方編集室 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000032802 290.930 歴史 地理、地誌、紀行

434 地球の歩き方 B04 サンフランシスコとシリコンバレー '16-'17 改訂 ダイヤモンド社 2016 地球の歩き方編集室 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000034750 290.930 歴史 地理、地誌、紀行

435 地球の歩き方 D12 韓国 '17-'18 改訂 ダイヤモンド社 2016 地球の歩き方編集室 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000040770 290.930 歴史 地理、地誌、紀行

436
地球の歩き方 B02 アメリカ西海岸 ロスアンゼルス サンディエゴ サンフランシスコ
ラスベガス シアトル  ポートランド '17-'18 改訂

ダイヤモンド社 2016 地球の歩き方編集室 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000040771 290.930 歴史 地理、地誌、紀行

437 地球の歩き方 A09 イタリア '17-'18 改訂 ダイヤモンド社 2016 地球の歩き方編集室 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000040775 290.930 歴史 地理、地誌、紀行

438 地球の歩き方 A06 フランス '17-'18 改訂 ダイヤモンド社 2016 地球の歩き方編集室 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000040776 290.930 歴史 地理、地誌、紀行

439 地球の歩き方 D20 シンガポール '17-'18 改訂 ダイヤモンド社 2016 地球の歩き方編集室 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000040777 290.930 歴史 地理、地誌、紀行

440 地球の歩き方 A25 中欧 '17-'18 改訂 ダイヤモンド社 2017 地球の歩き方編集室 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000041375 290.930 歴史 地理、地誌、紀行

441 地球の歩き方 B09 ラスベガス/セドナ&グランドキャニオンと大西部 '17-'18 改訂 ダイヤモンド社 2017 地球の歩き方編集室 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000041377 290.930 歴史 地理、地誌、紀行

442 地球の歩き方 D17 タイ '17-'18 改訂 ダイヤモンド社 2017 地球の歩き方編集室 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000041378 290.930 歴史 地理、地誌、紀行

443 地球の歩き方 A03 ロンドン '17-'18 改訂 ダイヤモンド社 2017 地球の歩き方編集室 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000042426 290.930 歴史 地理、地誌、紀行

444
地球の歩き方 B08 ワシントンDC/ボルチモア/アナポリス/フィラデルフィア '17-'18
改訂

ダイヤモンド社 2017 地球の歩き方編集室 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000042427 290.930 歴史 地理、地誌、紀行

445 地球の歩き方 A20 スペイン '17-'18 改訂 ダイヤモンド社 2017 地球の歩き方編集室 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000042429 290.930 歴史 地理、地誌、紀行

446 地球の歩き方 D01 中国 '17-'18 改訂 ダイヤモンド社 2017 地球の歩き方編集室 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000042430 290.930 歴史 地理、地誌、紀行

447 地球の歩き方 D26 バリ島 '17-'18 改訂 ダイヤモンド社 2017 地球の歩き方編集室 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000042431 290.930 歴史 地理、地誌、紀行

448 地球の歩き方 B03 ロスアンゼルス '17-'18 改訂 ダイヤモンド社 2017 地球の歩き方編集室 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000042523 290.930 歴史 地理、地誌、紀行

449 地球の歩き方 B13 アメリカの国立公園 '17-'18 改訂 ダイヤモンド社 2017 地球の歩き方編集室 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000042527 290.930 歴史 地理、地誌、紀行

450 地球の歩き方 A18 スイス : アルプス・ハイキング '17-'18 改訂 ダイヤモンド社 2017 地球の歩き方編集室 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000042528 290.930 歴史 地理、地誌、紀行

451 地球の歩き方 D10 台湾 '17-'18 改訂 ダイヤモンド社 2017 地球の歩き方編集室 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000042529 290.930 歴史 地理、地誌、紀行

452 地球の歩き方 A07 パリ&近郊の町 '17-'18 改訂 ダイヤモンド社 2017 地球の歩き方編集室 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000043410 290.930 歴史 地理、地誌、紀行

453
地球の歩き方 C02 ハワイ2/ハワイ島/マウイ島/カウアイ島/モロカイ島/ラナイ島
'17-'18 改訂

ダイヤモンド社 2017 地球の歩き方編集室 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000043412 290.930 歴史 地理、地誌、紀行

454 地球の歩き方 C01 ハワイ1/オアフ島&ホノルル '17-'18 改訂 ダイヤモンド社 2017 地球の歩き方編集室 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000043413 290.930 歴史 地理、地誌、紀行

455 地球の歩き方 A14 ドイツ '17-'18 改訂 ダイヤモンド社 2017 地球の歩き方編集室 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000043416 290.930 歴史 地理、地誌、紀行

456 地球の歩き方 A01 ヨーロッパ '16-'17 改訂 ダイヤモンド社 2016 地球の歩き方編集室 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028870 290.930 歴史 地理、地誌、紀行

457 地球の歩き方 A02 イギリス '15-'16 改訂 ダイヤモンド社 2015 地球の歩き方編集室 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028871 290.930 歴史 地理、地誌、紀行

458 地球の歩き方 A03 ロンドン '16-'17 改訂 ダイヤモンド社 2016 地球の歩き方編集室 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028872 290.930 歴史 地理、地誌、紀行

459 地球の歩き方 A06 フランス '16-'17 改訂 ダイヤモンド社 2015 地球の歩き方編集室 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028875 290.930 歴史 地理、地誌、紀行

460 地球の歩き方 A07 パリ&近郊の町 '16-'17 改訂 ダイヤモンド社 2016 地球の歩き方編集室 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028876 290.930 歴史 地理、地誌、紀行
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461 地球の歩き方 A09 イタリア '16-'17 改訂 ダイヤモンド社 2015 地球の歩き方編集室 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028878 290.930 歴史 地理、地誌、紀行

462 地球の歩き方 A14 ドイツ '16-'17 改訂 ダイヤモンド社 2016 地球の歩き方編集室 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028879 290.930 歴史 地理、地誌、紀行

463 地球の歩き方 A17 ウィーンとオーストリア '16-'17 改訂 ダイヤモンド社 2015 地球の歩き方編集室 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028880 290.930 歴史 地理、地誌、紀行

464 地球の歩き方 A18 スイス アルプス・ハイキング '16-'17 改訂 ダイヤモンド社 2016 地球の歩き方編集室 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028881 290.930 歴史 地理、地誌、紀行

465 地球の歩き方 A19 オランダ ベルギー ルクセンブルク '16-'17 改訂 ダイヤモンド社 2016 地球の歩き方編集室 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028882 290.930 歴史 地理、地誌、紀行

466 地球の歩き方 A20 スペイン '16-'17 改訂 ダイヤモンド社 2016 地球の歩き方編集室 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028883 290.930 歴史 地理、地誌、紀行

467 地球の歩き方 A25 中欧 '15-'16 改訂 ダイヤモンド社 2015 地球の歩き方編集室 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028885 290.930 歴史 地理、地誌、紀行

468
地球の歩き方 A29 北欧 デンマーク ノルウェー スウェーデン フィンランド '16-'17
改訂

ダイヤモンド社 2016 地球の歩き方編集室 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028887 290.930 歴史 地理、地誌、紀行

469 地球の歩き方 B01 アメリカ '16-'17 改訂 ダイヤモンド社 2016 地球の歩き方編集室 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028889 290.930 歴史 地理、地誌、紀行

470
地球の歩き方 B02 アメリカ西海岸 ロスアンゼルス サンディエゴ サンフランシスコ
ラスベガス シアトル ポートランド '16-'17 改訂

ダイヤモンド社 2015 地球の歩き方編集室 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028890 290.930 歴史 地理、地誌、紀行

471 地球の歩き方 B03 ロスアンゼルス '16-'17 改訂 ダイヤモンド社 2016 地球の歩き方編集室 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028891 290.930 歴史 地理、地誌、紀行

472
地球の歩き方 B04 サンフランシスコとシリコンバレー サンノゼ サンタクララ スタン
フォード/ナパ&ソノマ '15-'16 改訂

ダイヤモンド社 2015 地球の歩き方編集室 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028892 290.930 歴史 地理、地誌、紀行

473 地球の歩き方 B07 ボストン  ニューイングランド地方6州ガイド '16-'17 改訂 ダイヤモンド社 2015 地球の歩き方編集室 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028893 290.930 歴史 地理、地誌、紀行

474
地球の歩き方 B08 ワシントンDC ボルチモア アナポリス フィラデルフィア '15-'16
改訂

ダイヤモンド社 2015 地球の歩き方編集室 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028894 290.930 歴史 地理、地誌、紀行

475
地球の歩き方 B12 アメリカ南部 ニューオリンズ アトランタ メンフィス 南部主要都市
ガイド '16-'17 改訂

ダイヤモンド社 2016 地球の歩き方編集室 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028896 290.930 歴史 地理、地誌、紀行

476 地球の歩き方 B16 カナダ '15-'16 改訂 ダイヤモンド社 2015 地球の歩き方編集室 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028897 290.930 歴史 地理、地誌、紀行

477
地球の歩き方 B20 中米 グアテマラ コスタリカ ベリーズ エルサルバドル ホンジュラ
ス ニカラグア パナマ '16-'17 改訂

ダイヤモンド社 2015 地球の歩き方編集室 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028898 290.930 歴史 地理、地誌、紀行

478 地球の歩き方 D01 中国 '16-'17 改訂 ダイヤモンド社 2016 地球の歩き方編集室 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028903 290.930 歴史 地理、地誌、紀行

479 地球の歩き方 D10 台湾 '16-'17 改訂 ダイヤモンド社 2016 地球の歩き方編集室 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028905 290.930 歴史 地理、地誌、紀行

480 地球の歩き方 D12 韓国 '16-'17 改訂 ダイヤモンド社 2015 地球の歩き方編集室 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028906 290.930 歴史 地理、地誌、紀行

481 地球の歩き方 D20 シンガポール '16-'17 改訂 ダイヤモンド社 2015 地球の歩き方編集室 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028909 290.930 歴史 地理、地誌、紀行

482 地球の歩き方 D25 インドネシア '15-'16 改訂 ダイヤモンド社 2015 地球の歩き方編集室 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028914 290.930 歴史 地理、地誌、紀行

483 地球の歩き方 C11 オーストラリア '16-'17 改訂 ダイヤモンド社 2016 地球の歩き方編集室 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000029063 290.930 歴史 地理、地誌、紀行

484 地球の歩き方 D09 香港 マカオ 深圳 '16-'17 改訂 ダイヤモンド社 2016 地球の歩き方編集室 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000029064 290.930 歴史 地理、地誌、紀行

485 地球の歩き方 D28 インド '16-'17 改訂 ダイヤモンド社 2016 地球の歩き方編集室 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000029065 290.930 歴史 地理、地誌、紀行

486 日本人が知りたい韓国人の当たり前 ―韓国語リーディング― 三修社 2017 久田, 和孝 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000044597 291.000 歴史 日本

487 英文日本紹介事典Japapedia (ジャパペディア) ＩＢＣパブリッシング 2011 IBCパブリッシング https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000033607 291.000 歴史 日本

488 47都道府県・地名由来百科 丸善出版 2015 谷川, 彰英 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000026453 291.019 歴史 日本

489 Imagining Japan ―a memorable journey― ＩＢＣパブリッシング 2015 James M. Vardaman https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000033612 291.087 歴史 日本

490 Beautiful Japan ―the grandeur and the subtlety― ＩＢＣパブリッシング 2014 竹内, 敏信 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000033615 291.087 歴史 日本

491 Japan ―a pictorial portrait―New ed ＩＢＣパブリッシング 2012 高田, 賢三 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000033619 291.087 歴史 日本

492 香川 （空撮写真集　昭和50年代の日本の風景 11） 国書刊行会 2013 渡部, まなぶ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007314 291.090 歴史 日本

493 徳島 （空撮写真集　昭和50年代の日本の風景 12） 国書刊行会 2013 渡部, まなぶ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007315 291.090 歴史 日本

494 通訳ガイドがナビする東京歩き 増補改訂版（対訳ニッポン） ＩＢＣパブリッシング 2014 松岡, 明子 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000033621 291.361 歴史 日本

495 日本アルプス登攀日記 （東洋文庫 586） 平凡社 1995 W・ウェストン https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000004123 291.500 歴史 日本

496
最新版!沖縄でしたいこと☆完全ガイド 2017-18（地球の歩き方MOOK . 沖縄の歩き
方）

ダイヤモンド社 2017 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000041372 291.990 歴史 日本

497 女ふたり台湾、行ってきた。 （地球の歩き方コミックエッセイ） ダイヤモンド社 2015 カータン https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000041249 292.241 歴史 アジア

498 大旅行記 1 （東洋文庫 601） 平凡社 1996 イブン・バットゥータ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000004138 292.700 歴史 アジア

499 大旅行記 2 （東洋文庫 614） 平凡社 1997 イブン・バットゥータ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000004151 292.700 歴史 アジア

500 大旅行記 3 （東洋文庫 630） 平凡社 1998 イブン・バットゥータ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000004164 292.700 歴史 アジア

501 ペルシア見聞記 （東洋文庫 621） 平凡社 1997 J・シャルダン https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000004156 292.720 歴史 アジア

502 スペイン文化読本 丸善出版 2016 川成, 洋 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027666 293.600 歴史 ヨーロッパ

503 リスク ―不確実性の中での意思決定―（サイエンス・パレット 023） 丸善出版 2015 Fischhoff, Baruch https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025055 301.000 社会科学 理論．方法論

504 社会イノベーションの科学 ―政策マーケティング・SROI・討論型世論調査― 勁草書房 2014 玉村, 雅敏 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000017601 301.000 社会科学 理論．方法論

505 公共政策学の基礎 新版（有斐閣ブックス [106]） 有斐閣 2015 秋吉, 貴雄 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027197 301.000 社会科学 理論．方法論

506 社会・政策の統計の見方と活用 ―データによる問題解決― 朝倉書店 2015 久保, 真人 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000022798 301.000 社会科学 理論．方法論

507 公共人類学 東京大学出版会 2014 山下, 晋司 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000017445 301.000 社会科学 理論．方法論

508 概説日本の公共政策 東京大学出版会 2004 新藤, 宗幸 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000041 301.000 社会科学 理論．方法論

509 社会情報学とその展開 勁草書房 2013 吉田, 民人 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000017609 301.600 社会科学 理論．方法論

510 現代用語の基礎知識学習版 2014→2015 ―子どもはもちろん大人にも。― 自由国民社 2014 現代用語検定協会 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016118 302.000 社会科学 政治・経済・社会・文化事情

511 日本の論点 （対訳ニッポン） ＩＢＣパブリッシング 2014 ジェームス・M.バーダマン https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000033622 302.100 社会科学 政治・経済・社会・文化事情

512
不思議の国ニッポン ―イラストで目からウロコの日本紹介 : Japan through the
looking glass―（対訳ニッポン）

ＩＢＣパブリッシング 2010 安部, 直文 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000033634 302.100 社会科学 政治・経済・社会・文化事情

513 2012年日本はこうなる 東洋経済新報社 2011 三菱UFJリサーチ&コンサルティング https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002185 304.000 社会科学 論文集、評論集、講演集

514 2013年日本はこうなる 東洋経済新報社 2012 三菱UFJリサーチ&コンサルティング https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000005441 304.000 社会科学 論文集、評論集、講演集

515 Rによる実証分析 ―回帰分析から因果分析へ― オーム社 2016 星野, 匡郎 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000040168 307.000 社会科学 研究法、指導法、社会科学教育

516
自己分析 2021年度版 ―適職へ導く書きこみ式ワークシート―（内定獲得のメソッ
ド）

マイナビ出版 2019 岡, 茂信 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000076117 307.800 社会科学 研究法、指導法、社会科学教育

517 一般常識即戦力問題集 2021年度版 （内定獲得のメソッド） マイナビ出版 2019 マイナビ出版編集部 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000076119 307.800 社会科学 研究法、指導法、社会科学教育

518 SPI解法の極意 2021年度版 （内定獲得のメソッド） マイナビ出版 2019 マイナビ出版編集部 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000076120 307.800 社会科学 研究法、指導法、社会科学教育

519 でるとこだけのSPI 2021年度版 マイナビ出版 2019 マイナビ出版編集部 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000076123 307.800 社会科学 研究法、指導法、社会科学教育

520 SPI 2021年度版 ―要点マスター!― マイナビ出版 2019 マイナビ出版編集部 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000076125 307.800 社会科学 研究法、指導法、社会科学教育

521 要点マスター!一般常識 2021年度版 マイナビ出版 2019 マイナビ出版編集部 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000076126 307.800 社会科学 研究法、指導法、社会科学教育
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522
自己分析 2020年度版 ―適職へ導く書きこみ式ワークシート―（内定獲得のメソッ
ド）

マイナビ出版 2018 岡, 茂信 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000053045 307.800 社会科学 研究法、指導法、社会科学教育

523 一般常識即戦力問題集 2020年度版 （内定獲得のメソッド） マイナビ出版 2018 マイナビ出版編集部 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000053046 307.800 社会科学 研究法、指導法、社会科学教育

524 SPI解法の極意 2020年度版 （内定獲得のメソッド） マイナビ出版 2018 マイナビ出版編集部 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000053047 307.800 社会科学 研究法、指導法、社会科学教育

525 でるとこだけのSPI 2020年度版 マイナビ出版 2018 マイナビ出版編集部 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000053048 307.800 社会科学 研究法、指導法、社会科学教育

526 一般常識 2020年度版 ―要点マスター!― マイナビ出版 2018 マイナビ出版編集部 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000053052 307.800 社会科学 研究法、指導法、社会科学教育

527 SPI 2020年度版 ―要点マスター!― マイナビ出版 2018 マイナビ出版編集部 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000053055 307.800 社会科学 研究法、指導法、社会科学教育

528
自己分析 2019年度版 ―適職へ導く書きこみ式ワークシート―（内定獲得のメソッ
ド）

マイナビ出版 2017 岡, 茂信 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000043068 307.800 社会科学 研究法、指導法、社会科学教育

529 でるとこだけの一般常識&時事 2019年度版 マイナビ出版 2017 日本キャリアサポートセンター https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000043069 307.800 社会科学 研究法、指導法、社会科学教育

530 一般常識即戦力問題集 2019年度版 （内定獲得のメソッド） マイナビ出版 2017 マイナビ出版編集部 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000043070 307.800 社会科学 研究法、指導法、社会科学教育

531 SPI解法の極意 2019年度版 （内定獲得のメソッド） マイナビ出版 2017 マイナビ出版編集部 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000043071 307.800 社会科学 研究法、指導法、社会科学教育

532 SPIテストセンター時短テクニック 2019年度版 （内定獲得のメソッド） マイナビ出版 2017 日本キャリアサポートセンター https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000043072 307.800 社会科学 研究法、指導法、社会科学教育

533 でるとこだけのSPI 2019年度版 マイナビ出版 2017 マイナビ出版編集部 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000043073 307.800 社会科学 研究法、指導法、社会科学教育

534 一般常識 2019年度版 ―要点マスター!― マイナビ出版 2017 マイナビ出版編集部 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000043077 307.800 社会科学 研究法、指導法、社会科学教育

535 SPI 2019年度版 ―要点マスター!― マイナビ出版 2017 マイナビ出版編集部 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000043080 307.800 社会科学 研究法、指導法、社会科学教育

536
自己分析 2015年度版 ―適職へ導く書きこみ式ワークシート―（内定獲得のメソッ
ド）

マイナビ出版 2013 岡, 茂信 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000005831 307.800 社会科学 研究法、指導法、社会科学教育

537
自由主義は戦争を止められるのか ―芦田均・清沢洌・石橋湛山―（歴史文化ライ
ブラリー 426）

吉川弘文館 2016 上田, 美和 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028065 309.100 社会科学 社会思想

538 比較政治学の考え方 （有斐閣ストゥディア） 有斐閣 2016 久保, 慶一 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028085 311.000 社会科学 政治学、政治思想

539 政治学の第一歩 （有斐閣ストゥディア） 有斐閣 2015 砂原, 庸介 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027047 311.000 社会科学 政治学、政治思想

540 市民社会論 ―理論と実証の最前線― 法律文化社 2017 坂本, 治也 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000042071 311.000 社会科学 政治学、政治思想

541 平等主義の哲学 ―ロールズから健康の分配まで― 勁草書房 2016 広瀬, 巌 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000034345 311.100 社会科学 政治学、政治思想

542 政治行動論 ―有権者は政治を変えられるのか―（有斐閣ストゥディア） 有斐閣 2015 飯田, 健 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027425 311.140 社会科学 政治学、政治思想

543 イギリス人の国家観・自由観 （丸善ライブラリー 366） 丸善出版 2005 名古, 忠行 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000159 311.233 社会科学 政治学、政治思想

544 現代日本政治史 ―政治改革と政権交代― 有斐閣 2014 薬師寺, 克行 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000017121 312.100 社会科学 政治史・事情

545 戦後政党の発想と文脈 東京大学出版会 2004 松下, 圭一 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000034 312.100 社会科学 政治史・事情

546 戦後中国の憲政実施と言論の自由1945-49 東京大学出版会 2004 中村, 元哉 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000022 312.220 社会科学 政治史・事情

547 王権儀礼と国家 ―現代マレー社会における政治文化の範型― 東京大学出版会 2003 富沢, 寿勇 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000089 312.239 社会科学 政治史・事情

548 パキスタン政治史 ―民主国家への苦難の道―（世界歴史叢書） 明石書店 2014 中野, 勝一 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000024326 312.257 社会科学 政治史・事情

549 現代アフガニスタン史 ―国家建設の矛盾と可能性―（世界歴史叢書） 明石書店 2013 嶋田, 晴行 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000024323 312.271 社会科学 政治史・事情

550 戦後フランス政治の実験 ―第四共和制と「組織政党」1944-1952年― 東京大学出版会 2002 中山, 洋平 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000049 312.350 社会科学 政治史・事情

551 戦後オランダの政治構造 ―ネオ・コーポラティズムと所得政策― 東京大学出版会 2001 水島, 治郎 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000047 312.359 社会科学 政治史・事情

552 カナダ連邦政治 ―多様性と統一への模索― 東京大学出版会 2002 加藤, 普章 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000048 312.510 社会科学 政治史・事情

553
マーシャル諸島の政治史 ―米軍基地・ビキニ環礁核実験・自由連合協定―（世界
歴史叢書）

明石書店 2013 黒崎, 岳大 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000024324 312.745 社会科学 政治史・事情

554
図解でよくわかる地政学のきほん ―新聞・テレビではわからない国際情勢、世界の
歴史、グローバリズムがすっきり見えてくる―

誠文堂新光社 2016 荒巻, 豊志 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000040714 312.900 社会科学 政治史・事情

555 新・国会事典 ―用語による国会法解説―第3版 有斐閣 2014 浅野, 一郎 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000013565 314.130 社会科学 議会

556 新・国会事典 ―用語による国会法解説―第2版　◆新版配信中(第3版) 有斐閣 2008 浅野, 一郎 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007989 314.130 社会科学 議会

557 現代日本の選挙政治 ―選挙制度改革を検証する― 東京大学出版会 2004 谷口, 将紀 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000051 314.830 社会科学 議会

558 プライバシー保護入門 ―法制度と数理的基礎― 勁草書房 2016 中川, 裕志 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027435 316.100 社会科学 国家と個人・宗教・民族

559 Q&A個人情報保護法  第3版（ジュリストブックス） 有斐閣 2005 三上, 明輝 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007951 316.100 社会科学 国家と個人・宗教・民族

560
批判的ディアスポラ論とマイノリティ （世界人権問題叢書 . 大阪市立大学人権問題
研究センター双書 ; 1 70）

明石書店 2009 野口, 道彦 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000024328 316.800 社会科学 国家と個人・宗教・民族

561 ドイツのマイノリティ ―人種・民族、社会的差別の実態―（世界人権問題叢書 72） 明石書店 2010 浜本, 隆志 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000024329 316.834 社会科学 国家と個人・宗教・民族

562 ヘイト・スピーチという危害 みすず書房 2015 ジェレミー・ウォルドロン https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000022719 316.853 社会科学 国家と個人・宗教・民族

563 オーストラリア先住民の土地権と環境管理 （世界人権問題叢書 84） 明石書店 2013 友永, 雄吾 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000024332 316.871 社会科学 国家と個人・宗教・民族

564 講義現代日本の行政 東京大学出版会 2001 新藤, 宗幸 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000040 317.000 社会科学 行政

565
文系女子のための数的推理音声付きテキスト+トコトン問題集 ―公務員試験― 【音
声付】

インプレスＲ＆Ｄ／イ
ンプレスビジネスメ

2017 西川, マキ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000044070 317.400 社会科学 行政

566
文系女子のための判断推理音声付きテキスト+トコトン問題集 ―公務員試験― 【音
声付】

インプレスＲ＆Ｄ／イ
ンプレスビジネスメ

2017 西川, マキ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000044072 317.400 社会科学 行政

567 地方政府の構想 勁草書房 2006 山崎, 正 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000024272 318.000 社会科学 地方自治、地方行政

568
地方自治体は重い負担に耐えられるか ―「民」の力を結集する方法―（早稲田大
学ブックレット : 「震災後」に考える 5）

早稲田大学出版部 2011 小林, 麻理 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000008398 318.000 社会科学 地方自治、地方行政

569 自治体政策法務 ―地域特性に適合した法環境の創造― 有斐閣 2011 北村, 喜宣 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007953 318.000 社会科学 地方自治、地方行政

570 「平成の大合併」の政治経済学 勁草書房 2016 中澤, 克佳 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000031944 318.120 社会科学 地方自治、地方行政

571 公共マネジメント ―組織論で読み解く地方公務員―（有斐閣ブックス [471]） 有斐閣 2015 田尾, 雅夫 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000020182 318.300 社会科学 地方自治、地方行政

572 地方創生まちづくり大事典 ―地方の未来、日本の未来― 国書刊行会 2016 竹本, 昌史 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000033868 318.600 社会科学 地方自治、地方行政

573 国際政治学をつかむ 新版（Textbooks tsukamu） 有斐閣 2015 村田, 晃嗣 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027196 319.000 社会科学 外交、国際問題

574 国際文化論 東京大学出版会 2000 平野, 健一郎 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000039 319.000 社会科学 外交、国際問題

575 近代東アジア国際関係史 東京大学出版会 2004 衛藤, 瀋吉 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000042 319.200 社会科学 外交、国際問題

576 中国の対外戦略 東京大学出版会 2002 岡部, 達味 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000033 319.220 社会科学 外交、国際問題

577 イギリスとアメリカ ―世界秩序を築いた四百年― 勁草書房 2016 君塚, 直隆 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000033540 319.331 社会科学 外交、国際問題

578
マックス・ヴェーバーとポーランド問題 ―ヴィルヘルム期ドイツ・ナショナリズム研究
序説―

東京大学出版会 2003 今野, 元 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000052 319.340 社会科学 外交、国際問題

579 原爆ドーム ―物産陳列館から広島平和記念碑へ―（歴史文化ライブラリー 431） 吉川弘文館 2016 頴原, 澄子 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000031987 319.800 社会科学 外交、国際問題

580 オバマ広島演説 = Obama's Hiroshima speech  【音声付】（ことばの力永久保存版） 朝日出版社 2016 バラク・オバマ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000061816 319.800 社会科学 外交、国際問題
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581 国連と帝国 ―世界秩序をめぐる攻防の20世紀― 慶應義塾大学出版会 2015 マーク, マゾワー https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023052 319.900 社会科学 外交、国際問題

582 大学生が知っておきたい生活のなかの法律 慶應義塾大学出版会 2016 細川, 幸一 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027825 320.000 社会科学 法律

583 条文の読み方 有斐閣 2012 法制執務用語研究会 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007984 320.000 社会科学 法律

584 新・シネマで法学 （有斐閣ブックス [94]） 有斐閣 2014 野田, 進 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000017115 320.400 社会科学 法律

585 世界の法律情報 ―グローバル・リーガル・リサーチ― 文眞堂 2016 阿部, 博友 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000032875 320.700 社会科学 法律

586 リーガル・リサーチ&リポート = Legal research & report 　◆新版配信中(第2版) 有斐閣 2015 田高, 寛貴 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000020179 320.700 社会科学 法律

587 法律学習マニュアル 第3版　◆新版配信中(第4版) 有斐閣 2009 弥永, 真生 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007982 320.700 社会科学 法律

588
最高裁　時の判例 （ジュリスト増刊 （平成元年～平成14年）　1　公法編（憲法・行政
法ほか））

有斐閣 2003 ジュリスト編集室 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007945 320.910 社会科学 法律

589 最高裁　時の判例 （ジュリスト増刊 （平成元年～平成14年）　2　私法編1（民法）） 有斐閣 2003 ジュリスト編集室 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007946 320.910 社会科学 法律

590
最高裁　時の判例 （ジュリスト増刊 （平成元年～平成14年）　3　私法編2（商法・民
訴・知財ほか））

有斐閣 2004 ジュリスト編集室 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007947 320.910 社会科学 法律

591
最高裁　時の判例 （ジュリスト増刊 （平成元年～平成14年）　4　刑事法編（刑法・刑
訴ほか））

有斐閣 2004 ジュリスト編集室 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007948 320.910 社会科学 法律

592 最高裁　時の判例 （ジュリスト増刊 （平成15年～平成17年）　5） 有斐閣 2007 ジュリスト編集室 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007949 320.910 社会科学 法律

593 最高裁　時の判例 （ジュリスト増刊 （平成18年～平成20年）　6） 有斐閣 2010 ジュリスト編集室 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007950 320.910 社会科学 法律

594 判例セレクト ―86～'00―（法学教室増刊） 有斐閣 2002 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007980 320.910 社会科学 法律

595 判例セレクト ―2001-2008― 有斐閣 2010 法学教室編集室 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007983 320.910 社会科学 法律

596 法学講義ノート 第6版 慶應義塾大学出版会 2016 霞, 信彦 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027826 321.000 社会科学 法学

597 自分で考えるちょっと違った法学入門  第3版 有斐閣 2007 道垣内, 正人 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007981 321.000 社会科学 法学

598 法哲学講義 東京大学出版会 2002 笹倉, 秀夫 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000043 321.100 社会科学 法学

599 法と社会科学をつなぐ 有斐閣 2016 飯田, 高 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027631 321.300 社会科学 法学

600 人権の精神と差別・貧困 ―憲法にてらして考える―（世界人権問題叢書 83） 明石書店 2012 内野, 正幸 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000024331 323.010 社会科学 憲法

601 現代人権論の起点 （上智大学法学叢書 第35巻） 有斐閣 2015 矢島, 基美 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000022729 323.010 社会科学 憲法

602 比較不能な価値の迷路 ―リベラル・デモクラシーの憲法理論― 東京大学出版会 2000 長谷部, 恭男 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000035 323.010 社会科学 憲法

603 近代個人主義と憲法学 ―公私二元論の限界― 東京大学出版会 2000 中山, 道子 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000044 323.010 社会科学 憲法

604 日本国憲法と共に生きる ―「真理と平和」を求めて― 勁草書房 2016 杉原, 泰雄 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000031942 323.140 社会科学 憲法

605 試練にたつ日本国憲法 勁草書房 2016 杉原, 泰雄 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000031946 323.140 社会科学 憲法

606 憲法9条と安保法制 ―政府の新たな憲法解釈の検証― 有斐閣 2016 阪田, 雅裕 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000031948 323.140 社会科学 憲法

607 トピックからはじめる統治制度 ―憲法を考える―　◆新版配信中(第2版) 有斐閣 2015 笹田, 栄司 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027029 323.140 社会科学 憲法

608 憲法学Ⅰ　憲法総論 有斐閣 1992 芦部, 信喜 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007985 323.140 社会科学 憲法

609 芦部憲法学を読む ―統治機構論― 有斐閣 2004 高見, 勝利 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007986 323.140 社会科学 憲法

610 ファーストステップ憲法 （法学教室Library） 有斐閣 2005 赤坂, 正浩 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007987 323.140 社会科学 憲法

611 Interactive憲法 （法学教室Library） 有斐閣 2006 長谷部, 恭男 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007988 323.140 社会科学 憲法

612 LAW IN CONTEXT 憲法 ―法律問題を読み解く35の事例― 有斐閣 2010 松井, 茂記 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007990 323.140 社会科学 憲法

613 続・Interactive憲法 （法学教室Library） 有斐閣 2011 長谷部, 恭男 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007991 323.140 社会科学 憲法

614 憲法基本判例を読み直す ◆新版配信中(第2版)（法学教室Library） 有斐閣 2011 野坂, 泰司 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007992 323.140 社会科学 憲法

615
基本的人権の事件簿 ―憲法の世界へ―第5版　◆新版配信中(第6版)（有斐閣選
書 [185]）

有斐閣 2015 棟居, 快行 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000026793 323.143 社会科学 憲法

616 はじめての行政法 第3版補訂版　◆新版配信中(第4版)（有斐閣アルマ Basic） 有斐閣 2015 石川, 敏行 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023054 323.900 社会科学 憲法

617 判例から探究する行政法 有斐閣 2012 山本, 隆司 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007993 323.900 社会科学 憲法

618 改正行政事件訴訟法研究 （ジュリスト増刊） 有斐閣 2005 小早川, 光郎 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007952 323.960 社会科学 憲法

619 現代日本民法の基礎を問う ―笑うケースメソッド― 勁草書房 2015 木庭, 顕 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000017598 324.000 社会科学 民法

620 新しい民法 ―現代語化の経緯と解説―（ジュリストブックス） 有斐閣 2005 池田, 真朗 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007955 324.000 社会科学 民法

621 判例に学ぶ民法 有斐閣 1994 星野, 英一 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007994 324.000 社会科学 民法

622 民法解釈方法に関する十二講 有斐閣 1997 広中, 俊雄 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007995 324.000 社会科学 民法

623 民法トライアル教室 有斐閣 1999 磯村, 保 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007996 324.000 社会科学 民法

624 マルチラテラル民法 有斐閣 2002 池田, 真朗 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007998 324.000 社会科学 民法

625 民法の”なぜ”がわかる 有斐閣 2005 前田, 達明 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007999 324.000 社会科学 民法

626 講義 物権・担保物権法 ◆新版配信中(第3版) 有斐閣 2009 安永, 正昭 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000008001 324.000 社会科学 民法

627 もうひとつの基本民法Ⅰ 有斐閣 2005 大村, 敦志 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000008000 324.010 社会科学 民法

628 もうひとつの基本民法Ⅱ 有斐閣 2007 大村, 敦志 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000008003 324.010 社会科学 民法

629 債権総論 （法学教室Library） 有斐閣 2002 淡路, 剛久 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000008002 324.400 社会科学 民法

630 債権回収法講義  第2版 有斐閣 2011 森田, 修 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000008004 324.400 社会科学 民法

631 取引関係における違法行為とその法的処理 ―制度間競合論の視点から― 有斐閣 1996 奥田, 昌道 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007956 324.550 社会科学 民法

632 不法行為判例に学ぶ ―社会と法の接点― 有斐閣 2011 大村, 敦志 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000008005 324.550 社会科学 民法

633 子ども法 有斐閣 2015 大村, 敦志 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027192 324.600 社会科学 民法

634 家族法改正 ―婚姻・親子関係を中心に― 有斐閣 2010 中田, 裕康 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007958 324.600 社会科学 民法

635 家族法　民法を学ぶ ―民法を学ぶ―第2版　◆新版配信中(第4版) 有斐閣 2013 窪田, 充見 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000008006 324.600 社会科学 民法

636 平成26年会社法改正 ―会社実務における影響と判例の読み方―（Jurist books） 有斐閣 2015 岩原, 紳作 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027038 325.200 社会科学 商法

637
企業金融と会社法・資本市場規制 = Law of corporate finance and securities
regulation

有斐閣 2015 久保田, 安彦 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023056 325.200 社会科学 商法

638 ポイントレクチャー会社法 第2版 有斐閣 2015 近藤, 光男 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025034 325.200 社会科学 商法

639 改正会社法セミナー （株式編） 有斐閣 2005 江頭, 憲治郎 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007959 325.200 社会科学 商法

640 改正会社法セミナー （企業統治編） 有斐閣 2006 江頭, 憲治郎 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007960 325.200 社会科学 商法

641 会社法新旧対照条文 （ジュリスト増刊） 有斐閣 2005 弥永, 真生 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007961 325.200 社会科学 商法
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642 会社法施行5年　理論と実務の現状と課題 （ジュリスト増刊） 有斐閣 2011 岩原, 紳作 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007962 325.200 社会科学 商法

643 会社法新判例50 （ジュリストブックス） 有斐閣 2011 弥永, 真生 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007963 325.200 社会科学 商法

644 演習会社法  第2版（法学教室Library） 有斐閣 2010 弥永, 真生 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000008007 325.200 社会科学 商法

645 事例で考える会社法 　◆新版配信中(第2版)（法学教室Library) 有斐閣 2011 伊藤, 靖史 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000008008 325.200 社会科学 商法

646 リーガルマインド会社法  第13版 有斐閣 2012 弥永, 真生 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000008009 325.200 社会科学 商法

647 刑法と民法の対話 有斐閣 2001 佐伯, 仁志 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007997 326.000 社会科学 刑法、刑事法

648 エキサイティング刑法 （総論） 有斐閣 1999 大谷, 實 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000008015 326.000 社会科学 刑法、刑事法

649 エキサイティング刑法 （各論） 有斐閣 2000 大谷, 實 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000008016 326.000 社会科学 刑法、刑事法

650 新判例から見た刑法 第2版　◆新版配信中(第3版)（法学教室Library) 有斐閣 2008 山口, 厚 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000008017 326.000 社会科学 刑法、刑事法

651 刑法総論の考え方・楽しみ方 （法学教室Library） 有斐閣 2013 佐伯, 仁志 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000008018 326.100 社会科学 刑法、刑事法

652 正犯・共犯論の基礎理論 東京大学出版会 2002 島田, 聡一郎 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000037 326.150 社会科学 刑法、刑事法

653 放火罪の理論 東京大学出版会 2004 星, 周一郎 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000038 326.220 社会科学 刑法、刑事法

654 逐条解説犯罪被害者保護二法 （ジュリストブックス） 有斐閣 2001 松尾, 浩也 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007975 326.300 社会科学 刑法、刑事法

655 精神医療と心神喪失者等医療観察法 （ジュリスト増刊） 有斐閣 2004 町野, 朔 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007976 326.480 社会科学 刑法、刑事法

656 コモン・ベーシック弁護士倫理 有斐閣 2006 加藤, 新太郎 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000008010 327.140 社会科学 司法、訴訟手続法

657 民事訴訟法・民事訴訟規則新旧対照条文 （ジュリスト増刊） 有斐閣 1997 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007964 327.200 社会科学 司法、訴訟手続法

658 研究会新民事訴訟法 ―立法・解釈・運用―（ジュリスト増刊） 有斐閣 1999 竹下, 守夫 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007965 327.200 社会科学 司法、訴訟手続法

659 ステップアップ民事事実認定 有斐閣 2010 土屋, 文昭 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007967 327.200 社会科学 司法、訴訟手続法

660 民事訴訟法の改正課題 （ジュリスト増刊） 有斐閣 2012 三木, 浩一 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007968 327.200 社会科学 司法、訴訟手続法

661 重点講義民事訴訟法 第2版　◆新版配信中(第2版補訂版) 下 有斐閣 2012 高橋, 宏志 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000008012 327.200 社会科学 司法、訴訟手続法

662 重点講義民事訴訟法 第2版補訂版（上） 有斐閣 2013 高橋, 宏志 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000008013 327.200 社会科学 司法、訴訟手続法

663 事例演習民事訴訟法  第3版（法学教室Library） 有斐閣 2013 遠藤, 賢治 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000008024 327.200 社会科学 司法、訴訟手続法

664 〈判例から学ぶ〉民事事実認定 （ジュリスト増刊） 有斐閣 2006 伊藤, 眞 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007966 327.220 社会科学 司法、訴訟手続法

665 新破産法の基本構造と実務 （ジュリスト増刊） 有斐閣 2007 伊藤, 眞 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007972 327.360 社会科学 司法、訴訟手続法

666 民事再生法逐条研究 ―解釈と運用―（ジュリスト増刊） 有斐閣 2002 伊藤, 眞 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007969 327.370 社会科学 司法、訴訟手続法

667 民事再生法入門 有斐閣 2009 松下, 淳一 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000008014 327.370 社会科学 司法、訴訟手続法

668 新会社更生法の基本構造と平成１６年改正 （ジュリスト増刊） 有斐閣 2005 伊藤, 眞 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007970 327.380 社会科学 司法、訴訟手続法

669 新仲裁法の理論と実務 （ジュリスト増刊） 有斐閣 2006 三木, 浩一 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007971 327.500 社会科学 司法、訴訟手続法

670 Q&A平成19年犯罪被害者のための刑事手続関連法改正 （ジュリストブックス） 有斐閣 2008 酒巻, 匡 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007977 327.600 社会科学 司法、訴訟手続法

671 刑事弁護の技術と倫理 ―刑事弁護の心・技・体― 有斐閣 2007 佐藤, 博史 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000008011 327.600 社会科学 司法、訴訟手続法

672 刑事手続法Ⅱ （法学教室Library） 有斐閣 2003 三井, 誠 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000008019 327.600 社会科学 司法、訴訟手続法

673 刑事手続法Ⅲ （法学教室Library） 有斐閣 2004 三井, 誠 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000008020 327.600 社会科学 司法、訴訟手続法

674 演習刑事訴訟法 （法学教室Library） 有斐閣 2005 長沼, 範良 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000008021 327.600 社会科学 司法、訴訟手続法

675 事例演習刑事訴訟法 　◆新版配信中(第2版)（法学教室Library） 有斐閣 2011 古江, 頼隆 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000008023 327.600 社会科学 司法、訴訟手続法

676 捜査手段としての通信・会話の傍受 有斐閣 1997 井上, 正仁 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007973 327.630 社会科学 司法、訴訟手続法

677 政治制度としての陪審制 ―近代日本の司法権と政治― 東京大学出版会 2001 三谷, 太一郎 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000032 327.670 社会科学 司法、訴訟手続法

678 少年法入門 第6版（有斐閣ブックス 81） 有斐閣 2015 澤登, 俊雄 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000022743 327.800 社会科学 司法、訴訟手続法

679 Q&A改正少年法 （ジュリストブックス） 有斐閣 2001 甲斐, 行夫 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007974 327.800 社会科学 司法、訴訟手続法

680 戦争の法から平和の法へ ―戦間期のアメリカ国際法学者― 東京大学出版会 2003 篠原, 初枝 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000050 329.000 社会科学 国際法

681 ポイント国際私法　総論  第2版 有斐閣 2007 道垣内, 正人 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000008031 329.800 社会科学 国際法

682 これだけはおさえたい経済学 ―学びのガイダンス―（Primary大学テキスト） 実教出版 2014 大久保, 研治 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023090 331.000 社会科学 経済学、経済思想

683 よくわかる!マクロ経済学入門 慶應義塾大学出版会 2015 石橋, 春男 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023045 331.000 社会科学 経済学、経済思想

684 入門経済学 = Introduction to economics 第4版 日本評論社 2015 伊藤, 元重 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000040861 331.000 社会科学 経済学、経済思想

685 ミクロ経済学・入門 ―ビジネスと政策を読みとく―新版（有斐閣アルマ Basic） 有斐閣 2015 柳川, 隆 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025038 331.000 社会科学 経済学、経済思想

686
市場の失敗と政府の失敗への対策 （プログレッシブ経済学シリーズ . ミクロ経済学
1）

東洋経済新報社 2008 八田, 達夫 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016016 331.000 社会科学 経済学、経済思想

687 効率化と格差是正 （プログレッシブ経済学シリーズ . ミクロ経済学 2） 東洋経済新報社 2009 八田, 達夫 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016017 331.000 社会科学 経済学、経済思想

688 44の例題で学ぶ計量経済学 ―econometrics― オーム社 2013 唐渡, 広志 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007387 331.190 社会科学 経済学、経済思想

689 計量経済学の第一歩 ―実証分析のススメ―（有斐閣ストゥディア） 有斐閣 2015 田中, 隆一 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027426 331.190 社会科学 経済学、経済思想

690
はじめてのゲーム理論 ―2つのキーワードで本質がわかる―（ブルーバックス B-
1782）

講談社 2012 川越, 敏司 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028273 331.190 社会科学 経済学、経済思想

691 日本経済思想史 ―江戸から昭和― 勁草書房 2015 川口, 浩 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000026435 331.210 社会科学 経済学、経済思想

692 競争秩序のポリティクス ―ドイツ経済政策思想の源流― 東京大学出版会 2005 雨宮, 昭彦 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000065 331.234 社会科学 経済学、経済思想

693 21世紀のマルクス経済学 慶應義塾大学出版会 2015 延近, 充 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000022726 331.600 社会科学 経済学、経済思想

694 ケインズの理論 ―複合的視座からの研究― 東京大学出版会 2003 平井, 俊顕 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000068 331.740 社会科学 経済学、経済思想

695 21世紀の資本 みすず書房 2014 トマ・ピケティ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000017583 331.820 社会科学 経済学、経済思想

696 資本主義日本の歴史構造 東京大学出版会 2015 石井, 寛治 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023038 332.106 社会科学 経済史・事情、経済体制

697 戦間期日本の経済政策史的研究 東京大学出版会 2003 三和, 良一 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000063 332.106 社会科学 経済史・事情、経済体制

698
何が間違いか日本の経済政策 ―マドリングスルーの時代―（丸善ライブラリー
364）

丸善出版 2004 白川, 一郎 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000158 332.107 社会科学 経済史・事情、経済体制

699 日本経済を知る 新版 八千代出版 2017 杉浦, 裕晃 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000044010 332.107 社会科学 経済史・事情、経済体制

700 人口減少時代の日本経済 （人口学ライブラリー 5） 原書房 2006 大淵, 寛 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025530 332.107 社会科学 経済史・事情、経済体制

701 日本経済の課題と針路 ―経済政策の理論・実証分析― 慶應義塾大学出版会 2015 吉野, 直行 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023047 332.107 社会科学 経済史・事情、経済体制

702 アメリカに頼れない時代 2012（日本経済の明日を読む） 東洋経済新報社 2011 みずほ総合研究所 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002188 332.107 社会科学 経済史・事情、経済体制

703 日本経済の明日を読む 2013 東洋経済新報社 2012 みずほ総合研究所 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000005444 332.107 社会科学 経済史・事情、経済体制

704 アラブ経済史 ―1810〜2009年―（世界歴史叢書） 明石書店 2010 山口, 直彦 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000024321 332.270 社会科学 経済史・事情、経済体制

705 中央アジア体制移行経済の制度分析 ―政府-企業間関係の進化と経済成果― 東京大学出版会 2004 岩崎, 一郎 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000073 332.296 社会科学 経済史・事情、経済体制
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706 グローバリゼーションと国民経済の選択 東京大学出版会 2001 秋元, 英一 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000057 333.600 社会科学 経済政策、国際経済

707 テキストブック開発経済学 第3版（有斐閣ブックス） 有斐閣 2015 ジェトロ・アジア経済研究所 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000026432 333.800 社会科学 経済政策、国際経済

708 国際人口移動の新時代 （人口学ライブラリー 4） 原書房 2006 吉田, 良生 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025529 334.200 社会科学 人口、土地、資源

709 世界主要国・地域の人口問題 （人口学ライブラリー 8） 原書房 2010 早瀬, 保子 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025533 334.300 社会科学 人口、土地、資源

710 世界の人口開発問題 （人口学ライブラリー 12） 原書房 2012 阿藤, 誠 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025537 334.300 社会科学 人口、土地、資源

711 世界の人口 第2版 東京大学出版会 2000 河野, 稠果 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000082 334.300 社会科学 人口、土地、資源

712 少子化の人口学 （人口学ライブラリー 1） 原書房 2004 大淵, 寛 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025526 334.310 社会科学 人口、土地、資源

713 少子化の社会経済学 （人口学ライブラリー 2） 原書房 2005 大淵, 寛 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025527 334.310 社会科学 人口、土地、資源

714 少子化の政策学 （人口学ライブラリー 3） 原書房 2005 大淵, 寛 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025528 334.310 社会科学 人口、土地、資源

715 人口減少時代の日本社会 （人口学ライブラリー 6） 原書房 2007 阿藤, 誠 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025531 334.310 社会科学 人口、土地、資源

716 人口減少時代の地域政策 （人口学ライブラリー 9） 原書房 2011 吉田, 良生 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025534 334.310 社会科学 人口、土地、資源

717 人口高齢化と労働政策 （人口学ライブラリー 15） 原書房 2014 小崎, 敏男 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025540 334.310 社会科学 人口、土地、資源

718 人口減少と少子化対策 （人口学ライブラリー 16） 原書房 2015 高橋, 重郷 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025541 334.310 社会科学 人口、土地、資源

719 ポスト人口転換期の日本 （人口学ライブラリー 17） 原書房 2016 佐藤, 龍三郎 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000031916 334.310 社会科学 人口、土地、資源

720 首都圏の高齢化 （人口学ライブラリー 14） 原書房 2014 井上, 孝 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025539 334.313 社会科学 人口、土地、資源

721
ハワイの日本人移民 ―人種差別事件が語る、もうひとつの移民像―（世界人権問
題叢書 55）

明石書店 2005 山本, 英政 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000024327 334.476 社会科学 人口、土地、資源

722 現代企業の条件 ―メガコンペティションの時代―（丸善ライブラリー 260） 丸善出版 1998 長谷川, 洋三 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000146 335.000 社会科学 企業、経営

723 ビジネス法務基本用語和英辞典  第2版 商事法務 2013 原, 秋彦 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016063 335.033 社会科学 企業、経営

724 人生を変えるMBA ―「神戸方式」で学ぶ最先端の経営学― 有斐閣 2015 神戸大学専門職大学院 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025042 335.070 社会科学 企業、経営

725 戦略・起業・イノベーション （アントレプレナーの経営学 1） 慶應義塾大学出版会 2016 エリック・ボール https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028075 335.100 社会科学 企業、経営

726 リーダーシップ・組織・新トピックス （アントレプレナーの経営学 2） 慶應義塾大学出版会 2016 エリック・ボール https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028076 335.100 社会科学 企業、経営

727 国際ビジネス・ファイナンス （アントレプレナーの経営学 3） 慶應義塾大学出版会 2016 エリック・ボール https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028077 335.100 社会科学 企業、経営

728 ドラッカー、その思想 文眞堂 2011 三戸, 公 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015484 335.100 社会科学 企業、経営

729 戦略的アウトソーシングの進化 東京大学出版会 2000 西口, 敏宏 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000054 335.207 社会科学 企業、経営

730
はじめての国際経営 = Introduction to international management （有斐閣ストゥ
ディア）

有斐閣 2015 中川, 功一 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025041 335.500 社会科学 企業、経営

731 グローバリズムと日本企業 ―組織としての多国籍企業― 東京大学出版会 2002 洞口, 治夫 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000061 335.500 社会科学 企業、経営

732 ケーススタディ経済法 有斐閣 2015 大久保, 直樹 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000022745 335.570 社会科学 企業、経営

733 条文から学ぶ独占禁止法 ◆新版配信中(第2版) 有斐閣 2014 土田, 和博 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000017478 335.570 社会科学 企業、経営

734 独禁法事例の勘所  第2版（法学教室Library） 有斐閣 2010 白石, 忠志 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000008029 335.570 社会科学 企業、経営

735 世界一わかりやすいリスクマネジメント集中講座 オーム社 2017 勝俣, 良介 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000049375 336.000 社会科学 経営管理

736 危機管理法大全 商事法務 2016
西村あさひ法律事務所・危機管理グ
ループ

https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000046128 336.000 社会科学 経営管理

737
どうなるどうする現場に学ぶSNSトラブル回避術 ―正しいソーシャルメディアとのつ
きあい方―

富士通エフ・オ－・エ
ム

2015 富士通エフ・オー・エム株式会社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000024350 336.000 社会科学 経営管理

738 グローバルプロジェクトチームのまとめ方 ―リーダーシップの新たな挑戦― 慶應義塾大学出版会 2015 ルス・マルティネリ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000026632 336.000 社会科学 経営管理

739 コンサルティング業界ハンドブック （1秒でわかる!） 東洋経済新報社 2011 安藤, 佳則 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002181 336.000 社会科学 経営管理

740
「計画力」を強くする ―あなたの計画はなぜ挫折するか―（ブルーバックス B-
1552）

講談社 2007 加藤, 昭吉 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028157 336.100 社会科学 経営管理

741 どこでも使えるPERT・CPM （ブルーバックス . 計画の科学 ; [1] B-35） 講談社 1965 加藤, 昭吉 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028781 336.100 社会科学 経営管理

742 セキュリティ経営 ―ポスト3.11の復元力 (レジリエンス)― 勁草書房 2011 林, 紘一郎 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000024281 336.170 社会科学 経営管理

743 現場の情報化 ―IT利用実践の組織論的研究― 有斐閣 2015 松嶋, 登 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000026800 336.170 社会科学 経営管理

744 経営情報論 新版補訂（有斐閣アルマ Specialized） 有斐閣 2015 遠山, 暁 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000022751 336.170 社会科学 経営管理

745 オープン・イノベーションのマネジメント ―高い経営成果を生む仕組みづくり― 有斐閣 2015 米倉, 誠一郎 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025040 336.170 社会科学 経営管理

746
アイデア発想法と協同作業支援 （未来へつなぐデジタルシリーズ = Connection to
the future with digital series 23）

共立出版 2014 宗森, 純 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023075 336.200 社会科学 経営管理

747 個性を活かす人材マネジメント ―近未来型人事革新のシナリオ― 勁草書房 2016 谷内, 篤博 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000036377 336.400 社会科学 経営管理

748 プレゼンテーション+PowerPoint 2013 （30時間アカデミック） 実教出版 2013 池内, 健治 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000031668 336.400 社会科学 経営管理

749 プレゼンテーション技法+演習 実教出版 1996 小林, 敬誌 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007530 336.400 社会科学 経営管理

750
自己分析 [2016年度版] ―適職へ導く書きこみ式ワークシート―（内定獲得のメソッ
ド）

マイナビ出版 2014 岡, 茂信 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000014223 336.420 社会科学 経営管理

751 ビジネスコミュニケーションスキルを磨く10のステップ （就活必勝ガイド）
富士通エフ・オ－・エ
ム

2010 富士通エフ・オー・エム https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007161 336.470 社会科学 経営管理

752 組織のなかで人を育てる ―企業内人材育成とキャリア形成の方法― 有斐閣 2016 佐藤, 厚 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000034364 336.470 社会科学 経営管理

753 会社と社会を幸せにする健康経営 勁草書房 2010 田中, 滋 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000024280 336.480 社会科学 経営管理

754 社会人になる前に知っておきたいビジネスパーソンの常識とマナー 学文社 2016 白川, 美知子 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000031416 336.490 社会科学 経営管理

755 よくわかる自信がつくプレゼンテーション ―引きつけて離さないテクニック―改訂版
富士通エフ・オ－・エ
ム

2018 富士通エフ・オー・エム https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000049124 336.490 社会科学 経営管理

756
論理が伝わる世界標準の「プレゼン術」 ―一生モノの「説得技法」―（ブルーバック
ス B-1847）

講談社 2014 倉島, 保美 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028569 336.490 社会科学 経営管理

757
トランスナショナル・マネジメント ―アメリカ人に「NO」と言い、「YES」と言わせるビジ
ネス奥義―

ＩＢＣパブリッシング 2016 山久瀬, 洋二 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000033642 336.490 社会科学 経営管理

758 日本人がグローバルビジネスで成功するためのヒント ―日英対訳― ＩＢＣパブリッシング 2014 ジョン・ギレスピー https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000033644 336.490 社会科学 経営管理

759 グローバルエリート ―世界で成功する英語力とビジネス力を身につける方法― ＩＢＣパブリッシング 2014 ロッシェル・カップ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000033646 336.490 社会科学 経営管理

760 らくらく合格秘書検定2・3級テキスト&問題集 （秘書教科書） 翔泳社 2018 西村, この実 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000067569 336.500 社会科学 経営管理

761
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）

講談社 2012 倉島, 保美 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028571 336.550 社会科学 経営管理

762 Wordによる論文・技術文書・レポート作成術 ―Word 2013/2010/2007対応― コロナ社 2014 神谷, 幸宏 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025063 336.570 社会科学 経営管理

763 金融と法 ―企業ファイナンス入門― 有斐閣 2010 大垣, 尚司 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000008030 336.800 社会科学 経営管理

764 スタンダード管理会計 第2版 東洋経済新報社 2017 小林　啓孝 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000044907 336.840 社会科学 経営管理

765 会計学の基本問題 慶應義塾大学出版会 2016 友岡　賛 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000030859 336.900 社会科学 経営管理
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766 貨幣と信用 ―純粋資本主義批判― 東京大学出版会 2000 大黒, 弘慈 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000055 337.100 社会科学 貨幣、通貨

767 リスクマネジメント （ジャフィー・ジャーナル : 金融工学と市場計量分析） 朝倉書店 2014 日本金融・証券計量・工学学会 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023082 338.010 社会科学 金融、銀行、信託

768 金融経済学 東京大学出版会 2016 清水, 克俊 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000040195 338.010 社会科学 金融、銀行、信託

769 金融危機の経済分析 東京大学出版会 2002 桜川, 昌哉 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000062 338.010 社会科学 金融、銀行、信託

770
確率・統計でわかる「金融リスク」のからくり ―「想定外の損失」をどう避けるか―
（ブルーバックス B-1784）

講談社 2012 吉本, 佳生 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028333 338.010 社会科学 金融、銀行、信託

771 スマートベータの取扱説明書 ―仕組みを理解して使いこなす― 東洋経済新報社 2017 徳野, 明洋 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000047735 338.155 社会科学 金融、銀行、信託

772 文系女子のためのFP技能士3級音声付き合格テキスト&演習問題  【音声付】
インプレスＲ＆Ｄ／イ
ンプレスビジネスメ

2017 堀川, 洋 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000043011 338.180 社会科学 金融、銀行、信託

773 日本銀行金融政策史 東京大学出版会 2001 石井, 寛治 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000058 338.410 社会科学 金融、銀行、信託

774 日本の地域金融機関経営 ―営業地盤変化への対応― 勁草書房 2015 堀江, 康煕 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023064 338.500 社会科学 金融、銀行、信託

775 銀行貸出の経済分析 東京大学出版会 2001 堀江, 康煕 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000060 338.540 社会科学 金融、銀行、信託

776 現代の国際金融を学ぶ ―理論・実務・現実問題―新版 勁草書房 2015 中條, 誠一 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000026646 338.900 社会科学 金融、銀行、信託

777
私たちと公共経済 = Public economics: incentives and welfare （有斐閣ストゥディ
ア）

有斐閣 2015 寺井, 公子 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027051 341.000 社会科学 財政学、財政思想

778 費用便益分析の基礎 東京大学出版会 2000 常木, 淳 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000056 343.700 社会科学 財政政策、財務行政

779 ビジネス・タックス ―企業税制の理論と実務― 有斐閣 2005 中里, 実 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007954 345.100 社会科学 租税

780 結合企業課税の理論 東京大学出版会 2002 増井, 良啓 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000046 345.300 社会科学 租税

781 よくわかる法人税法入門 第2版（有斐閣選書） 有斐閣 2015 三木, 義一 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023055 345.350 社会科学 租税

782 テキスト地方財政論 ―公共経済学的アプローチの可能性― 勁草書房 2011 長沼, 進一 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000024276 349.000 社会科学 地方財政

783 地方分権の財政学 ―原点からの再構築― 東京大学出版会 2004 持田, 信樹 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000072 349.000 社会科学 地方財政

784 日本の地方財政 = Local government finance in Japan 有斐閣 2014 神野, 直彦 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000017593 349.210 社会科学 地方財政

785 ミクロデータの計量人口学 （人口学ライブラリー 11） 原書房 2012 安蔵, 伸治 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025536 358.010 社会科学 人口統計、国勢調査

786 国際社会学 有斐閣 2015 宮島, 喬 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000022752 361.000 社会科学 社会学

787
問いからはじめる家族社会学 ―多様化する家族の包摂に向けて―（有斐閣ストゥ
ディア）

有斐閣 2015 岩間, 暁子 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000022753 361.000 社会科学 社会学

788 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） 有斐閣 2015 本田, 由紀 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025044 361.000 社会科学 社会学

789 意味の文明学序説 ―その先の近代― 東京大学出版会 2001 今田, 高俊 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000005 361.000 社会科学 社会学

790 社会学理論応用事典 丸善出版 2017 日本社会学会 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000046057 361.036 社会科学 社会学

791 ロールズと自由な社会のジェンダー ―共生への対話― 勁草書房 2016 金野, 美奈子 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000031939 361.100 社会科学 社会学

792 社会を数理で読み解く ―不平等とジレンマの構造― 有斐閣 2015 盛山, 和夫 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025045 361.160 社会科学 社会学

793 大学生のための交渉術入門 慶應義塾大学出版会 2017 野沢, 聡子 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000053999 361.300 社会科学 社会学

794 完璧すぎる日本人 = All too perfect Japanese （対訳ニッポン） ＩＢＣパブリッシング 2011 山久瀬, 洋二 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000033627 361.420 社会科学 社会学

795 日本人のこころ = Heart & soul of the Japanese （対訳ニッポン） ＩＢＣパブリッシング 2011 山久瀬, 洋二 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000033628 361.420 社会科学 社会学

796 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― 丸善出版 2002 西田, 司 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000163 361.450 社会科学 社会学

797
日本人が誤解される100の言動 ―国際交流やビジネスで日本を再生するヒント―
（対訳ニッポン）

ＩＢＣパブリッシング 2011 山久瀬, 洋二 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000033632 361.450 社会科学 社会学

798 言い返さない日本人 ―あなたの態度が誤解を招く!―（対訳ニッポン） ＩＢＣパブリッシング 2009 山久瀬, 洋二 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000033635 361.450 社会科学 社会学

799 世論の政治社会学 東京大学出版会 2001 岡田, 直之 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000074 361.470 社会科学 社会学

800 中華オタク用語辞典 文学通信 2019 はちこ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000078861 361.500 社会科学 社会学

801 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― 世界思想社教学社 2017 山田, 真茂留 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000044630 361.600 社会科学 社会学

802 地域は消えない ―コミュニティ再生の現場から― 日本経済評論社 2014 岡崎, 昌之 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025813 361.700 社会科学 社会学

803 つながりづくりの隘路 ―地域社会は再生するのか― 勁草書房 2015 石田, 光規 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023065 361.780 社会科学 社会学

804 祭りと地方都市 ―都市コミュニティ論の再興― 新曜社 2014 竹元, 秀樹 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000033437 361.780 社会科学 社会学

805 都市社会学・入門 （有斐閣アルマ Specialized） 有斐閣 2014 松本, 康 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000017484 361.780 社会科学 社会学

806 都市とモダニティの理論 東京大学出版会 2002 吉原, 直樹 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000075 361.780 社会科学 社会学

807 都市と文明の比較社会学 ―環境・リスク・公共性―（社会学シリーズ） 東京大学出版会 2003 藤田, 弘夫 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000076 361.780 社会科学 社会学

808 都市コミュニティの磁場 ―越境するエスニシティと21世紀都市社会学― 東京大学出版会 2004 奥田, 道大 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000077 361.780 社会科学 社会学

809 社会意識からみた日本 ―階層意識の新次元― 有斐閣 2015 数土, 直紀 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023060 361.800 社会科学 社会学

810 社会調査事典 丸善出版 2014 社会調査協会 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000011086 361.900 社会科学 社会学

811 日本人の考え方世界の人の考え方 ―世界価値観調査から見えるもの― 勁草書房 2016 池田, 謙一 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027855 361.900 社会科学 社会学

812 実地調査入門 ―社会調査の第一歩―（アカデミック・スキルズ） 慶應義塾大学出版会 2015 西山, 敏樹 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027185 361.900 社会科学 社会学

813 社会調査演習 第2版 東京大学出版会 2004 原, 純輔 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000083 361.900 社会科学 社会学

814 ちょっと気になる社会保障 勁草書房 2016 権丈, 善一 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027660 364.000 社会科学 社会保障

815
はじめての社会保障 ―福祉を学ぶ人へ―第13版　◆新版配信中(第16版)（有斐閣
アルマ Basic）

有斐閣 2016 椋野, 美智子 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027770 364.000 社会科学 社会保障

816 社会保障法 第6版　◆新版配信中(第7版)（有斐閣アルマ Specialized） 有斐閣 2015 加藤, 智章 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023057 364.000 社会科学 社会保障

817 よくわかる社会保障法 ―understanding social security law― 有斐閣 2015 西村, 健一郎 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025037 364.000 社会科学 社会保障

818 人口減少時代の社会保障 （人口学ライブラリー 7） 原書房 2008 兼清, 弘之 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025532 364.021 社会科学 社会保障

819 社会保護政策論 ―グローバル健康福祉社会への政策提言― 慶應義塾大学出版会 2014 真屋, 尚生 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000017107 364.100 社会科学 社会保障

820 社会政策 ―福祉と労働の経済学―（有斐閣アルマ Specialized） 有斐閣 2015 駒村, 康平 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000026798 364.100 社会科学 社会保障

821
2時間でわかる介護保険改正 ―2018(平成30)年度新・介護報酬超速報版! : 2018ダ
ブル改定 : ケアマネジャー・介護職必携―（医療と介護next : 地域包括ケアをリード

メディカ出版 2018
日本ケアマネジメント学会認定ケアマネ
ジャーの会

https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000053000 364.400 社会科学 社会保障

822 介護保険の検証 ―軌跡の考察と今後の課題― 法律文化社 2016 増田, 雅暢 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027913 364.400 社会科学 社会保障

823 まる分かり平成28年改正雇用保険法・育児介護休業法 ―速報版― 労働新聞社 2016 労働新聞社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000032797 364.700 社会科学 社会保障

824
消費者行政法 ―安全・取引・表示・個人情報保護分野における執行の実務―（勁
草法律実務シリーズ）

勁草書房 2016 大島, 義則 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000034349 365.000 社会科学 生活・消費者問題

825 郊外・原発・家族 ―万博がプロパガンダした消費社会― 勁草書房 2015 三浦, 展 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023062 365.000 社会科学 生活・消費者問題
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826 新しい消費者教育 ―これからの消費生活を考える― 慶應義塾大学出版会 2016 神山, 久美 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027827 365.000 社会科学 生活・消費者問題

827
消費生活アドバイザー受験合格対策 2016年版 ―消費生活専門相談員資格認定
試験にも役立つ―

丸善出版 2016 葛西, 光子 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028094 365.070 社会科学 生活・消費者問題

828
消費生活アドバイザー受験合格対策 2015年版 ―消費生活専門相談員資格認定
試験にも役立つ―

丸善出版 2015 葛西, 光子 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000026652 365.070 社会科学 生活・消費者問題

829 土地と住宅市場の経済分析 東京大学出版会 1999 山崎, 福寿 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000053 365.300 社会科学 生活・消費者問題

830 知らないと損!働くみんなの労働法 労働新聞社 2015 園田, 裕彦 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023354 366.140 社会科学 労働経済、労働問題

831 ウォッチング労働法  第3版（法学教室Library） 有斐閣 2009 土田, 道夫 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000008025 366.140 社会科学 労働経済、労働問題

832 労働の正義を考えよう ―労働法判例からみえるもの― 有斐閣 2012 大内, 伸哉 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000008026 366.140 社会科学 労働経済、労働問題

833 変化のなかの雇用システム 東京大学出版会 2003 仁田, 道夫 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000064 366.210 社会科学 労働経済、労働問題

834
障害者雇用と企業経営 ―共生社会にむけたスピリチュアル経営―（世界人権問題
叢書 . 大阪市立大学人権問題研究センター双書 ; 2 80）

明石書店 2012 狩俣, 正雄 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000024330 366.280 社会科学 労働経済、労働問題

835 正社員になる面接試験回答事例集 自由国民社 2013 就活フォーラム21 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016121 366.290 社会科学 労働経済、労働問題

836 女性の就業と親子関係 ―母親たちの階層戦略―（双書ジェンダー分析 6） 勁草書房 2004 本田, 由紀 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000024297 366.380 社会科学 労働経済、労働問題

837 雇用システムと女性のキャリア （双書ジェンダー分析 9） 勁草書房 2006 武石, 恵美子 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000024298 366.380 社会科学 労働経済、労働問題

838 不妊治療とキャリア継続 勁草書房 2015 乙部, 由子 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000026643 366.380 社会科学 労働経済、労働問題

839 職務格差 ―女性の活躍推進を阻む要因はなにか― 勁草書房 2015 大槻, 奈巳 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000026437 366.380 社会科学 労働経済、労働問題

840 労働審判 ―事例と運用実務―（ジュリスト増刊） 有斐閣 2008 日本弁護士連合会 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007978 366.670 社会科学 労働経済、労働問題

841
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―

世界思想社教学社 2015 中谷, 文美 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000044640 366.700 社会科学 労働経済、労働問題

842 中国人強制連行 東京大学出版会 2002 西成田, 豊 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000031 366.800 社会科学 労働経済、労働問題

843 産業・労働社会学 ―「働くこと」を社会学する―（有斐閣アルマ Specialized） 有斐閣 2015 小川, 慎一 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023061 366.900 社会科学 労働経済、労働問題

844 女子のチカラ 勁草書房 2015 米澤, 泉 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000026804 367.210 社会科学 家族問題、男性・女性問題、老人問題

845 女性解放をめぐる占領政策 （双書ジェンダー分析 16） 勁草書房 2007 上村, 千賀子 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000024299 367.210 社会科学 家族問題、男性・女性問題、老人問題

846 下層化する女性たち ―労働と家庭からの排除と貧困― 勁草書房 2015 小杉, 礼子 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000026439 367.210 社会科学 家族問題、男性・女性問題、老人問題

847
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―

慶應義塾大学出版会 2018 津谷, 典子 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000052247 367.210 社会科学 家族問題、男性・女性問題、老人問題

848 親と子の生涯発達心理学 勁草書房 2014 小野寺, 敦子 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000017453 367.300 社会科学 家族問題、男性・女性問題、老人問題

849 家族心理学 ―社会変動・発達・ジェンダーの視点― 東京大学出版会 2003 柏木, 恵子 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000012 367.300 社会科学 家族問題、男性・女性問題、老人問題

850 結婚の壁 ―非婚・晩婚の構造― 勁草書房 2010 佐藤, 博樹 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000024294 367.400 社会科学 家族問題、男性・女性問題、老人問題

851 虐待・親にもケアを ―生きる力をとりもどすMY TREEプログラム― 築地書館 2018 森田, ゆり https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000055095 367.600 社会科学 家族問題、男性・女性問題、老人問題

852 語られない「子ども」の近代 ―年少者保護制度の歴史社会学― 勁草書房 2014 元森, 絵里子 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016983 367.610 社会科学 家族問題、男性・女性問題、老人問題

853 「若者」の溶解 勁草書房 2016 川崎, 賢一 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000036373 367.680 社会科学 家族問題、男性・女性問題、老人問題

854 少子化と若者の就業行動 （人口学ライブラリー 10） 原書房 2012 小崎, 敏男 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025535 367.680 社会科学 家族問題、男性・女性問題、老人問題

855 よくわかる社会福祉 第11版（やわらかアカデミズム・「わかる」シリーズ） ミネルヴァ書房 2016 山縣, 文治 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000045059 369.000 社会科学 社会福祉

856 ゼミナール地域福祉学 ―図解でわかる理論と実践― 中央法規出版 2018 野口, 定久 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000063017 369.000 社会科学 社会福祉

857 つながり、支え合う福祉社会の仕組みづくり 中央法規出版 2018 東洋大学福祉社会開発研究センター https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000063040 369.000 社会科学 社会福祉

858
問いからはじめる社会福祉学 ―不安・不利・不信に挑む = Introduction to social
welfare studies with critical questions―（有斐閣ストゥディア）

有斐閣 2016 圷, 洋一 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027851 369.000 社会科学 社会福祉

859 社会福祉と権利擁護 ―人権のための理論と実践―（有斐閣アルマ Specialized） 有斐閣 2015 秋元, 美世 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000022755 369.000 社会科学 社会福祉

860 社会福祉をつかむ 改訂版　◆新版配信中(第3版)（Textbooks tsukamu） 有斐閣 2014 稲沢, 公一 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000017485 369.000 社会科学 社会福祉

861 日本社会事業思想小史 ―社会事業の成立と挫折― 勁草書房 2015 吉田, 久一 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027213 369.021 社会科学 社会福祉

862 社会福祉のトポス ―社会福祉の新たな解釈を求めて― 有斐閣 2016 岩田, 正美 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027203 369.021 社会科学 社会福祉

863 海外の介護保障を学ぶ ―オランダ、ドイツ、デンマーク、フィンランド― 学文社 2015 成清, 美治 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000024100 369.023 社会科学 社会福祉

864 介護福祉学事典 ミネルヴァ書房 2014 日本介護福祉学会事典編纂委員会 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016081 369.036 社会科学 社会福祉

865 社会福祉学事典 丸善出版 2014 日本社会福祉学会事典編集委員会 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000013600 369.036 社会科学 社会福祉

866
地域福祉のイノベーション ―コミュニティの持続可能性の危機に挑む : 日本地域福
祉学会第30回大会記念出版―

中央法規出版 2017 宮城, 孝 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000063027 369.040 社会科学 社会福祉

867 社会福祉研究のフロンティア 有斐閣 2014 岩崎, 晋也 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000017597 369.070 社会科学 社会福祉

868 社会福祉法入門 第3版 有斐閣 2015 河野, 正輝 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000026802 369.120 社会科学 社会福祉

869 社会福祉事業の生成・変容・展望 法律文化社 2015 鵜沼, 憲晴 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027912 369.120 社会科学 社会福祉

870 ソーシャルワーカーの力量を高める理論・アプローチ 中央法規出版 2011 川村, 隆彦 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015108 369.160 社会科学 社会福祉

871 事例で深めるソーシャルワーク実習 中央法規出版 2014 川村, 隆彦 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000017152 369.160 社会科学 社会福祉

872
ソーシャルワーク実践モデルのD&D ―プラグマティックEBPのためのM-D&D =
Modified design and development of social work practice models : based on and
facilitating pragmatic EBP―

有斐閣 2015 芝野, 松次郎 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000022754 369.160 社会科学 社会福祉

873 社会福祉士国家試験過去問解説集 2020 中央法規出版 2019 日本ソーシャルワーク教育学校連盟 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000085639 369.170 社会科学 社会福祉

874 社会福祉士国家試験受験ワークブック 2020専門科目編 中央法規出版 2019
社会福祉士国家試験受験ワークブック
編集委員会

https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000085642 369.170 社会科学 社会福祉

875 社会福祉士・精神保健福祉士国家試験受験ワークブック 2020共通科目編 中央法規出版 2019
社会福祉士・精神保健福祉士国家試験
受験ワークブック編集委員会

https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000085643 369.170 社会科学 社会福祉

876 見て覚える!社会福祉士国試ナビ 2020 中央法規出版 2019 いとう総研資格取得支援センター https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000085647 369.170 社会科学 社会福祉

877 社会福祉士国家試験過去問解説集 2019 中央法規出版 2018 日本ソーシャルワーク教育学校連盟 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000063020 369.170 社会科学 社会福祉

878 社会福祉士国家試験過去問解説集 2018 中央法規出版 2017 日本ソーシャルワーク教育学校連盟 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000044702 369.170 社会科学 社会福祉

879 社会福祉士国家試験過去問解説集 2017 中央法規出版 2016 日本社会福祉士養成校協会 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000031898 369.170 社会科学 社会福祉

880
介護総合演習 ―実習をとおした学びの目標と課題―（介護福祉士養成テキスト .
介護 13）

建帛社 2009 峯尾, 武巳 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000026524 369.170 社会科学 社会福祉

881 女性が福祉社会で生きるということ 勁草書房 2008 杉本, 貴代栄 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000024290 369.250 社会科学 社会福祉
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882
写真でわかる介護職のための医療的ケア ―喀痰吸引と経管栄養を中心に、安全・
確実なケアの流れとポイントを解説!―（写真でわかるシリーズ）

インターメディカ 2014 境, 美代子 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000017908 369.260 社会科学 社会福祉

883 地域リハビリテーション論 = Community based rehabilitation Ver.5 三輪書店 2012 大田, 仁史 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000008670 369.260 社会科学 社会福祉

884 クオリティを高める福祉サービス ―「苦情」から学ぶクオリティマネジメント― 学文社 2017 倉田, 康路 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000045393 369.260 社会科学 社会福祉

885 共生社会を切り開く ―障碍者福祉改革の羅針盤― 有斐閣 2015 佐藤, 久夫 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000022756 369.270 社会科学 社会福祉

886
メッセージ ―「苦難の体験」と「生きることの価値」 : ALS患者さん支援ボランティア
活動の記録―

看護の科学社 2006 犬塚, 久美子 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000538 369.270 社会科学 社会福祉

887
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―

かもがわ出版 2015 坂爪, 一幸 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000018709 369.280 社会科学 社会福祉

888 精神保健福祉士国家試験過去問解説集 2020 中央法規出版 2019 日本ソーシャルワーク教育学校連盟 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000085641 369.280 社会科学 社会福祉

889 精神保健福祉士国家試験受験ワークブック 2020専門科目編 中央法規出版 2019 日本精神保健福祉士協会 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000085644 369.280 社会科学 社会福祉

890 見て覚える!精神保健福祉士国試ナビ 専門科目2020 中央法規出版 2019 いとう総研資格取得支援センター https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000085649 369.280 社会科学 社会福祉

891 精神保健福祉士国家試験過去問解説集 2019 中央法規出版 2018 日本ソーシャルワーク教育学校連盟 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000063034 369.280 社会科学 社会福祉

892 精神保健福祉士国家試験過去問解説集 2018 中央法規出版 2017 日本ソーシャルワーク教育学校連盟 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000044703 369.280 社会科学 社会福祉

893 大規模災害概論 コロナ社 2014 矢代, 晴実 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000026463 369.300 社会科学 社会福祉

894
大規模災害に強い自治体間連携 ―現場からの報告と提言―（早稲田大学ブック
レット : 「震災後」に考える 14）

早稲田大学出版部 2012 稲継, 裕昭 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000008407 369.300 社会科学 社会福祉

895
早く的確な救援のために ―初動体制ガイドラインの提案―（早稲田大学ブックレッ
ト : 「震災後」に考える 17）

早稲田大学出版部 2012 中村, 民雄 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000008410 369.300 社会科学 社会福祉

896 災害対応ハンドブック 法律文化社 2016 野呂, 雅之 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000033109 369.300 社会科学 社会福祉

897 震災後に考える ―東日本大震災と向きあう92の分析と提言― 早稲田大学出版部 2015
早稲田大学・震災復興研究論集編集委
員会

https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000018685 369.310 社会科学 社会福祉

898
3.11津波で何が起きたか ―被害調査と減災戦略―（早稲田大学ブックレット : 「震
災後」に考える 4）

早稲田大学出版部 2011 柴山, 知也 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000008397 369.310 社会科学 社会福祉

899
0泊3日の支援からの出発 ―早稲田大学ボランティアセンター・学生による復興支
援活動―（早稲田大学ブックレット : 「震災後」に考える 7）

早稲田大学出版部 2011 加藤, 基樹 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000008400 369.310 社会科学 社会福祉

900
復興政策をめぐる《正》と《善》 ―震災復興の政治経済学を求めて ; 1―（早稲田大
学ブックレット : 「震災後」に考える 8）

早稲田大学出版部 2012 鈴村, 興太郎 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000008401 369.310 社会科学 社会福祉

901
東日本大震災と憲法 ―この国への直言―（早稲田大学ブックレット : 「震災後」に
考える 9）

早稲田大学出版部 2012 水島, 朝穂 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000008402 369.310 社会科学 社会福祉

902
学生のパワーを被災地へ! ―「早稲田型ボランティア」の舞台裏―（早稲田大学ブッ
クレット : 「震災後」に考える 10）

早稲田大学出版部 2012 岩井, 雪乃 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000008403 369.310 社会科学 社会福祉

903
《当事者》としていかに危機に向き合うか ―震災復興の政治経済学を求めて ; 2―
（早稲田大学ブックレット : 「震災後」に考える 16）

早稲田大学出版部 2012 河野, 勝 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000008409 369.310 社会科学 社会福祉

904
ともに生きた伝えた ―地域紙『石巻かほく』の1年―（早稲田大学ブックレット : 「震
災後」に考える 20）

早稲田大学出版部 2012 三陸河北新報社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000008413 369.310 社会科学 社会福祉

905
復興に女性たちの声を ―「3・11」とジェンダー―（早稲田大学ブックレット : 「震災
後」に考える 23）

早稲田大学出版部 2012 村田, 晶子 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000008416 369.310 社会科学 社会福祉

906
あの日私たちは東北へ向かった ―国際協力NGOと3・11―（早稲田大学ブックレッ
ト : 「震災後」に考える 24）

早稲田大学出版部 2012 多賀, 秀敏 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000008417 369.310 社会科学 社会福祉

907
ジャーナリズムの「いま」を問う ―早稲田ジャーナリズム大賞パネルディスカッション
より―（早稲田大学ブックレット : 「震災後」に考える 25）

早稲田大学出版部 2012 早稲田大学広報室 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000008418 369.310 社会科学 社会福祉

908
風化と闘う記者たち ―忘れない平成三陸大津波―（早稲田大学ブックレット : 「震
災後」に考える 26）

早稲田大学出版部 2012 岩手日報社編集局 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000008419 369.310 社会科学 社会福祉

909
津波被災地の500日 ―大槌・石巻・釜石にみる暮らし復興への困難な歩み―（早稲
田大学ブックレット : 「震災後」に考える 29）

早稲田大学出版部 2013 浦野, 正樹 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000008422 369.310 社会科学 社会福祉

910
ガジュマル的支援のすすめ ―東日本大震災と人間科学 ; 1　一人ひとりのこころに
寄り添う―（早稲田大学ブックレット : 「震災後」に考える 31）

早稲田大学出版部 2013 辻内, 琢也 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000008424 369.310 社会科学 社会福祉

911 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） 東洋経済新報社 2015 齊藤, 誠 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023300 369.310 社会科学 社会福祉

912
大震災・原発危機下の国際関係 （大震災に学ぶ社会科学 / 村松岐夫, 恒川惠市
監修 第7巻）

東洋経済新報社 2015 恒川, 惠市 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023301 369.310 社会科学 社会福祉

913
震災から見える情報メディアとネットワーク （大震災に学ぶ社会科学 / 村松岐夫,
恒川惠市監修 第8巻）

東洋経済新報社 2015 池田, 謙一 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023302 369.310 社会科学 社会福祉

914 震災後の自治体ガバナンス （大震災に学ぶ社会科学 第2巻） 東洋経済新報社 2015 小原, 隆治 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000026741 369.310 社会科学 社会福祉

915 福島原発事故と複合リスク・ガバナンス （大震災に学ぶ社会科学 第3巻） 東洋経済新報社 2015 城山, 英明 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000026742 369.310 社会科学 社会福祉

916 復旧・復興へ向かう地域と学校 （大震災に学ぶ社会科学 第6巻） 東洋経済新報社 2015 青木, 栄一 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027299 369.310 社会科学 社会福祉

917 被害・費用の包括的把握 （大震災に学ぶ社会科学 第5巻） 東洋経済新報社 2016 植田, 和弘 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027300 369.310 社会科学 社会福祉

918 政治過程と政策 （大震災に学ぶ社会科学 第1巻） 東洋経済新報社 2016 辻中, 豊 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027943 369.310 社会科学 社会福祉

919 保育実践と家庭支援論 勁草書房 2016 井村, 圭壮 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027440 369.400 社会科学 社会福祉

920
医療・保健・福祉・心理専門職のためのアセスメント技術を高めるハンドブック ―
ケースレポートの方法からケース検討会議の技術まで―

明石書店 2012 近藤, 直司 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000014720 369.400 社会科学 社会福祉

921 子ども家庭福祉の世界 （有斐閣アルマ Basic） 有斐閣 2015 山野, 則子 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000022757 369.400 社会科学 社会福祉

922 保育実践と社会的養護 勁草書房 2016 井村, 圭壮 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027439 369.430 社会科学 社会福祉

923 介護・福祉の支援人材養成開発論 ―尊厳・自律・リーダーシップの原則― 勁草書房 2016 福山, 和女 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000033539 369.920 社会科学 社会福祉

924 ソーシャルワーカーのための病院実習ガイドブック 勁草書房 2007 村上, 須賀子 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000024287 369.920 社会科学 社会福祉

925 学生時代、学ばなかった君へ ―学びの法則― 丸善出版 2003 鷲田, 小彌太 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000171 370.400 社会科学 教育

926 発達 （第1号） ミネルヴァ書房 1980 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000009975 370.500 社会科学 教育

927 発達 （第2号） ミネルヴァ書房 1980 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000009976 370.500 社会科学 教育

928 発達 （第3号） ミネルヴァ書房 1980 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000009977 370.500 社会科学 教育

929 発達 （第4号） ミネルヴァ書房 1980 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000009978 370.500 社会科学 教育

930 発達 （第5号） ミネルヴァ書房 1981 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000009979 370.500 社会科学 教育

931 発達 （第6号） ミネルヴァ書房 1981 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000009980 370.500 社会科学 教育
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932 発達 （第7号） ミネルヴァ書房 1981 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000009981 370.500 社会科学 教育

933 発達 （第8号） ミネルヴァ書房 1981 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000009982 370.500 社会科学 教育

934 発達 （第9号） ミネルヴァ書房 1982 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000009983 370.500 社会科学 教育

935 発達 （第10号） ミネルヴァ書房 1982 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000009984 370.500 社会科学 教育

936 発達 （第11号） ミネルヴァ書房 1982 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000009985 370.500 社会科学 教育

937 発達 （第12号） ミネルヴァ書房 1982 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000009986 370.500 社会科学 教育

938 発達 （第13号） ミネルヴァ書房 1983 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000009987 370.500 社会科学 教育

939 発達 （第14号） ミネルヴァ書房 1983 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000009988 370.500 社会科学 教育

940 発達 （第15号） ミネルヴァ書房 1983 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000009989 370.500 社会科学 教育

941 発達 （第16号） ミネルヴァ書房 1983 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000009990 370.500 社会科学 教育

942 発達 （第17号） ミネルヴァ書房 1984 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000009991 370.500 社会科学 教育

943 発達 （第18号） ミネルヴァ書房 1984 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000009992 370.500 社会科学 教育

944 発達 （第19号） ミネルヴァ書房 1984 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000009993 370.500 社会科学 教育

945 発達 （第20号） ミネルヴァ書房 1984 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000009994 370.500 社会科学 教育

946 発達 （第21号） ミネルヴァ書房 1985 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000009995 370.500 社会科学 教育

947 発達 （第22号） ミネルヴァ書房 1985 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000009996 370.500 社会科学 教育

948 発達 （第23号） ミネルヴァ書房 1985 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000009997 370.500 社会科学 教育

949 発達 （第24号） ミネルヴァ書房 1985 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000009998 370.500 社会科学 教育

950 発達 （第25号） ミネルヴァ書房 1986 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000009999 370.500 社会科学 教育

951 発達 （第26号） ミネルヴァ書房 1986 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000010000 370.500 社会科学 教育

952 発達 （第27号） ミネルヴァ書房 1986 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000010001 370.500 社会科学 教育

953 発達 （第28号） ミネルヴァ書房 1986 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000010002 370.500 社会科学 教育

954 発達 （第29号） ミネルヴァ書房 1987 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000010003 370.500 社会科学 教育

955 発達 （第30号） ミネルヴァ書房 1987 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000010004 370.500 社会科学 教育

956 発達 （第31号） ミネルヴァ書房 1987 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000010005 370.500 社会科学 教育

957 発達 （第32号） ミネルヴァ書房 1987 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000010006 370.500 社会科学 教育

958 発達 （第33号） ミネルヴァ書房 1988 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000010007 370.500 社会科学 教育

959 発達 （第34号） ミネルヴァ書房 1988 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000010008 370.500 社会科学 教育

960 発達 （第35号） ミネルヴァ書房 1988 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000010009 370.500 社会科学 教育

961 発達 （第36号） ミネルヴァ書房 1988 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000010010 370.500 社会科学 教育

962 発達 （第37号） ミネルヴァ書房 1989 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000010011 370.500 社会科学 教育

963 発達 （第38号） ミネルヴァ書房 1989 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000010012 370.500 社会科学 教育

964 発達 （第39号） ミネルヴァ書房 1989 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000010013 370.500 社会科学 教育

965 発達 （第40号） ミネルヴァ書房 1989 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000010014 370.500 社会科学 教育

966 発達 （第41号） ミネルヴァ書房 1990 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000010015 370.500 社会科学 教育

967 発達 （第42号） ミネルヴァ書房 1990 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000010016 370.500 社会科学 教育

968 発達 （第43号） ミネルヴァ書房 1990 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000010017 370.500 社会科学 教育

969 発達 （第44号） ミネルヴァ書房 1990 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000010018 370.500 社会科学 教育

970 発達 （第45号） ミネルヴァ書房 1991 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000010019 370.500 社会科学 教育

971 発達 （第46号） ミネルヴァ書房 1991 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000010020 370.500 社会科学 教育

972 発達 （第47号） ミネルヴァ書房 1991 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000010021 370.500 社会科学 教育

973 発達 （第48号） ミネルヴァ書房 1991 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000010022 370.500 社会科学 教育

974 発達 （第49号） ミネルヴァ書房 1992 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000010023 370.500 社会科学 教育

975 発達 （第50号） ミネルヴァ書房 1992 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000010024 370.500 社会科学 教育

976 発達 （第51号） ミネルヴァ書房 1992 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000010025 370.500 社会科学 教育

977 発達 （第52号） ミネルヴァ書房 1992 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000010026 370.500 社会科学 教育

978 問いからはじめる教育学 （有斐閣ストゥディア） 有斐閣 2015 勝野, 正章 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000020183 371.000 社会科学 教育学、教育思想

979 ポリスとしての教育 ―教育的統治のアルケオロジー― 東京大学出版会 2004 白水, 浩信 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000088 371.200 社会科学 教育学、教育思想

980 ペスタロッチーに還れ ―教育的格差・貧困・偏見に挑む― 学文社 2015 黒沢, 英典 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000024096 371.235 社会科学 教育学、教育思想

981 生活保護世帯の子どものライフストーリー ―貧困の世代的再生産― 勁草書房 2016 林, 明子 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027438 371.300 社会科学 教育学、教育思想

982
都市とアーキテクチャの教育思想 ―保護と人間形成のあいだ―（教育思想双書
10）

勁草書房 2015 山名, 淳 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025051 371.300 社会科学 教育学、教育思想

983 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） 有斐閣 2015 鎌原, 雅彦 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000026642 371.400 社会科学 教育学、教育思想

984 教育心理学 第3版（ベーシック現代心理学 6） 有斐閣 2015 子安, 増生 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000022758 371.400 社会科学 教育学、教育思想

985 学校を欠席する子どもたち ―長期欠席・不登校から学校教育を考える― 東京大学出版会 2000 保坂, 享 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000079 371.400 社会科学 教育学、教育思想

986
不登校の子どもに何が必要か ―学校の先生・SCにも知ってほしい―（子どものここ
ろと体シリーズ）

慶應義塾大学出版会 2016 増田, 健太郎 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028074 371.420 社会科学 教育学、教育思想

987
被災地の子どもの心に寄り添う ―臨床心理学からのアドバイス―（早稲田大学ブッ
クレット : 「震災後」に考える 12）

早稲田大学出版部 2012 本田, 恵子 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000008405 371.430 社会科学 教育学、教育思想

988 思春期学 東京大学出版会 2015 笠井, 清登 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028053 371.470 社会科学 教育学、教育思想

989 多国籍化する日本の学校 ―教育グローバル化の衝撃― 勁草書房 2015 佐久間, 孝正 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000026806 371.500 社会科学 教育学、教育思想

990 新しい教育評価入門 ―人を育てる評価のために―（有斐閣コンパクト） 有斐閣 2015 西岡, 加名恵 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025047 371.700 社会科学 教育学、教育思想

991 民俗学運動と学校教育 ―民俗の発見とその国民化― 東京大学出版会 2001 小国, 喜弘 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000085 372.106 社会科学 教育史・事情

992 コミュニティ・スクールのポリティクス ―学校運営協議会における保護者の位置― 勁草書房 2015 仲田, 康一 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000020185 374.000 社会科学 学校経営・管理、学校保健

993 学校危機とコンサルテーション ―いじめ・虐待・体罰・性的被害・犯罪・事故・自殺― 新興医学出版社 2015 細田, 眞司 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000026242 374.000 社会科学 学校経営・管理、学校保健
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994
災害時にこそ問われる学級経営力 岩手・三陸編 （早稲田大学ブックレット : 「震災
後」に考える 1）

早稲田大学出版部 2011 河村, 茂雄 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000008394 374.100 社会科学 学校経営・管理、学校保健

995 新しい教職概論 ―教師と子どもの社会― ミネルヴァ書房 2016 南本, 長穂 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000045065 374.300 社会科学 学校経営・管理、学校保健

996 教師のライフストーリー ―高校教師の中年期の危機と再生― 勁草書房 2015 高井良, 健一 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000020186 374.300 社会科学 学校経営・管理、学校保健

997 先生のためのセルフ・カウンセリング入門 ―いつでもどこでもできる自己発見法― 学事出版 2016 渡辺, 康麿 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000046101 374.300 社会科学 学校経営・管理、学校保健

998 新しい時代の教職入門 改訂版（有斐閣アルマ Interest） 有斐閣 2015 秋田, 喜代美 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000026803 374.300 社会科学 学校経営・管理、学校保健

999
アレルギーの子どもの学校生活 ―学校の先生にも知ってほしい―（子どものこころ
と体シリーズ）

慶應義塾大学出版会 2015 西間, 三馨 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027023 374.900 社会科学 学校経営・管理、学校保健

1000 授業づくり、学級づくりの勘どころ ―教室を知的に、楽しく!― 三省堂 2015 吉川, 芳則 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023911 375.100 社会科学 教育課程、学習指導、教科別教育

1001 明日から使える『学び合い』の達人技術 大学教育出版 2016 三崎, 隆 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000034464 375.100 社会科学 教育課程、学習指導、教科別教育

1002 はじめての人のためのアクティブ・ラーニングへの近道 大学教育出版 2016 三崎, 隆 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000034455 375.100 社会科学 教育課程、学習指導、教科別教育

1003 最新特別活動論 （基礎基本シリーズ 3） 大学教育出版 2016 原田, 恵理子 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000034460 375.180 社会科学 教育課程、学習指導、教科別教育

1004 教育メディア （メディア学大系 6） コロナ社 2015 稲葉, 竹俊 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027452 375.199 社会科学 教育課程、学習指導、教科別教育

1005 情報科教育法 第2版 丸善出版 2015 岡本, 敏雄 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000022768 375.199 社会科学 教育課程、学習指導、教科別教育

1006 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 翔泳社 2017 利根川, 裕太 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000052461 375.199 社会科学 教育課程、学習指導、教科別教育

1007 高校・大学の未就職者への支援 (support) 勁草書房 2013 小杉, 礼子 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000017611 375.200 社会科学 教育課程、学習指導、教科別教育

1008 ここまで変わった日本史教科書 吉川弘文館 2016 高橋, 秀樹 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000033509 375.320 社会科学 教育課程、学習指導、教科別教育

1009 道徳教育法・特別活動指導法 大学教育出版 2014 梨木, 昭平 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000034463 375.350 社会科学 教育課程、学習指導、教科別教育

1010
高校数学とっておき勉強法 ―学校では教えてくれないコツとポイント―（ブルーバッ
クス B-1243）

講談社 1999 鍵本, 聡 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028818 375.414 社会科学 教育課程、学習指導、教科別教育

1011 理科教育法 ―独創力を伸ばす理科授業― 講談社 2014 川村, 康文 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028538 375.420 社会科学 教育課程、学習指導、教科別教育

1012 国語の授業の作り方 ―はじめての授業マニュアル― 文学通信 2018 古田, 尚行 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000056994 375.800 社会科学 教育課程、学習指導、教科別教育

1013 国語教育入門 （朝倉国語教育講座 1） 朝倉書店 2005 倉沢, 栄吉 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002857 375.800 社会科学 教育課程、学習指導、教科別教育

1014 読むことの教育 （朝倉国語教育講座 2） 朝倉書店 2005 倉沢, 栄吉 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002858 375.800 社会科学 教育課程、学習指導、教科別教育

1015 話し言葉の教育 （朝倉国語教育講座 3） 朝倉書店 2004 倉沢, 栄吉 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002859 375.800 社会科学 教育課程、学習指導、教科別教育

1016 書くことの教育 （朝倉国語教育講座 4） 朝倉書店 2006 倉沢, 栄吉 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002860 375.800 社会科学 教育課程、学習指導、教科別教育

1017 授業と学力評価 （朝倉国語教育講座 5） 朝倉書店 2004 倉沢, 栄吉 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002861 375.800 社会科学 教育課程、学習指導、教科別教育

1018 国語教育研究 （朝倉国語教育講座 6） 朝倉書店 2006 倉沢, 栄吉 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002862 375.800 社会科学 教育課程、学習指導、教科別教育

1019 食をつなげる、食でつながる ―八国山保育園の食― 新曜社 2014 外山, 紀子 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000043519 376.100 社会科学 幼児・初等・中等教育

1020
保育士・幼稚園教諭のための保護者支援 ―保育ソーシャルワークで学ぶ相談支
援―新版（これからの保育シリーズ）

風鳴舎 2016 永野, 典詞 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000063714 376.100 社会科学 幼児・初等・中等教育

1021 認定こども園がわかる本 （これからの保育シリーズ） 風鳴舎 2015 中山, 昌樹 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000063715 376.100 社会科学 幼児・初等・中等教育

1022 子どもはテレビをどう見るか ―テレビ理解の心理学― 勁草書房 2016 村野井, 均 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000036372 376.110 社会科学 幼児・初等・中等教育

1023 子どもをあずかる人のための救命マニュアル 学研メディカル秀潤社 2015 日本小児蘇生研究機構 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027789 376.140 社会科学 幼児・初等・中等教育

1024 ゴロ合わせでらくらく暗記!保育士完全合格要点ブック （福祉教科書） 翔泳社 2019 サンライズ保育士キャリアスクール https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000084252 376.140 社会科学 幼児・初等・中等教育

1025 「遊びの保育」の必須アイテム （保育のなかの遊び論 part2） ひとなる書房 2015 加用, 文男 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000026012 376.150 社会科学 幼児・初等・中等教育

1026 3法令から読み解く乳幼児の教育・保育の未来 ―現場で活かすヒント― 中央法規出版 2018 無藤, 隆 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000063025 376.150 社会科学 幼児・初等・中等教育

1027
ふれる・感じる・気づく （「自然の教育」カリキュラム : けやの森学園幼稚舎・保育園
: いっぱいの感動と表現する喜び 年少編）

ひとなる書房 2013 佐藤, 朝代 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000026007 376.154 社会科学 幼児・初等・中等教育

1028
ふしぎの心をふくらませる （「自然の教育」カリキュラム : けやの森学園幼稚舎・保
育園 : いっぱいの感動と表現する喜び 年中編）

ひとなる書房 2013 佐藤, 朝代 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000026008 376.154 社会科学 幼児・初等・中等教育

1029
冒険する・仲間と学びあう （「自然の教育」カリキュラム : けやの森学園幼稚舎・保
育園 : いっぱいの感動と表現する喜び 年長編）

ひとなる書房 2013 佐藤, 朝代 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000026009 376.154 社会科学 幼児・初等・中等教育

1030
好奇心が育む学びの世界 ―発見!実験!遊びの中のサイエンス―（これからの保育
シリーズ 5）

風鳴舎 2017 利根川, 彰博 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000063718 376.154 社会科学 幼児・初等・中等教育

1031 "体験"が感性を育む造形あそび （これからの保育シリーズ 6） 風鳴舎 2018 深谷, ベルタ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000063719 376.156 社会科学 幼児・初等・中等教育

1032 ごっこ遊び ―自然・自我・保育実践― ひとなる書房 2015 河崎, 道夫 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000026013 376.157 社会科学 幼児・初等・中等教育

1033 絵本から広がる遊びの世界 ―読みあう絵本―（これからの保育シリーズ 4） 風鳴舎 2017 樋口, 正春 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000063717 376.159 社会科学 幼児・初等・中等教育

1034 東京の近代小学校 ―「国民」教育制度の成立過程― 東京大学出版会 2002 土方, 苑子 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000080 376.200 社会科学 幼児・初等・中等教育

1035 学校文化の比較社会学 ―日本とイギリスの中等教育― 東京大学出版会 2002 志水, 宏吉 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000087 376.300 社会科学 幼児・初等・中等教育

1036
理系志望のための高校生活ガイド ―理系をめざしたら何をすればいいのか?―（ブ
ルーバックス B-1284）

講談社 2000 鍵本, 聡 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028548 376.400 社会科学 幼児・初等・中等教育

1037 格差社会の中の高校生 ―家族・学校・進路選択― 勁草書房 2015 中澤, 渉 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025049 376.410 社会科学 幼児・初等・中等教育

1038 アカデミック・リテラシー ―知へのいざない―【動画付】 桜美林大学出版会 2018 佐藤, 正典 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000077742 377.000 社会科学 大学・高等・専門教育、学術行政

1039 大学のIR ―意思決定支援のための情報収集と分析― 慶應義塾大学出版会 2016 小林　雅之 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000030855 377.100 社会科学 大学・高等・専門教育、学術行政

1040 大学改革 ―秩序の崩壊と再編― 東京大学出版会 2004 天野, 郁夫 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000084 377.100 社会科学 大学・高等・専門教育、学術行政

1041 大学生学びのハンドブック ―勉強法がよくわかる!―3訂版 世界思想社 2015 世界思想社編集部 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025237 377.150 社会科学 大学・高等・専門教育、学術行政

1042 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― 勁草書房 2015 松下, 佳代 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028093 377.150 社会科学 大学・高等・専門教育、学術行政

1043 グローバル人材を育てます = Bring up global talented person 学文社 2014 全国ビジネス系大学教育会議 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000024105 377.150 社会科学 大学・高等・専門教育、学術行政

1044 大学生のための知的技法入門 第2版（アカデミック・スキルズ） 慶應義塾大学出版会 2012 佐藤, 望 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023875 377.150 社会科学 大学・高等・専門教育、学術行政

1045 学生力を高めるeポートフォリオ ―成功への再始動― 東京電機大学出版局 2018 松葉, 龍一 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000054542 377.150 社会科学 大学・高等・専門教育、学術行政

1046 日本の高等教育システム ―変革と創造― 東京大学出版会 2003 天野, 郁夫 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000081 377.210 社会科学 大学・高等・専門教育、学術行政

1047 戦前期女子高等教育の量的拡大過程 ―政府・生徒・学校のダイナミクス― 東京大学出版会 2002 佐々木, 啓子 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000086 377.210 社会科学 大学・高等・専門教育、学術行政

1048
はじめての留学スーパーガイド ―留学のメリット・デメリットから実現まで、基礎知識
と実現ノウハウをガイダンス―（留学応援シリーズ）

アルク 2009 アルク留学研究会 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000783 377.600 社会科学 大学・高等・専門教育、学術行政

1049
大学院留学のためのエッセーと推薦状 新装版 ―MBA&ロースクール出願対策完
全ガイド―（留学応援シリーズ）

アルク 2009 カーティス・S・チン https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000784 377.600 社会科学 大学・高等・専門教育、学術行政
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1050
海外の大学・大学院で授業を受ける技術 ―Study skills : 留学前・留学中に知って
おきたい「技術」を詳しく紹介!―（留学応援シリーズ）

アルク 2009 川手-ミヤジェイェフスカ, 恩 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000785 377.600 社会科学 大学・高等・専門教育、学術行政

1051 留学入試エッセー 理系編 ―質問分析・構成法・実例―（留学応援シリーズ） アルク 2009 アルク入試エッセー研究会 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000786 377.600 社会科学 大学・高等・専門教育、学術行政

1052 留学入試エッセー 文系編 ―質問分析・構成法・実例―（留学応援シリーズ） アルク 2009 アルク入試エッセー研究会 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000787 377.600 社会科学 大学・高等・専門教育、学術行政

1053 アメリカ留学 改訂第5版（地球の歩き方 . 成功する留学） ダイヤモンド社 2012 成功する留学編集室 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000041250 377.600 社会科学 大学・高等・専門教育、学術行政

1054 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） ダイヤモンド社 2014 成功する留学編集室 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000041253 377.600 社会科学 大学・高等・専門教育、学術行政

1055 科研費採択に向けた効果的なアプローチ 学文社 2016 塩満, 典子 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000036301 377.700 社会科学 大学・高等・専門教育、学術行政

1056
科研費獲得の方法とコツ ―実例とポイントでわかる申請書の書き方と応募戦略―
改訂第5版

羊土社 2017 児島, 将康 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000045512 377.700 社会科学 大学・高等・専門教育、学術行政

1057
就職活動がまるごと分かる本 2021年度版 ―いつ?どこで?なにをする?―（内定獲
得のメソッド）

マイナビ出版 2019 岡, 茂信 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000076113 377.900 社会科学 大学・高等・専門教育、学術行政

1058 就活ノートの作り方 2021年度版 （内定獲得のメソッド） マイナビ出版 2019 才木, 弓加 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000076114 377.900 社会科学 大学・高等・専門教育、学術行政

1059
業界＆職種研究ガイド 2021年度版 ―自分に合った仕事は何だろう?―（内定獲得
のメソッド）

マイナビ出版 2019 マイナビ出版編集部 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000076115 377.900 社会科学 大学・高等・専門教育、学術行政

1060
インターンシップ 2021年度版 ―仕事のホントを知る!見る!考える!―（内定獲得のメ
ソッド）

マイナビ出版 2019 岡, 茂信 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000076116 377.900 社会科学 大学・高等・専門教育、学術行政

1061 エントリーシート完全突破塾 2021年度版 （内定獲得のメソッド） マイナビ出版 2019 岡, 茂信 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000076118 377.900 社会科学 大学・高等・専門教育、学術行政

1062 面接自己PR志望動機 2021年度版 （内定獲得のメソッド） マイナビ出版 2019 才木, 弓加 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000076121 377.900 社会科学 大学・高等・専門教育、学術行政

1063 面接担当者の質問の意図 2021年度版 （内定獲得のメソッド） マイナビ出版 2019 才木, 弓加 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000076122 377.900 社会科学 大学・高等・専門教育、学術行政

1064 就活マナー 2021年度版 ―要点マスター!― マイナビ出版 2019 美土路, 雅子 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000076124 377.900 社会科学 大学・高等・専門教育、学術行政

1065 面接&エントリーシート 2021年度版 ―要点マスター!― マイナビ出版 2019 才木, 弓加 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000076127 377.900 社会科学 大学・高等・専門教育、学術行政

1066
インターンシップ 2020年度版 ―仕事のホントを知る!見る!考える!―（内定獲得のメ
ソッド）

マイナビ出版 2018 岡, 茂信 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000053041 377.900 社会科学 大学・高等・専門教育、学術行政

1067 エントリーシート完全突破塾 2020年度版 （内定獲得のメソッド） マイナビ出版 2018 岡, 茂信 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000053042 377.900 社会科学 大学・高等・専門教育、学術行政

1068 面接自己PR志望動機 2020年度版 （内定獲得のメソッド） マイナビ出版 2018 才木, 弓加 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000053043 377.900 社会科学 大学・高等・専門教育、学術行政

1069 面接担当者の質問の意図 2020年度版 （内定獲得のメソッド） マイナビ出版 2018 才木, 弓加 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000053044 377.900 社会科学 大学・高等・専門教育、学術行政

1070
業界&職種研究ガイド 2020年度版 ―自分に合った仕事は何だろう?―（内定獲得
のメソッド）

マイナビ出版 2018 マイナビ出版編集部 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000053051 377.900 社会科学 大学・高等・専門教育、学術行政

1071 面接&エントリーシート 2020年度版 ―要点マスター!― マイナビ出版 2018 才木, 弓加 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000053053 377.900 社会科学 大学・高等・専門教育、学術行政

1072 就活マナー 2020年度版 ―要点マスター!― マイナビ出版 2018 美土路, 雅子 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000053054 377.900 社会科学 大学・高等・専門教育、学術行政

1073 就活ノートの作り方 2020年度版 （内定獲得のメソッド） マイナビ出版 2018 才木, 弓加 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000053049 377.900 社会科学 大学・高等・専門教育、学術行政

1074
就職活動がまるごと分かる本 2020年度版 ―いつ?どこで?なにをする?―（内定獲
得のメソッド）

マイナビ出版 2018 岡, 茂信 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000053050 377.900 社会科学 大学・高等・専門教育、学術行政

1075
インターンシップ 2019年度版 ―仕事のホントを知る!見る!考える!―（内定獲得のメ
ソッド）

マイナビ出版 2017 岡, 茂信 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000043064 377.900 社会科学 大学・高等・専門教育、学術行政

1076 エントリーシート完全突破塾 2019年度版 （内定獲得のメソッド） マイナビ出版 2017 岡, 茂信 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000043065 377.900 社会科学 大学・高等・専門教育、学術行政

1077 面接自己PR志望動機 2019年度版 （内定獲得のメソッド） マイナビ出版 2017 才木, 弓加 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000043066 377.900 社会科学 大学・高等・専門教育、学術行政

1078 面接担当者の質問の意図 2019年度版 （内定獲得のメソッド） マイナビ出版 2017 才木, 弓加 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000043067 377.900 社会科学 大学・高等・専門教育、学術行政

1079 就活ノートの作り方 2019年度版 （内定獲得のメソッド） マイナビ出版 2017 才木, 弓加 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000043074 377.900 社会科学 大学・高等・専門教育、学術行政

1080
就職活動がまるごと分かる本 2019年度版 ―いつ?どこで?なにをする?―（内定獲
得のメソッド）

マイナビ出版 2017 岡, 茂信 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000043075 377.900 社会科学 大学・高等・専門教育、学術行政

1081
業界&職種研究ガイド 2019年度版 ―自分に合った仕事は何だろう?―（内定獲得
のメソッド）

マイナビ出版 2017 マイナビ編集部 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000043076 377.900 社会科学 大学・高等・専門教育、学術行政

1082 面接&エントリーシート 2019年度版 ―要点マスター!― マイナビ出版 2017 才木, 弓加 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000043078 377.900 社会科学 大学・高等・専門教育、学術行政

1083 就活マナー 2019年度版 ―要点マスター!― マイナビ出版 2017 美土路, 雅子 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000043079 377.900 社会科学 大学・高等・専門教育、学術行政

1084
就職活動がまるごと分かる本 [2016年度版] ―いつ?どこで?なにをする?―（内定獲
得のメソッド）

マイナビ出版 2014 岡, 茂信 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000014221 377.900 社会科学 大学・高等・専門教育、学術行政

1085 エントリーシート完全突破塾 [2016年度版] （内定獲得のメソッド） マイナビ出版 2014 岡, 茂信 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000014222 377.900 社会科学 大学・高等・専門教育、学術行政

1086 面接自己PR志望動機 [2016年度版] （内定獲得のメソッド） マイナビ出版 2014 才木, 弓加 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000014224 377.900 社会科学 大学・高等・専門教育、学術行政

1087 面接担当者の質問の意図 ['16] （内定獲得のメソッド） マイナビ出版 2014 才木, 弓加 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000014225 377.900 社会科学 大学・高等・専門教育、学術行政

1088
業界&職種研究ガイド [2016年度版] ―自分に合った仕事は何だろう?―（内定獲得
のメソッド）

マイナビ出版 2014 マイナビ編集部 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000014226 377.900 社会科学 大学・高等・専門教育、学術行政

1089 就活マナー [2016] ―要点マスター!― マイナビ出版 2014 美土路, 雅子 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000014227 377.900 社会科学 大学・高等・専門教育、学術行政

1090 面接&エントリーシート ['16] ―要点マスター!― マイナビ出版 2014 才木, 弓加 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000014228 377.900 社会科学 大学・高等・専門教育、学術行政

1091
絶対!内定出る人出ない人 2015年度版 ―就職活動がまるごと分かる本 : いつ?どこ
で?なにをする?―

マイナビ出版 2013 岡, 茂信 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000005829 377.900 社会科学 大学・高等・専門教育、学術行政

1092 エントリーシート完全突破塾 2015年度版 （内定獲得のメソッド） マイナビ出版 2013 岡, 茂信 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000005830 377.900 社会科学 大学・高等・専門教育、学術行政

1093 面接自己PR志望動機 2015年度版 （内定獲得のメソッド） マイナビ出版 2013 才木, 弓加 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000005832 377.900 社会科学 大学・高等・専門教育、学術行政

1094 面接担当者の質問の意図 2015年度版 （内定獲得のメソッド） マイナビ出版 2013 才木, 弓加 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000005833 377.900 社会科学 大学・高等・専門教育、学術行政

1095
業界&職種研究ガイド 2015年度版 ―自分に合った仕事は何だろう?―（内定獲得
のメソッド）

マイナビ出版 2013 マイナビ編集部 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000005834 377.900 社会科学 大学・高等・専門教育、学術行政

1096 就活マナー [2015] ―要点マスター!― マイナビ出版 2013 美土路, 雅子 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000005981 377.900 社会科学 大学・高等・専門教育、学術行政

1097 面接&エントリーシート ['15] ―要点マスター!― マイナビ出版 2013 才木, 弓加 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000005982 377.900 社会科学 大学・高等・専門教育、学術行政

1098
大学生のためのメンタルヘルスガイド ―悩む人、助けたい人、知りたい人へ―（シ
リーズ大学生の学びをつくる）

大月書店 2016 松本, 俊彦 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000032503 377.900 社会科学 大学・高等・専門教育、学術行政

1099 内定を勝ち取る10のステップ ―就活必勝ガイド―（就活必勝ガイド）
富士通エフ・オ－・エ
ム

2010 富士通エフ・オー・エム https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007160 377.900 社会科学 大学・高等・専門教育、学術行政

1100 キャリア教育論 ―仕事・学び・コミュニティ― 慶應義塾大学出版会 2015 荒木, 淳子 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023049 377.900 社会科学 大学・高等・専門教育、学術行政

1101
就活は3年生からでは遅すぎる! ―内定を勝ち取るための、大学1〜2年生の過ごし
方―

東洋経済新報社 2011 田宮, 寛之 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002175 377.900 社会科学 大学・高等・専門教育、学術行政

1102
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―

東洋経済新報社 2014 曽和, 利光 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023284 377.900 社会科学 大学・高等・専門教育、学術行政

1103
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―

東洋経済新報社 2015 海老原, 嗣生 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023291 377.900 社会科学 大学・高等・専門教育、学術行政
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1104 新卒採用基準 ―面接官はここを見ている― 東洋経済新報社 2015 廣瀬, 泰幸 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023293 377.900 社会科学 大学・高等・専門教育、学術行政

1105 インターンシップで志望の業界・職種に内定する方法 東洋経済新報社 2009 太田, 智文 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002172 377.900 社会科学 大学・高等・専門教育、学術行政

1106 偏差値40から良い会社に入る方法 東洋経済新報社 2009 田中, 秀臣 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002173 377.900 社会科学 大学・高等・専門教育、学術行政

1107 『就職四季報』パーフェクト活用術 ―成功するための7つのステップ― 東洋経済新報社 2010 『就職四季報』編集部 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002174 377.900 社会科学 大学・高等・専門教育、学術行政

1108 スマートフォン就活術 ―内定をつかむ人のデジタル&ソーシャルスキル― 東洋経済新報社 2011 伊沢, 諒太 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002176 377.900 社会科学 大学・高等・専門教育、学術行政

1109 親子で勝つ就活 ―わが子が内定を勝ち取るための80のポイント― 東洋経済新報社 2012 田宮, 寛之 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002184 377.900 社会科学 大学・高等・専門教育、学術行政

1110 性格検査には「正答」がある! ―就職適性試験対応―第3版 自由国民社 2013 河瀬, 厚 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016123 377.900 社会科学 大学・高等・専門教育、学術行政

1111
Facebookで就活に成功する本 ―ソーシャルメディアを活用して希望の会社に入る
法―

自由国民社 2011 高橋, 暁子 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016124 377.900 社会科学 大学・高等・専門教育、学術行政

1112 データで読み解く発達障害 中山書店 2016 平岩, 幹男 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028115 378.000 社会科学 障害児教育

1113 発達障害児とその家族を支える ―香川県丸亀市の挑戦― 学文社 2015 あいざわ, いさお https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000024088 378.000 社会科学 障害児教育

1114 東日本大震災と特別支援教育 ―共生社会にむけた防災教育を― 慶應義塾大学出版会 2016 田中, 真理 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000031960 378.000 社会科学 障害児教育

1115 気になる子の本当の発達支援 新版（これからの保育シリーズ 3） 風鳴舎 2017 市川, 奈緒子 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000063716 378.000 社会科学 障害児教育

1116 視覚障害教育に携わる方のために 5訂版 慶應義塾大学出版会 2016 香川, 邦生 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000034392 378.100 社会科学 障害児教育

1117 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― みすず書房 2016 斉藤, 道雄 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028064 378.280 社会科学 障害児教育

1118 世界の生涯学習 ―現状と課題― 大学教育出版 2016 新海, 英行 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000034462 379.040 社会科学 社会教育

1119 教育政治学を拓く ―18歳選挙権の時代を見すえて― 勁草書房 2016 小玉, 重夫 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000034348 379.400 社会科学 社会教育

1120 福澤諭吉家庭教育のすすめ 新版 慶應義塾大学出版会 2016 渡辺, 徳三郎 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000036341 379.900 社会科学 社会教育

1121 歴史と日本民俗学 ―課題と方法― 吉川弘文館 2016 福田, アジオ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027180 380.100 社会科学 風俗習慣、民俗学、民族学

1122 共古随筆 （東洋文庫 588） 平凡社 1995 山中, 共古 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000004125 382.100 社会科学 風俗史、民俗誌、民族誌

1123 現代フランスを生きるジプシー ―旅に住まうマヌーシュと共同性の人類学― 世界思想社教学社 2017 左地, 亮子 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000044631 382.350 社会科学 風俗史、民俗誌、民族誌

1124 料理と帝国 ―食文化の世界史紀元前2万年から現代まで― みすず書房 2016 レイチェル・ローダン https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000031984 383.800 社会科学 衣食住の習俗

1125 和食の常識Q&A百科 丸善出版 2015 堀, 知佐子 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027220 383.810 社会科学 衣食住の習俗

1126 47都道府県・和菓子/郷土菓子百科 丸善出版 2016 亀井, 千歩子 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027667 383.810 社会科学 衣食住の習俗

1127 47都道府県・汁物百科 丸善出版 2015 野崎, 洋光 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000026653 383.810 社会科学 衣食住の習俗

1128 47都道府県・肉食文化百科 丸善出版 2015 成瀬, 宇平 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000026452 383.810 社会科学 衣食住の習俗

1129 「うつわ」を食らう ―日本人と食事の文化―（読みなおす日本史） 吉川弘文館 2017 神崎, 宣武 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000043483 383.810 社会科学 衣食住の習俗

1130 殺生と往生のあいだ ―中世仏教と民衆生活―（歴史文化ライブラリー 414） 吉川弘文館 2015 苅米, 一志 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000026786 383.810 社会科学 衣食住の習俗

1131
森とともに生きる中国雲南の少数民族 ―その文化と権利―（世界人権問題叢書
87）

明石書店 2014 大崎, 正治 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000024334 384.350 社会科学 社会・家庭生活の習俗

1132 江戸のパスポート ―旅の不安はどう解消されたか―（歴史文化ライブラリー 432） 吉川弘文館 2016 柴田, 純 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000033506 384.370 社会科学 社会・家庭生活の習俗

1133 子どもの生活白書 2015年版 大学教育出版 2017 前橋明研究室 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000063937 384.500 社会科学 社会・家庭生活の習俗

1134 子どもの生活白書 2016年版 大学教育出版 2018 前橋明研究室 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000063938 384.500 社会科学 社会・家庭生活の習俗

1135
日中韓マナー・慣習基本事典 ―プライベートからビジネスまで知っておきたい11章
―

勉誠出版 2015 佐藤, 貢悦 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000018956 385.900 社会科学 通過儀礼、冠婚葬祭

1136 大人の粋 = Adult chic （対訳ニッポン） ＩＢＣパブリッシング 2013 立川, 談四楼 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000033624 385.900 社会科学 通過儀礼、冠婚葬祭

1137
日本人が誤解しやすい英語生活マナーブック ―keeping it smooth―（対訳ニッポ
ン）

ＩＢＣパブリッシング 2007 ジェームス・M.バーダマン https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000033641 385.900 社会科学 通過儀礼、冠婚葬祭

1138 祭 （東洋文庫 631） 平凡社 1998 松平, 齊光 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000004165 386.100 社会科学 年中行事、祭礼

1139 かたちの謎を解く （魔よけ百科） 丸善出版 2007 岡田, 保造 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000176 387.000 社会科学 民間信仰、迷信［俗信］

1140 呪物のかたちと謎 （魔よけ百科 世界編） 丸善出版 2008 岡田, 保造 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000178 387.000 社会科学 民間信仰、迷信［俗信］

1141 宗教民俗学 東京大学出版会 1989 宮家, 準 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000003 387.000 社会科学 民間信仰、迷信［俗信］

1142 民俗宗教と日本社会 東京大学出版会 2002 宮家, 準 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000009 387.000 社会科学 民間信仰、迷信［俗信］

1143 日本昔ばなし = Long-ago stories of Japan （対訳ニッポン） ＩＢＣパブリッシング 2011 カルラ・ヴァレンタイン https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000033630 388.100 社会科学 伝説、民話［昔話］

1144 阿波の民話 新版（「新版」日本の民話 8） 未来社 2015 湯浅, 良幸 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023653 388.181 社会科学 伝説、民話［昔話］

1145 阿波の民話 第2集 新版（「新版」日本の民話 45） 未来社 2016 武田, 明 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000041745 388.181 社会科学 伝説、民話［昔話］

1146 讃岐の民話 新版（「新版」日本の民話 5） 未来社 2015 武田, 明 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023650 388.182 社会科学 伝説、民話［昔話］

1147 ことわざのタマゴ ―当世コトワザ読本― 朝倉書店 2018 時田, 昌瑞 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000064848 388.810 社会科学 伝説、民話［昔話］

1148 小シーボルト蝦夷見聞記 （東洋文庫 597） 平凡社 1996 H・v・シーボルト https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000004134 389.110 社会科学 民族学、文化人類学

1149 くらべてわかる科学小事典 図書館版 大月書店 2014 兵頭, 俊夫 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025978 400.000 自然科学 自然科学

1150 原生計算と存在論的観測 ―生命と時間、そして原生― 東京大学出版会 2004 郡司, ペギオ-幸夫 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000007 401.000 自然科学 科学理論、科学哲学

1151 新しい科学論 ―「事実」は理論をたおせるか―（ブルーバックス B-373） 講談社 1979 村上, 陽一郎 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028862 401.000 自然科学 科学理論、科学哲学

1152 科学革命 （サイエンス・パレット 019） 丸善出版 2014 Lawrence M. Principe https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000018530 402.300 自然科学 科学史・事情

1153 科学の偉人伝 （おとなの楽習 . 偉人伝） 自由国民社 2010 白鳥, 敬 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007754 402.800 自然科学 科学史・事情

1154 科学・技術と現代社会 上 みすず書房 2014 池内, 了 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016965 404.000 自然科学 論文集、評論集、講演集

1155 科学・技術と現代社会 下 みすず書房 2014 池内, 了 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016966 404.000 自然科学 論文集、評論集、講演集

1156 共生の思想 ―自他の衝突と協調―（丸善ライブラリー 313） 丸善出版 2000 藤原, 鎮男 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000149 404.000 自然科学 論文集、評論集、講演集

1157
科学者も知らないカガクのはなし ―科学が100倍おもしろくなる100の疑問―（知り
たいサイエンス）

技術評論社 2013 齋藤, 勝裕 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000018431 404.000 自然科学 論文集、評論集、講演集

1158 科学技術ジャーナリズムはどう実践されるか （科学コミュニケーション叢書） 東京電機大学出版局 2010 小林, 宏一 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001650 404.000 自然科学 論文集、評論集、講演集

1159 もっと知りたい!「科学の芽」の世界 part. 5 ―ノーベル賞への夢を紡ぐ― 筑波大学出版会 2016 「科学の芽」賞実行委員会 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000030840 404.000 自然科学 論文集、評論集、講演集

1160
科学・考えもしなかった41の素朴な疑問 ―突飛なようで奥が深い!―（ブルーバック
ス B-1613）

講談社 2008 松森, 靖夫 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028321 404.000 自然科学 論文集、評論集、講演集

1161 理系研究者のはじめての英語コミュニケーション アスク出版 2016 森村, 久美子 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000045616 407.000 自然科学 研究法、指導法、科学教育

1162 卒論・修論を書き上げるための理系作文の六法全書 テコム/医学評論社 2009 斎藤, 恭一 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023655 407.000 自然科学 研究法、指導法、科学教育

1163 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 テコム/医学評論社 2010 斎藤, 恭一 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023656 407.000 自然科学 研究法、指導法、科学教育

1164 科学論文はこう作る! ―作成ツール使いこなし術― 中外医学社 2015 児島, 将康 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000026186 407.000 自然科学 研究法、指導法、科学教育

1165 ポイントで学ぶ科学英語論文の書き方 改訂版 丸善出版 2016 小野, 義正 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000033491 407.000 自然科学 研究法、指導法、科学教育

1166 科学論文のミスコンダクト 丸善出版 2015 山崎, 茂明 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000026656 407.000 自然科学 研究法、指導法、科学教育
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1167 国際誌エディターが教えるアクセプトされる論文の書きかた 丸善出版 2014 上出, 洋介 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000013601 407.000 自然科学 研究法、指導法、科学教育

1168 理工学文献の特色と利用法 （図書館・情報学シリーズ 8） 勁草書房 1987 上田, 修一 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000014130 407.000 自然科学 研究法、指導法、科学教育

1169
ぜったい成功する!はじめての学会発表 ―たしかな研究成果をわかりやすく伝える
ために―

化学同人 2017 西澤, 幹雄 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000042746 407.000 自然科学 研究法、指導法、科学教育

1170 はじめての研究生活マニュアル ―解消します!理系大学生の疑問と不安― 化学同人 2015 西澤, 幹雄 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000026472 407.000 自然科学 研究法、指導法、科学教育

1171 子どもと楽しむ工作・実験・自由研究レシピ 実教出版 2012 曽江, 久美 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000031647 407.000 自然科学 研究法、指導法、科学教育

1172 英語論文表現例集 ―すぐに使える5,800の例文― 技報堂出版 2006 佐藤, 元志 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000024708 407.000 自然科学 研究法、指導法、科学教育

1173 理科系の日本語表現技法 新装版 朝倉書店 2015 栗山, 次郎 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028113 407.000 自然科学 研究法、指導法、科学教育

1174 書ける!理系英語例文77 朝倉書店 2015 斎藤, 恭一 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000026466 407.000 自然科学 研究法、指導法、科学教育

1175 理系英語で使える強力動詞60 朝倉書店 2015 太田, 真智子 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000020205 407.000 自然科学 研究法、指導法、科学教育

1176 科学・技術と社会倫理 ―その統合的思考を探る― 東京大学出版会 2015 山脇, 直司 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000018194 407.000 自然科学 研究法、指導法、科学教育

1177
理科系のためのかならず書ける英語論文 ―論文作成用ヘルプ&チェック・シート付
き―ベーシック版

研究社 2008 藤野, 輝雄 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023752 407.000 自然科学 研究法、指導法、科学教育

1178 やるべきことが見えてくる研究者の仕事術 ―プロフェッショナル根性論― 羊土社 2009 島岡, 要 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001032 407.000 自然科学 研究法、指導法、科学教育

1179
発表が楽しくなる!研究者の劇的プレゼン術 ―見てくれスライド論&よってらっしゃい
ポスター論と聴衆の心をつかむ講演技術―

羊土社 2013 堀口, 安彦 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000024685 407.000 自然科学 研究法、指導法、科学教育

1180
ラボノートの書き方 ―理系なら知っておきたい : 論文作成,データ捏造防止,特許に
役立つ書き方+管理法がよくわかる!―改訂版

羊土社 2012 岡崎, 康司 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000024687 407.000 自然科学 研究法、指導法、科学教育

1181
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）

講談社 2010 坪田, 一男 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028137 407.000 自然科学 研究法、指導法、科学教育

1182
もっと子どもにウケる科学手品77 ―もっと簡単にできてもっとインパクトが凄い―
（ブルーバックス B-1273）

講談社 1999 後藤, 道夫 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028294 407.000 自然科学 研究法、指導法、科学教育

1183 発表の技法 ―計画の立て方からパソコン利用法まで―（ブルーバックス B-1099） 講談社 1995 諏訪, 邦夫 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028518 407.000 自然科学 研究法、指導法、科学教育

1184
『ネイチャー』を英語で読みこなす ―本物の科学英語を身につける―（ブルーバック
ス B-1413）

講談社 2003 竹内, 薫 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028165 407.000 自然科学 研究法、指導法、科学教育

1185
間違いだらけの英語科学論文 ―失敗例から学ぶ正しい英文表現―（ブルーバック
ス B-1448）

講談社 2004 原田, 豊太郎 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028341 407.000 自然科学 研究法、指導法、科学教育

1186
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）

講談社 2010 中田, 亨 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028539 407.000 自然科学 研究法、指導法、科学教育

1187 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） 講談社 2003 倉島, 保美 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028544 407.000 自然科学 研究法、指導法、科学教育

1188
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）

講談社 2008 坪田, 一男 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028546 407.000 自然科学 研究法、指導法、科学教育

1189
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）

講談社 2000 宇野, 賀津子 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028547 407.000 自然科学 研究法、指導法、科学教育

1190 なっとくする科学英会話 講談社 2001 亀井, エリザベス https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028239 407.000 自然科学 研究法、指導法、科学教育

1191
子どもにウケる科学手品77 ―簡単にできてインパクトが凄い―（ブルーバックス B-
1234）

講談社 1998 後藤, 道夫 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028843 407.000 自然科学 研究法、指導法、科学教育

1192
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）

講談社 2010 菊地, 俊郎 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028312 407.000 自然科学 研究法、指導法、科学教育

1193 大人の算数・数学再学習 ―小中高12年― オーム社 2012 饒村, 曜 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000003914 410.000 自然科学 数学

1194 リフレッシュ数学 ―高校数学から大学数学へ― オーム社 2012 大石, 彰 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000004996 410.000 自然科学 数学

1195 理工系学生のための高校数学ドリル オーム社 2012 西沢, 正樹 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000004997 410.000 自然科学 数学

1196 大学新入生のための基礎数学 コロナ社 2015 桑野, 泰宏 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000026818 410.000 自然科学 数学

1197 微分積分 上 （初歩からの数学 4） 丸善出版 2015 Raymond A. Barnett https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027214 410.000 自然科学 数学

1198 微分積分 下 （初歩からの数学 5） 丸善出版 2016 Raymond A. Barnett https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027215 410.000 自然科学 数学

1199 大学生のための役に立つ数学 共立出版 2014 白田, 由香利 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000022772 410.000 自然科学 数学

1200
初歩の数学演習 ―分数式・方程式から微分方程式まで―第6刷（Base of medical
science）

医療科学社 2016 小林, 毅範 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027467 410.000 自然科学 数学

1201 身近な数学 ―対話感覚でスイスイわかる!―（くわしくわかる基礎数学 1） 日本数学検定協会 2015 一松, 信 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000026939 410.000 自然科学 数学

1202 数と式の基礎 ―対話感覚でスイスイわかる!―（くわしくわかる基礎数学 2） 日本数学検定協会 2015 清水, 静海 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000026940 410.000 自然科学 数学

1203 図形の基礎 ―対話感覚でスイスイわかる!―（くわしくわかる基礎数学 3） 日本数学検定協会 2015 小泉, 眞悦 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000026941 410.000 自然科学 数学

1204 数と式の発展 ―対話感覚でスイスイわかる!―（くわしくわかる基礎数学 5） 日本数学検定協会 2015 田澤, 義彦 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000026943 410.000 自然科学 数学

1205 図形と方程式 （くわしくわかる基礎数学 6） 日本数学検定協会 2015 友田, 勝久 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000026944 410.000 自然科学 数学

1206 微分と積分 上 （くわしくわかる基礎数学 7） 日本数学検定協会 2015 村上, 雅人 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000026945 410.000 自然科学 数学

1207 微分と積分 下 （くわしくわかる基礎数学 8） 日本数学検定協会 2015 村上, 雅人 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000026946 410.000 自然科学 数学

1208 数学オリンピック教室 （シリーズ数学の世界 7） 朝倉書店 2001 野口, 広 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002963 410.000 自然科学 数学

1209 大学新入生のための数学ガイド 東京電機大学出版局 2007 太田, 琢也 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001271 410.000 自然科学 数学

1210 大学新入生の数学 ―高校から大学へのステップアップ― 東京電機大学出版局 2008 田澤, 義彦 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001274 410.000 自然科学 数学

1211 かんたんMathematica活用ガイド 東京電機大学出版局 2000 吉田, 賢史 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001453 410.000 自然科学 数学

1212 入門Mathematica ―決定版Ver.7対応 いろいろな問題が解ける!理解できる!― 東京電機大学出版局 2009 日本Mathematicaユーザー会 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001617 410.000 自然科学 数学

1213 基礎数学 （工学系数学テキストシリーズ） 森北出版 2014 工学系数学教材研究会 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025610 410.000 自然科学 数学

1214 数学のおさらい （おとなの楽習 1） 自由国民社 2008 土井, 里香 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007726 410.000 自然科学 数学

1215 数学のおさらい ―図形 ―（おとなの楽習 6） 自由国民社 2009 土井, 里香 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007731 410.000 自然科学 数学

1216 力学・電磁気学・熱力学のための基礎数学 裳華房 2016 松下, 貢 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000042534 410.000 自然科学 数学

1217
ゆっくり考えよう!高校・総合学習の数学 ―教育現場からの提案―（ブルーバックス
B-1428）

講談社 2003 佐々木, 正敏 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057246 410.000 自然科学 数学

1218
マンガおはなし数学史 ―これなら読める!これならわかる!―（ブルーバックス B-
1312）

講談社 2000 仲田, 紀夫 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028288 410.000 自然科学 数学

1219 やじうま入試数学 ―問題に秘められた味わいのツボ―（ブルーバックス B-1913） 講談社 2015 金, 重明 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028296 410.000 自然科学 数学

1220 やりなおし算数道場 ―小学校でこう教わりたかった!―（ブルーバックス B-1625） 講談社 2009 歌丸, 優一 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028297 410.000 自然科学 数学

1221
数学ロングトレイル「大学への数学」に挑戦 [正編] ―じっくり着実に理解を深める
―（ブルーバックス B-1921）

講談社 2015 山下, 光雄 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028397 410.000 自然科学 数学
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1222 数学ロングトレイル「大学への数学」に挑戦 ベクトル編 （ブルーバックス B-1941） 講談社 2015 山下, 光雄 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028398 410.000 自然科学 数学

1223 数学ロングトレイル「大学への数学」に挑戦 関数編 （ブルーバックス B-1942） 講談社 2016 山下, 光雄 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028399 410.000 自然科学 数学

1224 数学質問箱 ―なぜだろう?そこが知りたい!―（ブルーバックス B-408） 講談社 1979 矢野, 健太郎 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028400 410.000 自然科学 数学

1225
直感を裏切る数学 ―「思い込み」にだまされない数学的思考法―（ブルーバックス
B-1888）

講談社 2014 神永, 正博 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028497 410.000 自然科学 数学

1226 難関入試算数速攻術 ―発想と思考力の勝負!―（ブルーバックス B-1841） 講談社 2013 中川, 塁 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028506 410.000 自然科学 数学

1227
入試数学伝説の良問100 ―良い問題で良い解法を学ぶ―（ブルーバックス B-
1407）

講談社 2003 安田, 亨 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028509 410.000 自然科学 数学

1228 ゼロから学ぶ数学の1、2、3 ―算数から微積分まで―（ゼロから学ぶシリーズ） 講談社 2002 瀬山, 士郎 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028210 410.000 自然科学 数学

1229 新体系・中学数学の教科書 上 （ブルーバックス B-1764） 講談社 2012 芳沢, 光雄 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028356 410.000 自然科学 数学

1230 新体系・中学数学の教科書 下 （ブルーバックス B-1765） 講談社 2012 芳沢, 光雄 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028357 410.000 自然科学 数学

1231 新体系・高校数学の教科書 上 （ブルーバックス B-1677） 講談社 2010 芳沢, 光雄 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028358 410.000 自然科学 数学

1232 新体系・高校数学の教科書 下 （ブルーバックス B-1678） 講談社 2010 芳沢, 光雄 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028359 410.000 自然科学 数学

1233 知性を鍛える大学の教養数学 Σ, lim, dy/dx, ∫ydx編 （ブルーバックス B-1870） 講談社 2014 佐藤, 恒雄 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028491 410.000 自然科学 数学

1234 数学の道具箱Mathematica 基本編 近代科学社 2016 宮岡, 悦良 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000033161 410.000 自然科学 数学

1235 数学史 岩波書店 2010 佐々木, 力 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000004229 410.200 自然科学 数学

1236
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）

アルク 2009 藤澤, 皖 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000790 410.330 自然科学 数学

1237 岩波数学入門辞典 岩波書店 2005 青本, 和彦 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000003709 410.330 自然科学 数学

1238
史上最強の実践数学公式123 ―読んで使える数学公式集―（ブルーバックス
B1661）

講談社 2009 佐藤, 恒雄 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028840 410.380 自然科学 数学

1239 大学の数学 （高校-大学数学公式集 第2部） 近代科学社 2015 大矢, 雅則 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000033132 410.380 自然科学 数学

1240 高校の数学 （高校-大学数学公式集 第1部） 近代科学社 2014 大矢, 雅則 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000033133 410.380 自然科学 数学

1241 アートを生み出す七つの数学 オーム社 2013 牟田, 淳 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007363 410.400 自然科学 数学

1242 教科書を飛び出した数学 丸善出版 2013 藤川, 大祐 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006239 410.400 自然科学 数学

1243 マンガ・数学小事典 ―基本をおさえる―（ブルーバックス B-716） 講談社 1988 岡部, 恒治 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028290 410.400 自然科学 数学

1244
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）

講談社 1988 中村, 義作 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028322 410.400 自然科学 数学

1245
数学・まだこんなことがわからない 新装版 ―難問から見た現代数学入門―（ブ
ルーバックス B-1455）

講談社 2004 吉永, 良正 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028351 410.400 自然科学 数学

1246
数学21世紀の7大難問 ―数学の未来をのぞいてみよう―（ブルーバックス B-
1429）

講談社 2004 中村, 亨 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028394 410.400 自然科学 数学

1247
数学ミステリーX教授を殺したのはだれだ! ―容疑者はみんな数学者!?―（ブルー
バックス B-1946）

講談社 2015 トドリス・アンドリオプロス https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028396 410.400 自然科学 数学

1248
世界は2乗でできている ―自然にひそむ平方数の不思議―（ブルーバックス B-
1819）

講談社 2013 小島, 寛之 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028404 410.400 自然科学 数学

1249 無限の不思議 ―その先に何がある!?―（ブルーバックス B-945） 講談社 1992 仲田, 紀夫 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028532 410.400 自然科学 数学

1250 自然にひそむ数学 ―自然と数学の不思議な関係―（ブルーバックス B-1201） 講談社 1998 佐藤, 修一 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028849 410.400 自然科学 数学

1251
出題者心理から見た入試数学 ―初めて明かされる作問の背景と意図―（ブルー
バックス B-1617）

講談社 2008 芳沢, 光雄 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028855 410.400 自然科学 数学

1252 数学の作法 近代科学社 2016 蟹江, 幸博 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000033194 410.400 自然科学 数学

1253 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） 化学同人 2011 竹山, 美宏 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016558 410.700 自然科学 数学

1254
ひらめきを生む「算数」思考術 ―問題解決力を高める厳選43題―（ブルーバックス
B-2033）

講談社 2018 安藤, 久雄 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057457 410.700 自然科学 数学

1255
これを英語で言えますか? ―数学版 = Let's speak Mathematics!―（ブルーバックス
B-1366）

講談社 2002 保江, 邦夫 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028401 410.700 自然科学 数学

1256 世界の名作数理パズル100 ―推理力・直観力を鍛える―（ブルーバックス B-2039） 講談社 2017 中村, 義作 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057463 410.790 自然科学 数学

1257 数学トリック=だまされまいぞ ―数学発想クイズ―（ブルーバックス B-908） 講談社 1992 仲田, 紀夫 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028395 410.790 自然科学 数学

1258
算数パズル「出しっこ問題」傑作選 ―解けて興奮、出して快感!―（ブルーバックス
B-1353）

講談社 2001 仲田, 紀夫 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028837 410.790 自然科学 数学

1259 新作・論理パズル77 ―思考の「迷路」のフルコース―（ブルーバックス B-1061） 講談社 1995 小野田, 博一 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028865 410.790 自然科学 数学

1260 傑作!数学パズル50 ―名問・良問の宝庫へようこそ―（ブルーバックス B-1694） 講談社 2010 小泓, 正直 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028785 410.790 自然科学 数学

1261 あいまいさの数理 （リスク工学シリーズ 5） コロナ社 2015 遠藤, 靖典 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027073 410.900 自然科学 数学

1262 集合論入門  復刊（基礎数学シリーズ 5） 朝倉書店 2004 松村, 英之 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002894 410.900 自然科学 数学

1263 数学基礎論入門  復刊（基礎数学シリーズ 23） 朝倉書店 2006 前原, 昭二 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002912 410.900 自然科学 数学

1264 集合への30講 （数学30講シリーズ 3） 朝倉書店 1988 志賀, 浩二 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002977 410.900 自然科学 数学

1265
離散数学「ものを分ける理論」 ―問題解決のアルゴリズムをつくる―（ブルーバック
ス B-2059）

講談社 2018 徳田, 雄洋 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057481 410.900 自然科学 数学

1266 「P≠NP」問題 ―現代数学の超難問―（ブルーバックス B-1933） 講談社 2015 野崎, 昭弘 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028147 410.900 自然科学 数学

1267 集合とはなにか 新装版 ―はじめて学ぶ人のために―（ブルーバックス B-1332） 講談社 2001 竹内, 外史 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028350 410.900 自然科学 数学

1268
離散数学「数え上げ理論」 ―「おみやげの配り方」から「Nクイーン問題」まで―（ブ
ルーバックス B-1619）

講談社 2008 野崎, 昭弘 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028552 410.900 自然科学 数学

1269 代数を図形で解く ―直感でわかる数学の楽しみ―（ブルーバックス B-1289） 講談社 2000 中村, 義作 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028429 411.000 自然科学 代数学

1270
マンガ「代数学」超入門 ―足し算、引き算から2次方程式まで―（ブルーバックス B-
1949）

講談社 2015 ラリー・ゴニック https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028287 411.000 自然科学 代数学

1271
論理思考を極める中学入試問題の傑作選 （ブルーバックス . 大人のための算数練
習帳 ; 中学入試編 B-1549）

講談社 2007 佐藤, 恒雄 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028436 411.100 自然科学 代数学

1272 先を読む力を磨くために （ブルーバックス . 計算力を強くする ; 完全ドリル B-1629） 講談社 2009 鍵本, 聡 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028782 411.100 自然科学 代数学

1273
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）

講談社 2005 鍵本, 聡 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028783 411.100 自然科学 代数学

1274 思考の瞬発力を磨くために （ブルーバックス . 計算力を強くする ; part2 B-1536） 講談社 2006 鍵本, 聡 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028784 411.100 自然科学 代数学

1275
発想力を豊かにする図形問題の傑作選 （ブルーバックス . 大人のための算数練習
帳 ; 図形問題編 B-1453）

講談社 2004 佐藤, 恒雄 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028435 411.100 自然科学 代数学

1276
論理思考を育てる文章題の傑作選 （ブルーバックス . 大人のための算数練習帳
B-1433）

講談社 2004 佐藤, 恒雄 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028437 411.100 自然科学 代数学

1277 やさしく語る線形代数 （数学チュートリアル） オーム社 2012 西岡, 康夫 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007402 411.300 自然科学 代数学
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1278 大学新入生のための線形代数入門 共立出版 2014 石村, 園子 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000026811 411.300 自然科学 代数学

1279 例解線形代数 実教出版 2003 田中, 茂 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000004541 411.300 自然科学 代数学

1280
文系のための線形代数・微分積分 ―数学の面白さ/はじめての線形代数/はじめ
ての微分積分/数学史―（専門基礎ライブラリー）

実教出版 2011 岡部, 恒治 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007484 411.300 自然科学 代数学

1281 線形代数と数値解析 （理工系の数学教室 5） 朝倉書店 2005 河村, 哲也 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002868 411.300 自然科学 代数学

1282 線形代数学入門  復刊（基礎数学シリーズ 7） 朝倉書店 2004 奥川, 光太郎 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002896 411.300 自然科学 代数学

1283 社会科学の数学 ―線形代数と微積分―（シリーズ数学の世界 3） 朝倉書店 2002 沢田, 賢 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002959 411.300 自然科学 代数学

1284 社会科学の数学演習 ―線形代数と微積分―（シリーズ数学の世界 4） 朝倉書店 2003 沢田, 賢 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002960 411.300 自然科学 代数学

1285 線形代数30講 （数学30講シリーズ 2） 朝倉書店 1988 志賀, 浩二 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002976 411.300 自然科学 代数学

1286 線型代数入門 （基礎数学 1） 東京大学出版会 1966 斎藤, 正彦 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000049440 411.300 自然科学 代数学

1287 しっかり学ぶ線形代数 東京電機大学出版局 2007 田澤, 義彦 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001272 411.300 自然科学 代数学

1288 線形代数 ―ベクトルからベクトル空間・線形写像まで― 森北出版 2017 川嶌, 俊雄 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000044789 411.300 自然科学 代数学

1289 例題と演習でマスターする線形代数 森北出版 2008 大関, 清太 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000032892 411.300 自然科学 代数学

1290
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）

講談社 2010 竹内, 淳 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028813 411.300 自然科学 代数学

1291 線形代数 （カラーテキスト） 講談社 2013 大原, 仁 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028184 411.300 自然科学 代数学

1292 ゼロから学ぶ線形代数 講談社 2002 小島, 寛之 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028212 411.300 自然科学 代数学

1293 マンガ線形代数入門 ―はじめての人でも楽しく学べる―（ブルーバックス B-1822） 講談社 2013 鍵本, 聡 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028291 411.300 自然科学 代数学

1294 スッキリわかる線形代数演習 ―誤答例・評価基準つき― 近代科学社 2006 皆本, 晃弥 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000033186 411.300 自然科学 代数学

1295 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） 近代科学社 2015 ギルバート・ストラング https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000033191 411.300 自然科学 代数学

1296 なっとくする演習・行列ベクトル 講談社 2001 牛瀧, 文宏 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028234 411.350 自然科学 代数学

1297 なっとくする行列・ベクトル 講談社 1999 川久保, 勝夫 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028245 411.350 自然科学 代数学

1298 抽象代数への入門  復刊（基礎数学シリーズ 1） 朝倉書店 2004 永田, 雅宜 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002890 411.600 自然科学 代数学

1299 群論の基礎  復刊（基礎数学シリーズ 2） 朝倉書店 2004 永尾, 汎 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002891 411.600 自然科学 代数学

1300 群論への30講 （数学30講シリーズ 8） 朝倉書店 1989 志賀, 浩二 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002982 411.600 自然科学 代数学

1301 群論入門 ―対称性をはかる数学―（ブルーバックス B-1917） 講談社 2015 芳沢, 光雄 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028779 411.600 自然科学 代数学

1302 連続群論の基礎  復刊（基礎数学シリーズ 20） 朝倉書店 2004 村上, 信吾 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002909 411.670 自然科学 代数学

1303 方程式のガロア群 ―深遠な解の仕組みを理解する―（ブルーバックス B-2046） 講談社 2018 金, 重明 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057469 411.730 自然科学 代数学

1304 ガロアの群論 ―方程式はなぜ解けなかったのか―（ブルーバックス B-1684） 講談社 2010 中村, 亨 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028186 411.730 自然科学 代数学

1305 マンガでわかる虚数・複素数 オーム社 2010 相知, 政司 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000004678 412.000 自然科学 数論［整数学］

1306 整数論入門  復刊（基礎数学シリーズ 16） 朝倉書店 2004 久保田, 富雄 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002905 412.000 自然科学 数論［整数学］

1307 ゼロからわかる数学 ―数論とその応用―（シリーズ数学の世界 1） 朝倉書店 2001 戸川, 美郎 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002957 412.000 自然科学 数論［整数学］

1308 素数はめぐる ―循環小数で語る数論の世界―（ブルーバックス B-2003） 講談社 2017 西来路, 文朗 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057433 412.000 自然科学 数論［整数学］

1309
美しすぎる「数」の世界 ―「金子みすゞの詩」で語る数論―（ブルーバックス B-
2036）

講談社 2017 清水, 健一 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057460 412.000 自然科学 数論［整数学］

1310 ケプラーの八角星 ―不定方程式の整数解問題―（ブルーバックス B-1640） 講談社 2009 五輪, 教一 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028191 412.000 自然科学 数論［整数学］

1311
フェルマーの大定理が解けた! ―オイラーからワイルズの証明まで―（ブルーバック
ス B-1074）

講談社 1995 足立, 恒雄 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028279 412.000 自然科学 数論［整数学］

1312
素数が奏でる物語 ―2つの等差数列で語る数論の世界―（ブルーバックス B-
1907）

講談社 2015 西来路, 文朗 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028425 412.000 自然科学 数論［整数学］

1313 素数入門 ―計算しながら理解できる―（ブルーバックス B-1386） 講談社 2002 芹沢, 正三 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028426 412.000 自然科学 数論［整数学］

1314
大学入試問題で語る数論の世界 ―素数、完全数からゼータ関数まで―（ブルー
バックス B-1743）

講談社 2011 清水, 健一 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028432 412.000 自然科学 数論［整数学］

1315
超越数とはなにか ―代数方程式の解にならない数たちの話―（ブルーバックス B-
1911）

講談社 2015 西岡, 久美子 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028493 412.000 自然科学 数論［整数学］

1316 解析学入門  復刊（基礎数学シリーズ 9） 朝倉書店 2004 亀谷, 俊司 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002898 413.000 自然科学 解析学

1317 解析入門30講 （数学30講シリーズ 5） 朝倉書店 1988 志賀, 浩二 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002979 413.000 自然科学 解析学

1318 マンガ「解析学」超入門 ―微分積分の本質を理解する―（ブルーバックス B-1973） 講談社 2016 ラリー・ゴニック https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057410 413.000 自然科学 解析学

1319 無限級数入門  復刊（基礎数学シリーズ 10） 朝倉書店 2004 楠, 幸男 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002899 413.200 自然科学 解析学

1320
数列の物語 ―なっとくして、ほんとうに理解できる―（ブルーバックス . なるほど高
校数学 B-1711）

講談社 2011 宇野, 勝博 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028270 413.200 自然科学 解析学

1321 マンガでわかる微分積分 オーム社 2005 小島, 寛之 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000003931 413.300 自然科学 解析学

1322 やさしく語る微分積分 （数学チュートリアル） オーム社 2012 西岡, 康夫 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000004976 413.300 自然科学 解析学

1323 基礎からの微分積分 コロナ社 2014 桑野, 泰宏 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000018556 413.300 自然科学 解析学

1324 例解微分と積分 実教出版 2001 田中, 茂 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000004542 413.300 自然科学 解析学

1325 微分積分 新版（新版数学シリーズ） 実教出版 2013 岡本, 和夫 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000031665 413.300 自然科学 解析学

1326 微分積分演習 新版（新版数学シリーズ） 実教出版 2013 岡本, 和夫 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000031666 413.300 自然科学 解析学

1327 微積分とベクトル解析 （理工系の数学教室 4） 朝倉書店 2005 河村, 哲也 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002867 413.300 自然科学 解析学

1328 微分・積分30講 （数学30講シリーズ 1） 朝倉書店 1988 志賀, 浩二 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002975 413.300 自然科学 解析学

1329 微分の問題集 （大学数学基礎力養成） 東京電機大学出版局 2017 丸井, 洋子 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000054526 413.300 自然科学 解析学

1330 微分の教科書 （大学数学基礎力養成） 東京電機大学出版局 2017 丸井, 洋子 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000054527 413.300 自然科学 解析学

1331 しっかり学ぶ微分積分 東京電機大学出版局 2008 田澤, 義彦 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001276 413.300 自然科学 解析学

1332 見る微分積分学 ―Mathematicaによるイメージトレーニング― 東京電機大学出版局 1997 井上, 真 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001447 413.300 自然科学 解析学

1333 微分積分 （工学系数学テキストシリーズ） 森北出版 2014 工学系数学教材研究会 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025611 413.300 自然科学 解析学

1334
理系のための微分・積分復習帳 ―高校の微積分からテイラー展開まで―（ブルー
バックス B-2043）

講談社 2017 竹内, 淳 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057467 413.300 自然科学 解析学

1335
「超」入門微分積分 ―学校では教えてくれない「考え方のコツ」―（ブルーバックス
B-1786）

講談社 2012 神永, 正博 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028162 413.300 自然科学 解析学

1336 微分積分 （カラーテキスト） 講談社 2013 杉山, 忠男 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028185 413.300 自然科学 解析学

1337 ゼロから学ぶ微分積分 講談社 2001 小島, 寛之 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028219 413.300 自然科学 解析学
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1338 なっとくする微積分 講談社 2001 中島, 匠一 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028260 413.300 自然科学 解析学

1339 単位が取れる微積エッセンス （単位が取れるシリーズ） 講談社 2012 齋藤, 寛靖 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028481 413.300 自然科学 解析学

1340
高校生のための逆引き微分積分 ―関数から判る解法のテクニック―（ブルーバッ
クス B-1466）

講談社 2005 山根, 英司 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028819 413.300 自然科学 解析学

1341 スッキリわかる微分積分演習 ―誤答例・評価基準つき― 近代科学社 2008 皆本, 晃弥 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000033189 413.300 自然科学 解析学

1342 ルベーグ積分30講 （数学30講シリーズ 9） 朝倉書店 1990 志賀, 浩二 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002983 413.400 自然科学 解析学

1343
リーマン予想とはなにか ―全ての素数を表す式は可能か―（ブルーバックス B-
1828）

講談社 2015 中村, 亨 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028304 413.500 自然科学 解析学

1344
関数とはなんだろう ―三角関数から複素関数・超関数まで―（ブルーバックス B-
1606）

講談社 2008 山根, 英司 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028342 413.500 自然科学 解析学

1345 複素関数とその応用 （理工系の数学教室 2） 朝倉書店 2004 河村, 哲也 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002865 413.520 自然科学 解析学

1346 複素解析学入門  復刊（基礎数学シリーズ 8） 朝倉書店 2004 小堀, 憲 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002897 413.520 自然科学 解析学

1347 複素数30講 （数学30講シリーズ 6） 朝倉書店 1989 志賀, 浩二 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002980 413.520 自然科学 解析学

1348 オイラーの公式がわかる ―数学の至宝を知る―（ブルーバックス B-1818） 講談社 2013 原岡, 喜重 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028181 413.520 自然科学 解析学

1349
複素数とはなにか ―虚数の誕生からオイラーの公式まで―（ブルーバックス B-
1788）

講談社 2012 示野, 信一 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028523 413.520 自然科学 解析学

1350 ラプラス変換とフーリエ解析要論 新装版 第2版 森北出版 2014 田代, 嘉宏 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025607 413.560 自然科学 解析学

1351 マンガでわかるフーリエ解析 オーム社 2006 渋谷, 道雄 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000003939 413.590 自然科学 解析学

1352 フーリエ解析と偏微分方程式 （理工系の数学教室 3） 朝倉書店 2005 河村, 哲也 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002866 413.590 自然科学 解析学

1353
三角関数の物語 ―なっとくして、ほんとうに理解できる―（ブルーバックス . なるほ
ど高校数学 B-1479）

講談社 2005 原岡, 喜重 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028269 413.590 自然科学 解析学

1354
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）

講談社 2009 竹内, 淳 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028810 413.590 自然科学 解析学

1355 マンガでわかる微分方程式 オーム社 2009 佐藤, 実 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016536 413.600 自然科学 解析学

1356 自然現象から学ぶ微分方程式 共立出版 2016 森, 真 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000033530 413.600 自然科学 解析学

1357 微分方程式入門  復刊（基礎数学シリーズ 13） 朝倉書店 2004 吉沢, 太郎 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002902 413.600 自然科学 解析学

1358 力学系入門  復刊（基礎数学シリーズ 22） 朝倉書店 2004 斎藤, 利弥 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002911 413.600 自然科学 解析学

1359 経済と金融の数理 ―やさしい微分方程式―（シリーズ数学の世界 5） 朝倉書店 2003 青木, 憲二 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002961 413.600 自然科学 解析学

1360 逆問題の考え方 ―結果から原因を探る数学―（ブルーバックス B-1893） 講談社 2014 上村, 豊 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028768 413.600 自然科学 解析学

1361 単位が取れる微分方程式ノート （単位が取れるシリーズ） 講談社 2007 齋藤, 寛靖 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028482 413.600 自然科学 解析学

1362
道具としての微分方程式 ―「みようみまね」で使ってみよう―（ブルーバックス B-
1037）

講談社 1994 斎藤, 恭一 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028503 413.600 自然科学 解析学

1363 微分方程式 （理工系のための解く!） 講談社 2005 水本, 哲弥 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028549 413.600 自然科学 解析学

1364 スッキリわかる微分方程式とベクトル解析 ―誤答例・評価基準つき― 近代科学社 2007 皆本, 晃弥 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000033187 413.600 自然科学 解析学

1365 常微分方程式 （理工系の数学教室 1） 朝倉書店 2003 河村, 哲也 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002864 413.620 自然科学 解析学

1366
侵入・伝播と拡散方程式 （シリーズ・現象を解明する数学 = Introduction to
interdisciplinary mathematics: phenomena, modeling and analysis ）

共立出版 2014 二宮, 広和 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025060 413.630 自然科学 解析学

1367 非線型現象の数学  復刊（基礎数学シリーズ 11） 朝倉書店 2004 山口, 昌哉 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002900 413.650 自然科学 解析学

1368
C言語による画像再構成入門 ―フーリエ変換の基礎と応用―（画像再構成シリー
ズ）

医療科学社 2014 篠原, 広行 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000014577 413.660 自然科学 解析学

1369 境界値問題入門  復刊（基礎数学シリーズ 21） 朝倉書店 2004 草野, 尚 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002910 413.670 自然科学 解析学

1370 固有値問題30講 （数学30講シリーズ 10） 朝倉書店 1991 志賀, 浩二 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002984 413.670 自然科学 解析学

1371 積分方程式入門  復刊（基礎数学シリーズ 14） 朝倉書店 2004 溝畑, 茂 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002903 413.700 自然科学 解析学

1372 変分学入門  復刊（基礎数学シリーズ 12） 朝倉書店 2004 福原, 満洲雄 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002901 413.900 自然科学 解析学

1373 幾何学入門  復刊（基礎数学シリーズ 4） 朝倉書店 2004 滝沢, 精二 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002893 414.000 自然科学 幾何学

1374 幾何の世界 （シリーズ数学の世界 6） 朝倉書店 2001 鈴木, 晋一 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002962 414.000 自然科学 幾何学

1375
パズルでひらめく補助線の幾何学 ―“魔法の補助線"を見つけよう―（ブルーバック
ス B-1419）

講談社 2003 中村, 義作 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028276 414.000 自然科学 幾何学

1376 曲線の秘密 ―自然に潜む数学の真理―（ブルーバックス B-1961） 講談社 2016 松下, 泰雄 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028775 414.120 自然科学 幾何学

1377 三角形の七不思議 ―単純だけど、奥が深い―（ブルーバックス B-1823） 講談社 2013 細矢, 治夫 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028835 414.120 自然科学 幾何学

1378
早わかりベクトル解析 ―3つの定理が織りなす華麗な世界―（数学のかんどころ
25）

共立出版 2014 澤野, 嘉宏 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000022774 414.700 自然科学 幾何学

1379 ベクトル空間入門  復刊（基礎数学シリーズ 3） 朝倉書店 2004 小松, 醇郎 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002892 414.700 自然科学 幾何学

1380 微分解析幾何学入門  復刊（基礎数学シリーズ 17） 朝倉書店 2004 森本, 明彦 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002906 414.700 自然科学 幾何学

1381 ベクトル解析30講 （数学30講シリーズ 7） 朝倉書店 1989 志賀, 浩二 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002981 414.700 自然科学 幾何学

1382 ベクトル解析入門 （工科系数学セミナー） 東京電機大学出版局 2002 国分, 雅敏 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001289 414.700 自然科学 幾何学

1383
ベクトルの物語 ―なっとくして、ほんとうに理解できる―（ブルーバックス . なるほど
高校数学 B-1598）

講談社 2008 原岡, 喜重 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028268 414.700 自然科学 幾何学

1384 ゼロから学ぶベクトル解析 （ゼロから学ぶシリーズ） 講談社 2002 西野, 友年 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028207 414.700 自然科学 幾何学

1385
曲がった空間の幾何学 ―現代の科学を支える非ユークリッド幾何とは―（ブルー
バックス B-2023）

講談社 2017 宮岡, 礼子 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057450 414.800 自然科学 幾何学

1386
非ユークリッド幾何の世界 新装版 ―幾何学の原点をさぐる―（ブルーバックス B-
1880）

講談社 2014 寺阪, 英孝 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028519 414.800 自然科学 幾何学

1387 位相への入門  復刊（基礎数学シリーズ 6） 朝倉書店 2004 菅原, 正博 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002895 415.000 自然科学 位相数学

1388 位相数学入門  復刊（基礎数学シリーズ 18） 朝倉書店 2004 中岡, 稔 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002907 415.000 自然科学 位相数学

1389 位相への30講 （数学30講シリーズ 4） 朝倉書店 1988 志賀, 浩二 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002978 415.200 自然科学 位相数学

1390 関数解析入門  復刊（基礎数学シリーズ 19） 朝倉書店 2004 高村, 多賀子 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002908 415.500 自然科学 位相数学

1391 函数方程式概論  復刊（基礎数学シリーズ 15） 朝倉書店 2004 桑垣, 煥 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002904 415.530 自然科学 位相数学

1392
トポロジーの発想 ―○と△を同じと見ると何が見えるか―（ブルーバックス B-
1076）

講談社 1995 川久保, 勝夫 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028229 415.700 自然科学 位相数学

1393 Rによるやさしい統計学 オーム社 2008 山田, 剛史 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002659 417.000 自然科学 確率論、数理統計学

1394 SAS enterprise guide 保健・看護統計編 オーム社 2016 高柳, 良太 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000036321 417.000 自然科学 確率論、数理統計学

1395
ネットワーク科学 ―つながりが解き明かす世界のかたち―（サイエンス・パレット
015）

丸善出版 2014 Guido Caldarelli https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000018529 417.000 自然科学 確率論、数理統計学

1396 応用をめざす数理統計学 （統計解析スタンダード） 朝倉書店 2015 国友, 直人 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000026690 417.000 自然科学 確率論、数理統計学
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1397
空間統計学 : 自然科学から人文・社会科学まで ―自然科学から人文・社会科学ま
で―（統計ライブラリー）

朝倉書店 2014 瀬谷, 創 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000020210 417.000 自然科学 確率論、数理統計学

1398
Q&Aで学ぶ確率・統計の基礎 ―実際に直面する問題をどう解くか―（ブルーバック
ス B-1402）

講談社 2003 木下, 栄蔵 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057238 417.000 自然科学 確率論、数理統計学

1399 結果から原因を推理する「超」入門ベイズ統計 （ブルーバックス B-1998） 講談社 2016 石村, 貞夫 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057428 417.000 自然科学 確率論、数理統計学

1400
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）

講談社 2018 逸見, 功 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057472 417.000 自然科学 確率論、数理統計学

1401
ようこそ「多変量解析」クラブへ ―何をどう計算するのか―（ブルーバックス B-
1890）

講談社 2014 小野田, 博一 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028298 417.000 自然科学 確率論、数理統計学

1402 高校数学でわかる統計学 ―本格的に理解するために―（ブルーバックス B-1757） 講談社 2012 竹内, 淳 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028815 417.000 自然科学 確率論、数理統計学

1403 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） 講談社 2011 神永, 正博 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028179 417.000 自然科学 確率論、数理統計学

1404 統計学の基礎 （講座情報をよむ統計学 1） 朝倉書店 2002 上田, 尚一 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002870 417.080 自然科学 確率論、数理統計学

1405 統計学の論理 （講座情報をよむ統計学 2） 朝倉書店 2002 上田, 尚一 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002871 417.080 自然科学 確率論、数理統計学

1406 統計学の数理 （講座情報をよむ統計学 3） 朝倉書店 2002 上田, 尚一 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002872 417.080 自然科学 確率論、数理統計学

1407 統計グラフ （講座情報をよむ統計学 4） 朝倉書店 2003 上田, 尚一 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002873 417.080 自然科学 確率論、数理統計学

1408 統計の誤用・活用 （講座情報をよむ統計学 5） 朝倉書店 2003 上田, 尚一 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002874 417.080 自然科学 確率論、数理統計学

1409 質的データの解析 ―調査情報のよみ方―（講座情報をよむ統計学 6） 朝倉書店 2003 上田, 尚一 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002875 417.080 自然科学 確率論、数理統計学

1410 クラスター分析 （講座情報をよむ統計学 7） 朝倉書店 2003 上田, 尚一 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002876 417.080 自然科学 確率論、数理統計学

1411 主成分分析 （講座情報をよむ統計学 8） 朝倉書店 2003 上田, 尚一 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002877 417.080 自然科学 確率論、数理統計学

1412
世の中の真実がわかる「確率」入門 ―偶然を味方につける数学的思考力―（ブ
ルーバックス B-1967）

講談社 2016 小林, 道正 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057405 417.100 自然科学 確率論、数理統計学

1413
確率を攻略する ―ギャンブルから未来を決める最新理論まで―（ブルーバックス
B-1927）

講談社 2015 小島, 寛之 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028334 417.100 自然科学 確率論、数理統計学

1414 Excelで学ぶ時系列分析 ―理論と事例による予測 : Excel2016/2013対応版― オーム社 2016 近藤, 宏 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000031972 417.600 自然科学 確率論、数理統計学

1415
現役東大生が書いた地頭を鍛えるフェルミ推定ノート ―「6パターン、5ステップ」で
どんな難問もスラスラ解ける!―

東洋経済新報社 2009 東大ケーススタディ研究会 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015633 417.600 自然科学 確率論、数理統計学

1416 推計学のすすめ ―決定と計画の科学―（ブルーバックス B-116） 講談社 1968 佐藤, 信 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028391 417.600 自然科学 確率論、数理統計学

1417 実験計画法 上  復刻版 丸善出版 2010 田口, 玄一 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000181 417.700 自然科学 確率論、数理統計学

1418 実験計画法 下  復刻版 丸善出版 2010 田口, 玄一 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000182 417.700 自然科学 確率論、数理統計学

1419 Cによる数値計算とシミュレーション オーム社 2009 小高, 知宏 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002674 418.100 自然科学 計算法

1420 モデリングとシミュレーション ―Octaveによる算法― コロナ社 2016 平嶋, 洋一 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000036325 418.100 自然科学 計算法

1421 数値解析 1 （大学講義シリーズ） コロナ社 1981 有本, 卓 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002122 418.100 自然科学 計算法

1422 数値計算 （理工系の数理） 裳華房 2014 柳田, 英二 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023933 418.100 自然科学 計算法

1423
算法勝負!「江戸の数学」に挑戦 ―どこまで解ける?「算額」28題―（ブルーバックス
B-1897）

講談社 2015 山根, 誠司 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028838 419.100 自然科学 和算、中国算法

1424 マンガでわかる物理 力学編 オーム社 2006 新田, 英雄 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000026845 420.000 自然科学 物理学

1425 マンガでわかる物理 光・音・波編 オーム社 2015 新田, 英雄 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027674 420.000 自然科学 物理学

1426 初学者のための物理学 力学編 コロナ社 2014 宇津, 栄三 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000018561 420.000 自然科学 物理学

1427 物理の基礎的13の法則 丸善出版 2017 細谷, 暁夫 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000046058 420.000 自然科学 物理学

1428 自然現象と物理法則のあいだ ―物理の本質は公式だけではわからない― 丸善出版 2011 鹿児島, 誠一 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006252 420.000 自然科学 物理学

1429 機械系に役立つ基礎物理 丸善出版 2011 岸野, 正剛 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006253 420.000 自然科学 物理学

1430 電気・電子系に役立つ基礎物理 丸善出版 2011 岸野, 正剛 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006255 420.000 自然科学 物理学

1431 楽しみながら学ぶ物理入門 共立出版 2015 山崎, 耕造 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027670 420.000 自然科学 物理学

1432 運動・力・エネルギー （専門基礎ライブラリー . 基礎物理 ; 1） 実教出版 2005 金原, 粲 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007475 420.000 自然科学 物理学

1433 電磁気・波動・熱 （専門基礎ライブラリー . 基礎物理 ; 2） 実教出版 2006 吉田, 貞史 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007476 420.000 自然科学 物理学

1434 やさしく物理 ―力・熱・電気・光・波― 朝倉書店 2015 夏目, 雄平 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000026824 420.000 自然科学 物理学

1435 詳解物理学の基礎 東京電機大学出版局 2013 丹羽, 雅昭 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006502 420.000 自然科学 物理学

1436 基礎物理準拠問題集 （ビジュアルアプローチ） 森北出版 2013 大野, 秀樹 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000032895 420.000 自然科学 物理学

1437 やさしく学べる基礎物理 新装版 森北出版 2012 基礎物理教育研究会 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025616 420.000 自然科学 物理学

1438 力学・波動 （ビジュアルアプローチ . 基礎物理 上） 森北出版 2013 大野, 秀樹 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025617 420.000 自然科学 物理学

1439 熱・電磁気・原子 （ビジュアルアプローチ . 基礎物理 下） 森北出版 2013 大野, 秀樹 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025618 420.000 自然科学 物理学

1440 やさしい基礎物理 第2版 森北出版 2014 潮, 秀樹 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025619 420.000 自然科学 物理学

1441 理科のおさらい ―物理 ―（おとなの楽習 5） 自由国民社 2008 永井, 佑紀 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007730 420.000 自然科学 物理学

1442
いやでも物理が面白くなる ―交通信号「止まれ」はなぜどこの国でも赤なのか?―
（ブルーバックス B-1324）

講談社 2001 志村, 史夫 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028172 420.000 自然科学 物理学

1443
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）

講談社 2001 飽本, 一裕 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028189 420.000 自然科学 物理学

1444 大学院生のための基礎物理学 講談社 2011 園田, 英徳 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028430 420.000 自然科学 物理学

1445 ゼロから学ぶ物理の1、2、3 講談社 2002 竹内, 薫 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028220 420.000 自然科学 物理学

1446 ゼロから学ぶ物理のことば 講談社 2003 小暮, 陽三 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028221 420.000 自然科学 物理学

1447
大人のための高校物理復習帳 ―役立つ物理の公式28―（ブルーバックス B-
1815）

講談社 2013 桑子, 研 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028434 420.000 自然科学 物理学

1448 ノーベル賞でたどる物理の歴史 丸善出版 2013 小山, 慶太 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000009302 420.200 自然科学 物理学

1449 素粒子・原子核・宇宙 ―現代物理学の歴史 1―（朝倉物理学大系 20） 朝倉書店 2004 大系編集委員会 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000003004 420.200 自然科学 物理学

1450 物性・生物・数理物理 ―現代物理学の歴史 2―（朝倉物理学大系 21） 朝倉書店 2004 大系編集委員会 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000003005 420.200 自然科学 物理学

1451
マンガおはなし物理学史 ―物理学400年の流れを概観する―（ブルーバックス B-
1912）

講談社 2015 小山, 慶太 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028289 420.200 自然科学 物理学

1452
英和学習基本用語辞典物理 新装版 ―海外子女・留学生必携―（留学応援シリー
ズ）

アルク 2009 藤澤, 皖 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000789 420.330 自然科学 物理学

1453 物理学大事典 朝倉書店 2005 鈴木, 増雄 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006562 420.330 自然科学 物理学

1454 先生、物理っておもしろいんですか? 丸善出版 2015 パリティ編集委員会 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023070 420.400 自然科学 物理学

1455 パズル・物理入門 新装版 ―楽しみながら学ぶために―（ブルーバックス B-1381） 講談社 2002 都筑, 卓司 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028867 420.400 自然科学 物理学
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1456 物理チャレンジ独習ガイド ―力学・電磁気学・現代物理学の基礎力を養う94題― 丸善出版 2016 杉山, 忠男 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000041278 420.700 自然科学 物理学

1457 単位171の新知識 ―読んでわかる単位のしくみ―（ブルーバックス B-1484） 講談社 2005 星田, 直彦 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028440 420.750 自然科学 物理学

1458 物理のための数学入門 （講談社基礎物理学シリーズ 10） 講談社 2009 二宮, 正夫 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028525 420.800 自然科学 物理学

1459
「余剰次元」と逆二乗則の破れ ―我々の世界は本当に三次元か?―（ブルーバック
ス B-1716）

講談社 2011 村田, 次郎 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028164 421.000 自然科学 理論物理学

1460 四次元の世界 新装版 ―超空間から相対性理論へ―（ブルーバックス B-1380） 講談社 2002 都筑, 卓司 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028349 421.000 自然科学 理論物理学

1461 相対性理論30講 （物理学30講シリーズ 7） 朝倉書店 1997 戸田, 盛和 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002885 421.200 自然科学 理論物理学

1462 タイム・イン・パワーズ・オブ・テン ―一瞬から永遠まで、時間の流れの図鑑― 講談社 2015 ヘーラルト・トホーフト https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028224 421.200 自然科学 理論物理学

1463
ペンローズのねじれた四次元 ―時空をつくるツイスターの不思議―（ブルーバック
ス B-1260）

講談社 1999 竹内, 薫 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028285 421.200 自然科学 理論物理学

1464
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）

講談社 2007 福島, 肇 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028352 421.200 自然科学 理論物理学

1465
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）

講談社 2013 竹内, 淳 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028814 421.200 自然科学 理論物理学

1466
時間の不思議 ―タイムマシンからホーキングまで : ムムッ、虚時間?―（ブルーバッ
クス B-873）

講談社 1991 都筑, 卓司 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028847 421.200 自然科学 理論物理学

1467 タイムマシンの話 新装版 ―超光速粒子とメタ相対論―（ブルーバックス B-1388） 講談社 2002 都筑, 卓司 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028866 421.200 自然科学 理論物理学

1468 量子力学の数学的構造 1 （朝倉物理学大系 7） 朝倉書店 1999 新井, 朝雄 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002992 421.300 自然科学 理論物理学

1469 量子力学の数学的構造 2 （朝倉物理学大系 8） 朝倉書店 1999 新井, 朝雄 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002993 421.300 自然科学 理論物理学

1470 量子現象の数理 （朝倉物理学大系 12） 朝倉書店 2006 新井, 朝雄 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002997 421.300 自然科学 理論物理学

1471 量子力学特論 （朝倉物理学大系 13） 朝倉書店 2003 亀淵, 迪 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002998 421.300 自然科学 理論物理学

1472 量子力学30講 （物理学30講シリーズ 8） 朝倉書店 1999 戸田, 盛和 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002886 421.300 自然科学 理論物理学

1473 したしむ量子論 （したしむ物理工学） 朝倉書店 1999 志村, 史夫 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002967 421.300 自然科学 理論物理学

1474
佐藤文隆先生の量子論 ―干渉実験・量子もつれ・解釈問題―（ブルーバックス B-
2032）

講談社 2017 佐藤, 文隆 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057456 421.300 自然科学 理論物理学

1475
「場」とはなんだろう ―なにもないのに波が伝わる不思議―（ブルーバックス B-
1310）

講談社 2000 竹内, 薫 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028159 421.300 自然科学 理論物理学

1476 不確定性原理 新装版 ―運命への挑戦―（ブルーバックス B-1385） 講談社 2002 都筑, 卓司 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028355 421.300 自然科学 理論物理学

1477 量子テレポーテーション ―瞬間移動は可能なのか?―（ブルーバックス B-1648） 講談社 2009 古澤, 明 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028556 421.300 自然科学 理論物理学

1478
量子もつれとは何か ―「不確定性原理」と複数の量子を扱う量子力学―（ブルー
バックス B-1715）

講談社 2011 古澤, 明 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028557 421.300 自然科学 理論物理学

1479
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）

講談社 2010 竹内, 薫 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028558 421.300 自然科学 理論物理学

1480
量子力学が語る世界像 ―重なり合う複数の過去と未来―（ブルーバックス B-
1012）

講談社 1994 和田, 純夫 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028561 421.300 自然科学 理論物理学

1481 量子力学のからくり ―「幽霊波」の正体―（ブルーバックス B-1415） 講談社 2003 山田, 克哉 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028562 421.300 自然科学 理論物理学

1482
高校数学でわかるシュレディンガー方程式 ―量子力学を学びたい人、ほんとうに理
解したい人へ―（ブルーバックス B-1470）

講談社 2005 竹内, 淳 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028809 421.300 自然科学 理論物理学

1483 「ファインマン物理学」を読む ―量子力学と相対性理論を中心として― 講談社 2004 竹内, 薫 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028155 421.300 自然科学 理論物理学

1484 統計物理学 （朝倉物理学大系 10） 朝倉書店 2000 西川, 恭治 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002995 421.400 自然科学 理論物理学

1485 マックスウェルの悪魔 新装版 ―確率から物理学へ―（ブルーバックス B-1384） 講談社 2002 都筑, 卓司 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028347 421.400 自然科学 理論物理学

1486 工科系学生の数理物理入門 コロナ社 2012 片山, 登揚 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000017707 421.500 自然科学 理論物理学

1487 納得しながら物理数学 （納得しながら学べる物理シリーズ 5） 朝倉書店 2016 岸野, 正剛 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000042363 421.500 自然科学 理論物理学

1488 したしむ物理数学 （したしむ物理工学） 朝倉書店 2003 志村, 史夫 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002972 421.500 自然科学 理論物理学

1489 物理と工学のベーシック数学 ―大学初年級でマスターしたい― 裳華房 2014 河辺, 哲次 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023939 421.500 自然科学 理論物理学

1490
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）

講談社 2011 長沼, 伸一郎 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028526 421.500 自然科学 理論物理学

1491 なっとくする物理数学 講談社 1995 都筑, 卓司 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028261 421.500 自然科学 理論物理学

1492 単位が取れる橋元流物理数学ノート （単位が取れるシリーズ） 講談社 2006 橋元, 淳一郎 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028442 421.500 自然科学 理論物理学

1493 力学 （日評ベーシック・シリーズ） 日本評論社 2017 御領, 潤 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000043605 423.000 自然科学 力学

1494 基礎解説力学 朝倉書店 2015 守田, 治 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000020211 423.000 自然科学 力学

1495 一般力学30講 （物理学30講シリーズ 1） 朝倉書店 1994 戸田, 盛和 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002879 423.000 自然科学 力学

1496 力学 （理工系の物理学@Mathematica） 東京電機大学出版局 2000 小畑, 修二 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001456 423.000 自然科学 力学

1497 力学 （ビジュアルアプローチ） 森北出版 2008 為近, 和彦 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025620 423.000 自然科学 力学

1498 大学生のための力学入門 裳華房 2013 小宮山, 進 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023941 423.000 自然科学 力学

1499
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）

講談社 2009 和田, 純夫 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028280 423.000 自然科学 力学

1500 「ファインマン物理学」を読む ―力学と熱力学を中心として― 講談社 2005 竹内, 薫 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028156 423.000 自然科学 力学

1501 ゼロから学ぶ力学 講談社 2001 都筑, 卓司 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028223 423.000 自然科学 力学

1502 なっとくする一般力学 講談社 2002 小暮, 陽三 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028232 423.000 自然科学 力学

1503 単位が取れる力学 ―試験直前実戦問題―（単位が取れるシリーズ） 講談社 2011 橋元, 淳一郎 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028487 423.000 自然科学 力学

1504 単位が取れる力学ノート （単位が取れるシリーズ） 講談社 2002 橋元, 淳一郎 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028488 423.000 自然科学 力学

1505 単位が取れる力学演習帳 （単位が取れるシリーズ） 講談社 2010 橋元, 淳一郎 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028489 423.000 自然科学 力学

1506 最強の力学入門 ―わかる!できる!力がつく! : カラー版― 講談社 2013 杉山, 忠男 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028832 423.000 自然科学 力学

1507 解析力学 1 （朝倉物理学大系 1） 朝倉書店 1998 山本, 義隆 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002986 423.350 自然科学 力学

1508 解析力学 2 （朝倉物理学大系 2） 朝倉書店 1998 山本, 義隆 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002987 423.350 自然科学 力学

1509 なっとくする解析力学 講談社 1996 都筑, 卓司 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028240 423.350 自然科学 力学

1510 解析力学 （講談社基礎物理学シリーズ 5） 講談社 2009 伊藤, 克司 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028323 423.350 自然科学 力学

1511 マンガでわかる流体力学 オーム社 2009 武居, 昌宏 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007359 423.800 自然科学 力学

1512 流体解析の基礎 朝倉書店 2014 河村, 哲也 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023081 423.800 自然科学 力学

1513 流体力学30講 （物理学30講シリーズ 2） 朝倉書店 1994 戸田, 盛和 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002880 423.800 自然科学 力学
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1514 流れの科学 東京電機大学出版局 1998 有田, 正光 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001360 423.800 自然科学 力学

1515 流体力学 第2版 森北出版 2014 杉山, 弘 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000032908 423.800 自然科学 力学

1516 明解入門流体力学 森北出版 2012 杉山, 弘 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000032927 423.800 自然科学 力学

1517 流れのふしぎ ―遊んでわかる流体力学のABC―（ブルーバックス B-1452） 講談社 2004 石綿, 良三 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028554 423.800 自然科学 力学

1518 なっとくする流体力学 講談社 2003 木田, 重雄 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028264 423.800 自然科学 力学

1519 単位が取れる流体力学ノート （単位が取れるシリーズ） 講談社 2011 武居, 昌宏 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028484 423.800 自然科学 力学

1520
高校数学でわかる流体力学 ―ベルヌーイの定理から翼に働く揚力まで―（ブルー
バックス B-1867）

講談社 2014 竹内, 淳 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028817 423.800 自然科学 力学

1521 波動と非線形問題30講 （物理学30講シリーズ 3） 朝倉書店 1995 戸田, 盛和 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002881 423.840 自然科学 力学

1522 波のしくみ ―「こと」を見る物理学―（ブルーバックス B-1575） 講談社 2007 佐藤, 文隆 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028516 423.840 自然科学 力学

1523 したしむ振動と波 （したしむ物理工学） 朝倉書店 1998 志村, 史夫 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002965 424.000 自然科学 振動学、音響学

1524
音のなんでも小事典 ―脳が音を聴くしくみから超音波顕微鏡まで―（ブルーバック
ス B-1150）

講談社 1996 日本音響学会 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028317 424.000 自然科学 振動学、音響学

1525 音のなんでも実験室 ―遊んでわかる音のしくみ―（ブルーバックス B-1521） 講談社 2006 吉澤, 純夫 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028316 424.070 自然科学 振動学、音響学

1526
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）

講談社 2010 齋藤, 勝裕 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028126 425.000 自然科学 光学

1527 光の百科事典 丸善出版 2011 谷田貝, 豊彦 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000308 425.036 自然科学 光学

1528
「シュレーディンガーの猫」のパラドックスが解けた! ―生きていて死んでいる状態を
つくる―（ブルーバックス B-1785）

講談社 2012 古澤, 明 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028151 425.100 自然科学 光学

1529 どうして色は見えるのか ―色彩の科学と色覚―（平凡社ライブラリー 546） 平凡社 2005 池田, 光男 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015740 425.700 自然科学 光学

1530 熱とエネルギーを科学する 東京電機大学出版局 2011 化学工学会SCE・Net https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001709 426.000 自然科学 熱学

1531 マンガでわかる熱力学 オーム社 2009 原田, 知広 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027739 426.500 自然科学 熱学

1532 熱現象30講 （物理学30講シリーズ 4） 朝倉書店 1995 戸田, 盛和 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002882 426.500 自然科学 熱学

1533 したしむ熱力学 （したしむ物理工学） 朝倉書店 2000 志村, 史夫 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002970 426.500 自然科学 熱学

1534 熱力学の計算法 第2版（機械計算法シリーズ） 東京電機大学出版局 1995 松村, 篤躬 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001375 426.500 自然科学 熱学

1535
熱・統計力学 = Thermodynamics and statistical mechanics （ビジュアルアプロー
チ）

森北出版 2008 為近, 和彦 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025622 426.500 自然科学 熱学

1536 ゼロから学ぶ熱力学 講談社 2001 小暮, 陽三 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028218 426.500 自然科学 熱学

1537 なっとくする演習・熱力学 講談社 1997 小暮, 陽三 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028236 426.500 自然科学 熱学

1538 なっとくする熱力学 講談社 1993 都筑, 卓司 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028259 426.500 自然科学 熱学

1539 単位が取れる熱力学ノート （単位が取れるシリーズ） 講談社 2005 橋元, 淳一郎 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028446 426.500 自然科学 熱学

1540
熱とはなんだろう ―温度・エントロピー・ブラックホール……―（ブルーバックス B-
1390）

講談社 2002 竹内, 薫 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028512 426.500 自然科学 熱学

1541 熱力学 （講談社基礎物理学シリーズ 3） 講談社 2010 菊川, 芳夫 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028513 426.500 自然科学 熱学

1542
高校数学でわかるボルツマンの原理 ―熱力学と統計力学を理解しよう―（ブルー
バックス B-1620）

講談社 2008 竹内, 淳 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028811 426.500 自然科学 熱学

1543 電磁気学の基本66 （6日でマスター!） オーム社 2011 土井, 淳 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000004992 427.000 自然科学 電磁気学

1544 電磁気学がわかる本 （なるほどナットク!） オーム社 2010 後藤, 尚久 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000005060 427.000 自然科学 電磁気学

1545 一番わかる!電磁気学演習 オーム社 2013 浜松, 芳夫 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007392 427.000 自然科学 電磁気学

1546 基本からわかる電磁気学講義ノート オーム社 2014 市川, 紀充 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000013763 427.000 自然科学 電磁気学

1547 マンガでわかる電磁気学 オーム社 2011 遠藤, 雅守 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016532 427.000 自然科学 電磁気学

1548 電磁気学 （専門基礎ライブラリー） 実教出版 2007 梶谷, 剛 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007480 427.000 自然科学 電磁気学

1549 納得しながら電磁気学 （納得しながら学べる物理シリーズ / 岸野正剛著 3） 朝倉書店 2014 岸野, 正剛 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000020212 427.000 自然科学 電磁気学

1550 電磁気学30講 （物理学30講シリーズ 6） 朝倉書店 1996 戸田, 盛和 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002884 427.000 自然科学 電磁気学

1551 したしむ電磁気 （したしむ物理工学） 朝倉書店 1998 小林, 久理眞 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002966 427.000 自然科学 電磁気学

1552 入門電磁気学 東京電機大学出版局 2006 東京電機大学 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001292 427.000 自然科学 電磁気学

1553 Mathematicaによる電磁気学  第2版 東京電機大学出版局 2000 川瀬, 宏海 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001445 427.000 自然科学 電磁気学

1554 電磁気学 （ビジュアルアプローチ） 森北出版 2009 前田, 和茂 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025621 427.000 自然科学 電磁気学

1555 マクスウェル方程式から始める電磁気学 裳華房 2015 小宮山, 進 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000042535 427.000 自然科学 電磁気学

1556
ひとりで学べる電磁気学 ―大切なポイントを余さず理解―（ブルーバックス B-
1986）

講談社 2016 中山, 正敏 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057419 427.000 自然科学 電磁気学

1557
電磁気学のABC 新装版 ―やさしい回路から「場」の考え方まで―（ブルーバックス
B-1569）

講談社 2007 福島, 肇 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028354 427.000 自然科学 電磁気学

1558 光と電気のからくり ―物を熱するとなぜ光るのか?―（ブルーバックス B-1259） 講談社 1999 山田, 克哉 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028794 427.000 自然科学 電磁気学

1559 「ファインマン物理学」を読む ―電磁気学を中心として― 講談社 2004 竹内, 薫 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028154 427.000 自然科学 電磁気学

1560 ゼロから学ぶ電磁気学 （ゼロから学ぶシリーズ） 講談社 2007 西野, 友年 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028216 427.000 自然科学 電磁気学

1561 図解・わかる電気と電子 ―具体例から原理を語る―（ブルーバックス B-1249） 講談社 1999 見城, 尚志 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028377 427.000 自然科学 電磁気学

1562
高校数学でわかるマクスウェル方程式 ―電磁気を学びたい人、学びはじめた人へ
―（ブルーバックス B-1383）

講談社 2002 竹内, 淳 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028812 427.000 自然科学 電磁気学

1563 最強の電磁気学入門 ―わかる!できる!力がつく! : カラー版― 講談社 2013 杉山, 忠男 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028831 427.000 自然科学 電磁気学

1564 電気と磁気の歴史 ―人と電磁波のかかわり― 東京電機大学出版局 2013 重光, 司 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000014153 427.020 自然科学 電磁気学

1565 ナノテクノロジーのための表面電子回折法 （表面分析技術選書） 丸善出版 2003 日本表面科学会 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000167 427.560 自然科学 電磁気学

1566 物性物理30講 （物理学30講シリーズ 9） 朝倉書店 2000 戸田, 盛和 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002887 428.000 自然科学 物性物理学

1567 極限の科学 ―低温・高圧・強磁場の物理―（ブルーバックス B-1669） 講談社 2010 伊達, 宗行 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028776 428.000 自然科学 物性物理学

1568 新しい物性物理 ―物質の起源からナノ・極限物性まで―（ブルーバックス B-1483） 講談社 2005 伊達, 宗行 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028864 428.000 自然科学 物性物理学

1569 高分子物理学 ―巨大イオン系の構造形成―（朝倉物理学大系 16） 朝倉書店 2004 伊勢, 典夫 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000003000 428.100 自然科学 物性物理学

1570 分子運動30講 （物理学30講シリーズ 5） 朝倉書店 1996 戸田, 盛和 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002883 428.200 自然科学 物性物理学

1571 表面物性工学ハンドブック 第2版 丸善出版 2007 小間, 篤 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000303 428.400 自然科学 物性物理学

1572 二次イオン質量分析法 （表面分析技術選書） 丸善出版 1999 日本表面科学会 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000141 428.400 自然科学 物性物理学

1573 多体問題 ―電子ガス模型からのアプローチ―（朝倉物理学大系 9） 朝倉書店 1999 高田, 康民 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002994 428.400 自然科学 物性物理学
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1574 表面物理学 （朝倉物理学大系 17） 朝倉書店 2003 村田, 好正 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000003001 428.400 自然科学 物性物理学

1575 多体問題特論 ―第一原理からの多電子問題―（朝倉物理学大系 15） 朝倉書店 2009 高田, 康民 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000019833 428.400 自然科学 物性物理学

1576 したしむ固体構造論 （したしむ物理工学） 朝倉書店 2000 志村, 史夫 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002969 428.400 自然科学 物性物理学

1577 したしむ電子物性 （したしむ物理工学） 朝倉書店 2002 志村, 史夫 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002971 428.400 自然科学 物性物理学

1578 したしむ表面物理 （したしむ物理工学） 朝倉書店 2007 志村, 史夫 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002973 428.400 自然科学 物性物理学

1579 したしむ磁性 （したしむ物理工学） 朝倉書店 1999 小林, 久理眞 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002968 428.900 自然科学 物性物理学

1580 高エネルギー物理学の発展 （朝倉物理学大系 6） 朝倉書店 1999 長島, 順清 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002991 429.000 自然科学 原子物理学

1581 原子分子物理学 （朝倉物理学大系 11） 朝倉書店 2000 高柳, 和夫 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002996 429.000 自然科学 原子物理学

1582 原子衝突 （朝倉物理学大系 14） 朝倉書店 2007 高柳, 和夫 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002999 429.000 自然科学 原子物理学

1583 原子核構造論 （朝倉物理学大系 18） 朝倉書店 2002 高田, 健次郎 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000003002 429.500 自然科学 原子物理学

1584 原子核反応論 （朝倉物理学大系 19） 朝倉書店 2002 河合, 光路 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000003003 429.500 自然科学 原子物理学

1585 素粒子物理学の基礎 1 （朝倉物理学大系 3） 朝倉書店 1998 長島, 順清 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002988 429.600 自然科学 原子物理学

1586 素粒子物理学の基礎 2 （朝倉物理学大系 4） 朝倉書店 1998 長島, 順清 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002989 429.600 自然科学 原子物理学

1587 素粒子標準理論と実験的基礎 （朝倉物理学大系 5） 朝倉書店 1999 長島, 順清 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002990 429.600 自然科学 原子物理学

1588 クォーク ―素粒子物理はどこまで進んできたか―第2版（ブルーバックス B-1205） 講談社 1998 南部, 陽一郎 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028190 429.600 自然科学 原子物理学

1589
はたして神は左利きか? ―ニュートリノの質量と「弱い力」の謎―（ブルーバックス
B-1343）

講談社 2001 山田, 克哉 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028277 429.600 自然科学 原子物理学

1590 絵で見る物質の究極 ―極微の世界で踊る素粒子―（ブルーバックス B1550） 講談社 2007 江尻, 宏泰 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028328 429.600 自然科学 原子物理学

1591
超ひも理論とはなにか ―究極の理論が描く物質・重力・宇宙―（ブルーバックス B-
1444）

講談社 2004 竹内, 薫 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028492 429.600 自然科学 原子物理学

1592
質量はどのように生まれるのか ―素粒子物理最大のミステリーに迫る―（ブルー
バックス B-1680）

講談社 2010 橋本, 省二 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028850 429.600 自然科学 原子物理学

1593 新しい物質の科学 ―身のまわりを化学する―改訂2版 オーム社 2014 鈴木, 孝弘 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000024483 430.000 自然科学 化学

1594 化学 ―美しい原理と恵み―（サイエンス・パレット 014） 丸善出版 2014 Peter Atkins https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000018527 430.000 自然科学 化学

1595 化学 （生命科学のための基礎シリーズ） 実教出版 2002 太田, 博道 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000004557 430.000 自然科学 化学

1596 生命科学のための基礎化学 東京大学出版会 2014 原田, 義也 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000017446 430.000 自然科学 化学

1597 例題で学ぶ基礎化学 森北出版 2013 高橋, 三男 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000032896 430.000 自然科学 化学

1598 理科のおさらい ―化学 ―（おとなの楽習 7） 自由国民社 2009 涌井, 良幸 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007732 430.000 自然科学 化学

1599 化学はこんなに役に立つ ―やさしい化学入門― 裳華房 2013 山崎, 昶 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023935 430.000 自然科学 化学

1600 電子を見れば化学はわかる （ブルーバックス . 暗記しないで化学入門 B-1296） 講談社 2000 平山, 令明 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028308 430.000 自然科学 化学

1601 化学ぎらいをなくす本 新装版 ―化学再入門―（ブルーバックス B-1534） 講談社 2006 米山, 正信 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028348 430.000 自然科学 化学

1602
高校化学とっておき勉強法 ―「なぜそうなるのか?」がわかる本―（ブルーバックス
B-1356）

講談社 2002 大川, 貴史 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028808 430.000 自然科学 化学

1603
大人のための高校化学復習帳 ―元素記号が好きになる―（ブルーバックス B-
1816）

講談社 2013 竹田, 淳一郎 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028433 430.000 自然科学 化学

1604
英和学習基本用語辞典化学 新装版 ―海外子女・留学生必携―（留学応援シリー
ズ）

アルク 2009 藤澤, 皖 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000788 430.330 自然科学 化学

1605 化学版これを英語で言えますか? 講談社 2013 齋藤, 勝裕 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028320 430.700 自然科学 化学

1606 物理化学 （化学マスター講座） 丸善出版 2010 田中, 一義 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000009040 431.000 自然科学 物理化学、理論化学

1607 休み時間の物理化学 （休み時間シリーズ） 講談社 2011 斎藤, 勝裕 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028771 431.000 自然科学 物理化学、理論化学

1608 元素の事典 朝倉書店 1994 馬淵, 久夫 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002946 431.110 自然科学 物理化学、理論化学

1609 新・元素と周期律 裳華房 2013 井口, 洋夫 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023936 431.110 自然科学 物理化学、理論化学

1610
元素111の新知識 ―引いて重宝、読んでおもしろい―第2版増補版（ブルーバック
ス B-1805）

講談社 2013 桜井, 弘 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028787 431.110 自然科学 物理化学、理論化学

1611 世界で一番美しい化学反応図鑑 創元社 2018 セオドア・グレイ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000078790 431.300 自然科学 物理化学、理論化学

1612
化学反応はなぜおこるか ―授業ではわからなかった化学の基礎―（ブルーバック
ス B-969）

講談社 1993 上野, 景平 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028319 431.300 自然科学 物理化学、理論化学

1613
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）

講談社 2008 平山, 令明 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028514 431.300 自然科学 物理化学、理論化学

1614 薬学生のための化学平衡ノート 丸善出版 2015 荒川, 秀俊 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000026662 431.320 自然科学 物理化学、理論化学

1615 触媒化学 （応用化学シリーズ 6） 朝倉書店 2004 上松, 敬禧 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000003012 431.350 自然科学 物理化学、理論化学

1616 イオンが好きになる本 ―もう化学は、つらくない!―（ブルーバックス B-920） 講談社 1992 米山, 正信 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028171 431.360 自然科学 物理化学、理論化学

1617
酸化還元でわかる無機化学 （ブルーバックス . 暗記しないで化学入門 ; 無機化学
編 B-1512）

講談社 2006 平山, 令明 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028309 431.370 自然科学 物理化学、理論化学

1618
光合成のエネルギー変換と物質変換 ―人工光合成をめざして―（Dojin bioscience
series 19）

化学同人 2015 杉浦, 美羽 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000020219 431.530 自然科学 物理化学、理論化学

1619 分子熱統計力学 ―化学平衡から反応速度まで― 東京大学出版会 2014 高塚, 和夫 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000018495 431.600 自然科学 物理化学、理論化学

1620 高分子化学 （化学マスター講座 合成編） 丸善出版 2010 中條, 善樹 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000009041 431.900 自然科学 物理化学、理論化学

1621 散乱実験と形態観察 （新高分子実験学 . 高分子の構造 ; 2 6） 共立出版 1997 高分子学会 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016579 431.900 自然科学 物理化学、理論化学

1622 分子分光法 （新高分子実験学 . 高分子の構造 ; 3 7） 共立出版 1996 高分子学会 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016580 431.900 自然科学 物理化学、理論化学

1623 表面・界面と膜・輸送 （新高分子実験学 . 高分子の物性 ; 3 10） 共立出版 1995 高分子学会 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016583 431.900 自然科学 物理化学、理論化学

1624 絶対わかる高分子化学 （絶対わかる化学シリーズ） 講談社 2005 齋藤, 勝裕 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028413 431.900 自然科学 物理化学、理論化学

1625 理工系のための化学実験 ―基礎化学からバイオ・機能材料まで― 共立出版 2016 大月, 穣 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000036339 432.000 自然科学 実験化学［化学実験法］

1626 化学実験における事故例と安全 オーム社 2013 田村, 昌三 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007398 432.100 自然科学 実験化学［化学実験法］

1627 実験を安全に行うために 第8版 化学同人 2017 化学同人編集部 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000042748 432.100 自然科学 実験化学［化学実験法］

1628 実験を安全に行うために 続: 基本操作・基本測定編 第4版 化学同人 2017 化学同人編集部 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000042749 432.100 自然科学 実験化学［化学実験法］

1629 化学・薬学のためのX線解析入門 第2版 丸善出版 2006 平山, 令明 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000323 433.500 自然科学 分析化学［化学分析］

1630 X線光電子分光法 （表面分析技術選書） 丸善出版 1998 日本表面科学会 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000179 433.500 自然科学 分析化学［化学分析］

1631 オージェ電子分光法 （表面分析技術選書） 丸善出版 2001 日本表面科学会 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000184 433.500 自然科学 分析化学［化学分析］

1632 よくある質問NMRの基本 （よくある質問シリーズ） 講談社 2012 竹内, 敬人 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028300 433.570 自然科学 分析化学［化学分析］
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1633 水を科学する 東京電機大学出版局 2011 川瀬, 義矩 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001703 435.000 自然科学 無機化学

1634 リンの事典 朝倉書店 2017 大竹, 久夫 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000061511 435.540 自然科学 無機化学

1635 CO2のQ&A50 ―グラフと図表でわかる環境問題― 丸善出版 2012 笠原, 三紀夫 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000513 435.600 自然科学 無機化学

1636 香りがナビゲートする有機化学 コロナ社 2016 長谷川, 登志夫 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000046051 437.000 自然科学 有機化学

1637 有機化学 （化学マスター講座） 丸善出版 2010 大嶌, 幸一郎 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000009042 437.000 自然科学 有機化学

1638 有機化学1000本ノック 命名法編 化学同人 2019 矢野, 将文 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000075560 437.000 自然科学 有機化学

1639 有機化学1000本ノック 立体化学編 化学同人 2019 矢野, 将文 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000075561 437.000 自然科学 有機化学

1640 有機化学 ―亀田講義ナマ中継―（わかりすぎてヤバい!） 講談社 2008 亀田, 和久 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028346 437.000 自然科学 有機化学

1641
有機化学が好きになる 新装版 ―"カメの甲"なんてこわくない!―（ブルーバックス
B-1729）

講談社 2011 米山, 正信 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028536 437.000 自然科学 有機化学

1642 天然物化学 （バイオテクノロジー教科書シリーズ 17） コロナ社 2006 瀬戸, 治男 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000010640 439.000 自然科学 天然物質の化学

1643
ニュートリノ天体物理学入門 ―知られざる宇宙の姿を透視する―（ブルーバックス
B-1394）

講談社 2002 小柴, 昌俊 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028271 440.120 自然科学 天文学、宇宙科学

1644
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）

講談社 2011 大須賀, 健 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028204 443.500 自然科学 恒星、恒星天文学

1645 宇宙と素粒子30講 （物理学30講シリーズ 10） 朝倉書店 2002 戸田, 盛和 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002888 443.900 自然科学 恒星、恒星天文学

1646 ホーキング虚時間の宇宙 ―宇宙の特異点をめぐって―（ブルーバックス B-1487） 講談社 2005 竹内, 薫 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028286 443.900 自然科学 恒星、恒星天文学

1647 暗黒宇宙の謎 ―宇宙をあやつる暗黒の正体とは―（ブルーバックス B-1496） 講談社 2005 谷口, 義明 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028310 443.900 自然科学 恒星、恒星天文学

1648 宇宙進化の謎 ―暗黒物質の正体に迫る―（ブルーバックス B-1723） 講談社 2011 谷口, 義明 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028313 443.900 自然科学 恒星、恒星天文学

1649
相対論的宇宙論 新装版 ―ブラックホール・宇宙・超宇宙―（ブルーバックス B-
1425）

講談社 2003 佐藤, 文隆 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028353 443.900 自然科学 恒星、恒星天文学

1650 太陽と地球のふしぎな関係 ―絶対君主と無力なしもべ―（ブルーバックス B-1713） 講談社 2011 上出, 洋介 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028428 444.000 自然科学 太陽、太陽物理学

1651
図解・気象学入門 ―原理からわかる雲・雨・気温・風・天気図―（ブルーバックス
B-1721）

講談社 2011 古川, 武彦 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028390 451.000 自然科学 気象学

1652 最新図解特別警報と自然災害がわかる本 オーム社 2015 饒村, 曜 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000022777 451.280 自然科学 気象学

1653 竜巻のふしぎ ―地上最強の気象現象を探る― 共立出版 2014 森田, 正光 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000026676 451.500 自然科学 気象学

1654
図解・台風の科学 ―発生・発達のしくみから地球温暖化の影響まで―（ブルーバッ
クス B-1778）

講談社 2012 上野, 充 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028384 451.500 自然科学 気象学

1655 気候 ―変動し続ける地球環境―（サイエンス・パレット 030） 丸善出版 2016 Mark Maslin https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000030963 451.800 自然科学 気象学

1656 地球温暖化の事典 丸善出版 2014 地球環境研究センター https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000013602 451.850 自然科学 気象学

1657 深海と地球の事典 丸善出版 2014 深海と地球の事典編集委員会 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000018521 452.036 自然科学 海洋学

1658
謎解き・海洋と大気の物理 ―地球規模でおきる「流れ」のしくみ―（ブルーバックス
B-1414）

講談社 2003 保坂, 直紀 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028505 452.120 自然科学 海洋学

1659 自然の仕組みを調べるために （身近な水の環境科学 実習・測定編） 朝倉書店 2014 日本陸水学会東海支部会 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000022794 452.900 自然科学 海洋学

1660 日本の地震予知研究130年史 ―明治期から東日本大震災まで― 東京大学出版会 2015 泊, 次郎 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023036 453.210 自然科学 地震学

1661
三陸にジオパークを ―未来のいのちを守るために―（早稲田大学ブックレット : 「震
災後」に考える 13）

早稲田大学出版部 2012 高木, 秀雄 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000008406 455.122 自然科学 地質学

1662
山はどうしてできるのか ―ダイナミックな地球科学入門―（ブルーバックス B-
1756）

講談社 2012 藤岡, 換太郎 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028836 455.800 自然科学 地質学

1663
図解・プレートテクトニクス入門 ―なぜ動くのか?原理から学ぶ地球のからくり―（ブ
ルーバックス B-1834）

講談社 2013 木村, 学 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028373 455.800 自然科学 地質学

1664 化石ウォーキングガイド全国版 ―日本各地に眠る古生物の痕跡探し27地点― 丸善出版 2016 相場, 博明 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000030962 457.210 自然科学 古生物学、化石

1665 絶滅した哺乳類たち 丸善出版 2002 冨田, 幸光 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000162 457.890 自然科学 古生物学、化石

1666 安山岩と大陸の起源 ―ローカルからグローバルへ― 東京大学出版会 2003 巽, 好幸 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000090 458.650 自然科学 岩石学

1667 結晶とはなにか ―自然が作る対称性の不思議―（ブルーバックス B-1766） 講談社 2012 平山, 令明 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028786 459.900 自然科学 鉱物学

1668
バイオテクノロジーのためのコンピュータ入門 （バイオテクノロジー教科書シリーズ
11）

コロナ社 1995 中村, 春木 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000010634 460.000 自然科学 生物科学、一般生物学

1669 生物個体から分子へ （生命科学 1） コロナ社 2012 生命科学編集委員会 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000017696 460.000 自然科学 生物科学、一般生物学

1670 生物個体から生態系へ （生命科学 2） コロナ社 2013 生命科学編集委員会 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000017719 460.000 自然科学 生物科学、一般生物学

1671 モダンアプローチの生物科学 共立出版 2015 美宅, 成樹 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027873 460.000 自然科学 生物科学、一般生物学

1672 理科のおさらい ―生物 ―（おとなの楽習 11） 自由国民社 2010 広沢-高森, 瑞子 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007736 460.000 自然科学 生物科学、一般生物学

1673 新しい教養のための生物学 裳華房 2017 赤坂, 甲治 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000048298 460.000 自然科学 生物科学、一般生物学

1674 コア講義生物学 裳華房 2008 田村, 隆明 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023916 460.000 自然科学 生物科学、一般生物学

1675 ワークブックヒトの生物学 裳華房 2014 八杉, 貞雄 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023920 460.000 自然科学 生物科学、一般生物学

1676 理工系のための生物学 改訂版 裳華房 2015 坂本, 順司 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023944 460.000 自然科学 生物科学、一般生物学

1677 生物の超技術 ―あっと驚く木や虫たちの智恵―（ブルーバックス B-1264） 講談社 1999 志村, 史夫 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028407 460.000 自然科学 生物科学、一般生物学

1678 休み時間の生物学 （休み時間シリーズ） 講談社 2008 朝倉, 幹晴 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028770 460.000 自然科学 生物科学、一般生物学

1679
マンガ生物学に強くなる ―細胞、DNAから遺伝子工学まで―（ブルーバックス B-
1872）

講談社 2014 堂嶋, 大輔 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028123 460.000 自然科学 生物科学、一般生物学

1680 なかのとおるの生命科学者の伝記を読む 学研メディカル秀潤社 2011 仲野, 徹 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000004694 460.280 自然科学 生物科学、一般生物学

1681
英和学習基本用語辞典生物 新装版 ―海外子女・留学生必携―（留学応援シリー
ズ）

アルク 2009 藤澤, 皖 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000791 460.330 自然科学 生物科学、一般生物学

1682 最新生命科学キーワードブック ―よくわかるキーワード辞典― 羊土社 2007 野島, 博 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001033 460.330 自然科学 生物科学、一般生物学

1683 生き物たちの情報戦略 ―生存をかけた静かなる戦い―（DOJIN選書 11） 化学同人 2007 針山, 孝彦 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016546 460.400 自然科学 生物科学、一般生物学

1684
自然かんさつ学入門 ―みよう・まもろう・しらべよう―（自然かんさつ学入門シリー
ズ）

日本自然保護協会 1974 日本自然保護協会 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000022972 460.700 自然科学 生物科学、一般生物学

1685 雑木林の自然かんさつ （自然かんさつ学入門シリーズ No.4） 日本自然保護協会 1979 日本自然保護協会 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000022973 460.700 自然科学 生物科学、一般生物学

1686 草はらの自然かんさつ （自然かんさつ学入門シリーズ） 日本自然保護協会 1977 日本自然保護協会 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000022974 460.700 自然科学 生物科学、一般生物学

1687 川の自然かんさつ （自然かんさつ学入門シリーズ） 日本自然保護協会 1977 日本自然保護協会 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000022975 460.700 自然科学 生物科学、一般生物学

1688 いその自然かんさつ （自然かんさつ学入門シリーズ No.5） 日本自然保護協会 1981 日本自然保護協会 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000022976 460.700 自然科学 生物科学、一般生物学

1689 自然観察指導の48手 日本自然保護協会 1981 矢野, 亮 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000022977 460.700 自然科学 生物科学、一般生物学

1690 生き物の描き方 （自然観察の技法 [1]） 東京大学出版会 2012 盛口, 満 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000024788 460.700 自然科学 生物科学、一般生物学

1691
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―

羊土社 2004 田村, 隆明 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006140 460.700 自然科学 生物科学、一般生物学
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1692 理系のアナタが知っておきたいラボ生活の中身 ―バイオ系の歩き方― 羊土社 2012 野地, 澄晴 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000024689 460.700 自然科学 生物科学、一般生物学

1693 キホンのキ （実験で使うとこだけ生物統計 1） 羊土社 2015 池田, 郁男 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028116 460.700 自然科学 生物科学、一般生物学

1694 キホンのホン （実験で使うとこだけ生物統計 2） 羊土社 2015 池田, 郁男 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028117 460.700 自然科学 生物科学、一般生物学

1695
バイオ画像解析手とり足とりガイド ―バイオイメージングデータを定量して生命の形
態や動態を理解する!―

羊土社 2014 小林, 徹也 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027245 460.700 自然科学 生物科学、一般生物学

1696
すくすく育て細胞培養 （細胞工学 . 別冊 . 目で見る実験ノートシリーズ . バイオ実験
イラストレイテッド 6）

学研メディカル秀潤社 1996 渡邊, 利雄 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007580 460.750 自然科学 生物科学、一般生物学

1697
ライフサイエンス試薬活用ハンドブック ―特性,使用条件,生理機能などの重要デー
タがわかる―

羊土社 2009 田村, 隆明 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006142 460.750 自然科学 生物科学、一般生物学

1698 生命と科学技術の倫理学 ―デジタル時代の身体・脳・心・社会― 丸善出版 2016 森下, 直貴 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027664 461.150 自然科学 理論生物学、生命論

1699 細胞分離・操作技術の最前線 （バイオテクノロジーシリーズ） シーエムシー出版 2008 福田, 敏男 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000013536 463.000 自然科学 細胞学

1700
使おう酵母できるtwo hybrid （細胞工学 . 別冊 . 目で見る実験ノートシリーズ . バイ
オ実験イラストレイテッド 7）

学研メディカル秀潤社 2003 水野, 貴之 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007581 463.000 自然科学 細胞学

1701 図解分子細胞生物学 裳華房 2010 浅島, 誠 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023925 463.000 自然科学 細胞学

1702 新・生細胞蛍光イメージング 共立出版 2015 原口, 徳子 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027874 463.070 自然科学 細胞学

1703 ミトコンドリア・ミステリー ―驚くべき細胞小器官の働き―（ブルーバックス B-1391） 講談社 2002 林, 純一 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028292 463.300 自然科学 細胞学

1704
生物の大きさはどのようにして決まるのか ―ゾウとネズミの違いを生む遺伝子―
（DOJIN選書 56）

化学同人 2013 大島, 靖美 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028025 463.700 自然科学 細胞学

1705
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）

講談社 2003 木下, 圭 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028129 463.800 自然科学 細胞学

1706
植物はなぜ5000年も生きるのか ―寿命からみた動物と植物のちがい―（ブルー
バックス B-1365）

講談社 2002 鈴木, 英治 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028856 463.900 自然科学 細胞学

1707 バイオセパレーション （バイオテクノロジー教科書シリーズ 14） コロナ社 1993 古崎, 新太郎 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000010637 464.000 自然科学 生化学

1708 バイオミメティクス概論 （バイオテクノロジー教科書シリーズ 15） コロナ社 1994 黒田, 裕久 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000010638 464.000 自然科学 生化学

1709 生化学 （Visual栄養学テキスト . 人体の構造と機能および疾病の成り立ち 2） 中山書店 2016 岡, 純 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000036349 464.000 自然科学 生化学

1710 ライフサイエンスのための化学 化学同人 2017 安藤, 祥司 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000041776 464.000 自然科学 生化学

1711 教養のための図説生化学 実教出版 1986 紺野, 邦夫 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000004558 464.000 自然科学 生化学

1712 コア講義生化学 裳華房 2009 田村, 隆明 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023917 464.000 自然科学 生化学

1713 ワークブックで学ぶヒトの生化学 ―構造・酵素・代謝― 裳華房 2014 坂本, 順司 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023921 464.000 自然科学 生化学

1714 イラスト基礎からわかる生化学 ―構造・酵素・代謝― 裳華房 2012 坂本, 順司 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023922 464.000 自然科学 生化学

1715 生化学 ―亀田講義ナマ中継―（わかりすぎてヤバい!） 講談社 2012 亀田, 和久 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028345 464.000 自然科学 生化学

1716 休み時間の生化学 （休み時間シリーズ） 講談社 2010 大西, 正健 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028769 464.000 自然科学 生化学

1717 好きになる生化学 ―生体内で進み続ける化学反応―（好きになるシリーズ） 講談社 2012 田中, 越郎 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028799 464.000 自然科学 生化学

1718 1分子生物学 （Dojin bioscience series 17） 化学同人 2014 原田, 慶恵 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000018580 464.100 自然科学 生化学

1719
分子生物学実験の基礎 （細胞工学 . 別冊 . 目で見る実験ノートシリーズ . バイオ実
験イラストレイテッド 1）

学研メディカル秀潤社 1995 中山, 広樹 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007575 464.100 自然科学 生化学

1720
遺伝子解析の基礎 （細胞工学 . 別冊 . 目で見る実験ノートシリーズ . バイオ実験イ
ラストレイテッド 2）

学研メディカル秀潤社 1995 中山, 広樹 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007576 464.100 自然科学 生化学

1721
本当にふえるPCR  新版（細胞工学 . 別冊 . 目で見る実験ノートシリーズ . バイオ実
験イラストレイテッド 3）

学研メディカル秀潤社 1998 中山, 広樹 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007577 464.100 自然科学 生化学

1722
タンパクなんてこわくない （細胞工学 . 別冊 . 目で見る実験ノートシリーズ . バイオ
実験イラストレイテッド 5）

学研メディカル秀潤社 1997 西方, 敬人 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007579 464.100 自然科学 生化学

1723
教科書だけじゃ足りない絶対必要な生物学的背景から最新の分子生物学まで楽し
く学べる名物講義 （分子生物学講義中継 Part1）

羊土社 2002 井出, 利憲 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001020 464.100 自然科学 生化学

1724 細胞の増殖とシグナル伝達の細胞生物学を学ぼう （分子生物学講義中継 Part2） 羊土社 2003 井出, 利憲 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001021 464.100 自然科学 生化学

1725
発生・分化や再生のしくみと癌，老化を個体レベルで理解しよう （分子生物学講義
中継 Part3）

羊土社 2004 井出, 利憲 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001022 464.100 自然科学 生化学

1726
細胞生物学と生化学の基礎から生物が成り立つしくみを知ろう （分子生物学講義
中継 Part0 上巻）

羊土社 2005 井出, 利憲 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001023 464.100 自然科学 生化学

1727
代謝と遺伝学の基礎を知り，生命を維持するしくみを学ぼう （分子生物学講義中継
Part0 下巻）

羊土社 2006 井出, 利憲 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001024 464.100 自然科学 生化学

1728 バイオ実験誰もがつまずく失敗&ナットク解決法 羊土社 2008 大藤, 道衛 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006136 464.100 自然科学 生化学

1729
最適な実験を行うためのバイオ実験の原理 ―分子生物学的・化学的・物理的原理
にもとづいたバイオ実験の実践的な考え方―

羊土社 2006 大藤, 道衛 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006137 464.100 自然科学 生化学

1730 バイオ実験の知恵袋 ―効率アップとピンチ脱出のワザ350+― 羊土社 2007 小笠原, 道生 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006138 464.100 自然科学 生化学

1731
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―

羊土社 2006 田村, 隆明 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006141 464.100 自然科学 生化学

1732 くり返し聞きたい分子生物学講座 羊土社 2010 坂口, 謙吾 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000014676 464.100 自然科学 生化学

1733 コア講義分子生物学 裳華房 2007 田村, 隆明 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023915 464.100 自然科学 生化学

1734 よくわかる分子生物学・細胞生物学実験 ―原理&実験の組み立て方― 講談社 2009 佐々木, 博己 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028301 464.100 自然科学 生化学

1735 蛋白質工学概論 （バイオテクノロジー教科書シリーズ 9） コロナ社 1995 渡辺, 公綱 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000010633 464.200 自然科学 生化学

1736
苦労なしのクローニング （細胞工学 . 別冊 . 目で見る実験ノートシリーズ . バイオ実
験イラストレイテッド 4）

学研メディカル秀潤社 1997 真壁, 和裕 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007578 464.200 自然科学 生化学

1737
タンパク質はすごい! ―心と体の健康をつくるタンパク質の秘密―（知りたいサイエ
ンス）

技術評論社 2014 石浦, 章一 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000018418 464.200 自然科学 生化学

1738
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）

講談社 2018 平山, 令明 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057479 464.200 自然科学 生化学

1739 HSPと分子シャペロン ―生命を守る驚異のタンパク質―（ブルーバックス B-1774） 講談社 2012 水島, 徹 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028121 464.200 自然科学 生化学

1740 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） 講談社 2011 武村, 政春 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028122 464.200 自然科学 生化学

1741 アミノ酸 ―タンパク質と生命活動の化学― 東京電機大学出版局 2009 船山, 信次 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001622 464.250 自然科学 生化学

1742 コラーゲンの製造と応用展開 （新材料シリーズ） シーエムシー出版 2009 谷原, 正夫 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023978 464.260 自然科学 生化学
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1743 セラミド ―基礎と応用 : ここまできたセラミド研究最前線― 食品化学新聞社 2011 セラミド研究会 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000014583 464.400 自然科学 生化学

1744 酵素工学概論 （バイオテクノロジー教科書シリーズ 8） コロナ社 1995 田中, 渥夫 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000010632 464.500 自然科学 生化学

1745 応用酵素学概論 （バイオテクノロジー教科書シリーズ 16） コロナ社 2009 喜多, 恵子 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000010639 464.500 自然科学 生化学

1746 酵素反応のしくみ ―現代化学の最大の謎をさぐる―（ブルーバックス B-1152） 講談社 1996 藤本, 大三郎 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028807 464.500 自然科学 生化学

1747 ゲノム解析を中心とした最前線と将来展望 （難培養微生物研究の最新技術 2） シーエムシー出版 2010 大熊, 盛也 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023988 465.000 自然科学 微生物学

1748 微生物 ―目には見えない支配者たち―（サイエンス・パレット 031） 丸善出版 2016 Nicholas P. Money https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000033492 465.000 自然科学 微生物学

1749 微生物学辞典 技報堂出版 1989 日本微生物学協会 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000018595 465.033 自然科学 微生物学

1750
心はどのように遺伝するか ―双生児が語る新しい遺伝観―（ブルーバックス B-
1306）

講談社 2000 安藤, 寿康 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028128 467.000 自然科学 遺伝学

1751 分子からみた生物進化 ―DNAが明かす生物の歴史―（ブルーバックス B-1849） 講談社 2014 宮田, 隆 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028528 467.000 自然科学 遺伝学

1752 進化する遺伝子概念 みすず書房 2015 ジャン・ドゥーシュ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000026772 467.020 自然科学 遺伝学

1753 生態系を観る・測る・守る （遺伝 : 生物の科学 Vol.70 No.1） エヌ・ティー・エス 2016 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000030889 467.050 自然科学 遺伝学

1754
オルガネラ研究最前線 ―真核細胞の共生由来―（遺伝 : 生物の科学 Vol.70
No.2）

エヌ・ティー・エス 2016 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000030890 467.050 自然科学 遺伝学

1755 極限環境に生きる生物の知恵 （遺伝 : 生物の科学 Vol.70 No.3） エヌ・ティー・エス 2016 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000030891 467.050 自然科学 遺伝学

1756 光合成を捨てた植物の新戦略 （遺伝 : 生物の科学 Vol.70 No.4） エヌ・ティー・エス 2016 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000030892 467.050 自然科学 遺伝学

1757 遺伝統計学の基礎 ―Rによる遺伝因子解析・遺伝子機能解析― オーム社 2010 山田, 亮 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002698 467.100 自然科学 遺伝学

1758 おもしろ遺伝子の氏名と使命 オーム社 2013 島田, 祥輔 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007399 467.200 自然科学 遺伝学

1759 遺伝子力 ―ヒトを支える50の遺伝子― オーム社 2011 システム薬学研究機構 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007409 467.200 自然科学 遺伝学

1760 遺伝子工学概論 （バイオテクノロジー教科書シリーズ 2） コロナ社 1999 魚住, 武司 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000010626 467.200 自然科学 遺伝学

1761 シーラカンスは語る ―化石とDNAから探る生命の進化― 丸善出版 2015 大石, 道夫 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023066 467.200 自然科学 遺伝学

1762 バイオ実験超基本Q&A ―意外に知らない、いまさら聞けない― 改訂版 羊土社 2010 大藤, 道衛 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006134 467.200 自然科学 遺伝学

1763 バイオ実験トラブル解決超基本Q&A 羊土社 2002 大藤, 道衛 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006135 467.200 自然科学 遺伝学

1764 分子遺伝学概論 （バイオテクノロジー教科書シリーズ 5） コロナ社 1997 高橋, 秀夫 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000010629 467.210 自然科学 遺伝学

1765 コア講義分子遺伝学 裳華房 2014 田村, 隆明 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023914 467.210 自然科学 遺伝学

1766 遺伝子改造 勁草書房 2005 金森, 修 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000024257 467.250 自然科学 遺伝学

1767 遺伝子操作の基本原理 （新・生命科学シリーズ） 裳華房 2013 赤坂, 甲治 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023927 467.250 自然科学 遺伝学

1768 バイオインフォマティクス入門 慶應義塾大学出版会 2015 日本バイオインフォマティクス学会 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000026634 467.300 自然科学 遺伝学

1769 生物の多様性と進化の驚異 （分子生物学講義中継  番外編） 羊土社 2010 井出, 利憲 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001025 467.500 自然科学 遺伝学

1770 分子進化のほぼ中立説 ―偶然と淘汰の進化モデル―（ブルーバックス B-1637） 講談社 2009 太田, 朋子 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028134 467.500 自然科学 遺伝学

1771 海洋生態学 （シリーズ現代の生態学 １０） 共立出版 2016 日本生態学会 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000031969 468.000 自然科学 生態学

1772 フィールドサイエンティスト ―地域環境学という発想―（Natural history） 東京大学出版会 2016 佐藤, 哲 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028055 468.000 自然科学 生態学

1773 草原生態学 ―生物多様性と生態系機能― 東京大学出版会 2015 大黒, 俊哉 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028056 468.000 自然科学 生態学

1774 生物圏の環境 東京電機大学出版局 2007 有田, 正光 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001186 468.000 自然科学 生態学

1775 絵でわかる生態系のしくみ （絵でわかるシリーズ） 講談社 2008 鷲谷, いづみ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028326 468.000 自然科学 生態学

1776 海洋生物学 ―地球を取りまく豊かな海と生態系―（サイエンス・パレット 022） 丸善出版 2015 Philip V.Mladenov https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000020192 468.800 自然科学 生態学

1777 海の極限生物 築地書館 2015 スティーブン・パルンビ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000026109 468.800 自然科学 生態学

1778 植物学の百科事典 丸善出版 2016 日本植物学会 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000033493 470.300 自然科学 植物学

1779 クイズ植物入門 ―一粒のコメは何粒の実りになるか―（ブルーバックス B-1474） 講談社 2005 田中, 修 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028188 471.000 自然科学 一般植物学

1780 植物たちの静かな戦い ―化学物質があやつる生存競争―（DOJIN選書 71） 化学同人 2016 藤井, 義晴 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000034372 471.300 自然科学 一般植物学

1781 みどりの香り ―植物の偉大なる知恵― 丸善出版 2005 畑中, 顯和 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000317 471.400 自然科学 一般植物学

1782 光合成とはなにか ―生命システムを支える力―（ブルーバックス B-1612） 講談社 2008 園池, 公毅 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028795 471.400 自然科学 一般植物学

1783 おもしろ植物図鑑 ―マンガと写真でゆる〜く楽しむ、草花の魅力― 誠文堂新光社 2016 花福, こざる https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000048283 472.100 自然科学 植物地理、植物誌

1784 日本の動物法 第2版 東京大学出版会 2016 青木, 人志 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000040196 480.900 自然科学 動物学

1785 「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） 講談社 2006 犬塚, 則久 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028120 481.100 自然科学 一般動物学

1786
図解・感覚器の進化 ―原始動物からヒトへ水中から陸上へ―（ブルーバックス B-
1712）

講談社 2011 岩堀, 修明 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028379 481.170 自然科学 一般動物学

1787
イラスト図説「あっ!」と驚く動物の子育て ―厳しい自然で生き抜く知恵―（ブルー
バックス B-1519）

講談社 2006 長澤, 信城 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028178 481.780 自然科学 一般動物学

1788
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）

講談社 2005 浅間, 茂 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057265 482.243 自然科学 動物地理、動物誌

1789 へんな虫はすごい虫 ―もう"虫けら"とは呼ばせない!―（ブルーバックス B-1073） 講談社 1995 安富, 和男 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028284 486.040 自然科学 昆虫類

1790 趣味からはじめる昆虫学 ―知られざる虫の姿を新発見!― オーム社 2016 熊澤, 辰徳 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000031976 486.100 自然科学 昆虫類

1791 死ぬとはどのようなことか ―終末期の命と看取りのために― みすず書房 2015 ジャン・ドメーニコ・ボラージオ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000026415 490.140 自然科学 医学

1792 医療面接技法とコミュニケーションのとり方 （新基礎臨床技能シリーズ） メジカルビュー社 2009 福島, 統 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023724 490.140 自然科学 医学

1793 総合病院の心理臨床 ―赤十字の実践― 勁草書房 2013 全国赤十字臨床心理技術者の会 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000017465 490.140 自然科学 医学

1794 遺伝子と医療 （シリーズ生命倫理学 11） 丸善出版 2013 玉井, 真理子 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000005355 490.150 自然科学 医学

1795 生命倫理学とは何か ―入門から最先端へ― 勁草書房 2016 アラステア・V・キャンベル https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000036374 490.150 自然科学 医学

1796 生命倫理と医療倫理  改訂3版 金芳堂 2014 伏木, 信次 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015048 490.150 自然科学 医学

1797
癒やしを求める魂の渇き ―スピリチュアリティとは何か―（スピリチュアルケアを学
ぶ 1）

聖学院大学出版会 2011 窪寺, 俊之 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000033554 490.160 自然科学 医学

1798
スピリチュアルペインに向き合う ―こころの安寧を求めて―（スピリチュアルケアを
学ぶ 2）

聖学院大学出版会 2011 窪寺, 俊之 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000033555 490.160 自然科学 医学

1799
スピリチュアルコミュニケーション ―生きる希望と尊厳を支える―（スピリチュアルケ
アを学ぶ 3）

聖学院大学出版会 2013 窪寺, 俊之 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000033556 490.160 自然科学 医学

1800
スピリチュアルケアの実現に向けて ―「第18回日本臨床死生学会大会」の取り組
み―（スピリチュアルケアを学ぶ 4）

聖学院大学出版会 2013 窪寺, 俊之 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000033557 490.160 自然科学 医学

1801
愛に基づくスピリチュアルケア ―意味と関係の再構築を支える―（スピリチュアルケ
アを学ぶ 5）

聖学院大学出版会 2014 窪寺, 俊之 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000033558 490.160 自然科学 医学

1802
スピリチュアルケアの心 ―いのちを育む力・委ねる力―（スピリチュアルケアを学ぶ
6）

聖学院大学出版会 2016 窪寺, 俊之 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000033559 490.160 自然科学 医学
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1803
スピリチュアルな存在として ―人間観・価値観の問い直し―（スピリチュアルケアを
学ぶ 7）

聖学院大学出版会 2016 窪寺, 俊之 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000040968 490.160 自然科学 医学

1804 医療系のための統計入門 （事例でわかる統計シリーズ） 実教出版 2015 景山, 三平 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000033514 490.190 自然科学 医学

1805 ここから学ぼう!図解医療統計 ―本気で統計を始めたい人のための入門書― 総合医学社 2016 柳澤, 尚武 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000032837 490.190 自然科学 医学

1806 医薬研究者の視点からみた道具としての統計学  改訂2版 金芳堂 2011 奥田, 千恵子 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002211 490.190 自然科学 医学

1807 たったこれだけ!医療統計学 改訂2版 金芳堂 2015 Harris, Michael https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000022911 490.190 自然科学 医学

1808 医学の歴史 （サイエンス・パレット 029） 丸善出版 2015 William Bynum https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027218 490.200 自然科学 医学

1809 医療・福祉に携わる人のための医療用語辞典 オーム社 2014 伊藤, 典子 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000024488 490.330 自然科学 医学

1810 医療・看護・歯科・福祉英語基本用語用例集 南雲堂 2016 瀬谷, 幸男 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027945 490.330 自然科学 医学

1811 患者さんトラブル予防・解決Q&A ―知って得する100事例― メジカルビュー社 2014 一杉, 正仁 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023722 490.400 自然科学 医学

1812 話しことばの看護論 ―ターミナルにいあわせて― 看護の科学社 1988 徳永, 進 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000548 490.400 自然科学 医学

1813 臨床という海 看護の科学社 1996 徳永, 進 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000551 490.400 自然科学 医学

1814 クイズで学ぼう!医学英単語 メジカルビュー社 2009 森, 茂 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023715 490.700 自然科学 医学

1815 誰でも書ける!英語医学論文プロのコツ メジカルビュー社 2007 Williams, Jeremy https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023716 490.700 自然科学 医学

1816 そのまま使える診療現場のリアル英会話 メジカルビュー社 2012 佐地, 勉 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023717 490.700 自然科学 医学

1817 英語でつたえる病気のあらまし ―外国人患者さんが来ても困らない!― メジカルビュー社 2013 一杉, 正仁 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023718 490.700 自然科学 医学

1818 さあ、医学研究をはじめよう! 中外医学社 2019 北風, 政史 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000076082 490.700 自然科学 医学

1819 図解PubMedの使い方 ―インターネットで医学文献を探す―第7版 日本医学図書館協会 2016 岩下, 愛 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000042106 490.700 自然科学 医学

1820
あなたのラボにAI(人工知能)×ロボットがやってくる ―研究に生産性と創造性をも
たらすテクノロジー―（実験医学 別冊）

羊土社 2017 夏目, 徹 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000049390 490.700 自然科学 医学

1821
博士号を取る時に考えること取った後できること ―生命科学を学んだ人の人生設
計―

羊土社 2009 三浦, 有紀子 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001031 490.700 自然科学 医学

1822 ライフサイエンス英語表現使い分け辞典 第2版 羊土社 2016 河本, 健 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028119 490.700 自然科学 医学

1823 チーム医療のためのメディカル英語基本表現100 講談社 2015 高木, 久代 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028226 490.700 自然科学 医学

1824 英語で訴える「病気の症状」 （対訳ニッポン） ＩＢＣパブリッシング 2011 黒田, 基子 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000033629 490.700 自然科学 医学

1825 進化する現代漢方 ―臨床と日常の現代漢方入門― 看護の科学社 2011 大田黒, 義郎 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000546 490.900 自然科学 医学

1826 好きになる漢方医学 ―患者中心の全人的医療を目指して―（好きになるシリーズ） 講談社 2013 喜多, 敏明 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028797 490.900 自然科学 医学

1827 絵でわかる漢方医学 （絵でわかるシリーズ） 講談社 2010 入江, 祥史 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028325 490.900 自然科学 医学

1828 医薬系のための生物学 裳華房 2013 丸山, 敬 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023923 491.000 自然科学 基礎医学

1829 解剖学 改訂3版（コメディカルのための専門基礎分野テキスト） 中外医学社 2018 五味, 敏昭 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000074584 491.100 自然科学 基礎医学

1830 解剖生理学step by step ―intro workで知識が定着!― 医学教育出版社 2016 坂井, 建雄 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000043555 491.100 自然科学 基礎医学

1831 新解剖学 新装版  第6版（Qシリーズ） 日本医事新報社 2011 加藤, 征 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002265 491.100 自然科学 基礎医学

1832 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） 講談社 2014 岩堀, 修明 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028387 491.100 自然科学 基礎医学

1833 人体の解剖生理学 = Human anatomy & physiology 金芳堂 2010 遠山, 正彌 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007225 491.100 自然科学 基礎医学

1834 幹細胞と再生医療 （サイエンス・パレット 026） 丸善出版 2015 中辻, 憲夫 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000026663 491.110 自然科学 基礎医学

1835 バイオ研究の舞台裏 ―細胞バンクと研究倫理―（ポピュラーサイエンス 282） 裳華房 2007 水澤, 博 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000012753 491.110 自然科学 基礎医学

1836
心臓外科医が描いた正しい心臓解剖図 ―透視図→心カテ : 断面図→心エコー :
見たいところが見える : 心臓の立体構造を細密画で理解する―（Circulation up-to-
date books 01）

メディカ出版 2014 末次, 文祥 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000041782 491.123 自然科学 基礎医学

1837 新発生学  改訂第4版（Qシリーズ） 日本医事新報社 2012 白澤, 信行 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000004700 491.200 自然科学 基礎医学

1838 人体の冒険者たち ―解剖図に描ききれないからだの話― みすず書房 2018 ギャヴィン・フランシス https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000067705 491.300 自然科学 基礎医学

1839 マンガでわかる基礎生理学 オーム社 2011 こやま, けいこ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000030893 491.300 自然科学 基礎医学

1840
生体のしくみ標準テキスト ―新しい解剖生理 : カラー版 = New standard textbook
of anatomy & physiology― 第2版

医学映像教育セン
ター

2013 高松, 研 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000008586 491.300 自然科学 基礎医学

1841 ナースのための図解からだの話 学研メディカル秀潤社 2000 芦川, 和高 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002207 491.300 自然科学 基礎医学

1842 人体の構造と機能 （管理栄養士講座） 建帛社 2005 岸, 恭一 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015545 491.300 自然科学 基礎医学

1843 生理学テキスト 第8版 文光堂 2017 大地, 陸男 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000053755 491.300 自然科学 基礎医学

1844 新生理学 フルカラー新装版  第5版（Qシリーズ） 日本医事新報社 2010 竹内, 昭博 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002266 491.300 自然科学 基礎医学

1845 人体のしくみとはたらき 朝倉書店 2015 澤口, 彰子 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000031958 491.300 自然科学 基礎医学

1846 生体機能工学 （バイオメカニズム・ライブラリー） 東京電機大学出版局 2008 松丸, 隆文 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001176 491.300 自然科学 基礎医学

1847 生体システム工学入門 （理工学講座） 東京電機大学出版局 1996 橋本, 成広 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001210 491.300 自然科学 基礎医学

1848
現代医学に残された七つの謎 ―研究者の挑戦を拒み続ける人体の神秘―（ブ
ルーバックス B-1652）

講談社 2009 杉, 晴夫 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028789 491.300 自然科学 基礎医学

1849 好きになる生理学 ―からだについての身近な疑問―（好きになるシリーズ） 講談社 2003 田中, 越郎 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028800 491.300 自然科学 基礎医学

1850
好きになる生理学ミニノート ―楽しく覚えて、らくらく実力アップ!―（好きになるシリー
ズ）

講談社 2008 田中, 越郎 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028801 491.300 自然科学 基礎医学

1851 絵でわかる体のしくみ 第3刷（絵でわかるシリーズ） 講談社 2005 松村, 讓兒 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028327 491.300 自然科学 基礎医学

1852 解剖生理学実習 ―人体の構造と機能―（栄養科学シリーズNEXT） 講談社 2015 森田, 規之 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028367 491.300 自然科学 基礎医学

1853 生理学  第8版（Minor textbook） 金芳堂 2012 岡田, 隆夫 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007222 491.300 自然科学 基礎医学

1854 心臓の機能と力学 文光堂 2014 山本, 一博 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000049154 491.323 自然科学 基礎医学

1855 考える血管 ―細胞の相互作用から見た新しい血管像―（ブルーバックス B-1176） 講談社 1997 児玉, 龍彦 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028806 491.324 自然科学 基礎医学

1856 呼吸の極意 ―心身を整える絶妙なしくみ―（ブルーバックス B-1771） 講談社 2012 永田, 晟 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028792 491.330 自然科学 基礎医学

1857
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）

講談社 2012 櫻井, 武 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028859 491.341 自然科学 基礎医学

1858
男が知りたい女のからだ ―なかなか聞けない87の疑問―（ブルーバックス B-
1258）

講談社 1999 河野, 美香 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028490 491.352 自然科学 基礎医学

1859
女の一生の「性」の教科書 ―女医が伝えたい「知っておくべきこと」―（ブルーバック
ス B-1760）

講談社 2012 河野, 美香 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028127 491.352 自然科学 基礎医学

1860
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）

講談社 2009 近藤, 祥司 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028568 491.358 自然科学 基礎医学
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1861 バイオメカニクス ―機械工学と生物・医学の融合― オーム社 2010 立石, 哲也 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000005058 491.360 自然科学 基礎医学

1862 運動の生物学 ―臨床家のための脳科学― 改訂第2版 協同医書出版社 2009 塚本, 芳久 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001124 491.360 自然科学 基礎医学

1863 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） 講談社 2003 杉, 晴夫 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028777 491.363 自然科学 基礎医学

1864 姿勢と歩行 ―協調からひも解く― 三輪書店 2015 樋口, 貴広 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023784 491.370 自然科学 基礎医学

1865 脳・神経のしくみ ―オールカラー―（運動・からだ図解） マイナビ出版 2016 石浦, 章一 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000031104 491.371 自然科学 基礎医学

1866 言葉をきく脳しゃべる脳 中山書店 2000 本庄, 巖 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000013569 491.371 自然科学 基礎医学

1867 脳のイメージング （ブレインサイエンス・レクチャー） 共立出版 2016 宮内　哲 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000030823 491.371 自然科学 基礎医学

1868 「左脳・右脳神話」の誤解を解く （DOJIN選書 51） 化学同人 2013 八田, 武志 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027974 491.371 自然科学 基礎医学

1869 二つのこころと一つの世界 ―心理学と脳科学の新たな視角― 新曜社 2012 坂野, 登 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023019 491.371 自然科学 基礎医学

1870
はじめて学ぶ、脳の構成細胞と情報伝達の基盤 （みる見るわかる脳・神経科学入
門講座 前編）

羊土社 2008 渡辺, 雅彦 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000014671 491.371 自然科学 基礎医学

1871
はじめて学ぶ、情報伝達の制御と脳の機能システム （みる見るわかる脳・神経科学
入門講座 後編）

羊土社 2008 渡辺, 雅彦 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000014672 491.371 自然科学 基礎医学

1872 脳神経科学イラストレイテッド ―分子・細胞から実験技術まで― 改訂第3版 羊土社 2013 真鍋, 俊也 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000014673 491.371 自然科学 基礎医学

1873 もっとよくわかる!脳神経科学 ―やっぱり脳はスゴイのだ!―（実験医学 別冊） 羊土社 2013 工藤, 佳久 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000024678 491.371 自然科学 基礎医学

1874 脳 ―分子・遺伝子・生理―（新・生命科学シリーズ） 裳華房 2011 石浦, 章一 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023932 491.371 自然科学 基礎医学

1875 味覚と嗜好のサイエンス （京大人気講義シリーズ） 丸善出版 2008 伏木, 亨 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000281 491.377 自然科学 基礎医学

1876 おいしさの科学事典 朝倉書店 2003 山野, 善正 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006593 491.377 自然科学 基礎医学

1877 生化学・分子生物学  第2版（管理栄養士講座） 建帛社 2013 伊東, 蘆一 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015540 491.400 自然科学 基礎医学

1878 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） 講談社 1996 永田, 親義 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028124 491.400 自然科学 基礎医学

1879 アミノ酸の科学 ―その効果を検証する―（ブルーバックス B-1435） 講談社 2004 櫻庭, 雅文 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028169 491.420 自然科学 基礎医学

1880 医薬品と飲食物・サプリメントの相互作用とマネジメント ―一目でわかる― 改訂版 フジメディカル出版 2007 大西, 憲明 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000013135 491.500 自然科学 基礎医学

1881 COX-2阻害薬の適正使用 フジメディカル出版 2012 佐野, 統 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006050 491.500 自然科学 基礎医学

1882 薬剤禁忌ハンドブック 中外医学社 2018 梅田, 悦生 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000072368 491.500 自然科学 基礎医学

1883 イラストで理解するかみくだき薬理学 南山堂 2018 町谷, 安紀 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000068264 491.500 自然科学 基礎医学

1884
病理医・臨床医のための病理診断アトラス ―乳腺・骨軟部・皮膚・内分泌臓器・唾
液腺―（vol.2）

ベクトル・コア 2010 村田, 晋一 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000630 491.600 自然科学 基礎医学

1885
病理医・臨床医のための病理診断アトラス ―婦人科・泌尿器・骨髄・リンパ系器官・
脳・その他―（vol.3）

ベクトル・コア 2010 安田, 政実 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000631 491.600 自然科学 基礎医学

1886
病理医・臨床医のための病理診断アトラス ―消化器・呼吸器・縦隔・心臓・血管―
（vol.1）

ベクトル・コア 2009 清水, 道生 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000634 491.600 自然科学 基礎医学

1887 新病理学 新装版  第5版（Qシリーズ） 日本医事新報社 2012 山本, 雅博 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002267 491.600 自然科学 基礎医学

1888 好きになる病理学 ―るみと健太の病理学教室訪問記―（好きになるシリーズ） 講談社 2004 早川, 欽哉 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028802 491.600 自然科学 基礎医学

1889
好きになる病理学ミニノート ―楽しく覚えて、らくらく実力アップ!―（好きになるシリー
ズ）

講談社 2011 早川, 欽哉 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028803 491.600 自然科学 基礎医学

1890
最新遺伝性腫瘍・家族性腫瘍研究と遺伝カウンセリング （遺伝子医学MOOK . 最新
遺伝医学研究と遺伝カウンセリング ; シリーズ1 別冊）

メディカルドゥ 2016 三木, 義男 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000045976 491.690 自然科学 基礎医学

1891 ヒトゲノムと遺伝子治療 （丸善ライブラリー 358） 丸善出版 2002 本橋, 登 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000155 491.690 自然科学 基礎医学

1892
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

羊土社 2009 中村, 祐輔 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001034 491.690 自然科学 基礎医学

1893
あなたと私はどうして違う?体質と遺伝子のサイエンス ―99.9%同じ設計図 (ゲノム)
から個性や病気が生じる秘密―

羊土社 2015 中尾, 光善 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027085 491.690 自然科学 基礎医学

1894 ウイルス ―ミクロの賢い寄生体―（サイエンス・パレット 016） 丸善出版 2014 Dorothy H. Crawford https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000018528 491.770 自然科学 基礎医学

1895 マンガでわかる免疫学 オーム社 2014 河本, 宏 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016517 491.800 自然科学 基礎医学

1896 免疫学概論 （バイオテクノロジー教科書シリーズ 6） コロナ社 1992 野本, 亀久雄 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000010630 491.800 自然科学 基礎医学

1897 感染と生体防御  第2版（管理栄養士講座） 建帛社 2012 酒井, 徹 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015542 491.800 自然科学 基礎医学

1898 休み時間の免疫学 第2版（休み時間シリーズ） 講談社 2012 齋藤, 紀先 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028772 491.800 自然科学 基礎医学

1899 免疫学の入門 第8版 金芳堂 2018 今西, 二郎 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000067809 491.800 自然科学 基礎医学

1900 診療録の記載とプレゼンテーションのコツ （新基礎臨床技能シリーズ） メジカルビュー社 2009 酒巻, 哲夫 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023723 492.000 自然科学 臨床医学、診断・治療

1901 診療ガイドラインup-to-date 2016-2017 ―日常診療に活かす― メディカルレビュー社 2016 門脇, 孝 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000042635 492.000 自然科学 臨床医学、診断・治療

1902
病気&診療完全解説BOOK ―身近な病気がよくわかる! : 101疾患の診断・治療から
費用まで―（医学通信社BOOKS）

医学通信社 2017 東京逓信病院 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000041393 492.000 自然科学 臨床医学、診断・治療

1903 ナースのための図解病気の話 学研メディカル秀潤社 2002 崔, 浩生 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002204 492.000 自然科学 臨床医学、診断・治療

1904 臨床医学概論  第3版（管理栄養士講座） 建帛社 2012 福井, 次矢 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015541 492.000 自然科学 臨床医学、診断・治療

1905
研修医が知りたい臨床現場の疑問に答える本 ―こんなときどうすればいいです
か?!―

日本医事新報社 2018 木村, 圭一 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000052507 492.000 自然科学 臨床医学、診断・治療

1906 疾患病態生理パーフェクトガイド ―関連図と検査で理解する― 総合医学社 2017 道又, 元裕 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000043088 492.000 自然科学 臨床医学、診断・治療

1907 救急・集中治療最新ガイドライン 2016-'17 総合医学社 2016 岡元, 和文 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000032829 492.000 自然科学 臨床医学、診断・治療

1908 徹底ガイド急性血液浄化法2014-15 （救急・集中治療 Vol26 No3・4 (2014)） 総合医学社 2014 篠崎, 正博 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027610 492.050 自然科学 臨床医学、診断・治療

1909 人工呼吸管理 ―その常識は正しいか?―（救急・集中治療 Vol26 No9・10 (2014)） 総合医学社 2014 大塚, 将秀 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027613 492.050 自然科学 臨床医学、診断・治療

1910 ARDS ―その常識は正しいか?―（救急・集中治療 Vol29 No1・2 (2017)） 総合医学社 2017 大塚, 将秀 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000043054 492.050 自然科学 臨床医学、診断・治療

1911 不整脈 ―その常識は正しいか?―（救急・集中治療 Vol29 No3・4 (2017)） 総合医学社 2017 里見, 和浩 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000043055 492.050 自然科学 臨床医学、診断・治療

1912 救急画像診断アトラス　内因性疾患編　vol.1 ―症候から原因を探る― ベクトル・コア 2010 船曵, 知弘 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000632 492.100 自然科学 臨床医学、診断・治療

1913 救急画像診断アトラス　内因性疾患編　vol.2 ―痛みから原因を探る― ベクトル・コア 2010 船曵, 知弘 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000633 492.100 自然科学 臨床医学、診断・治療

1914
超音波検査テクニック超明解! ―ひとめでわかる全身部位別・疾患別早引きハンド
ブック : よくある症例をカンタンひとこと解説!―

メディカ出版 2011
麻生飯塚病院中央検査部超音波検査
室

https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007297 492.100 自然科学 臨床医学、診断・治療

1915
薬剤師のトリアージ実践ガイド ―視診・バイタルサイン・問診による病態の捉え方
―

丸善出版 2012 佐仲, 雅樹 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000503 492.100 自然科学 臨床医学、診断・治療

1916 PT・OTのための画像診断マニュアル （manavi） 医学教育出版社 2015 百島, 祐貴 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000031588 492.100 自然科学 臨床医学、診断・治療

1917 MRI安全性の考え方 第2版 学研メディカル秀潤社 2014
日本磁気共鳴医学会安全性評価委員
会

https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000017068 492.100 自然科学 臨床医学、診断・治療

1918 クイズMRI ―Q&Aで学ぶMRIの最新知識― 学研メディカル秀潤社 2000 荒木, 力 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007583 492.100 自然科学 臨床医学、診断・治療
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1919 はじめてのMRI  新版（画像診断別冊 . Key bookシリーズ） 学研メディカル秀潤社 2000 荒木, 力 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007586 492.100 自然科学 臨床医学、診断・治療

1920 ナースのための図解検査の話 学研メディカル秀潤社 2004 芦川, 和高 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002205 492.100 自然科学 臨床医学、診断・治療

1921
薬剤師のための薬物療法に活かす検査値の読み方教えます! ―検査値から病態を
読み解き、実践で活かすためのアプローチ―

羊土社 2016 野口, 善令 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000033523 492.100 自然科学 臨床医学、診断・治療

1922 臨床3次元心エコー ―症例から学ぶ2次元心エコーとの比較― ベクトル・コア 2011 塩田, 隆弘 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000627 492.120 自然科学 臨床医学、診断・治療

1923
Clinical 3D echocardiography ―a comparison with 2D echocardiography : case
presentations―

ベクトル・コア 2010 塩田, 隆弘 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000629 492.120 自然科学 臨床医学、診断・治療

1924 心臓超音波診断アトラス ―小児・胎児編―改訂版（Atlas series 超音波編 VOL.5） ベクトル・コア 2008 里見, 元義 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000635 492.120 自然科学 臨床医学、診断・治療

1925 心臓超音波診断アトラス ―成人編―改訂版（Atlas series 超音波編 VOL.6） ベクトル・コア 2008 中村, 憲司 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000636 492.120 自然科学 臨床医学、診断・治療

1926 心臓超音波テキスト  第2版 医歯薬出版 2009 増田, 喜一 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000004614 492.120 自然科学 臨床医学、診断・治療

1927
再チャレ!心電図 ―今さら聞けない先輩ナースも今度こそわかる : 心電図の基礎と
管理が超図解だから新人でもぐんぐんわかる―

メディカ出版 2018 田中, 喜美夫 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000052327 492.123 自然科学 臨床医学、診断・治療

1928 捨てる心電図拾う心電図 日本医事新報社 2010 村川, 裕二 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000004705 492.123 自然科学 臨床医学、診断・治療

1929 心臓の電気現象 ―心電図波形の成り立ち― 東京電機大学出版局 1982 堀川, 宗之 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001381 492.123 自然科学 臨床医学、診断・治療

1930
心電図の読み方 ―正常か,異常か,危険か,ここがモニターのチェックポイント : Dr.大
島一太の心電図講座―

看護の科学社 2009 大島, 一太 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015295 492.123 自然科学 臨床医学、診断・治療

1931 P波が判れば心電図は読める! 総合医学社 2010 新, 博次 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000014869 492.123 自然科学 臨床医学、診断・治療

1932
血液ガス・酸塩基平衡に強くなる ―数値をすばやく読み解くワザと輸液療法の要点
がケース演習で身につく―

羊土社 2013 白髪, 宏司 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000024651 492.170 自然科学 臨床医学、診断・治療

1933 内科系輸血ガイドブック 中外医学社 2016 大坂, 顕通 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000045794 492.260 自然科学 臨床医学、診断・治療

1934 ベッドサイドで役立つ実践急性血液浄化法 総合医学社 2011 篠崎, 正博 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000014871 492.270 自然科学 臨床医学、診断・治療

1935 ファーストタッチ人工呼吸器 ―ナース・研修医・臨床工学技士のための― メディカ出版 2018 石橋, 一馬 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000052997 492.280 自然科学 臨床医学、診断・治療

1936
医師・ナースのためのNPPVまるごと事典 ―どんなとき、どう使う?非侵襲的呼吸管
理のすべてがわかる―（みんなの呼吸器 Respica 2019年夏季増刊）

メディカ出版 2019 石原　英樹 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000078594 492.280 自然科学 臨床医学、診断・治療

1937 人工呼吸器と集中ケアQ&A ―ベッドサイドからの質問286― 第2版 総合医学社 2014 岡元, 和文 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000014890 492.280 自然科学 臨床医学、診断・治療

1938
人工呼吸に活かす!呼吸生理がわかる、好きになる ―臨床現場でのモヤモヤも解
決!―

羊土社 2013 田中, 竜馬 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000024642 492.280 自然科学 臨床医学、診断・治療

1939
Dr.竜馬の病態で考える人工呼吸管理 ―人工呼吸器設定の根拠を病態から理解
し、ケーススタディで実践力をアップ!―

羊土社 2014 田中, 竜馬 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027244 492.280 自然科学 臨床医学、診断・治療

1940
ショック管理 ―ショックと臓器障害連関のメカニズム―（救急・集中治療 Vol29
No5・6 (2017)）

総合医学社 2017 垣花, 泰之 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000043056 492.290 自然科学 臨床医学、診断・治療

1941 救急・集中治療医学レビュー 2016-'17 ―最新主要文献と解説― 総合医学社 2016 岡元, 和文 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000032832 492.290 自然科学 臨床医学、診断・治療

1942 救急患者の診かた考え方 ―救急医療に携わる人のために―改訂3版 金芳堂 2013 白川, 洋一 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000022894 492.290 自然科学 臨床医学、診断・治療

1943
128症例で身につける臨床薬学ハンドブック ―薬物治療の考え方と服薬指導のポ
イント―改訂第3版

羊土社 2019 越前, 宏俊 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000084638 492.300 自然科学 臨床医学、診断・治療

1944 ねころんで読める抗菌薬 （やさしい抗菌薬入門書 [1]） メディカ出版 2014 矢野, 邦夫 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000041398 492.310 自然科学 臨床医学、診断・治療

1945 もっとねころんで読める抗菌薬 （やさしい抗菌薬入門書 2） メディカ出版 2015 矢野, 邦夫 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000041400 492.310 自然科学 臨床医学、診断・治療

1946 もっともっとねころんで読める抗菌薬 （やさしい抗菌薬入門書 3） メディカ出版 2016 矢野, 邦夫 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000041412 492.310 自然科学 臨床医学、診断・治療

1947 ステロイド ―服薬指導のためのQ&A― 全面改訂版 フジメディカル出版 2011 宮本, 謙一 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006048 492.380 自然科学 臨床医学、診断・治療

1948 診療放射線技師国家試験問題集 第71回 (平成31年) ―問題と解説― 医療科学社 2019 国家試験問題本郷研究部会 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000076231 492.400 自然科学 臨床医学、診断・治療

1949 診療放射線技師国家試験問題集 第70回 (平成30年) ―問題と解説― 医療科学社 2018 国家試験問題本郷研究部会 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000053288 492.400 自然科学 臨床医学、診断・治療

1950 診療放射線技師国家試験問題集 第69回 (平成29年) ―問題と解説― 医療科学社 2017 国家試験問題本郷研究部会 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000042662 492.400 自然科学 臨床医学、診断・治療

1951 診療放射線技師国家試験問題集 第68回 (平成28年) ―問題と解説― 医療科学社 2016 国家試験問題本郷研究部会 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027799 492.400 自然科学 臨床医学、診断・治療

1952 診療放射線技師国家試験問題集 第67回 (平成27年) ―問題と解説― 医療科学社 2015 国家試験問題本郷研究部会 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000022869 492.400 自然科学 臨床医学、診断・治療

1953 診療放射線技師国家試験問題集 第49回 (平成9年) ―問題と解説― 医療科学社 2014 国家試験問題本郷研究部会 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000013461 492.400 自然科学 臨床医学、診断・治療

1954 診療放射線技師国家試験問題集 第50回 (平成10年) ―問題と解説― 医療科学社 2014 国家試験問題本郷研究部会 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000013462 492.400 自然科学 臨床医学、診断・治療

1955 診療放射線技師国家試験問題集 第51回 (平成11年) ―問題と解説― 医療科学社 2014 国家試験問題本郷研究部会 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000013463 492.400 自然科学 臨床医学、診断・治療

1956 診療放射線技師国家試験問題集 第52回 (平成12年) ―問題と解説― 医療科学社 2014 国家試験問題本郷研究部会 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000013464 492.400 自然科学 臨床医学、診断・治療

1957 診療放射線技師国家試験問題集 第53回 (平成13年) ―問題と解説― 医療科学社 2014 国家試験問題本郷研究部会 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000013465 492.400 自然科学 臨床医学、診断・治療

1958 診療放射線技師国家試験問題集 第54回 (平成14年) ―問題と解説― 医療科学社 2014 国家試験問題本郷研究部会 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000013466 492.400 自然科学 臨床医学、診断・治療

1959 診療放射線技師国家試験問題集 第55回 (平成15年) ―問題と解説― 医療科学社 2014 国家試験問題本郷研究部会 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000013467 492.400 自然科学 臨床医学、診断・治療

1960 診療放射線技師国家試験問題集 第56回 (平成16年) ―問題と解説― 医療科学社 2014 国家試験問題本郷研究部会 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000013468 492.400 自然科学 臨床医学、診断・治療

1961 診療放射線技師国家試験問題集 第57回 (平成17年) ―問題と解説― 医療科学社 2014 国家試験問題本郷研究部会 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000013469 492.400 自然科学 臨床医学、診断・治療

1962 診療放射線技師国家試験問題集 第58回 (平成18年) ―問題と解説― 医療科学社 2014 国家試験問題本郷研究部会 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000013470 492.400 自然科学 臨床医学、診断・治療

1963 診療放射線技師国家試験問題集 第59回 (平成19年) ―問題と解説― 医療科学社 2014 国家試験問題本郷研究部会 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000013471 492.400 自然科学 臨床医学、診断・治療

1964 診療放射線技師国家試験問題集 第60回 (平成20年) ―問題と解説― 医療科学社 2014 国家試験問題本郷研究部会 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000013472 492.400 自然科学 臨床医学、診断・治療

1965 診療放射線技師国家試験問題集 第61回 (平成21年) ―問題と解説― 医療科学社 2014 国家試験問題本郷研究部会 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000013473 492.400 自然科学 臨床医学、診断・治療

1966 診療放射線技師国家試験問題集 第62回 (平成22年) ―問題と解説― 医療科学社 2014 国家試験問題本郷研究部会 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000013474 492.400 自然科学 臨床医学、診断・治療

1967 診療放射線技師国家試験問題集 第63回 (平成23年) ―問題と解説― 医療科学社 2014 国家試験問題本郷研究部会 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000013475 492.400 自然科学 臨床医学、診断・治療

1968 診療放射線技師国家試験問題集 第64回 (平成24年) ―問題と解説― 医療科学社 2014 国家試験問題本郷研究部会 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000013476 492.400 自然科学 臨床医学、診断・治療

1969 診療放射線技師国家試験問題集 第65回 (平成25年) ―問題と解説― 医療科学社 2014 国家試験問題本郷研究部会 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000013477 492.400 自然科学 臨床医学、診断・治療

1970 診療放射線技師国家試験問題集 第66回 (平成26年) ―問題と解説― 医療科学社 2014 国家試験問題本郷研究部会 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000013478 492.400 自然科学 臨床医学、診断・治療

1971
人は放射線になぜ弱いか ―少しの放射線は心配無用―第3版（ブルーバックス B-
1238）

講談社 1998 近藤, 宗平 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028366 492.400 自然科学 臨床医学、診断・治療

1972 診療放射線技師国家試験対策全科 第13版 金芳堂 2019 西谷, 源展 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000074429 492.400 自然科学 臨床医学、診断・治療

1973 診療放射線技師国家試験対策全科 第12版 金芳堂 2017 西谷, 源展 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000043036 492.400 自然科学 臨床医学、診断・治療

1974 診療放射線技師国家試験対策全科  改訂11版 金芳堂 2014 西谷, 源展 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015052 492.400 自然科学 臨床医学、診断・治療

1975 逐次近似CT画像再構成の基礎 （画像再構成シリーズ） 医療科学社 2019 篠原, 広行 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000072127 492.430 自然科学 臨床医学、診断・治療

1976 画像解剖学 （診療画像検査法） 医療科学社 2014 金森, 勇雄 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000012664 492.430 自然科学 臨床医学、診断・治療
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1977
頭頚部の画像診断 ―a key to head and neck imaging―（画像診断別冊 . Key book
シリーズ）

学研メディカル秀潤社 2002 酒井, 修 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007589 492.430 自然科学 臨床医学、診断・治療

1978 すぐ役立つ救急のCT・MRI （画像診断別冊 . Key bookシリーズ） 学研メディカル秀潤社 2012 井田, 正博 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007595 492.430 自然科学 臨床医学、診断・治療

1979
胸部の画像診断１．肺 ―病理像との対比と参考症例に学ぶ―（Atlas Series
CT/MRI編）

ベクトル・コア 2011 芦澤, 和人 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000628 492.433 自然科学 臨床医学、診断・治療

1980 すぐ身につく胸部CT 新版（画像診断別冊 . Key bookシリーズ） 学研メディカル秀潤社 2002 酒井, 文和 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007588 492.433 自然科学 臨床医学、診断・治療

1981 ゼロからはじめる胸部CT読影 文光堂 2016 滝沢, 始 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000044799 492.433 自然科学 臨床医学、診断・治療

1982 はじめての腹部CT 新版(第2版)（画像診断別冊 . Key bookシリーズ） 学研メディカル秀潤社 2000 大友, 邦 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007587 492.434 自然科学 臨床医学、診断・治療

1983 知っておきたい泌尿器のCT・MRI （画像診断別冊 . Key bookシリーズ） 学研メディカル秀潤社 2008 山下, 康行 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007592 492.435 自然科学 臨床医学、診断・治療

1984
骨軟部の画像診断 ―病理像・関節鏡像との対比と参考症例に学ぶ―（Atlas
Series CT/MRI編）

ベクトル・コア 2011 青木, 隆敏 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000623 492.436 自然科学 臨床医学、診断・治療

1985 Post isometric relaxation ―等尺性収縮後の筋伸張法― 三輪書店 2008 伊藤, 俊一 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000004665 492.500 自然科学 臨床医学、診断・治療

1986
PT・OT学生の文章力を育てる!レポートの書き方 ―正しく学ぼう「書く基本」「文章の
組み立て」―

金芳堂 2017 高谷, 修 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000039316 492.500 自然科学 臨床医学、診断・治療

1987 次世代医療のための高分子材料工学 （新材料・新素材シリーズ） シーエムシー出版 2008 秋吉, 一成 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000013546 492.800 自然科学 臨床医学、診断・治療

1988
手にとるようにわかる若手CEと学生のための臨床工学ハンドブック 上 ―教科と実
務の橋渡し―改訂新版

ベクトル・コア 2009
東邦大学医療センター大橋病院臨床工
学部

https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000075983 492.800 自然科学 臨床医学、診断・治療

1989
手にとるようにわかる若手CEと学生のための臨床工学ハンドブック 下 ―教科と実
務の橋渡し―改訂新版

ベクトル・コア 2009
東邦大学医療センター大橋病院臨床工
学部

https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000075984 492.800 自然科学 臨床医学、診断・治療

1990 医用工学 ―医療技術者のための電気・電子工学―第2版 共立出版 2016 若松, 秀俊 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000046050 492.800 自然科学 臨床医学、診断・治療

1991
病院の設備が一番わかる ―病院の設備と機器の用途を検査から入院の順序で解
説―（しくみ図解）

技術評論社 2014 稲葉, 明 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000018412 492.800 自然科学 臨床医学、診断・治療

1992 医用工学の基礎 = Fundamentals of biomedical engineering 東京電機大学出版局 2019 土肥, 健純 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000076508 492.800 自然科学 臨床医学、診断・治療

1993 ME(医用工学)入門  新訂版 東京電機大学出版局 1982 保坂, 栄弘 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001382 492.800 自然科学 臨床医学、診断・治療

1994 人体再生に挑む ―再生医療の最前線―（ブルーバックス B-1700） 講談社 2010 東島, 和子 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028368 492.890 自然科学 臨床医学、診断・治療

1995 呼吸器 （図説・臨床看護医学 1）  DMP-ヘルスバンク 2016 足立, 満 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000029068 492.900 自然科学 臨床医学、診断・治療

1996 循環器 （図説・臨床看護医学 2）  DMP-ヘルスバンク 2016 川田, 志明 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000029069 492.900 自然科学 臨床医学、診断・治療

1997 消化器 （図説・臨床看護医学 3）  DMP-ヘルスバンク 2016 幕内, 博康 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000029070 492.900 自然科学 臨床医学、診断・治療

1998 腎・泌尿器 （図説・臨床看護医学 4）  DMP-ヘルスバンク 2016 河村, 信夫 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000029071 492.900 自然科学 臨床医学、診断・治療

1999 血液・造血器 （図説・臨床看護医学 5）  DMP-ヘルスバンク 2016 小澤, 敬也 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000029072 492.900 自然科学 臨床医学、診断・治療

2000 内分泌 （図説・臨床看護医学 6）  DMP-ヘルスバンク 2016 片山, 茂裕 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000029073 492.900 自然科学 臨床医学、診断・治療

2001 代謝 （図説・臨床看護医学 7）  DMP-ヘルスバンク 2016 粟田, 卓也 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000029074 492.900 自然科学 臨床医学、診断・治療

2002 感染症 （図説・臨床看護医学 8）  DMP-ヘルスバンク 2016 松本, 哲哉 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000029075 492.900 自然科学 臨床医学、診断・治療

2003 免疫・アレルギー （図説・臨床看護医学 9）  DMP-ヘルスバンク 2016 近藤, 啓文 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000029076 492.900 自然科学 臨床医学、診断・治療

2004 脳神経 （図説・臨床看護医学 10）  DMP-ヘルスバンク 2016 松前, 光紀 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000029077 492.900 自然科学 臨床医学、診断・治療

2005 眼科 （図説・臨床看護医学 11）  DMP-ヘルスバンク 2016 河合, 憲司 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000029078 492.900 自然科学 臨床医学、診断・治療

2006 耳鼻咽喉 （図説・臨床看護医学 12）  DMP-ヘルスバンク 2016 鈴木, 衛 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000029079 492.900 自然科学 臨床医学、診断・治療

2007 整形外科 （図説・臨床看護医学 13）  DMP-ヘルスバンク 2016 濱田, 良機 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000029080 492.900 自然科学 臨床医学、診断・治療

2008 皮膚 （図説・臨床看護医学 14）  DMP-ヘルスバンク 2016 中川, 秀己 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000029081 492.900 自然科学 臨床医学、診断・治療

2009 精神医学 （図説・臨床看護医学 15）  DMP-ヘルスバンク 2016 高野, 謙二 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000029082 492.900 自然科学 臨床医学、診断・治療

2010 小児 （図説・臨床看護医学 16）  DMP-ヘルスバンク 2016 加藤, 達夫 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000029083 492.900 自然科学 臨床医学、診断・治療

2011 母性 （図説・臨床看護医学 17）  DMP-ヘルスバンク 2016 真木, 正博 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000029084 492.900 自然科学 臨床医学、診断・治療

2012 婦人科 （図説・臨床看護医学 18）  DMP-ヘルスバンク 2016 真木, 正博 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000029085 492.900 自然科学 臨床医学、診断・治療

2013 老年医学 （図説・臨床看護医学 19）  DMP-ヘルスバンク 2016 秦, 葭哉 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000029086 492.900 自然科学 臨床医学、診断・治療

2014 救急医療 （図説・臨床看護医学 20）  DMP-ヘルスバンク 2016 土肥, 修司 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000029087 492.900 自然科学 臨床医学、診断・治療

2015 集中治療 （図説・臨床看護医学 21）  DMP-ヘルスバンク 2016 小倉, 真治 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000029088 492.900 自然科学 臨床医学、診断・治療

2016
ナースのための病院英会話 ―外国人患者の希望の星になろう!―（メディエイゴ
BOOKS）

シナジー 2013 野田, 小枝子 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000014590 492.900 自然科学 臨床医学、診断・治療

2017 医療安全に活かすKYT ―危険予知トレーニング― メヂカルフレンド社 2012 兵藤, 好美 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000024715 492.900 自然科学 臨床医学、診断・治療

2018 看護の倫理学  第2版（現代社会の倫理を考える 1） 丸善出版 2008 石井, トク https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000175 492.900 自然科学 臨床医学、診断・治療

2019 集中ケアの「質」を考える ―ICUナースのためのクリニカル・インディケーター― 学研メディカル秀潤社 2012 卯野木, 健 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002836 492.900 自然科学 臨床医学、診断・治療

2020 看護実践 ―経験知から創造へ : 健和会臨床看護学研究所20年の歩み― 看護の科学社 2003 健和会臨床看護学研究所 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000537 492.900 自然科学 臨床医学、診断・治療

2021 看護を語ることの意味 ―ナラティブに生きて― 看護の科学社 2007 川島, みどり https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000539 492.900 自然科学 臨床医学、診断・治療

2022 ベッドサイドからケアの質を問う : 新装版 ―看護婦が患者になって― 看護の科学社 2008 吉田, 恵子 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000540 492.900 自然科学 臨床医学、診断・治療

2023 看護時鐘 ―のどもと過ぎた熱さをいま一度― 看護の科学社 2009 川島, みどり https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000542 492.900 自然科学 臨床医学、診断・治療

2024 チーム医療と看護 ―専門性と主体性への問い― 看護の科学社 2011 川島, みどり https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000545 492.900 自然科学 臨床医学、診断・治療

2025
看護観察と判断 ―看護実践の基礎となる患者のみかたとアセスメント― 新装版
[改版]

看護の科学社 2012 川島, みどり https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000547 492.900 自然科学 臨床医学、診断・治療

2026 いきいき実践たのしく看護研究 看護の科学社 1994 川島, みどり https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000549 492.900 自然科学 臨床医学、診断・治療

2027 ひとりで学べる基礎看護技術Q&A 看護の科学社 1996 犬塚, 久美子 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000550 492.900 自然科学 臨床医学、診断・治療

2028 看護の癒し ―そのアートとサイエンス : 看護治療学への道― 看護の科学社 1997 川島, みどり https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000552 492.900 自然科学 臨床医学、診断・治療

2029 看護技術EXERCISE ―場面を通して学ぶ看護技術演習― 看護の科学社 2000 犬塚, 久美子 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000554 492.900 自然科学 臨床医学、診断・治療

2030 患者さんが教えてくれたターミナルケア 看護の科学社 2000 徳永, 進 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000555 492.900 自然科学 臨床医学、診断・治療

2031
看護はひとつ ―准看護婦の看護婦への移行教育のめざすもの―（ブックレット/立
ちどまって看護婦さん 7）

看護の科学社 2000 川島, みどり https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000556 492.900 自然科学 臨床医学、診断・治療

2032 ナースのためのマナー・接遇マニュアル ―こんなときどうする?― 看護の科学社 2012 「看護実践の科学」編集部 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000032454 492.901 自然科学 臨床医学、診断・治療

2033 「看護人間学」を拓く ―ナイチンゲール看護論を再考して― 看護の科学社 2016 守屋, 治代 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000032457 492.901 自然科学 臨床医学、診断・治療

2034 看護学大辞典  第6版 メヂカルフレンド社 2013 五十嵐, 隆 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007465 492.903 自然科学 臨床医学、診断・治療

2035 アクティブ・ラーニング時代の看護教育 ―積極性と主体性を育てる授業づくり― ミネルヴァ書房 2017 新井, 英靖 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000045058 492.907 自然科学 臨床医学、診断・治療
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2036 ナースのための英会話フレーズ ―今日から役立つ!― メジカルビュー社 2009 菱田, 治子 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023719 492.907 自然科学 臨床医学、診断・治療

2037 パターンでうまく書ける!看護・医療・福祉の英文抄録作成術 メジカルビュー社 2013 平野, 美津子 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023720 492.907 自然科学 臨床医学、診断・治療

2038
看護学生プレトレーニング ―看護を学ぶ前にもう一度整理しておきたい基礎知識 =
A workbook for new student nurses―

メヂカルフレンド社 2013 メヂカルフレンド社編集部 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000033723 492.907 自然科学 臨床医学、診断・治療

2039 教えることの基本となるもの ―「看護」と「教育」の同形性― メヂカルフレンド社 2016 目黒, 悟 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000033725 492.907 自然科学 臨床医学、診断・治療

2040 看護教員必携資料集 第2版 メヂカルフレンド社 2016 田村, やよひ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000033726 492.907 自然科学 臨床医学、診断・治療

2041 看護OSCE ―objective structured clinical examination― メヂカルフレンド社 2011 中村, 恵子 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007436 492.907 自然科学 臨床医学、診断・治療

2042 看護教員必携資料集 メヂカルフレンド社 2009 田村, やよひ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002810 492.907 自然科学 臨床医学、診断・治療

2043
看護学生のためのレポート・論文の書き方 ―正しく学ぼう「書く基本」「文章の組み
立て」―第6版

金芳堂 2017 高谷, 修 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000039308 492.907 自然科学 臨床医学、診断・治療

2044 看護師に役立つレポート・論文の書き方 第4版 金芳堂 2016 高谷, 修 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000033121 492.907 自然科学 臨床医学、診断・治療

2045 高谷流看護教育方法 ―教える技術がよくわかる― 金芳堂 2012 高谷, 修 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000022892 492.907 自然科学 臨床医学、診断・治療

2046 看護グループワークは楽しい、おもしろい ―「ジョハリの窓」理論― 金芳堂 2014 高谷, 修 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000022899 492.907 自然科学 臨床医学、診断・治療

2047
消化・吸収機能障害をもつ成人の看護/栄養代謝機能障害をもつ成人の看護 ―事
例で学ぶ成人看護学 2―（シリーズ・事例で学ぶ看護学）

メヂカルフレンド社 2003 塚越, フミエ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002801 492.908 自然科学 臨床医学、診断・治療

2048
脳・神経機能障害をもつ成人の看護/感覚機能障害をもつ成人の看護 ―事例で学
ぶ成人看護学 4―（シリーズ・事例で学ぶ看護学）

メヂカルフレンド社 2003 塚越, フミエ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002803 492.908 自然科学 臨床医学、診断・治療

2049
運動機能障害をもつ成人の看護/性・生殖機能障害をもつ成人の看護 ―事例で学
ぶ成人看護学  5―（シリーズ・事例で学ぶ看護学）

メヂカルフレンド社 2004 小島, 善和 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002804 492.908 自然科学 臨床医学、診断・治療

2050 イラストで学ぶ看護人間工学 東京電機大学出版局 2008 小川, 鉱一 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001230 492.910 自然科学 臨床医学、診断・治療

2051
写真でわかる輸血の看護技術 ―輸血療法を安全に、適正に実施するために―（写
真でわかるシリーズ）

インターメディカ 2008 村上, 美好 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000005979 492.911 自然科学 臨床医学、診断・治療

2052 写真でわかる基礎看護技術アドバンス ―基礎的な看護技術を中心に!― インターメディカ 2016 吉田, みつ子 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000040802 492.911 自然科学 臨床医学、診断・治療

2053
写真でわかる臨床看護技術アドバンス 1 ―注射・検査に関する看護技術を中心に!
―

インターメディカ 2016 本庄, 恵子 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000040803 492.911 自然科学 臨床医学、診断・治療

2054
写真でわかる臨床看護技術アドバンス 2 ―呼吸・循環、創傷ケアに関する看護技
術を中心に!―

インターメディカ 2016 本庄, 恵子 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000040804 492.911 自然科学 臨床医学、診断・治療

2055
写真でわかる実習で使える看護技術アドバンス ―学生・指導者が、一体となってケ
アを展開するために!―（DVD BOOK）

インターメディカ 2017 吉田　みつ子 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000044284 492.911 自然科学 臨床医学、診断・治療

2056 ナースのための検査値ガイド ―すぐにわかる!検査とケアのポイント― 総合医学社 2012 中原, 一彦 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000043044 492.911 自然科学 臨床医学、診断・治療

2057
写真でわかる看護のためのフィジカルアセスメントアドバンス ―生活者の視点から
学ぶ身体診察法―

インターメディカ 2016 守田, 美奈子 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000033688 492.913 自然科学 臨床医学、診断・治療

2058
はじめてのフィジカルアセスメント ―看護を学ぶすべてのひとが身につけたいフィジ
カルイグザミネーションの知識と技術―

メヂカルフレンド社 2009 横山, 美樹 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000024730 492.913 自然科学 臨床医学、診断・治療

2059 看護過程から理解する看護診断 改訂2版 丸善出版 2016 滝島, 紀子 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000040079 492.913 自然科学 臨床医学、診断・治療

2060
写真でわかる急変時の看護アドバンス ―心肺蘇生法を中心に…処置の流れとポ
イントを徹底理解!―

インターメディカ 2017 松月, みどり https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000043509 492.916 自然科学 臨床医学、診断・治療

2061 患者理解と基本的看護技術 （クリティカルケア看護 1） メヂカルフレンド社 2011 池松, 裕子 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007463 492.916 自然科学 臨床医学、診断・治療

2062 アセスメントと看護ケア （クリティカルケア看護 2） メヂカルフレンド社 2011 池松, 裕子 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007464 492.916 自然科学 臨床医学、診断・治療

2063
決定版!手術室の器械・器具201 ―見分け方・使い方・渡し方のチエとワザがまるわ
かり!―（Ope nursing 2017年秋季増刊(通巻431号)）

メディカ出版 2017 山本, 千恵 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000049040 492.916 自然科学 臨床医学、診断・治療

2064
器械出し・外回りのまるわかりポイント ―ピヨピヨオペナースの「どうして?」「なん
で?」に全部答える!―

メディカ出版 2014 阿部, 奈緒子 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000041809 492.916 自然科学 臨床医学、診断・治療

2065
救急・ICU患者のME機器からみた呼吸・循環管理 ―ビジュアルでわかる―
（Emergency care 2018年新春増刊(通巻396号)）

メディカ出版 2018 阿南, 英明 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000052998 492.916 自然科学 臨床医学、診断・治療

2066
看護師・研修医・臨床工学技士のための救急ICUのME機器らくらく攻略ブック ―さ
らば機械オンチ、さらばME機器トラブル―（Emergency care 2016年新春増刊(通巻

メディカ出版 2016 三木, 隆弘 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027705 492.916 自然科学 臨床医学、診断・治療

2067 急性期治療と看護 （CCUエキスパート看護マニュアル Part1） 中外医学社 2011 三浦, 稚郁子 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006110 492.916 自然科学 臨床医学、診断・治療

2068 心電図,ペースメーカー,IABP （CCUエキスパート看護マニュアル Part2） 中外医学社 2011 三浦, 稚郁子 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006111 492.916 自然科学 臨床医学、診断・治療

2069
輸液,人工呼吸,心肺蘇生 ―知識編チェックリスト付き―（CCUエキスパート看護マ
ニュアル Part3）

中外医学社 2011 三浦, 稚郁子 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006112 492.916 自然科学 臨床医学、診断・治療

2070
基本から学べる体外循環 ―管理のポイントと看護ケアの実際―（重症患者ケア
Vol4 No3 (2015)）

総合医学社 2015 山形, 泰士 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000032849 492.916 自然科学 臨床医学、診断・治療

2071
オペナースのための麻酔はや調べ便利帳 ―麻酔科医の頭の中をとことん解説!―
（Ope nursing 2015年秋季増刊(通巻403号)）

メディカ出版 2015 稲垣, 喜三 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000024551 492.917 自然科学 臨床医学、診断・治療

2072 麻酔看護のポイント360 メディカ出版 2009 武田, 純三 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000004071 492.917 自然科学 臨床医学、診断・治療

2073
写真でわかるリハビリテーション看護アドバンス ―看護に生かすリハビリテーション
の知識と技法―

インターメディカ 2017 林, 泰史 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000041585 492.918 自然科学 臨床医学、診断・治療

2074
脳卒中看護実践マニュアル ―脳神経ナース必携 : 脳卒中リハビリテーション看護
認定看護師2015年新カリキュラム準拠―新版

メディカ出版 2015 田村, 綾子 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000024547 492.918 自然科学 臨床医学、診断・治療

2075 事例で学ぶ母性看護学 （シリーズ・事例で学ぶ看護学） メヂカルフレンド社 2004 新道, 幸恵 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002807 492.924 自然科学 臨床医学、診断・治療

2076 写真でわかる小児看護技術アドバンス ―小児看護に必要な臨床技術を中心に― インターメディカ 2017 佐々木, 祥子 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000041584 492.925 自然科学 臨床医学、診断・治療

2077
写真でわかる重症心身障害児(者)のケアアドバンス ―人としての尊厳を守る療育
の実践のために―

インターメディカ 2017 八代, 博子 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000041586 492.925 自然科学 臨床医学、診断・治療

2078 小児がん （がん看護実践シリーズ 13） メヂカルフレンド社 2007 牧本, 敦 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002781 492.925 自然科学 臨床医学、診断・治療

2079 健康な子どもの看護 （小児看護叢書 1） メヂカルフレンド社 2005 及川, 郁子 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002795 492.925 自然科学 臨床医学、診断・治療

2080 病いと共に生きる子どもの看護 （小児看護叢書 2） メヂカルフレンド社 2005 村田, 恵子 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002796 492.925 自然科学 臨床医学、診断・治療

2081 発達に障害のある子どもの看護 （小児看護叢書 3） メヂカルフレンド社 2005 森, 秀子 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002797 492.925 自然科学 臨床医学、診断・治療

2082 予後不良な子どもの看護 （小児看護叢書 4） メヂカルフレンド社 2005 田原, 幸子 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002798 492.925 自然科学 臨床医学、診断・治療

2083 事例で学ぶ小児看護学 （シリーズ・事例で学ぶ看護学） メヂカルフレンド社 2003 濱中, 喜代 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002806 492.925 自然科学 臨床医学、診断・治療

2084 小児外科看護の知識と実際 （臨床ナースのためのBasic & Standard） メディカ出版 2010 山高, 篤行 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007289 492.925 自然科学 臨床医学、診断・治療

2085 脳腫瘍 （がん看護実践シリーズ 1） メヂカルフレンド社 2007 渋井, 壮一郎 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002769 492.926 自然科学 臨床医学、診断・治療
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2086 頭頸部がん・眼科領域のがん （がん看護実践シリーズ 2） メヂカルフレンド社 2007 浅井, 昌大 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002770 492.926 自然科学 臨床医学、診断・治療

2087 肺がん （がん看護実践シリーズ 3） メヂカルフレンド社 2007 田村, 友秀 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002771 492.926 自然科学 臨床医学、診断・治療

2088 食道がん （がん看護実践シリーズ 4） メヂカルフレンド社 2008 加藤, 抱一 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002772 492.926 自然科学 臨床医学、診断・治療

2089 胃がん （がん看護実践シリーズ 5） メヂカルフレンド社 2007 笹子, 三津留 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002773 492.926 自然科学 臨床医学、診断・治療

2090 大腸がん （がん看護実践シリーズ 6） メヂカルフレンド社 2007 森谷, 冝皓 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002774 492.926 自然科学 臨床医学、診断・治療

2091 肝・胆・膵がん （がん看護実践シリーズ 7） メヂカルフレンド社 2007 小菅, 智男 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002775 492.926 自然科学 臨床医学、診断・治療

2092 前立腺がん・膀胱がん （がん看護実践シリーズ 10） メヂカルフレンド社 2007 藤元, 博行 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002778 492.926 自然科学 臨床医学、診断・治療

2093 悪性リンパ腫・白血病 （がん看護実践シリーズ 11） メヂカルフレンド社 2007 飛内, 賢正 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002779 492.926 自然科学 臨床医学、診断・治療

2094 骨軟部腫瘍 （がん看護実践シリーズ 12） メヂカルフレンド社 2007 中馬, 広一 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002780 492.926 自然科学 臨床医学、診断・治療

2095
呼吸機能障害をもつ成人の看護/循環機能障害をもつ成人の看護 ―事例で学ぶ
成人看護学 1―（シリーズ・事例で学ぶ看護学）

メヂカルフレンド社 2003 塚越, フミエ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002800 492.926 自然科学 臨床医学、診断・治療

2096
内部環境調節機能障害をもつ成人の看護/身体防御機能障害をもつ成人の看護
―事例で学ぶ成人看護学 3―（シリーズ・事例で学ぶ看護学）

メヂカルフレンド社 2003 塚越, フミエ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002802 492.926 自然科学 臨床医学、診断・治療

2097
マンガでわかる!透析患者のよくある症状とケア ―透析しているとき・していないとき
に気をつけたい36の訴え―（透析ケア 2016年夏季増刊(通巻292号)）

メディカ出版 2016 伊東, 稔 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000036281 492.926 自然科学 臨床医学、診断・治療

2098
はじめての補助循環 ―ナースのためのIABP・PCPS入門書―（カラービジュアルで
見てわかる!）

メディカ出版 2013 山名, 比呂美 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000041405 492.926 自然科学 臨床医学、診断・治療

2099 脳神経の解剖&疾患ノート ―日本一カンタン・わかりやすい―（Brain nursing 別冊） メディカ出版 2018 長谷川, 泰弘 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000052326 492.926 自然科学 臨床医学、診断・治療

2100
まるごと骨折これ1冊 ―決定版!もう苦手とは言わせない : 美しい解剖図71点あらゆ
る骨折29疾患必須の骨折ケア・リハビリテーション―（整形外科看護 2018春季増

メディカ出版 2018 塩田, 直史 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000054095 492.926 自然科学 臨床医学、診断・治療

2101
新人ナースのための消化器外科看護ダンドリBOOK ―キホンから術式・治療別の
ケアまで全部にチェックシートつき―（消化器外科ナーシング 2018春季増刊）

メディカ出版 2018 土岐, 祐一郎 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000055963 492.926 自然科学 臨床医学、診断・治療

2102
透析患者の食事指導ガイド ―患者さんの悩みをナースが支える : マンガと事例で
キホンがわかる!―

メディカ出版 2013 高崎, 美幸 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000005914 492.926 自然科学 臨床医学、診断・治療

2103 新人ナースのための1からわかる整形外科看護マニュアル  第2版 メディカ出版 2012 川蔦整形外科病院看護部 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007292 492.926 自然科学 臨床医学、診断・治療

2104 イラストわかりやすい移動のしかた ―患者と介助者のために―第4版 三輪書店 2015 井口, 恭一 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023779 492.926 自然科学 臨床医学、診断・治療

2105
風のままに ―在宅療養中のALSの患者さんから学んだ看護学生の記録―（ブック
レット/立ちどまって看護婦さん 2）

看護の科学社 1997 犬塚, 久美子 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000553 492.926 自然科学 臨床医学、診断・治療

2106 手にとるようにぐんぐんわかる!消化器内視鏡EMR/ESD看護 金芳堂 2015 竜田　正晴 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000026564 492.926 自然科学 臨床医学、診断・治療

2107 事例で学ぶ精神看護学 （シリーズ・事例で学ぶ看護学） メヂカルフレンド社 2003 櫻庭, 繁 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002808 492.927 自然科学 臨床医学、診断・治療

2108 はじめての精神科看護 （カラービジュアルで見てわかる!） メディカ出版 2018 浅香山病院看護部 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000054091 492.927 自然科学 臨床医学、診断・治療

2109 精神科看護の知識と実際 改訂2版（臨床ナースのためのBasic & Standard） メディカ出版 2015 村井, 俊哉 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000024548 492.927 自然科学 臨床医学、診断・治療

2110 看護実践/看護倫理 改訂版（実践精神科看護テキスト . 基礎・専門基礎編 1） 精神看護出版 2011 天賀谷, 隆 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000018023 492.927 自然科学 臨床医学、診断・治療

2111
対人関係/グループアプローチ/家族関係 改訂版（実践精神科看護テキスト . 基
礎・専門基礎編 2）

精神看護出版 2011 天賀谷, 隆 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000018024 492.927 自然科学 臨床医学、診断・治療

2112 精神機能/精神科診断 改訂版（実践精神科看護テキスト . 基礎・専門基礎編 3） 精神看護出版 2011 天賀谷, 隆 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000018025 492.927 自然科学 臨床医学、診断・治療

2113 精神疾患/薬物療法 改訂版（実践精神科看護テキスト . 基礎・専門基礎編 4） 精神看護出版 2011 天賀谷, 隆 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000018026 492.927 自然科学 臨床医学、診断・治療

2114
コンサルテーション/リーダーシップ 改訂版（実践精神科看護テキスト . 基礎・専門
基礎編 5）

精神看護出版 2011 天賀谷, 隆 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000018027 492.927 自然科学 臨床医学、診断・治療

2115
看護管理/医療安全/関係法規/障がい者福祉 改訂版（実践精神科看護テキスト .
基礎・専門基礎編 6）

精神看護出版 2011 天賀谷, 隆 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000018028 492.927 自然科学 臨床医学、診断・治療

2116 看護教育/看護研究 改訂版（実践精神科看護テキスト . 基礎・専門基礎編 7） 精神看護出版 2011 天賀谷, 隆 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000018029 492.927 自然科学 臨床医学、診断・治療

2117 実習指導 改訂版（実践精神科看護テキスト . 基礎・専門基礎編 8） 精神看護出版 2011 天賀谷, 隆 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000018030 492.927 自然科学 臨床医学、診断・治療

2118 退院調整 （実践精神科看護テキスト 9） 精神看護出版 2010 実践精神科看護テキスト編集委員会 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000018031 492.927 自然科学 臨床医学、診断・治療

2119 行動制限最小化看護 （実践精神科看護テキスト 10） 精神看護出版 2007 『実践精神科看護テキスト』編集委員会 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000018032 492.927 自然科学 臨床医学、診断・治療

2120 うつ病看護 （実践精神科看護テキスト 11） 精神看護出版 2007 『実践精神科看護テキスト』編集委員会 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000018033 492.927 自然科学 臨床医学、診断・治療

2121 精神科薬物療法看護 （実践精神科看護テキスト 13） 精神看護出版 2007 『実践精神科看護テキスト』編集委員会 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000018035 492.927 自然科学 臨床医学、診断・治療

2122 薬物・アルコール依存症看護 （実践精神科看護テキスト 14） 精神看護出版 2008 『実践精神科看護テキスト』編集委員会 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000018036 492.927 自然科学 臨床医学、診断・治療

2123 児童・思春期精神看護 （実践精神科看護テキスト 15） 精神看護出版 2008 『実践精神科看護テキスト』編集委員会 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000018037 492.927 自然科学 臨床医学、診断・治療

2124 老年期精神障害看護 （実践精神科看護テキスト 16） 精神看護出版 2008 『実践精神科看護テキスト』編集委員会 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000018038 492.927 自然科学 臨床医学、診断・治療

2125 司法精神看護 （実践精神科看護テキスト 17） 精神看護出版 2008 『実践精神科看護テキスト』編集委員会 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000018039 492.927 自然科学 臨床医学、診断・治療

2126 精神科身体合併症看護 （実践精神科看護テキスト 18） 精神看護出版 2008 『実践精神科看護テキスト』編集委員会 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000018040 492.927 自然科学 臨床医学、診断・治療

2127 乳がん （がん看護実践シリーズ 8） メヂカルフレンド社 2007 藤原, 康弘 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002776 492.928 自然科学 臨床医学、診断・治療

2128 子宮がん・卵巣がん （がん看護実践シリーズ 9） メヂカルフレンド社 2007 笠松, 高弘 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002777 492.928 自然科学 臨床医学、診断・治療

2129 婦人科看護の知識と実際 （臨床ナースのためのBasic & Standard） メディカ出版 2009 大道, 正英 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000005900 492.928 自然科学 臨床医学、診断・治療

2130
写真でわかる高齢者ケアアドバンス ―高齢者の心と体を理解し、生活の営みを支
える―（DVD BOOK）

インターメディカ 2017 古田　愛子 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000044285 492.929 自然科学 臨床医学、診断・治療

2131 事例で学ぶ老年看護学 （シリーズ・事例で学ぶ看護学） メヂカルフレンド社 2003 川原, 礼子 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002805 492.929 自然科学 臨床医学、診断・治療

2132 初期の看護行政 ―看護の灯たかくかかげて― 日本看護協会出版会 1992 金子, 光 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000060308 492.981 自然科学 臨床医学、診断・治療

2133
教えて!ホメシカ先生今どきナースのほめ方・しかり方 ―ゆとり世代の心に響くホメシ
カ理論の実践で、明日からの新人・後輩指導が変わる!―

メディカ出版 2018 野津, 浩嗣 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000049402 492.984 自然科学 臨床医学、診断・治療

2134 看護集団活動 ―組織の活性化とリーダーシップ―第3版 看護の科学社 2008 杉野, 元子 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023588 492.985 自然科学 臨床医学、診断・治療

2135 写真でわかる訪問看護アドバンス ―訪問看護の世界を写真と動画で学ぶ!― インターメディカ 2016 押川, 真喜子 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000033689 492.993 自然科学 臨床医学、診断・治療

2136 在宅看護過程 ―関連図で理解する― メヂカルフレンド社 2014 正野, 逸子 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000024731 492.993 自然科学 臨床医学、診断・治療

2137 事例で学ぶ在宅看護論 （シリーズ・事例で学ぶ看護学） メヂカルフレンド社 2003 村松, 静子 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002809 492.993 自然科学 臨床医学、診断・治療

2138 明日からできる訪問看護管理 ―これだけはおさえておきたい― メディカ出版 2018 清崎, 由美子 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000055960 492.993 自然科学 臨床医学、診断・治療

2139 精神科訪問看護 （実践精神科看護テキスト 12） 精神看護出版 2007 『実践精神科看護テキスト』編集委員会 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000018034 492.993 自然科学 臨床医学、診断・治療

2140 自己治癒力を高める ―人体の驚くべき潜在能力―（ブルーバックス B-1230） 講談社 1998 川村, 則行 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028848 493.090 自然科学 内科学
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2141 アディポサイエンスの潮流 ―世界のリーダーたちに聞く― フジメディカル出版 2012 松沢, 佑次 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006053 493.120 自然科学 内科学

2142 メタボリックシンドローム概論 （生活習慣病ナーシング 1） メヂカルフレンド社 2008 加藤, 規弘 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002783 493.120 自然科学 内科学

2143 完全図解メタボ脱出ガイド ―特定健診・特定保健指導の上手な利用法― 法研 2008 津下, 一代 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025710 493.120 自然科学 内科学

2144
メタボの常識・非常識 ―健康な人を「異常」にする日本だけのシステム―（ブルー
バックス B-1685）

講談社 2010 田中, 秀一 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028293 493.120 自然科学 内科学

2145 DPP-4阻害薬 ―効果的で安全な臨床使用のために― フジメディカル出版 2011 加来, 浩平 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006047 493.123 自然科学 内科学

2146 経口糖尿病薬の新展開 ―病態プロファイルと最適薬剤選択の決め手― フジメディカル出版 2012 稲垣, 暢也 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006051 493.123 自然科学 内科学

2147 期待されるチアゾリジン薬  改訂版 フジメディカル出版 2013 門脇, 孝 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006056 493.123 自然科学 内科学

2148 もう手放せない!GLP-1受容体作動薬 ―どのような症例に,どう使うべきか?― フジメディカル出版 2013 弘世, 貴久 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006057 493.123 自然科学 内科学

2149
糖尿病の病態・治療・予防と看護 ―糖尿病とメタボリックシンドローム ; 2―（生活習
慣病ナーシング 9）

メヂカルフレンド社 2008 梶尾, 裕 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002791 493.123 自然科学 内科学

2150
動脈硬化症と糖尿病の血管合併症 ―糖尿病とメタボリックシンドローム ; 3―（生活
習慣病ナーシング 10）

メヂカルフレンド社 2008 梶尾, 裕 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002792 493.123 自然科学 内科学

2151
糖尿病・腎臓病・透析患者のやる気を引き出すコーチング ―患者指導が劇的に変
わる!―

メディカ出版 2018 坂井, 敦子 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000055959 493.123 自然科学 内科学

2152
魔法の糖尿病患者説明シート50+α ―ダウンロードでそのまま使える! : 患者さんが
みるみる変わる! : 唱えて変身!魔法の言葉つき―（糖尿病ケア = The Japanese
journal of diabetic caring 2016年春季増刊(通巻161号)）

メディカ出版 2016 細井, 雅之 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027762 493.123 自然科学 内科学

2153
糖尿病患者の病態・栄養指導・治療食 ―疾患・指導・食事のすべてがわかる管理
栄養士のとらのまき―（Nutrition care 2016年冬季増刊(通巻106号)）

メディカ出版 2016 本田, 佳子 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000041804 493.123 自然科学 内科学

2154
Dr. 坂根厳選!糖尿病患者指導のアイデアグッズ50 ―患者さんの理解度・モチベー
ションがぐんぐん上がる―（糖尿病ケア = The Japanese journal of diabetic caring
2015年秋季増刊(通巻154号)）

メディカ出版 2015 坂根, 直樹 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000024550 493.123 自然科学 内科学

2155 これが知りたかった!糖尿病診療・療養指導Q&A 中山書店 2017 吉田, 洋子 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000043465 493.123 自然科学 内科学

2156 糖尿病と骨粗鬆症 ―治療薬を考える― 日本医事新報社 2018 井上, 大輔 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000061528 493.123 自然科学 内科学

2157 糖尿病治療のための!糖質制限食パーフェクトガイド 東洋経済新報社 2013 江部, 康二 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006611 493.123 自然科学 内科学

2158
糖尿病を治すらくらくレシピ ―和食・洋食・中華・エスニック-レストラン感覚で選べる
レシピでしっかり治す―（美味しさいっぱいの食事療法）

法研 2004 相磯, 嘉孝 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025698 493.123 自然科学 内科学

2159
肥満とメタボリックシンドローム ―糖尿病とメタボリックシンドローム ; 1―（生活習慣
病ナーシング 8）

メヂカルフレンド社 2009 梶尾, 裕 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002790 493.125 自然科学 内科学

2160 アナフィラキシーショック （For professional anesthesiologists） 克誠堂出版 2008 光畑, 裕正 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023885 493.140 自然科学 内科学

2161 健康食品・中毒百科 丸善出版 2007 内藤, 裕史 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000174 493.150 自然科学 内科学

2162 血液疾患診断・治療指針 ―最新ガイドライン準拠― 中山書店 2015 金倉, 譲 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000026849 493.170 自然科学 内科学

2163 転倒予防のための棒体操 ―運動機能と認知機能へのアプローチ― 三輪書店 2010 横井, 賀津志 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000008684 493.185 自然科学 内科学

2164 いきいきヘルスいっぱつ体操 ―目でみる介護予防― 医歯薬出版 2003 大田, 仁史 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000004644 493.185 自然科学 内科学

2165
福島原発事故では何ができて何ができなかったのか （Mook医療科学 . 放射線災害
と医療 ; [I]  No.5）

医療科学社 2012 放射線事故医療研究会 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006125 493.195 自然科学 内科学

2166
誰も教えてくれなかった循環器薬の選び方と使い分け ―薬理学的な裏付けもわか
る本―

総合医学社 2017 古川, 哲史 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000043041 493.200 自然科学 内科学

2167 虚血性心疾患 （生活習慣病ナーシング 3） メヂカルフレンド社 2009 樫田, 光夫 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002785 493.230 自然科学 内科学

2168
看護師・研修医・臨床工学技士のための実践!カテーテルアブレーション治療とケア
―「むずかしい」が「おもしろい」に変わる! : 「カテ室再現会話」とひと目でわかる「疾
患別診断・治療のポイント」で予習はカンペキ!―

メディカ出版 2017 貝谷, 和昭 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000043993 493.230 自然科学 内科学

2169
看護師・研修医・臨床工学技士のためのカテーテルアブレーションの治療とケア ―
「むずかしい」が「おもしろい」に変わる―

メディカ出版 2010 貝谷, 和昭 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000004070 493.230 自然科学 内科学

2170 心筋保護法標準テキストブック 文光堂 2016 日本心臓血管外科学会 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000063175 493.230 自然科学 内科学

2171 冠動脈疾患 = Coronary artery disease （心エコーハンドブック） 金芳堂 2014 竹中, 克 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015060 493.230 自然科学 内科学

2172
いま、なぜ心不全ですか? ―U40心不全ネットワークにDr.大西が聞いてみた―
（Circulation up-to-date books 07）

メディカ出版 2015 大西, 勝也 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000041790 493.235 自然科学 内科学

2173
動脈硬化と臓器障害 ―糖尿病とメタボリックシンドローム ; 4―（生活習慣病ナーシ
ング 11）

メヂカルフレンド社 2008 保坂, 茂 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002793 493.240 自然科学 内科学

2174 高血圧治療における併用療法 ―理想の組み合わせと合剤の位置づけ― フジメディカル出版 2012 檜垣, 實男 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006046 493.250 自然科学 内科学

2175 高血圧・動脈硬化症 （生活習慣病ナーシング 4） メヂカルフレンド社 2008 岡崎, 修 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002786 493.250 自然科学 内科学

2176
高血圧をコントロールするらくらくレシピ ―和食・洋食・中華・エスニック-レストラン
感覚で選べるレシピでしっかり治す―（美味しさいっぱいの食事療法）

法研 2005 猿田, 享男 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025693 493.250 自然科学 内科学

2177
ねころんで読める呼吸のすべて （やさしい呼吸入門書 . ナース・研修医のためのや
さしい呼吸器診療とケア）

メディカ出版 2015 倉原, 優 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000041408 493.300 自然科学 内科学

2178
もっとねころんで読める呼吸のすべて （やさしい呼吸入門書 . ナース・研修医のた
めのやさしい呼吸器診療とケア 2）

メディカ出版 2016 倉原, 優 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000041413 493.300 自然科学 内科学

2179
レジデントのためのやさしイイ呼吸器教室 ―ベストティーチャーに教わる全27章―
第2版

日本医事新報社 2015 長尾, 大志 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000045470 493.300 自然科学 内科学

2180 かぜ診療マニュアル ―かぜとかぜにみえる重症疾患の見わけ方―第2版 日本医事新報社 2017 山本, 舜悟 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000045472 493.300 自然科学 内科学

2181 呼吸管理Q&A ―研修医からの質問316― 第3版 総合医学社 2014 相馬, 一亥 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000013419 493.300 自然科学 内科学

2182
呼吸器カンファレンス ―呼吸器疾患をどう考える?胸部X線写真をどう読む? : webで
肺音を聴いてみませんか?―

金芳堂 2015 長坂, 行雄 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000022913 493.300 自然科学 内科学

2183 地域で取り組む喘息・COPD患者への吸入指導 ―吸入指導ネットワークの試み― フジメディカル出版 2012 吸入指導ネットワーク https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006049 493.360 自然科学 内科学

2184 慢性閉塞性肺疾患 （生活習慣病ナーシング 5） メヂカルフレンド社 2008 小林, 信之 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002787 493.380 自然科学 内科学

2185 消化器生活習慣病 （生活習慣病ナーシング 6） メヂカルフレンド社 2008 正木, 尚彦 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002788 493.400 自然科学 内科学

2186 消化器疾患治療マニュアル 改訂2版 金芳堂 2013 辻井, 正彦 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007203 493.400 自然科学 内科学

2187 肝胆膵の画像診断 ―CT・MRIを中心に―（画像診断別冊 . Key bookシリーズ） 学研メディカル秀潤社 2010 山下, 康行 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007593 493.470 自然科学 内科学

2188 甲状腺・頸部の超音波診断  第3版 金芳堂 2012 岩田, 政広 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007186 493.490 自然科学 内科学

2189 筋疾患診療ハンドブック 中外医学社 2013 青木, 正志 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000026128 493.600 自然科学 内科学

2190 骨粗しょう症に効くらくらくレシピ （美味しさいっぱいの食事療法） 法研 2004 林, 泰史 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025694 493.600 自然科学 内科学
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2191
痛風・高尿酸血症を治すらくらくレシピ ―和食・洋食・中華・エスニック-レストラン感
覚で選べるレシピでしっかり治す―（美味しさいっぱいの食事療法）

法研 2004 細谷, 龍男 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025697 493.600 自然科学 内科学

2192 リハビリに直結する!運動器画像の見かた 羊土社 2017 河村, 廣幸 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000048180 493.600 自然科学 内科学

2193 脊髄性筋萎縮症診療マニュアル 金芳堂 2012 SMA診療マニュアル編集委員会 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007187 493.600 自然科学 内科学

2194
関節リウマチにおける生物学的製剤の実際 ―5剤の臨床データによる治療最前線
―（手にとるようにわかる）

ベクトル・コア 2011 神戸, 克明 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000626 493.630 自然科学 内科学

2195 日本の精神医学この五〇年 みすず書房 2015 松本, 雅彦 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000026623 493.700 自然科学 内科学

2196 うつと不安  （脳とこころのプライマリケア 1） シナジー 2010 下田, 和孝 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002498 493.700 自然科学 内科学

2197 子どもの発達と行動 （脳とこころのプライマリケア 4） シナジー 2010 飯田, 順三 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002499 493.700 自然科学 内科学

2198 幻覚と妄想 （脳とこころのプライマリケア 6） シナジー 2011 堀口, 淳 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002500 493.700 自然科学 内科学

2199 食事と性 （脳とこころのプライマリケア 7） シナジー 2011 中山, 和彦 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002501 493.700 自然科学 内科学

2200 依存 （脳とこころのプライマリケア 8） シナジー 2011 福居, 顕二 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002502 493.700 自然科学 内科学

2201 精神症候と疾患分類・疫学 （臨床精神医学講座 第１巻） 中山書店 1998 浅井, 昌弘 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000098 493.700 自然科学 内科学

2202 精神分裂病　Ⅰ （臨床精神医学講座 第２巻） 中山書店 1999 中根, 允文 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000099 493.700 自然科学 内科学

2203 精神分裂病　Ⅱ （臨床精神医学講座 第３巻） 中山書店 1997 中根, 允文 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000100 493.700 自然科学 内科学

2204 気分障害 （臨床精神医学講座 第４巻） 中山書店 1998 広瀬, 徹也 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000101 493.700 自然科学 内科学

2205 神経症性障害・ストレス関連障害 （臨床精神医学講座 第５巻） 中山書店 1997 田代, 信維 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000102 493.700 自然科学 内科学

2206 身体表現性障害・心身症 （臨床精神医学講座 第６巻） 中山書店 1999 吉松, 和哉 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000103 493.700 自然科学 内科学

2207 人格障害 （臨床精神医学講座 第７巻） 中山書店 1998 牛島, 定信 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000104 493.700 自然科学 内科学

2208 薬物・アルコール関連障害 （臨床精神医学講座 第８巻） 中山書店 1999 佐藤, 光源 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000105 493.700 自然科学 内科学

2209 てんかん （臨床精神医学講座 第９巻） 中山書店 1998 鈴木, 二郎 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000106 493.700 自然科学 内科学

2210 器質・症状性精神障害 （臨床精神医学講座 第10巻） 中山書店 1997 三好, 功峰 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000107 493.700 自然科学 内科学

2211 児童青年期精神障害 （臨床精神医学講座 第11巻） 中山書店 1998 花田, 雅憲 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000108 493.700 自然科学 内科学

2212 老年期精神障害 （臨床精神医学講座 第12巻） 中山書店 1998 本間, 昭 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000109 493.700 自然科学 内科学

2213 睡眠障害 （臨床精神医学講座 第13巻） 中山書店 1999 太田, 龍朗 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000110 493.700 自然科学 内科学

2214 精神科薬物療法 （臨床精神医学講座 第14巻） 中山書店 1999 村崎, 光邦 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000111 493.700 自然科学 内科学

2215 精神療法 （臨床精神医学講座 第15巻） 中山書店 1999 岩崎, 徹也 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000112 493.700 自然科学 内科学

2216 精神医学的診断法と検査法 （臨床精神医学講座 第16巻） 中山書店 1999 小椋, 力 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000113 493.700 自然科学 内科学

2217 リエゾン精神医学・精神科救急医療 （臨床精神医学講座 第17巻） 中山書店 1998 黒沢, 尚 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000114 493.700 自然科学 内科学

2218 家庭・学校・職場・地域の精神保健 （臨床精神医学講座 第18巻） 中山書店 1998 大森, 健一 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000115 493.700 自然科学 内科学

2219 司法精神医学・精神鑑定 （臨床精神医学講座 第19巻） 中山書店 1998 風祭, 元 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000116 493.700 自然科学 内科学

2220 精神科リハビリテーション・地域精神医療 （臨床精神医学講座 第20巻） 中山書店 1999 井上, 新平 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000117 493.700 自然科学 内科学

2221 脳と行動 （臨床精神医学講座 第21巻） 中山書店 1999 浜中, 淑彦 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000118 493.700 自然科学 内科学

2222 精神医学と法 （臨床精神医学講座 第22巻） 中山書店 1997 松下, 正明 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000119 493.700 自然科学 内科学

2223 多文化間精神医学 （臨床精神医学講座 第23巻） 中山書店 1998 高畑, 直彦 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000120 493.700 自然科学 内科学

2224 精神医学研究方法 （臨床精神医学講座 第24巻） 中山書店 1999 融, 道男 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000121 493.700 自然科学 内科学

2225 精神医療の歴史 （臨床精神医学講座 Ｓ１巻） 中山書店 1999 松下, 正明 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000122 493.700 自然科学 内科学

2226 記憶の臨床 （臨床精神医学講座 Ｓ２巻） 中山書店 1999 浅井, 昌弘 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000123 493.700 自然科学 内科学

2227 精神障害の予防 （臨床精神医学講座 Ｓ３巻） 中山書店 2000 小椋, 力 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000124 493.700 自然科学 内科学

2228 摂食障害・性障害 （臨床精神医学講座 Ｓ４巻） 中山書店 2000 牛島, 定信 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000125 493.700 自然科学 内科学

2229 精神医療におけるチームアプローチ （臨床精神医学講座 Ｓ５巻） 中山書店 2000 斎藤, 正彦 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000126 493.700 自然科学 内科学

2230 外傷後ストレス障害（PTSD） （臨床精神医学講座 Ｓ６巻） 中山書店 2000 中根, 允文 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000127 493.700 自然科学 内科学

2231 総合診療における精神医学 （臨床精神医学講座 Ｓ７巻） 中山書店 2000 三好, 功峰 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000128 493.700 自然科学 内科学

2232 病跡学 （臨床精神医学講座 Ｓ８巻） 中山書店 2000 福島, 章 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000129 493.700 自然科学 内科学

2233 アルツハイマー病 （臨床精神医学講座 Ｓ９巻） 中山書店 2000 三好, 功峰 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000130 493.700 自然科学 内科学

2234 精神科臨床における画像診断 （臨床精神医学講座 Ｓ10巻） 中山書店 2000 倉知, 正佳 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000131 493.700 自然科学 内科学

2235 精神疾患と遺伝 （臨床精神医学講座 Ｓ11巻） 中山書店 2000 岡崎, 祐士 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000132 493.700 自然科学 内科学

2236
精神医学・医療における倫理とインフォームド・コンセント （臨床精神医学講座 Ｓ12
巻）

中山書店 2000 中根, 允文 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000133 493.700 自然科学 内科学

2237 いじめ・虐待そして犯罪の深層 ―失われていく共感性― 丸善出版 2007 町沢, 静夫 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000173 493.700 自然科学 内科学

2238 「こころ」の病気安心ガイド ―正しい知識と治療のために―（マンガこころbooks） 講談社 2009 越野, 好文 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028149 493.700 自然科学 内科学

2239 なぜ自殺は減らないのか ―精神病理学からのアプローチ― 勁草書房 2013 大饗, 広之 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000024270 493.710 自然科学 内科学

2240 姿勢のふしぎ ―しなやかな体と心が健康をつくる―（ブルーバックス B-1223） 講談社 1998 成瀬, 悟策 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028842 493.720 自然科学 内科学

2241 心原性脳塞栓症と経口抗凝固薬 ―新規抗凝固薬の選び方・使い方― フジメディカル出版 2013 豊田, 一則 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006055 493.730 自然科学 内科学

2242 脳血管障害 （生活習慣病ナーシング 2） メヂカルフレンド社 2008 上坂, 義和 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002784 493.730 自然科学 内科学

2243
PT・OT・STのための脳損傷の回復期リハビリテーション ―運動・認知・行動からの
アプローチ―

三輪書店 2012 森田, 秋子 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000008661 493.730 自然科学 内科学

2244 片麻痺能力回復と自立達成の技術 ―現在の限界を超えて― 三輪書店 2008 生田, 宗博 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000008672 493.730 自然科学 内科学

2245
rTMSと集中的作業療法による手指機能回復へのアプローチ ―脳卒中上肢麻痺の
最新リハビリテーション―

三輪書店 2010 安保, 雅博 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000008676 493.730 自然科学 内科学

2246 アトラス脳腫瘍病理 中外医学社 2017 中里, 洋一 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000063258 493.730 自然科学 内科学

2247 運動失調のみかた,考えかた ―小脳と脊髄小脳変性症― 中外医学社 2017 宇川, 義一 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000063259 493.730 自然科学 内科学

2248 目でみる嚥下障害 ―嚥下内視鏡・嚥下造影の所見を中心として― 医歯薬出版 2006 藤島, 一郎 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000004615 493.730 自然科学 内科学

2249 失語症のホームケア 医歯薬出版 1999 波多野, 和夫 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000004632 493.730 自然科学 内科学

2250 全体構造法でとり組む失語症の在宅リハビリ 医歯薬出版 2007 道関, 京子 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000004638 493.730 自然科学 内科学

2251 高次脳機能障害者の自動車運転再開とリハビリテーション 2 金芳堂 2015 蜂須賀, 研二 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000022919 493.730 自然科学 内科学
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2252
ねころんで読める頭痛学診断と治療 ―ドクター間中が一刀両断!すっきりユーモア
解決!!―

メディカ出版 2013 間中, 信也 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000005916 493.740 自然科学 内科学

2253 ねころんで読めるてんかん診療 ―発作ゼロ・副作用ゼロ・不安ゼロ!― メディカ出版 2016 中里, 信和 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000041409 493.740 自然科学 内科学

2254 青年期食行動異常と認知行動的セルフモニタリング 学文社 2015 山崎, 洋史 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000024097 493.740 自然科学 内科学

2255
脳内不安物質 ―不安・恐怖症を起こす脳内物質をさぐる―（ブルーバックス B-
1184）

講談社 1997 貝谷, 久宣 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028515 493.740 自然科学 内科学

2256 「パニック障害」メディカル・ガイド ―診断から回復まで―（マンガこころbooks） 講談社 2006 越野, 好文 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028153 493.740 自然科学 内科学

2257 BPSD症例から学ぶ治療戦略 フジメディカル出版 2012 木村, 武実 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006052 493.750 自然科学 内科学

2258 ピック病の症状と治療 ―コウノメソッドで理解する前頭側頭葉変性症― フジメディカル出版 2013 河野, 和彦 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006058 493.750 自然科学 内科学

2259 患者と家族を支える認知症の本 学研メディカル秀潤社 2010 長谷川, 嘉哉 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002190 493.750 自然科学 内科学

2260 認知症と機能性食品 ―最新動向とその可能性― フジメディカル出版 2018 吉川, 敏一 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000061565 493.758 自然科学 内科学

2261 認知症にならないための生活習慣 慶應義塾大学出版会 2015 神崎, 仁 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000022727 493.758 自然科学 内科学

2262 ボーダーライン ―自己を見失う日本の青年たち― 丸善出版 2003 町沢, 静夫 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000166 493.760 自然科学 内科学

2263 マンガでわかる発達障害特性&個性発見ガイド 【スマホ・読上付】 法研 2018 福西, 勇夫 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000049661 493.760 自然科学 内科学

2264 「うつ」のとってもとっても基本のガイド （マンガこころbooks） 講談社 2005 越野, 好文 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028148 493.764 自然科学 内科学

2265 学校・職場のメンタルヘルスの実践と応用 ―ストレス関連健康障害への対処― 新興医学出版社 2013 牧野, 真理子 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000026236 493.790 自然科学 内科学

2266 精神保健 ―現代の視点と展開― 看護の科学社 2009 神郡, 博 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000541 493.790 自然科学 内科学

2267 目で見る感染症 ―見ためでここまで診断できる!感染症の画像アトラス― 羊土社 2015 原永, 修作 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027246 493.800 自然科学 内科学

2268 絵でわかる感染症 with もやしもん （絵でわかるシリーズ） 講談社 2015 岩田, 健太郎 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028324 493.800 自然科学 内科学

2269 肢体不自由児の医療・療育・教育 改訂3版 金芳堂 2015 沖, 高司 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000022914 493.900 自然科学 内科学

2270 小児科診断・治療指針 = A practical guide to pediatric medicine 改訂第2版 中山書店 2017 遠藤, 文夫 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000042259 493.920 自然科学 内科学

2271 すぐわかる小児の画像診断 （画像診断別冊 . Key bookシリーズ） 学研メディカル秀潤社 2001 荒木, 力 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007590 493.920 自然科学 内科学

2272 徹底ガイド小児の呼吸管理Q&A  第2版 総合医学社 2013 植田, 育也 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000014880 493.920 自然科学 内科学

2273 病弱・虚弱児の医療・療育・教育 改訂3版 金芳堂 2015 宮本, 信也 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000022910 493.930 自然科学 内科学

2274 小児生活習慣病 （生活習慣病ナーシング 7） メヂカルフレンド社 2008 松下, 竹次 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002789 493.931 自然科学 内科学

2275 子どものうつ病 ―理解と回復のために― 慶應義塾大学出版会 2012 猪子, 香代 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015324 493.937 自然科学 内科学

2276 発達障害の疑問に答える （子どものこころと体シリーズ） 慶應義塾大学出版会 2015 黒木, 俊秀 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025030 493.937 自然科学 内科学

2277 子どもの敏感さに困ったら読む本 ―児童精神科医が教えるHSCとの関わり方― 誠文堂新光社 2017 長沼, 睦雄 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000048286 493.937 自然科学 内科学

2278 体外循環による新生児急性血液浄化療法マニュアル メディカ出版 2014 茨, 聡 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000018458 493.950 自然科学 内科学

2279
新生児・小児ME機器サポートブック ―きほん・きづく・きわめる : 3つのきで使いこな
す!―第2版

メディカ出版 2016 松井, 晃 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027767 493.950 自然科学 内科学

2280 画像による新生児症例カンファランス ―どこを見る?何がわかる?― メディカ出版 2012 奥, 起久子 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007294 493.950 自然科学 内科学

2281 NICUとこころのケア ―家族のこころによりそって― 第2版 メディカ出版 2011 橋本, 洋子 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007300 493.950 自然科学 内科学

2282
幼児期 （こどもの心と体の成長・発達によい食事 : こども病院の医師と栄養士によ
る食育レシピ 2）

金芳堂 2016 惠谷, ゆり https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000033118 493.983 自然科学 内科学

2283
学童期・思春期 （こどもの心と体の成長・発達によい食事 : こども病院の医師と栄
養士による食育レシピ 3）

金芳堂 2016 惠谷, ゆり https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000033119 493.983 自然科学 内科学

2284
妊娠期・乳児期 （こどもの心と体の成長・発達によい食事 : こども病院の医師と栄
養士による食育レシピ 1）

金芳堂 2016 惠谷, ゆり https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000036293 493.983 自然科学 内科学

2285 生体機能代行装置学 血液浄化 ―臨床工学テキスト― 東京電機大学出版局 2010 海本, 浩一 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001649 494.000 自然科学 外科学

2286 周術期の体温管理 （For professional anesthesiologists） 克誠堂出版 2011 山蔭, 道明 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023890 494.220 自然科学 外科学

2287 麻酔器 （For professional anesthesiologists） 克誠堂出版 2009 釘宮, 豊城 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023886 494.240 自然科学 外科学

2288 静脈麻酔 （For professional anesthesiologists） 克誠堂出版 2014 稲垣, 喜三 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023898 494.240 自然科学 外科学

2289 吸入麻酔 （For professional anesthesiologists） 克誠堂出版 2014 山蔭, 道明 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023899 494.240 自然科学 外科学

2290 麻酔の科学 ―手術を支える力持ち―第2版（ブルーバックス B-1686） 講談社 2010 諏訪, 邦夫 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028530 494.240 自然科学 外科学

2291 末梢神経の臨床 ―診断・治療・リハビリテーション― 医歯薬出版 2007 山野, 慶樹 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000004637 494.287 自然科学 外科学

2292
癌の画像診断、重要所見を見逃さない ―全身まるごと! : 各科でよく診る癌の鑑別
とステージングがわかる―

羊土社 2018 堀田, 昌利 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000067800 494.500 自然科学 外科学

2293 やさしく学べるがん免疫療法のしくみ 羊土社 2016 玉田, 耕治 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000034373 494.500 自然科学 外科学

2294 ナースのための脳神経外科  改訂3版 メディカ出版 2010 橋本, 信夫 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006461 494.627 自然科学 外科学

2295 知ってるつもりの脳神経外科の常識非常識  第2版 三輪書店 2008 谷, 諭 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000008687 494.627 自然科学 外科学

2296 脳神経外科学 1  改訂11版 金芳堂 2012 太田, 富雄 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000009316 494.627 自然科学 外科学

2297 脳神経外科学 2  改訂11版 金芳堂 2012 太田, 富雄 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000009317 494.627 自然科学 外科学

2298
プラクティカル補助循環ガイド ―研修医・看護師・臨床工学技士のための : カラー
図解で見てわかる!よくわかる!―新版

メディカ出版 2016 澤, 芳樹 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000036291 494.643 自然科学 外科学

2299 最新にして上々!補助循環マニュアル （Circulation up-to-date books 08） メディカ出版 2015 関口, 敦 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000041792 494.643 自然科学 外科学

2300 症例から学ぶインターベンショナリストのための心臓CT活用ハンドブック メディカ出版 2013
インターベンショナリストのための心臓
CT研究会

https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007299 494.643 自然科学 外科学

2301 人工心肺トラブルシューティング 改訂2版 中外医学社 2014 安達, 秀雄 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000045777 494.643 自然科学 外科学

2302
エキスパートに学ぶ補助循環のキホンとトラブルシューティング ―IABP,PCPS・
ECMO,VAD,血液浄化療法―

総合医学社 2018 大槻, 勝明 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000063631 494.643 自然科学 外科学

2303
心臓麻酔ポケットマニュアル ―心血管作動薬、人工心肺の知識から心臓手術の麻
酔・管理のポイント―

羊土社 2012 野村, 実 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000024654 494.643 自然科学 外科学

2304 胸部食道癌 （多職種チームのための周術期マニュアル 3） メヂカルフレンド社 2004 坪佐, 恭宏 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002765 494.644 自然科学 外科学

2305 肺癌 （多職種チームのための周術期マニュアル 1） メヂカルフレンド社 2004 近藤, 晴彦 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002763 494.645 自然科学 外科学

2306 PEG用語解説 フジメディカル出版 2013 PEG・在宅医療研究会 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006054 494.655 自然科学 外科学

2307 大腸癌 （多職種チームのための周術期マニュアル 5） メヂカルフレンド社 2006 山口, 茂樹 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002767 494.656 自然科学 外科学

2308 肝・胆・膵癌 （多職種チームのための周術期マニュアル 2） メヂカルフレンド社 2004 上坂, 克彦 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002764 494.657 自然科学 外科学
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2309 脊椎装具に強くなる!Basics & Tips （臨床力up!Refresher course 2） 三輪書店 2012 米延, 策雄 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000004667 494.660 自然科学 外科学

2310 足関節・足部疾患の最新治療 （別冊整形外科 No.69） 南江堂 2016 松田, 秀一 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000044497 494.670 自然科学 外科学

2311 肩と肘のスポーツ障害 ―診断と治療のテクニック― 中外医学社 2012 菅谷, 啓之 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006108 494.700 自然科学 外科学

2312 腰痛・肩こりの科学 ―原因から治し方・防ぎ方まで―（ブルーバックス B-1143） 講談社 1996 荒井, 孝和 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028820 494.700 自然科学 外科学

2313 骨折(四肢・脊椎脊髄外傷)の診断と治療 その1 （別冊整形外科 No.70） 南江堂 2016 遠藤, 直人 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000044498 494.740 自然科学 外科学

2314 関節可動域制限 ―病態の理解と治療の考え方― 三輪書店 2008 沖田, 実 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000004666 494.770 自然科学 外科学

2315 人工関節置換術 ―最新の知見―（別冊整形外科 No.65） 南江堂 2014 遠藤, 直人 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000032485 494.770 自然科学 外科学

2316 変形性膝関節症の診断と治療 （別冊整形外科 No.67） 南江堂 2015 越智, 光夫 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000032487 494.770 自然科学 外科学

2317 人工股関節全置換術 金芳堂 2012 菅野, 伸彦 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007210 494.770 自然科学 外科学

2318 リハと看護の協働 ―22のコツ― 三輪書店 2012 谷川, 正浩 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000008662 494.780 自然科学 外科学

2319 わかりやすいリハビリテーション 中山書店 2013 岡島, 康友 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000020245 494.780 自然科学 外科学

2320 SJF関節ファシリテーション 第2版 丸善出版 2014 宇都宮, 初夫 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000026659 494.780 自然科学 外科学

2321 リハビリテーション医学大辞典 医歯薬出版 1996 上田, 敏 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000018957 494.780 自然科学 外科学

2322 リハビリの心と力 ―かかわりが自分を変える，地域を変える― 学研メディカル秀潤社 2011 稲川, 利光 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002209 494.780 自然科学 外科学

2323 リハの現場でこんなに役立つiPhone活用術 羊土社 2019 河村, 廣幸 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000078599 494.780 自然科学 外科学

2324 ライフステージから学ぶ地域包括リハビリテーション実践マニュアル 羊土社 2018 河野, 眞 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000052993 494.780 自然科学 外科学

2325 リハに役立つ検査値の読み方・とらえ方 羊土社 2018 田屋, 雅信 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000052994 494.780 自然科学 外科学

2326 リハビリテーション ―新しい生き方を創る医学―[第18刷]（ブルーバックス B-1117） 講談社 2006 上田, 敏 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028305 494.780 自然科学 外科学

2327 学んで実践!太陽紫外線と上手につきあう方法 丸善出版 2015 佐々木, 政子 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000026664 494.800 自然科学 外科学

2328 炎症性病変 （みき先生とゆう子先生の皮膚病理診断ABC 4） 学研メディカル秀潤社 2013 泉, 美貴 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007584 494.800 自然科学 外科学

2329 あれだ!即答トレーニング皮膚病理診断 ―SNAP DIAGNOSIS― 学研メディカル秀潤社 2013 常深, 祐一郎 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007585 494.800 自然科学 外科学

2330 尿路結石ハンドブック 中外医学社 2016 宮澤, 克人 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000045797 494.920 自然科学 外科学

2331 透析ケア　2018年1月号 Vol.24 No.1 メディカ出版 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000087177 494.930 自然科学 外科学

2332 透析ケア　2018年2月号 Vol.24 No.2 メディカ出版 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000087178 494.930 自然科学 外科学

2333 透析ケア　2018年3月号 Vol.24 No.3 メディカ出版 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000087179 494.930 自然科学 外科学

2334 透析ケア　2018年4月号 Vol.24 No.4 メディカ出版 2018 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000087180 494.930 自然科学 外科学

2335 透析ケア　2018年5月号 Vol.24 No.5 メディカ出版 2018 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000087181 494.930 自然科学 外科学

2336 透析ケア　2018年6月号 Vol.24 No.6 メディカ出版 2018 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000087182 494.930 自然科学 外科学

2337 透析ケア　2018年7月号 Vol.24 No.7 メディカ出版 2018 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000087183 494.930 自然科学 外科学

2338 透析ケア　2018年8月号 Vol.24 No.8 メディカ出版 2018 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000087184 494.930 自然科学 外科学

2339 透析ケア　2018年9月号 Vol.24 No.9 メディカ出版 2018 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000087185 494.930 自然科学 外科学

2340 透析ケア　2018年10月号 Vol.24 No.10 メディカ出版 2018 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000087186 494.930 自然科学 外科学

2341 透析ケア　2018年11月号 Vol.24 No.11 メディカ出版 2018 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000087187 494.930 自然科学 外科学

2342 透析ケア　2018年12月号 Vol.24 No.12 メディカ出版 2018 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000087188 494.930 自然科学 外科学

2343 透析ケア　2017年1月号 Vol.23 No.1 メディカ出版 2017 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000055066 494.930 自然科学 外科学

2344 透析ケア　2017年2月号 Vol.23 No.2 メディカ出版 2017 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000055067 494.930 自然科学 外科学

2345 透析ケア　2017年3月号 Vol.23 No.3 メディカ出版 2017 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000055068 494.930 自然科学 外科学

2346 透析ケア　2017年4月号 Vol.23 No.4 メディカ出版 2017 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000055069 494.930 自然科学 外科学

2347 透析ケア　2017年5月号 Vol.23 No.5 メディカ出版 2017 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000055070 494.930 自然科学 外科学

2348 透析ケア　2017年6月号 Vol.23 No.6 メディカ出版 2017 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000055071 494.930 自然科学 外科学

2349 透析ケア　2017年7月号 Vol.23 No.7 メディカ出版 2017 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000055072 494.930 自然科学 外科学

2350 透析ケア　2017年8月号 Vol.23 No.8 メディカ出版 2017 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000055073 494.930 自然科学 外科学

2351 透析ケア　2017年9月号 Vol.23 No.9 メディカ出版 2017 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000055074 494.930 自然科学 外科学

2352 透析ケア　2017年10月号 Vol.23 No.10 メディカ出版 2017 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000055075 494.930 自然科学 外科学

2353 透析ケア　2017年11月号 Vol.23 No.11 メディカ出版 2017 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000055076 494.930 自然科学 外科学

2354 透析ケア　2017年12月号 Vol.23 No.12 メディカ出版 2017 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000055077 494.930 自然科学 外科学

2355 透析ケア　2016年1月号 Vol.22 No.1 メディカ出版 2016 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000073674 494.930 自然科学 外科学

2356 透析ケア　2016年2月号 Vol.22 No.2 メディカ出版 2016 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000073675 494.930 自然科学 外科学

2357 透析ケア　2016年3月号 Vol.22 No.3 メディカ出版 2016 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000073676 494.930 自然科学 外科学

2358 透析ケア　2016年4月号 Vol.22 No.4 メディカ出版 2016 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000073677 494.930 自然科学 外科学

2359 透析ケア　2016年5月号 Vol.22 No.5 メディカ出版 2016 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000073678 494.930 自然科学 外科学

2360 透析ケア　2016年6月号 Vol.22 No.6 メディカ出版 2016 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000073679 494.930 自然科学 外科学

2361 透析ケア　2016年7月号 Vol.22 No.7 メディカ出版 2016 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000073680 494.930 自然科学 外科学

2362 透析ケア　2016年8月号 Vol.22 No.8 メディカ出版 2016 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000073681 494.930 自然科学 外科学

2363 透析ケア　2016年9月号 Vol.22 No.9 メディカ出版 2016 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000073682 494.930 自然科学 外科学

2364 透析ケア　2016年10月号 Vol.22 No.10 メディカ出版 2016 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000073683 494.930 自然科学 外科学

2365 透析ケア　2016年11月号 Vol.22 No.11 メディカ出版 2016 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000073684 494.930 自然科学 外科学

2366 透析ケア　2016年12月号 Vol.22 No.12 メディカ出版 2016 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000073685 494.930 自然科学 外科学

2367 透析ケア　2015年1月号 Vol.21 No.1 メディカ出版 2015 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000052373 494.930 自然科学 外科学

2368 透析ケア　2015年2月号 Vol.21 No.2 メディカ出版 2015 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000052374 494.930 自然科学 外科学

2369 透析ケア　2015年3月号 Vol.21 No.3 メディカ出版 2015 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000052375 494.930 自然科学 外科学

2370 透析ケア　2015年4月号 Vol.21 No.4 メディカ出版 2015 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000052376 494.930 自然科学 外科学

2371 透析ケア　2015年5月号 Vol.21 No.5 メディカ出版 2015 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000052377 494.930 自然科学 外科学

2372 透析ケア　2015年6月号 Vol.21 No.6 メディカ出版 2015 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000052378 494.930 自然科学 外科学
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2373 透析ケア　2015年7月号 Vol.21 No.7 メディカ出版 2015 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000052379 494.930 自然科学 外科学

2374 透析ケア　2015年8月号 Vol.21 No.8 メディカ出版 2015 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000052380 494.930 自然科学 外科学

2375 透析ケア　2015年9月号 Vol.21 No.9 メディカ出版 2015 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000052381 494.930 自然科学 外科学

2376 透析ケア　2015年10月号 Vol.21 No.10 メディカ出版 2015 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000052382 494.930 自然科学 外科学

2377 透析ケア　2015年11月号 Vol.21 No.11 メディカ出版 2015 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000052383 494.930 自然科学 外科学

2378 透析ケア　2015年12月号 Vol.21 No.12 メディカ出版 2015 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000052384 494.930 自然科学 外科学

2379
写真でわかる透析看護 ―透析患者のQOL向上を目指すケア―（写真でわかるシ
リーズ）

インターメディカ 2008 佐藤, エキ子 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006259 494.930 自然科学 外科学

2380
腎臓・透析療法・透析患者の体イラスト図鑑 ―病態生理から合併症までまるっとわ
かる!―（透析ケア 2017年夏季増刊(通巻306号)）

メディカ出版 2017 友, 雅司 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000044003 494.930 自然科学 外科学

2381
看護師・臨床工学技士のための透析シャントエコー入門 ―機能評価・形態評価・エ
コーガイド下穿刺のWEB動画つき―

メディカ出版 2018 春口, 洋昭 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000061535 494.930 自然科学 外科学

2382
新人スタッフのための透析講座Q&A110 ―どんな「?」も10分でスッキリ解決!―（透
析ケア 2015年夏季増刊(通巻278号)）

メディカ出版 2015 大坪, みはる https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023131 494.930 自然科学 外科学

2383
透析患者のくすりカラー大事典 ―服薬指導の強い味方! : ナース必携―（透析ケア
2015年冬季増刊(通巻285号)）

メディカ出版 2015 平田, 純生 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000026836 494.930 自然科学 外科学

2384
家族みんなで食べられる三ツ星透析食 ―透析専門医と元一流ホテルのシェフが一
緒に考えた : おいしく食べてリン・カリウム・食塩を目標範囲内に保つ!―

メディカ出版 2015 H・N・メディック https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023580 494.930 自然科学 外科学

2385 透析室の災害対策マニュアル  改訂2版 メディカ出版 2012 赤塚, 東司雄 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007293 494.930 自然科学 外科学

2386 透析患者のターミナルケア ―生と死のはざまにある医療と看護― メディカ出版 2011 大平, 整爾 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007295 494.930 自然科学 外科学

2387 メディカルスタッフのための腎臓病学 改訂2版 中外医学社 2017 富野, 康日己 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000063243 494.930 自然科学 外科学

2388
VA (バスキュラーアクセス) は透析室で守る! ―透析スタッフによるエコーを用いた
VA管理―

医歯薬出版 2018 延命寺, 俊哉 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000079014 494.930 自然科学 外科学

2389 やさしい透析患者の自己管理 改訂4版 医薬ジャーナル社 2013 秋澤, 忠男 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000017379 494.930 自然科学 外科学

2390
ここが知りたい慢性腎臓病(CKD)薬物療法の疑問点 ―原則と例外で極める適正使
用―

医薬ジャーナル社 2015 平田, 純生 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023810 494.930 自然科学 外科学

2391 やさしい慢性腎臓病の自己管理 改訂4版 医薬ジャーナル社 2015 今井, 圓裕 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023813 494.930 自然科学 外科学

2392 経験に学ぶ透析医療の災害対策 医薬ジャーナル社 2015 山川, 智之 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023816 494.930 自然科学 外科学

2393 透析液清浄化に向けて 改訂版 医薬ジャーナル社 2015 峰島, 三千男 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023821 494.930 自然科学 外科学

2394 腎不全の基礎知識から学べる透析療法パーフェクトガイド 総合医学社 2016 田部井, 薫 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000032834 494.930 自然科学 外科学

2395
血液浄化療法に強くなる ―やさしくわかる急性期の腎代替療法・アフェレシスの基
本から、ケースで学ぶ状況・疾患別の実践的対応まで―

羊土社 2013 柴垣, 有吾 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000024650 494.930 自然科学 外科学

2396 婦人科MRIアトラス （画像診断別冊 . Key bookシリーズ） 学研メディカル秀潤社 2004 今岡, いずみ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007591 495.200 自然科学 婦人科学、産科学

2397 乳房超音波トレーニングブック ベクトル・コア 2011 佐久間, 浩 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000624 495.460 自然科学 婦人科学、産科学

2398
マンモグラフィⅡ ―読影力をアップさせる厳選62例 : 解説強化・症例追加版―改訂
版（手にとるようにわかる）

ベクトル・コア 2011 松永, 忠東 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000625 495.460 自然科学 婦人科学、産科学

2399 生殖医療のすべて  新版 丸善出版 2002 堤, 治 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000164 495.480 自然科学 婦人科学、産科学

2400 ウィリアムス産科学 2版 南山堂 2019 ウィリアムス https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000076624 495.500 自然科学 婦人科学、産科学

2401
写真でわかる助産技術アドバンス ―妊産婦の主体性を大切にしたケア、安全で母
子に優しい助産のわざ―

インターメディカ 2016 平澤, 美恵子 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000033690 495.900 自然科学 婦人科学、産科学

2402 頭頸部癌 （多職種チームのための周術期マニュアル 4） メヂカルフレンド社 2006 鬼塚, 哲郎 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002766 496.500 自然科学 眼科学、耳鼻咽喉科学

2403 口腔生理学サイドリーダー 第4版 学建書院 2008 湯山, 徳行 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000042779 497.100 自然科学 歯科学

2404 柴田浩美の高齢者の口腔ケアを考える 医歯薬出版 2003 柴田, 浩美 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000004646 497.900 自然科学 歯科学

2405 健康・医療の情報を読み解く ―健康情報学への招待―（京大人気講義シリーズ） 丸善出版 2008 中山, 健夫 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000318 498.000 自然科学 衛生学、公衆衛生、予防医学

2406 健康教育 ―表現する身体― 勁草書房 2015 山崖, 俊子 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000020188 498.000 自然科学 衛生学、公衆衛生、予防医学

2407
医療系スタッフのための情報システム入門 ―コンピュータで何ができるか―（臨床
工学ライブラリーシリーズ 7）

学研メディカル秀潤社 2009 嶋津, 秀昭 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002210 498.000 自然科学 衛生学、公衆衛生、予防医学

2408 公衆衛生学  3訂（管理栄養士講座） 建帛社 2014 伊達, ちぐさ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015538 498.000 自然科学 衛生学、公衆衛生、予防医学

2409 死因事典 ―人はどのように死んでいくのか―（ブルーバックス B-1309） 講談社 2000 東島, 和子 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028844 498.000 自然科学 衛生学、公衆衛生、予防医学

2410 ていねいな保健統計学 羊土社 2018 白戸, 亮吉 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000064872 498.019 自然科学 衛生学、公衆衛生、予防医学

2411 医療系はじめまして!統計学 金芳堂 2015 奥田, 千恵子 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000022912 498.019 自然科学 衛生学、公衆衛生、予防医学

2412 国民皆保険への途 ―先人の偉業百年― 勁草書房 2016 前田, 信雄 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000033538 498.021 自然科学 衛生学、公衆衛生、予防医学

2413 不健康は悪なのか ―健康をモラル化する世界― みすず書房 2015 ジョナサン・M・メツル https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000020168 498.040 自然科学 衛生学、公衆衛生、予防医学

2414 トランスセオレティカルモデルに基づく戦略的個別保健指導ガイド 看護の科学社 2011 谷口, 千枝 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000544 498.070 自然科学 衛生学、公衆衛生、予防医学

2415 医療経済・政策学の探究 勁草書房 2018 二木, 立 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000052258 498.100 自然科学 衛生学、公衆衛生、予防医学

2416 歯科六法コンメンタール ―歯科関連法律の逐条解説―
ヒョーロン・パブリッ
シャーズ

2018 社会歯科学会 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000055279 498.120 自然科学 衛生学、公衆衛生、予防医学

2417 Q&A医療事故調ガイドブック 中外医学社 2016 日本医療法人協会 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000045743 498.120 自然科学 衛生学、公衆衛生、予防医学

2418 医事法入門 第4版　◆新版配信中(第5版)（有斐閣アルマ Advanced） 有斐閣 2015 手嶋, 豊 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000022733 498.120 自然科学 衛生学、公衆衛生、予防医学

2419 ケース・スタディ ―生命倫理と法― 第2版（ジュリスト増刊） 有斐閣 2012 樋口, 範雄 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007957 498.120 自然科学 衛生学、公衆衛生、予防医学

2420 医療と法を考える――救急車と正義 （法学教室Library） 有斐閣 2007 樋口, 範雄 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000008027 498.120 自然科学 衛生学、公衆衛生、予防医学

2421 続・医療と法を考える――終末期医療ガイドライン （法学教室Library） 有斐閣 2008 樋口, 範雄 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000008028 498.120 自然科学 衛生学、公衆衛生、予防医学

2422 ちょっと気になる医療と介護 勁草書房 2017 権丈, 善一 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000042744 498.130 自然科学 衛生学、公衆衛生、予防医学

2423 地域包括ケアと地域医療連携 勁草書房 2015 二木, 立 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027212 498.130 自然科学 衛生学、公衆衛生、予防医学

2424 医療のなにが問題なのか ―超高齢社会日本の医療モデル― 勁草書房 2013 松田, 晋哉 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000024301 498.130 自然科学 衛生学、公衆衛生、予防医学

2425 看護必要度Q&A ―あなたの疑問に答えます― オーム社 2015 看護WiseClipper回答者チーム https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023119 498.140 自然科学 衛生学、公衆衛生、予防医学

2426 看護実践能力育成のための看護現任教育プログラム メヂカルフレンド社 2007 山西, 文子 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002811 498.140 自然科学 衛生学、公衆衛生、予防医学

2427 看護史の人びと 第1集 メヂカルフレンド社 1970 雪永, 政枝 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002813 498.140 自然科学 衛生学、公衆衛生、予防医学

2428 看護史の人びと 第2集 メヂカルフレンド社 1974 雪永, 政枝 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002814 498.140 自然科学 衛生学、公衆衛生、予防医学

2429 看護史の人びと 第3集 メヂカルフレンド社 1979 雪永, 政枝 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002815 498.140 自然科学 衛生学、公衆衛生、予防医学
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2430 ナースのためのマナー&接遇術 ―看護のこころとセンスを磨く― 中央法規出版 2012 関根, 健夫 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023957 498.140 自然科学 衛生学、公衆衛生、予防医学

2431
12人の医院経営ケースファイル ―私たちはどうやって経営トラブルを乗り越えて理
想のクリニックを創ることができたか―

中外医学社 2019 梅岡, 比俊 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000081800 498.163 自然科学 衛生学、公衆衛生、予防医学

2432 ナースのための図解健康の話 学研メディカル秀潤社 2008 芦川, 和高 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002206 498.300 自然科学 衛生学、公衆衛生、予防医学

2433 事例で学ぶ禁煙治療のためのカウンセリングテクニック [正] 看護の科学社 2009 谷口, 千枝 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000543 498.300 自然科学 衛生学、公衆衛生、予防医学

2434 リラクセーション ―緊張を自分で弛める法―（ブルーバックス B-1335） 講談社 2001 成瀬, 悟策 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028306 498.300 自然科学 衛生学、公衆衛生、予防医学

2435 睡眠の科学 ―なぜ眠るのかなぜ目覚めるのか―（ブルーバックス B-1705） 講談社 2010 桜井, 武 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028393 498.360 自然科学 衛生学、公衆衛生、予防医学

2436 顧みられない熱帯病 ―グローバルヘルスへの挑戦― 東京大学出版会 2015 ピーター J ホッテズ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000022718 498.420 自然科学 衛生学、公衆衛生、予防医学

2437 食 ―90億人が食べていくために―（サイエンス・パレット 025） 丸善出版 2015 John Krebs https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000026673 498.500 自然科学 衛生学、公衆衛生、予防医学

2438 成人病を防ぐ現代人の食事学 （丸善ライブラリー 256） 丸善出版 1998 井上, 勝六 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000145 498.500 自然科学 衛生学、公衆衛生、予防医学

2439
食べ物じてん ―新しい視点生きた知識 : 食品中の生理活性成分を知る : 管理栄養
士国家試験対策に役立つ―第2版

学建書院 2011 芳本, 信子 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000042780 498.500 自然科学 衛生学、公衆衛生、予防医学

2440 「砂糖は太る」の誤解 ―科学で見る砂糖の素顔―（ブルーバックス B-1330） 講談社 2001 高田, 明和 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028158 498.500 自然科学 衛生学、公衆衛生、予防医学

2441 食品学  新版（管理栄養士講座） 建帛社 2012 辻, 英明 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015543 498.510 自然科学 衛生学、公衆衛生、予防医学

2442
健康・調理の科学 : おいしさから健康へ ―おいしさから健康へ― 3訂版（管理栄養
士講座）

建帛社 2013 和田, 淑子 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015555 498.510 自然科学 衛生学、公衆衛生、予防医学

2443 コンパクト食品学総論・各論 朝倉書店 2015 青木, 正 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000030801 498.510 自然科学 衛生学、公衆衛生、予防医学

2444 食品添加物総覧 2015-2018 食品化学新聞社 2018 食品化学新聞社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000062783 498.519 自然科学 衛生学、公衆衛生、予防医学

2445 Excelで学ぶ食品微生物学 ―増殖・死滅の数学モデル予測― オーム社 2015 藤川, 浩 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027875 498.540 自然科学 衛生学、公衆衛生、予防医学

2446 食品安全ハンドブック 丸善出版 2010 食品安全ハンドブック編集委員会 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000344 498.540 自然科学 衛生学、公衆衛生、予防医学

2447 食品衛生学  新版（管理栄養士講座） 建帛社 2013 西島, 基弘 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015544 498.540 自然科学 衛生学、公衆衛生、予防医学

2448 栄養学の基本 ―オールカラー―（運動・からだ図解） マイナビ出版 2016 渡邊, 昌 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000031103 498.550 自然科学 衛生学、公衆衛生、予防医学

2449
栄養指導にすぐ活かせるイラスト機能性成分入門 ―機能性成分のはたらきがみる
みるわかる!―

メディカ出版 2017 川崎, 英二 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000041821 498.550 自然科学 衛生学、公衆衛生、予防医学

2450
栄養ケアのキーワード166 ―知ってるつもりの?ワードをコンパクトに解説!―
（Nutrition care 2015年秋季増刊）

メディカ出版 2015 本田, 佳子 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000024549 498.550 自然科学 衛生学、公衆衛生、予防医学

2451 管理栄養士国家試験過去問解説集 2020 ―5年分徹底解説― 中央法規出版 2019 管理栄養士国試対策研究会 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000085650 498.550 自然科学 衛生学、公衆衛生、予防医学

2452 管理栄養士国家試験過去問解説集 2019 ―5年分徹底解説― 中央法規出版 2018 管理栄養士国試対策研究会 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000063042 498.550 自然科学 衛生学、公衆衛生、予防医学

2453 管理栄養士国家試験過去問解説集 2018 中央法規出版 2017 管理栄養士国試対策研究会 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000044696 498.550 自然科学 衛生学、公衆衛生、予防医学

2454 管理栄養士国家試験過去問解説集 2017 ―5年分徹底解説― 中央法規出版 2016 管理栄養士国試対策研究会 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000031900 498.550 自然科学 衛生学、公衆衛生、予防医学

2455 栄養士・管理栄養士をめざす人の基礎トレーニングドリル 化学同人 2018 小野, 廣紀 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000054074 498.550 自然科学 衛生学、公衆衛生、予防医学

2456 管理栄養士国家試験合格のためのワークノート150日 第8版 女子栄養大学出版部 2019
女子栄養大学管理栄養士国家試験対
策委員会

https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000084299 498.550 自然科学 衛生学、公衆衛生、予防医学

2457 管理栄養士国家試験受験必修過去問集 2020 女子栄養大学出版部 2019
女子栄養大学管理栄養士国家試験対
策委員会

https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000084300 498.550 自然科学 衛生学、公衆衛生、予防医学

2458 女子栄養大学オープン模試問題集 ―管理栄養士国家試験―第2版 女子栄養大学出版部 2019
女子栄養大学管理栄養士国家試験対
策委員会

https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000084904 498.550 自然科学 衛生学、公衆衛生、予防医学

2459 脂質栄養と健康 建帛社 2005 宮澤, 陽夫 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002056 498.550 自然科学 衛生学、公衆衛生、予防医学

2460 人体栄養学の基礎  第2版（管理栄養士講座） 建帛社 2012 小林, 修平 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015539 498.550 自然科学 衛生学、公衆衛生、予防医学

2461 ライフステージ栄養学  改訂（管理栄養士講座） 建帛社 2011 藤田, 美明 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015546 498.550 自然科学 衛生学、公衆衛生、予防医学

2462 環境・スポーツ栄養学  改訂（管理栄養士講座） 建帛社 2010 金子, 佳代子 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015547 498.550 自然科学 衛生学、公衆衛生、予防医学

2463 栄養教育論 （管理栄養士講座） 建帛社 2013 中村, 丁次 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015548 498.550 自然科学 衛生学、公衆衛生、予防医学

2464 公衆栄養学 （管理栄養士講座） 建帛社 2006 山本, 茂 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015553 498.550 自然科学 衛生学、公衆衛生、予防医学

2465
人のアブラはなぜ嫌われるのか ―脂質「コレステロール・中性脂肪など」の正しい
科学―（知りたいサイエンス 132）

技術評論社 2015 近藤, 和雄 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000042608 498.550 自然科学 衛生学、公衆衛生、予防医学

2466 応用栄養学 第2版（栄養科学ファウンデーションシリーズ 2） 朝倉書店 2015 江上, いすず https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000030803 498.550 自然科学 衛生学、公衆衛生、予防医学

2467 コンパクト応用栄養学 第2版 朝倉書店 2016 鈴木, 和春 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000040154 498.550 自然科学 衛生学、公衆衛生、予防医学

2468 コンパクト公衆栄養学 第3版 朝倉書店 2016 梶本, 雅俊 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000041273 498.550 自然科学 衛生学、公衆衛生、予防医学

2469
マンガでわかるまるごと栄養図鑑 ―正しい健康の知識と管理をキャラクターが教え
る―

誠文堂新光社 2017 代居, 真知子 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000048272 498.550 自然科学 衛生学、公衆衛生、予防医学

2470 健康管理する人が必ず知っておきたい栄養学の○と× ―食品成分表七訂対応― 誠文堂新光社 2016 古畑, 公 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000040711 498.550 自然科学 衛生学、公衆衛生、予防医学

2471
「食べもの情報」ウソ・ホント ―氾濫する情報を正しく読み取る―（ブルーバックス
B-1231）

講談社 1998 高橋, 久仁子 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028160 498.550 自然科学 衛生学、公衆衛生、予防医学

2472
「食べもの神話」の落とし穴 ―巷にはびこるフードファディズム―（ブルーバックス
B-1418）

講談社 2003 高橋, 久仁子 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028161 498.550 自然科学 衛生学、公衆衛生、予防医学

2473 栄養教育論実習 第2版（栄養科学シリーズNEXT） 講談社 2015 片井, 加奈子 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028314 498.550 自然科学 衛生学、公衆衛生、予防医学

2474 応用栄養学 第4版（栄養科学シリーズNEXT） 講談社 2015 木戸, 康博 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028315 498.550 自然科学 衛生学、公衆衛生、予防医学

2475 基礎栄養学 第3版（栄養科学シリーズNEXT） 講談社 2015 木戸, 康博 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028343 498.550 自然科学 衛生学、公衆衛生、予防医学

2476 公衆栄養学 第5版（栄養科学シリーズNEXT） 講談社 2015 酒井, 徹 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028796 498.550 自然科学 衛生学、公衆衛生、予防医学

2477
消化・吸収・代謝のしくみと栄養素のはたらき ―イラスト図鑑の決定版!―（Nutrition
care 2016年秋季増刊(通巻101号)）

メディカ出版 2016 山中, 英治 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000036284 498.560 自然科学 衛生学、公衆衛生、予防医学

2478
間違いだらけの栄養療法40 ―聞けそうで聞けなかった迷える栄養ケア―（Nutrition
care 2018年春季増刊）

メディカ出版 2018 田村, 佳奈美 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000054096 498.580 自然科学 衛生学、公衆衛生、予防医学

2479 臨床栄養学 1 （Visual栄養学テキスト） 中山書店 2016 本田, 佳子 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027898 498.580 自然科学 衛生学、公衆衛生、予防医学

2480 臨床栄養学 2 （Visual栄養学テキスト） 中山書店 2016 本田, 佳子 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027899 498.580 自然科学 衛生学、公衆衛生、予防医学

2481 臨床栄養学 1  改訂版（管理栄養士講座） 建帛社 2012 鈴木, 博 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015551 498.580 自然科学 衛生学、公衆衛生、予防医学

2482 臨床栄養学 2  改訂版（管理栄養士講座） 建帛社 2012 鈴木, 博 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015552 498.580 自然科学 衛生学、公衆衛生、予防医学

2483 コンパクト臨床栄養学 朝倉書店 2014 長浜, 幸子 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000022796 498.580 自然科学 衛生学、公衆衛生、予防医学

2484
栄養素ぷらすまいなす調整レシピ300 ―基本を押さえて疾患別の献立展開が自由
自在!―

メディカ出版 2016 田村, 佳奈美 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027703 498.583 自然科学 衛生学、公衆衛生、予防医学
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2485 からだによいオイル ―健康と美容をかなえる油の教科書― 慶應義塾大学出版会 2016 井上　浩義 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000030857 498.583 自然科学 衛生学、公衆衛生、予防医学

2486
病院・福祉施設でつくるかんたん嚥下調整食レシピ100 ―限られた人員・調理時
間・予算のなかで実現できる!―

メディカ出版 2014 徳永, 佐枝子 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023579 498.590 自然科学 衛生学、公衆衛生、予防医学

2487 高齢者の食と栄養管理 建帛社 2001 日本栄養食糧学会 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002054 498.590 自然科学 衛生学、公衆衛生、予防医学

2488 給食経営管理論  改訂（管理栄養士講座） 建帛社 2011 小松, 龍史 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015554 498.590 自然科学 衛生学、公衆衛生、予防医学

2489 感染対策の必守手技 ―写真だからみるみるわかる!― メディカ出版 2012 柴谷, 涼子 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007291 498.600 自然科学 衛生学、公衆衛生、予防医学

2490 ノー・タイム・トゥ・ルーズ ―エボラとエイズと国際政治― 慶應義塾大学出版会 2015 ピーター・ピオット https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000020173 498.600 自然科学 衛生学、公衆衛生、予防医学

2491 どうなるどうするストレスチェック ―ストレスと心の健康―
富士通エフ・オ－・エ
ム

2015 サートプロ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000024351 498.800 自然科学 衛生学、公衆衛生、予防医学

2492 司法精神医学概論 （司法精神医学 第１巻） 中山書店 2006 松下, 正明 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000135 498.990 自然科学 衛生学、公衆衛生、予防医学

2493 刑事事件と精神鑑定 （司法精神医学 第２巻） 中山書店 2005 中谷, 陽二 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000136 498.990 自然科学 衛生学、公衆衛生、予防医学

2494 犯罪と犯罪者の精神医学 （司法精神医学 第３巻） 中山書店 2005 山上, 皓 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000137 498.990 自然科学 衛生学、公衆衛生、予防医学

2495 民事法と精神医学 （司法精神医学 第４巻） 中山書店 2005 松下, 正明 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000138 498.990 自然科学 衛生学、公衆衛生、予防医学

2496 司法精神医療 （司法精神医学 第５巻） 中山書店 2005 山内, 俊雄 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000139 498.990 自然科学 衛生学、公衆衛生、予防医学

2497 鑑定例集 （司法精神医学 第６巻） 中山書店 2006 中谷, 陽二 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000140 498.990 自然科学 衛生学、公衆衛生、予防医学

2498
薬局調剤の基本 ―処方せん受付から調剤，鑑査，服薬指導まで―（ビジュアル薬
剤師実務シリーズ 1）

羊土社 2008 上村, 直樹 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001027 499.070 自然科学 薬学

2499
薬局管理の基本 ―医薬品管理・情報の活用から地域における役割まで―（ビジュ
アル薬剤師実務シリーズ 2）

羊土社 2008 上村, 直樹 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001028 499.070 自然科学 薬学

2500
病院調剤と医薬品管理の基本 ―調剤の流れ，院内製剤から医薬品情報の活用ま
で―（ビジュアル薬剤師実務シリーズ 3）

羊土社 2009 阿部, 宏子 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001029 499.070 自然科学 薬学

2501
病棟業務の基本 ―薬剤管理指導，薬学的ケアからリスクマネジメント，チーム医療
における役割まで―（ビジュアル薬剤師実務シリーズ 4）

羊土社 2009 阿部, 宏子 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001030 499.070 自然科学 薬学

2502 ファルマゲドン ―背信の医薬― みすず書房 2015 デイヴィッド・ヒーリー https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000022720 499.090 自然科学 薬学

2503 がんばろう薬剤師 ―医療貢献のための道を探る― 講談社 2013 高村, 徳人 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028187 499.090 自然科学 薬学

2504 休み時間の薬事法規・制度 （休み時間シリーズ） 講談社 2014 白神, 誠 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028773 499.091 自然科学 薬学

2505
ジェネリック医薬品の新たなロードマップ ―2020年,ジェネリック医薬品80%時代に向
けて―

医学通信社 2016 武藤, 正樹 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000042572 499.100 自然科学 薬学

2506
薬剤師が解決するポリファーマシー ―ここからはじめる! : 症例から学ぶ、処方適正
化のための介入のABC―

羊土社 2016 平井, みどり https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000034374 499.200 自然科学 薬学

2507 医薬品の合成戦略 ―医薬中間体から原薬まで― 化学同人 2015 有機合成化学協会 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000026471 499.340 自然科学 薬学

2508 薬用植物辞典 エヌ・ティー・エス 2016 NTS薬用植物辞典編集委員会 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000036836 499.870 自然科学 薬学

2509 「工学」のおもしろさを学ぶ  第2版 東京電機大学出版局 2011 東京電機大学 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001687 500.000 技術、工学 技術、工学

2510 はじめてのセンサ技術 東京電機大学出版局 2011 増田, 良介 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001695 501.000 技術、工学 工業基礎学

2511 工学系のための基礎数学 実教出版 2000 宮本, 一郎 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000004535 501.100 技術、工学 工業基礎学

2512 事例で学ぶ数学活用法 朝倉書店 2015 大熊, 政明 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027895 501.100 技術、工学 工業基礎学

2513 Mathematica3による工科の数学  第2版 東京電機大学出版局 1999 田澤, 義彦 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001452 501.100 技術、工学 工業基礎学

2514 よくわかる機械数学 東京電機大学出版局 2013 江口, 弘文 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006500 501.100 技術、工学 工業基礎学

2515 ものづくりの数学のすすめ ―技術革新をリードする現代数学活用法― 現代数学社 2017 松谷, 茂樹 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000041470 501.100 技術、工学 工業基礎学

2516 センサ入門 改訂2版（図解メカトロニクス入門シリーズ） オーム社 1999 雨宮, 好文 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027719 501.220 技術、工学 工業基礎学

2517 高校数学でマスターする計測工学 ―基礎から応用まで― コロナ社 2016 小坂, 学 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000040122 501.220 技術、工学 工業基礎学

2518 メカトロニクス計測の基礎 （ロボティクスシリーズ 3） コロナ社 2013 石井, 明 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000043425 501.220 技術、工学 工業基礎学

2519 応用センサ工学 （ロボティクスシリーズ 5） コロナ社 2012 川村, 貞夫 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000017697 501.220 技術、工学 工業基礎学

2520 図解よくわかる機械計測 共立出版 2016 武藤, 一夫 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000044777 501.220 技術、工学 工業基礎学

2521 ワイヤレスセンサシステム = Wireless sensor systems 東京電機大学出版局 2012 佐藤, 光 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006494 501.220 技術、工学 工業基礎学

2522 計測システム工学の基礎 第3版 森北出版 2012 西原, 主計 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000032917 501.220 技術、工学 工業基礎学

2523 流体の基礎と応用  改訂（わかりやすい機械教室） 東京電機大学出版局 1997 森田, 泰司 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001147 501.230 技術、工学 工業基礎学

2524 伝熱工学 （機械系大学講義シリーズ 20） コロナ社 2009 黒崎, 晏夫 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000010613 501.260 技術、工学 工業基礎学

2525 基礎から学ぶ工業熱力学 コロナ社 2011 佐野, 正利 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000017673 501.260 技術、工学 工業基礎学

2526 熱力学 （機械工学基礎課程） 朝倉書店 2015 松村, 幸彦 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000026470 501.260 技術、工学 工業基礎学

2527 熱力学考え方解き方 （わかりやすい機械教室） 東京電機大学出版局 1997 小林, 恒和 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001145 501.260 技術、工学 工業基礎学

2528 わかりやすい熱力学 第3版 森北出版 2012 一色, 尚次 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000032906 501.260 技術、工学 工業基礎学

2529 線形方程式の反復解法 （計算力学レクチャーコース） 丸善出版 2013 日本計算工学会 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000009038 501.300 技術、工学 工業基礎学

2530 工業力学 （専門基礎ライブラリー） 実教出版 2006 金原, 粲 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000004601 501.300 技術、工学 工業基礎学

2531
工学系の力学 ―実例でわかる, 基礎からはじめる工業力学―（専門基礎ライブラ
リー）

実教出版 2013 末益, 博志 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000031671 501.300 技術、工学 工業基礎学

2532 計算力学ハンドブック 朝倉書店 2007 矢川, 元基 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000014473 501.300 技術、工学 工業基礎学

2533 工業力学入門 第3版 森北出版 2014 伊藤, 勝悦 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000032914 501.300 技術、工学 工業基礎学

2534 マンガでわかる材料力学 オーム社 2012 末益, 博志 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007361 501.320 技術、工学 工業基礎学

2535 基礎から学ぶ材料力学 オーム社 2013 立野, 昌義 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016497 501.320 技術、工学 工業基礎学

2536 材料強度 （機械系大学講義シリーズ 5） コロナ社 2006 大路, 清嗣 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000010611 501.320 技術、工学 工業基礎学

2537 衝撃工学の基礎と応用 共立出版 2014 横山, 隆 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000022775 501.320 技術、工学 工業基礎学

2538 材料力学考え方解き方 ―演習付― 第3版（わかりやすい機械教室） 東京電機大学出版局 1994 萩原, 國雄 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001142 501.320 技術、工学 工業基礎学

2539 Mathematicaによる材料力学 東京電機大学出版局 1997 小峯, 龍男 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001449 501.321 技術、工学 工業基礎学

2540 工業材料入門 東京電機大学出版局 2009 冨士, 明良 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001602 501.400 技術、工学 工業基礎学

2541 先端素材業界ハンドブック （1秒でわかる!） 東洋経済新報社 2011 泉谷, 渉 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002182 501.400 技術、工学 工業基礎学

2542 計算シミュレーションと分析データ解析 （表面分析技術選書） 丸善出版 2008 日本表面科学会 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000177 501.570 技術、工学 工業基礎学

2543 エネルギーと環境の疑問Q&A50 ―数字でなっとく本質がわかる!― 丸善出版 2008 笠原, 三紀夫 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000290 501.600 技術、工学 工業基礎学

2544 環境エネルギー 共立出版 2016 化学工学会 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000031970 501.600 技術、工学 工業基礎学
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2545 エネルギー科学と地球温暖化 ―エネルギーを知れば世界が変わる― 共立出版 2015 氏田, 博士 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027672 501.600 技術、工学 工業基礎学

2546
再生可能エネルギーと国土利用 ―事業者・自治体・土地所有者間の法制度と運用
―

勁草書房 2016 高橋, 寿一 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000031940 501.600 技術、工学 工業基礎学

2547
再生可能エネルギーが一番わかる ―太陽光、風力、地熱、バイオマス発電の実務
と実際―（しくみ図解）

技術評論社 2013 今泉, 大輔 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000018425 501.600 技術、工学 工業基礎学

2548 再生可能エネルギーの社会化 ―社会的受容性から問いなおす― 有斐閣 2014 丸山, 康司 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000017888 501.600 技術、工学 工業基礎学

2549
分散型エネルギー入門 ―電力の地産地消と再生可能エネルギーの活用―（ブ
ルーバックス B-1772）

講談社 2012 伊藤, 義康 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028527 501.600 技術、工学 工業基礎学

2550 わかりやすい図学と製図 オーム社 2011 住野, 和男 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000005004 501.800 技術、工学 工業基礎学

2551 タイムアクシス・デザインの時代 ―世界一やさしい国のモノ・コトづくり― 丸善出版 2012 松岡, 由幸 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000639 501.800 技術、工学 工業基礎学

2552
SolidWorksによる3次元CAD ―modeling drawing robocon = Three dimensional CAD
by SolidWorks―第2版

実教出版 2012 門脇, 重道 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000031661 501.800 技術、工学 工業基礎学

2553 デザイン人間工学 ―魅力ある製品・UX・サービス構築のために― 共立出版 2014 山岡, 俊樹 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000020195 501.830 技術、工学 工業基礎学

2554 古代世界の超技術 ―あっと驚く「巨石文明」の智慧―（ブルーバックス B-1845） 講談社 2013 志村, 史夫 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028790 502.000 技術、工学 技術史、工学史

2555
世界を制した「日本的技術発想」 ―日本人が知らない日本の強み―（ブルーバック
ス B-1622）

講談社 2008 志村, 幸雄 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028405 502.100 技術、工学 技術史、工学史

2556
古代日本の超技術 ―あっと驚くご先祖様の智慧―改訂新版（ブルーバックス B-
1797）

講談社 2012 志村, 史夫 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028791 502.100 技術、工学 技術史、工学史

2557 技術システムの神話と現実 ―原子力から情報技術まで― みすず書房 2015 吉岡, 斉 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023039 504.000 技術、工学 論文集、評論集、講演集

2558
「未来マシン」はどこまで実現したか? ―エアカー・超々音速機・腕時計型通信機・自
動調理器・ロボット―

オーム社 2012 石川, 憲二 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002729 504.000 技術、工学 論文集、評論集、講演集

2559 ナノテクノロジー （化学マスター講座） 丸善出版 2010 大嶌, 幸一郎 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000009043 504.000 技術、工学 論文集、評論集、講演集

2560 システムのレジリエンス ―さまざまな擾乱からの回復力― 近代科学社 2016
情報・システム研究機構新領域融合研
究センターシステムズ・レジリエンスプロ
ジェクト

https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000033166 504.000 技術、工学 論文集、評論集、講演集

2561 大学講義技術者の倫理入門 第5版 丸善出版 2016 杉本, 泰治 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027441 507.000 技術、工学 研究法、指導法、技術教育

2562 理系のための科学技術者倫理 ―JABEE基準対応― 丸善出版 2015 直江, 清隆 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000026657 507.000 技術、工学 研究法、指導法、技術教育

2563 工学倫理 ―実例で学ぶ技術者の行動規範― 東京電機大学出版局 2011 河村, 尚登 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001691 507.000 技術、工学 研究法、指導法、技術教育

2564 知的財産権のしくみ ―図解で早わかり : 最新版― 三修社 2015 渡辺, 弘司 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023609 507.200 技術、工学 研究法、指導法、技術教育

2565 理系のための知的財産権 南山堂 2019 服部, 誠 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000081365 507.200 技術、工学 研究法、指導法、技術教育

2566 知的財産関係条約 有斐閣 2015 茶園, 成樹 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027195 507.200 技術、工学 研究法、指導法、技術教育

2567 外国特許出願のための特許英語表現文例集 丸善出版 2011 吉田, 弘 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000004945 507.230 技術、工学 研究法、指導法、技術教育

2568 特許翻訳の実務 ―英文明細書・特許法のキーポイント― 講談社 2014 沢井, 昭司 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028504 507.230 技術、工学 研究法、指導法、技術教育

2569 意匠 有斐閣 1969 高田, 忠 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000019496 507.250 技術、工学 研究法、指導法、技術教育

2570
技術者のためのわかりやすい文書の書き方 ―6つのルールと17の書き方で劇的に
変わる―

オーム社 2015 森谷, 仁 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000024496 507.700 技術、工学 研究法、指導法、技術教育

2571 プロが教える技術翻訳のスキル 講談社 2013 時國, 滋夫 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028282 507.700 技術、工学 研究法、指導法、技術教育

2572
世界で生きぬく理系のための英文メール術 ―短く、正確に、要点を押さえて―（ブ
ルーバックス B-1934）

講談社 2015 吉形, 一樹 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028403 507.700 技術、工学 研究法、指導法、技術教育

2573 作る!動かす!楽しむ!おもしろ工作実験 オーム社 2009 森, 政弘 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000005012 507.900 技術、工学 研究法、指導法、技術教育

2574 タミヤ工作パーツで作るしくみがわかるロボット工作教室 オーム社 2012 メカヅキ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007401 507.900 技術、工学 研究法、指導法、技術教育

2575 アクリルロボット工作ガイド オーム社 2014 三井, 康亘 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000024486 507.900 技術、工学 研究法、指導法、技術教育

2576 たのしくできるPICメカキット工作 東京電機大学出版局 2005 鈴木, 美朗志 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001335 507.900 技術、工学 研究法、指導法、技術教育

2577 設備投資と金融市場 ―情報の非対称性と不確実性― 東京大学出版会 2001 鈴木, 和志 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000059 509.300 技術、工学 工業、工業経済

2578 モノづくりの経営思想 ―日本製造業が勝ち残る道― 東洋経済新報社 2012 木下, 幹彌 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015617 509.500 技術、工学 工業、工業経済

2579 システムの信頼性と安全性 （シリーズ「現代の品質管理」 4） 朝倉書店 2014 田中, 健次 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025066 509.600 技術、工学 工業、工業経済

2580 3Dプリンタによるプロトタイピング オーム社 2014 東京都立産業技術研究センター https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000018549 509.630 技術、工学 工業、工業経済

2581 入門テキスト安全学 東洋経済新報社 2016 向殿, 政男 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000031114 509.800 技術、工学 工業、工業経済

2582 測量学 新版 丸善出版 2016 田村, 正行 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000034369 512.000 技術、工学 測量

2583
図解・首都高速の科学 ―建設技術から渋滞判定のしくみまで―（ブルーバックス
B-1840）

講談社 2013 川辺, 謙一 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028380 514.600 技術、工学 道路工学

2584 図解・TGVvs.新幹線 ―日仏高速鉄道を徹底比較―（ブルーバックス B-1615） 講談社 2008 佐藤, 芳彦 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028369 516.700 技術、工学 鉄道工学

2585
図解・地下鉄の科学 ―トンネル構造から車両のしくみまで―（ブルーバックス B-
1717）

講談社 2011 川辺, 謙一 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028385 516.720 技術、工学 鉄道工学

2586
水資源の国際経済学 ―気候・人口問題と水利用のネットワーク化―（総合研究現
代日本経済分析 第2期）

慶應義塾大学出版会 2015 佐藤, 正弘 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000020174 517.000 技術、工学 河海工学、河川工学

2587 川と開発を考える ―ダム建設の時代は終わったか―（J-JEC環境叢書シリーズ 7） 実教出版 1995
日本弁護士連合会公害対策・環境保全
委員会

https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000004435 517.090 技術、工学 河海工学、河川工学

2588 水理学演習 東京電機大学出版局 1999 有田, 正光 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001178 517.100 技術、工学 河海工学、河川工学

2589 水理学の基礎 東京電機大学出版局 2006 有田, 正光 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001185 517.100 技術、工学 河海工学、河川工学

2590 Excelで解く水処理技術 東京電機大学出版局 2011 徳村, 雅弘 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001693 518.000 技術、工学 衛生工学、都市工学

2591 用水・排水の産業別処理技術 ―ポイント解説― 東京電機大学出版局 2011 和田, 洋六 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001704 518.000 技術、工学 衛生工学、都市工学

2592 水処理技術 ―ポイント解説― 東京電機大学出版局 2011 和田, 洋六 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001705 518.000 技術、工学 衛生工学、都市工学

2593 水ビジネスの現状と展望 ―水メジャーの戦略・日本としての課題― 丸善出版 2010 服部, 聡之 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006245 518.100 技術、工学 衛生工学、都市工学

2594 水ビジネスの戦略とビジョン ―日本の進むべき道― 丸善出版 2011 服部, 聡之 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006246 518.100 技術、工学 衛生工学、都市工学

2595 水処理・水浄化・水ビジネスの市場 [2003] シーエムシー出版 2003 シーエムシー出版　編集部 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000191 518.150 技術、工学 衛生工学、都市工学

2596 入門水処理技術 東京電機大学出版局 2012 和田, 洋六 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006523 518.150 技術、工学 衛生工学、都市工学

2597 日本の水ビジネス = Water business 東洋経済新報社 2010 中村, 吉明 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015358 518.150 技術、工学 衛生工学、都市工学

2598 ごみ見える化 ―有料化で推進するごみ減量― 丸善出版 2010 山谷, 修作 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000284 518.520 技術、工学 衛生工学、都市工学

2599 ごみ効率化 ―有料化とごみ処理経費削減― 丸善出版 2014 山谷, 修作 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000026651 518.520 技術、工学 衛生工学、都市工学

2600 廃棄物安全処理・リサイクルハンドブック 丸善出版 2010 藤吉, 秀昭 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000343 518.520 技術、工学 衛生工学、都市工学
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2601 まちづくりの百科事典 丸善出版 2008 似田貝, 香門 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000345 518.800 技術、工学 衛生工学、都市工学

2602 危機の都市史 ―災害・人口減少と都市・建築― 吉川弘文館 2019 「都市の危機と再生」研究会 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000074371 518.800 技術、工学 衛生工学、都市工学

2603 まちづくり図解 鹿島出版会 2017 佐藤, 滋 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000044104 518.800 技術、工学 衛生工学、都市工学

2604 都市計画変革論 ―ポスト都市化時代の始まり― 鹿島出版会 2017 小林, 敬一 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000044105 518.800 技術、工学 衛生工学、都市工学

2605 環境概論 中央経済社 2006 勝田, 悟 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000266 519.000 技術、工学 公害、環境工学

2606 環境汚染化学 ―有機汚染物質の動態から探る― 丸善出版 2015 水川, 薫子 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000026671 519.000 技術、工学 公害、環境工学

2607 地球環境学入門 丸善出版 2015 東樋口, 護 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000020190 519.000 技術、工学 公害、環境工学

2608 環境と健康 続 ―誤解・常識・非常識― 丸善出版 2003 安井, 至 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000165 519.000 技術、工学 公害、環境工学

2609 環境倫理学入門 ―生命と環境のあいだ― 勁草書房 2011 高橋, 広次 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000024295 519.000 技術、工学 公害、環境工学

2610 都市の環境倫理 ―持続可能性、都市における自然、アメニティ― 勁草書房 2014 吉永, 明弘 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000017457 519.000 技術、工学 公害、環境工学

2611 いま環境研究に期待すること （J・JECブックレット : J・JEC環境シリーズ 2） 実教出版 1994 鈴木, 武夫 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000004420 519.000 技術、工学 公害、環境工学

2612 地球環境問題入門 （J・JECブックレット : J・JEC環境シリーズ 3） 実教出版 1994 和田, 武 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000004421 519.000 技術、工学 公害、環境工学

2613 地球環境と国際法 （J・JECブックレット : J・JEC環境シリーズ 6） 実教出版 1995 磯崎, 博司 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000004424 519.000 技術、工学 公害、環境工学

2614 環境科学 （専門基礎ライブラリー） 実教出版 2006 金原, 粲 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000004602 519.000 技術、工学 公害、環境工学

2615
東日本大震災と環境汚染 ―アースドクターの診断―（早稲田大学ブックレット : 「震
災後」に考える 19）

早稲田大学出版部 2012 香村, 一夫 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000008412 519.000 技術、工学 公害、環境工学

2616 生物多様性保全の経済学 有斐閣 2014 大沼, あゆみ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000017882 519.000 技術、工学 公害、環境工学

2617 文系のための環境科学入門 新版（有斐閣コンパクト） 有斐閣 2016 藤倉, 良 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000031952 519.000 技術、工学 公害、環境工学

2618
環境学 ―21世紀の教養 = Environmental studies : liberal arts in the 21st century
―

朝倉書店 2014 京都大学で環境学を考える研究者たち https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000022795 519.000 技術、工学 公害、環境工学

2619 環境科学の基礎 東京電機大学出版局 2002 岡本, 博司 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001181 519.000 技術、工学 公害、環境工学

2620 環境経済・政策学事典 丸善出版 2018 環境経済・政策学会 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000058111 519.036 技術、工学 公害、環境工学

2621 環境と開発への提言 ―知と活動の連携に向けて― 東京大学出版会 2015 ロバート・ワトソン https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000018193 519.040 技術、工学 公害、環境工学

2622 沿岸域管理法制度論 ―森・川・海をつなぐ環境保護のネットワーク― 勁草書房 2015 三浦, 大介 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023063 519.120 技術、工学 公害、環境工学

2623 環境法 　◆新版配信中(第2版)（有斐閣ストゥディア） 有斐閣 2015 北村, 喜宣 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027190 519.120 技術、工学 公害、環境工学

2624 環境法入門 第3版（有斐閣アルマ Basic） 有斐閣 2015 交告, 尚史 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000020180 519.120 技術、工学 公害、環境工学

2625 EU環境法の最前線 ―日本への示唆― 法律文化社 2016 中西, 優美子 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027921 519.120 技術、工学 公害、環境工学

2626 環境リスク再考 ―化学物質のリスクを制御する新体系― 丸善出版 2009 鈴木, 規之 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000346 519.150 技術、工学 公害、環境工学

2627 石油汚染と水産生物 （水産学シリーズ 16） 恒星社厚生閣 1976 日本水産学会 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000014293 519.300 技術、工学 公害、環境工学

2628 水しらべの基礎知識 ―環境学習から浄化の実践まで― オーム社 2009 山田, 一裕 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000003924 519.400 技術、工学 公害、環境工学

2629
苦情社会の騒音トラブル学 ―解決のための処方箋、騒音対策から煩音対応まで
―

新曜社 2012 橋本, 典久 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023018 519.600 技術、工学 公害、環境工学

2630 循環型社会づくりと医療廃棄物 日本看護協会出版会 2001 清水, 嘉与子 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000003643 519.700 技術、工学 公害、環境工学

2631 14年目の訪問 ―森永ひ素ミルク中毒追跡調査の記録― 復刻版 せせらぎ出版 1988 森永ミルク中毒事後調査の会 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006004 519.790 技術、工学 公害、環境工学

2632
自然と人との共生を考える ―ラムサール条約と世界遺産条約の求めるもの : シン
ポジウム―（J・JECブックレット : J・JEC環境シリーズ 5）

実教出版 1994 加藤, 陸奥雄 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000004423 519.800 技術、工学 公害、環境工学

2633 里山里海 ―生きるための知恵と作法、循環型の暮らし― 勁草書房 2016 養父, 志乃夫 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028090 519.810 技術、工学 公害、環境工学

2634 日本の保護地域アトラス （日本自然保護協会資料集 第51号） 日本自然保護協会 2013 亀山, 章 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000022978 519.810 技術、工学 公害、環境工学

2635 久米島の人と自然 ―小さな島の環境保全活動― 築地書館 2015 権田, 雅之 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000026112 519.820 技術、工学 公害、環境工学

2636
災害に強い社会をつくるために ―科学者の役割・大学の使命―（早稲田大学ブック
レット : 「震災後」に考える 22）

早稲田大学出版部 2012 鎌田, 薫 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000008415 519.900 技術、工学 公害、環境工学

2637 図解これだけでわかる建築基準法 学芸出版社 2015 小嶋, 和平 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025518 520.910 技術、工学 建築学

2638 ウィリアム・メレル・ヴォーリズの建築 ―ミッション建築の精華― 創元社 2018 山形, 政昭 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000078792 523.100 技術、工学 西洋の建築、その他の様式の建築

2639 アメリカの歴史的環境保全 （J・JECブックレット : J・JEC環境シリーズ 4） 実教出版 1994 西村, 幸夫 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000004422 523.530 技術、工学 西洋の建築、その他の様式の建築

2640 図説建築構造力学 学芸出版社 2014 浅野, 清昭 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025517 524.100 技術、工学 建築構造

2641 デザイナーのための建築環境計画 ―熱・日射・光・風― 丸善出版 2015 猪岡, 達夫 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025054 525.100 技術、工学 建築計画・施工

2642 建築設計学講義 鹿島出版会 2017 岡河, 貢 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000044106 525.100 技術、工学 建築計画・施工

2643
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）

講談社 2010 大野, 隆司 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028854 527.000 技術、工学 住宅建築

2644 マンガでわかる電気設備 オーム社 2016 五十嵐, 博一 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000031974 528.430 技術、工学 建築設備、設備工学

2645 絵とき機械工学のやさしい知識 改訂2版 オーム社 2014 小町, 弘 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000024484 530.000 技術、工学 機械工学

2646 機械系技術者のためのものづくりべからず集105 丸善出版 2011 ものづくり懇話会 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000010492 530.000 技術、工学 機械工学

2647 機械力学 ―基礎と演習― 東京電機大学出版局 1990 三船, 博史 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001551 531.000 技術、工学 機械力学・材料・設計

2648 機械力学と構造 東京電機大学出版局 1999 小峯, 龍男 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001557 531.000 技術、工学 機械力学・材料・設計

2649 振動学 （機械系大学講義シリーズ 11） コロナ社 2002 下郷, 太郎 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000010612 531.180 技術、工学 機械力学・材料・設計

2650 機械材料学 丸善出版 2014 荘司, 郁夫 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000013606 531.200 技術、工学 機械力学・材料・設計

2651 図解機械材料  第３版 東京電機大学出版局 2001 打越, 二弥 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001315 531.200 技術、工学 機械力学・材料・設計

2652 機構学 ―大学課程―改訂2版 オーム社 2016 稲田, 重男 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000040172 531.300 技術、工学 機械力学・材料・設計

2653 基礎から学ぶ機構学 オーム社 2010 鈴木, 健司 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000012706 531.300 技術、工学 機械力学・材料・設計

2654 機構学  改訂（機械系大学講義シリーズ 12） コロナ社 2005 安田, 仁彦 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000010615 531.300 技術、工学 機械力学・材料・設計

2655 実例で学ぶ機械力学・振動学 ―ロボットから身近な乗り物まで― コロナ社 2014 山本, 郁夫 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000022779 531.300 技術、工学 機械力学・材料・設計

2656 わかりやすい機構学 共立出版 2016 伊藤, 智博 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000043984 531.300 技術、工学 機械力学・材料・設計

2657 力学・材料・機械要素など （基礎シリーズ　. 機械要素概論 1） 実教出版 1998 林, 洋次 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000004478 531.300 技術、工学 機械力学・材料・設計

2658 機構・伝達・ブレーキなど （基礎シリーズ　. 機械要素概論 2） 実教出版 1998 林, 洋次 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000004479 531.300 技術、工学 機械力学・材料・設計

2659 機械力学 （専門基礎ライブラリー） 実教出版 2007 金原, 粲 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000004600 531.300 技術、工学 機械力学・材料・設計

2660 機械要素入門 1 （First Stageシリーズ 機械） 実教出版 2014 林, 洋次 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000018890 531.300 技術、工学 機械力学・材料・設計

2661 機械要素入門 2 （First Stageシリーズ 機械） 実教出版 2014 林, 洋次 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000018891 531.300 技術、工学 機械力学・材料・設計
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2662 機械力学 ―考え方・解き方― 第3版（わかりやすい機械教室） 東京電機大学出版局 1994 小山, 十郎 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001143 531.300 技術、工学 機械力学・材料・設計

2663 初めて学ぶ基礎機械システム 東京電機大学出版局 2001 小川, 鉱一 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001316 531.300 技術、工学 機械力学・材料・設計

2664 機械の力学計算法 （機械計算法シリーズ） 東京電機大学出版局 1997 橋本, 広明 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001377 531.300 技術、工学 機械力学・材料・設計

2665 Mathematicaによるメカニズム 東京電機大学出版局 1997 小峯, 龍男 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001446 531.300 技術、工学 機械力学・材料・設計

2666 機構学入門 東京電機大学出版局 2008 高, 行男 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001571 531.300 技術、工学 機械力学・材料・設計

2667 基礎から学べる機械力学 森北出版 2015 伊藤, 勝悦 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000032970 531.300 技術、工学 機械力学・材料・設計

2668 演習で学ぶ機械力学 第3版 森北出版 2014 小寺, 忠 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000032915 531.300 技術、工学 機械力学・材料・設計

2669 機構学 森北出版 2012 岩本, 太郎 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000032920 531.300 技術、工学 機械力学・材料・設計

2670 実務に役立つ機械設計の考え方×進め方 オーム社 2016 鈴木, 剛志 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000030832 531.900 技術、工学 機械力学・材料・設計

2671 Excelで解く機械設計計算 オーム社 2011 岡田, 昌樹 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002707 531.900 技術、工学 機械力学・材料・設計

2672 基礎から学ぶ実用機械の設計 オーム社 2012 渡辺, 康博 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000005003 531.900 技術、工学 機械力学・材料・設計

2673 やさしい機械設計の考え方・進め方 オーム社 2008 住野, 和男 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000005017 531.900 技術、工学 機械力学・材料・設計

2674 入門立体形状のラピッドプロトタイピング オーム社 2013 一見, 大輔 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007364 531.900 技術、工学 機械力学・材料・設計

2675 絵ときでわかる機械設計 第2版 オーム社 2014 池田, 茂 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000024475 531.900 技術、工学 機械力学・材料・設計

2676 機械設計ハンドブック ―JIS対応― 共立出版 2014 武田, 信之 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000018541 531.900 技術、工学 機械力学・材料・設計

2677 機械設計入門 （First Stageシリーズ 機械） 実教出版 2014 塚田, 忠夫 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000018574 531.900 技術、工学 機械力学・材料・設計

2678 機械の設計考え方・解き方  第3版（わかりやすい機械教室） 東京電機大学出版局 2006 須藤, 亘啓 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001148 531.900 技術、工学 機械力学・材料・設計

2679 機械強度設計のためのCAE入門 ―有限要素法活用のノウハウ― 東京電機大学出版局 2008 栗山, 好夫 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001321 531.900 技術、工学 機械力学・材料・設計

2680 機械設計法 第3版 森北出版 2015 塚田, 忠夫 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000032909 531.900 技術、工学 機械力学・材料・設計

2681 やさしい機械図面の見方・描き方 オーム社 2005 住野, 和男 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000005019 531.980 技術、工学 機械力学・材料・設計

2682 やさしい機械図面の見方・描き方 改訂2版 オーム社 2014 住野, 和男 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016508 531.980 技術、工学 機械力学・材料・設計

2683 機械製図入門 （First Stageシリーズ 機械） 実教出版 2014 林, 洋次 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000018575 531.980 技術、工学 機械力学・材料・設計

2684 いまからはじめるNC工作 ―JW_CADとNCVCでかんたん切削― オーム社 2007 眞柄, 賢一 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002652 532.000 技術、工学 機械工作、工作機械

2685
入門NCプログラミング ―職業訓練用フリーソフト「CAM13」を利用したマニュアルプ
ログラミング―

オーム社 2011 一見, 大輔 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002705 532.000 技術、工学 機械工作、工作機械

2686 工作機械工学  改訂版（機械系大学講義シリーズ 25） コロナ社 2004 伊東, 誼 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000010614 532.000 技術、工学 機械工作、工作機械

2687 機械加工学の基礎 コロナ社 2013 奥山, 繁樹 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000017728 532.000 技術、工学 機械工作、工作機械

2688
ミニフライス盤CNC化実践マニュアル ―ものづくりをステップアップ―（Think IT
Books）

インプレスＲ＆Ｄ／イ
ンプレスビジネスメ

2016 榊, 正憲 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000042614 532.400 技術、工学 機械工作、工作機械

2689 絵ときでわかる熱工学 第2版 オーム社 2014 安達, 勝之 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000024477 533.000 技術、工学 熱機関、熱工学

2690 エネルギ機械 （基礎シリーズ） 実教出版 1998 笠原, 英司 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000004480 533.000 技術、工学 熱機関、熱工学

2691 内燃機関 東京電機大学出版局 2011 古浜, 庄一 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001717 533.000 技術、工学 熱機関、熱工学

2692
低温「ふしぎ現象」小事典 ―0℃～絶対零度で何が起こるか?―（ブルーバックス B-
1751）

講談社 2011 低温工学・超電導学会 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028498 533.800 技術、工学 熱機関、熱工学

2693 絵ときでわかる流体工学 2版 オーム社 2014 安達, 勝之 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000024473 534.000 技術、工学 流体機械、流体工学

2694 流体機械の基礎 （機械系大学講義シリーズ 15） コロナ社 1989 井上, 雅弘 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002149 534.000 技術、工学 流体機械、流体工学

2695 流れ学 ―流体力学と流体機械の基礎― 森北出版 2016 山田, 英巳 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000032974 534.000 技術、工学 流体機械、流体工学

2696 流体の力学計算法 （機械計算法シリーズ） 東京電機大学出版局 1996 森田, 泰司 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001376 534.100 技術、工学 流体機械、流体工学

2697
図解・カメラの歴史 ―ダゲールからデジカメの登場まで―（ブルーバックス B-
1781）

講談社 2012 神立, 尚紀 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028370 535.850 技術、工学 精密機器、光学機器

2698 2020年、人工知能は車を運転するのか ―自動運転の現在・過去・未来―
インプレスＲ＆Ｄ／イ
ンプレスビジネスメ

2017 西村, 直人 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000044025 537.000 技術、工学 自動車工学

2699
自動車走行支援システムに取り組む全企業 2014 （特許データからビジネスチャン
スを探る）

ネオテクノロジー 2014 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000018687 537.000 技術、工学 自動車工学

2700 自動車材料入門 東京電機大学出版局 2009 高, 行男 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001322 537.100 技術、工学 自動車工学

2701 中島飛行機の研究 日本経済評論社 1988 高橋, 泰隆 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002428 538.090 技術、工学 航空宇宙工学

2702
紙ヒコーキで知る飛行の原理 ―身近に学ぶ航空力学―第11刷（ブルーバックス B-
733）

講談社 1997 小林, 昭夫 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028845 538.100 技術、工学 航空宇宙工学

2703 戦時期航空機工業と生産技術形成 ―三菱航空エンジンと深尾淳二― 東京大学出版会 2001 前田, 裕子 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000067 538.300 技術、工学 航空宇宙工学

2704
ジェット・エンジンの仕組み ―工学から見た原理と仕組み―（ブルーバックス B-
1696）

講談社 2010 吉中, 司 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028193 538.300 技術、工学 航空宇宙工学

2705
図解・飛行機のメカニズム ―操縦桿から動翼へどうリンクするか―（ブルーバックス
B-1236）

講談社 1998 柳生, 一 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028388 538.600 技術、工学 航空宇宙工学

2706
図解・ボーイング787vs.エアバスA380 ―新世代旅客機を徹底比較―（ブルーバック
ス B-1748）

講談社 2011 青木, 謙知 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028375 538.600 技術、工学 航空宇宙工学

2707 図解ヘリコプター ―メカニズムと操縦法―（ブルーバックス B-1346） 講談社 2001 鈴木, 英夫 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028374 538.640 技術、工学 航空宇宙工学

2708
ジャンボ・ジェットを操縦する ―B747-400の離陸から着陸まで―（ブルーバックス
B-1276）

講談社 1999 岡地, 司朗 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028197 538.800 技術、工学 航空宇宙工学

2709 宇宙エレベーター ―宇宙旅行を可能にする新技術― オーム社 2010 石川, 憲二 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002681 538.900 技術、工学 航空宇宙工学

2710 宇宙エレベーターの物理学 オーム社 2011 佐藤, 実 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002710 538.900 技術、工学 航空宇宙工学

2711 宇宙旅行はエレベーターで オーム社 2013 エドワーズ, ブラッドリー・C https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007374 538.900 技術、工学 航空宇宙工学

2712 超小型衛星ブック ―最先端研究プロジェクトが拓く未来―（ロボコンマガジン） オーム社 2014 大塚, 実 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000012714 538.900 技術、工学 航空宇宙工学

2713
宇宙食 ―人間は宇宙で何を食べてきたのか―（共立スマートセレクション =
Kyoritsu smart selection 2）

共立出版 2015 田島, 真 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027871 538.970 技術、工学 航空宇宙工学

2714
拡大する放射能汚染と法規制 ―穴だらけの制度の現状―（早稲田大学ブックレット
: 「震災後」に考える 6）

早稲田大学出版部 2011 日置, 雅晴 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000008399 539.091 技術、工学 原子力工学

2715 プルトニウム ―超ウラン元素の正体―（ブルーバックス B-1077） 講談社 1995 友清, 裕昭 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028281 539.450 技術、工学 原子力工学

2716
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）

講談社 2006 東島, 和子 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028135 539.600 技術、工学 原子力工学

2717
放射能と人体 ―細胞・分子レベルからみた放射線被曝―（ブルーバックス B-
1859）

講談社 2014 落合, 栄一郎 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028136 539.600 技術、工学 原子力工学

2718
フクシマ原発の失敗 ―事故対応過程の検証とこれからの安全規制―（早稲田大学
ブックレット : 「震災後」に考える 21）

早稲田大学出版部 2012 松岡, 俊二 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000008414 539.900 技術、工学 原子力工学
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2719
現場エンジニアが読む電気スキルアップ読本 ―もう現場でつまずかないズバリ答
える50の疑問!―

オーム社 2011 林, 正雄 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000005059 540.000 技術、工学 電気工学

2720 マンガでわかる電気 オーム社 2006 藤瀧, 和弘 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000026846 540.000 技術、工学 電気工学

2721 電気基礎入門早わかり ―2色刷 : 絵とき―改訂2版 オーム社 2016 岩本, 洋 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027880 540.000 技術、工学 電気工学

2722 電気・電子概論 （基礎シリーズ） 実教出版 1998 伊理, 正夫 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000004470 540.000 技術、工学 電気工学

2723 電気・電子の基礎 （専門基礎ライブラリー） 実教出版 2006 毛塚, 博史 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007483 540.000 技術、工学 電気工学

2724 電気理論基礎 1 （First Stageシリーズ 電気・電子） 実教出版 2014 小川, 義雄 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000020215 540.000 技術、工学 電気工学

2725 電気理論基礎 2 （First Stageシリーズ 電気・電子） 実教出版 2014 小川, 義雄 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000020216 540.000 技術、工学 電気工学

2726 電気・電子入門 （First Stageシリーズ 電気・電子） 実教出版 2014 佐竹, 一郎 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000020217 540.000 技術、工学 電気工学

2727
電気の基礎が一番わかる ―電気の基本から応用まで生活を支える電気のすべて
―（しくみ図解）

技術評論社 2012 安藤, 幸司 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000018405 540.000 技術、工学 電気工学

2728 基礎電気・電子工学 第2版（理工学講座） 東京電機大学出版局 2000 宮入, 庄太 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001203 540.000 技術、工学 電気工学

2729 よくわかる電子基礎 ―電気と電子の基礎知識― 東京電機大学出版局 1994 伊藤, 恭史 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001524 540.000 技術、工学 電気工学

2730 電気の歴史 ―人と技術のものがたり― 東京電機大学出版局 2011 高橋, 雄造 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001714 540.000 技術、工学 電気工学

2731 新入生のための電気工学 東京電機大学出版局 2007 東京電機大学 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001294 540.000 技術、工学 電気工学

2732 電気理論 第2版 森北出版 2006 池田, 哲夫 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000032932 540.000 技術、工学 電気工学

2733
電気発見物語 ―見えないものが、どのように明らかになったか―（ブルーバックス
B-1367）

講談社 2002 藤村, 哲夫 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028499 540.200 技術、工学 電気工学

2734 鍛えてマスター電気数学 ―計算問題を制して電験三種に合格しよう― オーム社 2014 不動, 弘幸 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016501 540.790 技術、工学 電気工学

2735 電気回路基本問題集 オーム社 2010 米山, 淳 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002703 541.100 技術、工学 電気回路・計測・材料

2736 これでなっとく!電気回路超入門 オーム社 2011 武原, 春輝 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000004984 541.100 技術、工学 電気回路・計測・材料

2737 教えて?わかった!電気回路 オーム社 2012 土井, 淳 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000004991 541.100 技術、工学 電気回路・計測・材料

2738 すっきりわかる電気回路 オーム社 2010 大伴, 洋祐 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000005009 541.100 技術、工学 電気回路・計測・材料

2739 基本からわかる電気回路講義ノート オーム社 2014 岩崎, 久雄 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000013762 541.100 技術、工学 電気回路・計測・材料

2740 電気回路 （基本を学ぶ） オーム社 2012 水井, 潔 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016488 541.100 技術、工学 電気回路・計測・材料

2741 完全図解電気と電子の基礎教室 ―回路の理解から制御まで― オーム社 2014 大浜, 庄司 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016509 541.100 技術、工学 電気回路・計測・材料

2742 マンガでわかる電気回路 オーム社 2010 飯田, 芳一 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027738 541.100 技術、工学 電気回路・計測・材料

2743 わかりやすい電気回路 コロナ社 2016 斉藤, 利通 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000046052 541.100 技術、工学 電気回路・計測・材料

2744 解いてなっとく身につく電気回路 コロナ社 2012 中野, 人志 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000017694 541.100 技術、工学 電気回路・計測・材料

2745 回路理論 コロナ社 2013 大石, 進一 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000017721 541.100 技術、工学 電気回路・計測・材料

2746 電気電子回路 ―アナログ・ディジタル回路―（ロボティクスシリーズ 2） コロナ社 2014 杉山, 進 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000018554 541.100 技術、工学 電気回路・計測・材料

2747 高校数学でマスターする電気回路 ―水の流れで電気を実感― コロナ社 2015 小坂, 学 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027234 541.100 技術、工学 電気回路・計測・材料

2748 電気回路 （専門基礎ライブラリー） 実教出版 2008 高田, 進 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007482 541.100 技術、工学 電気回路・計測・材料

2749 電気回路の基礎 東京電機大学出版局 2007 足立, 修一 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001293 541.100 技術、工学 電気回路・計測・材料

2750 学生のための電気回路 東京電機大学出版局 2008 井出, 英人 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001295 541.100 技術、工学 電気回路・計測・材料

2751 例題と演習で学ぶ電気回路 [正] 第2版 森北出版 2017 服藤, 憲司 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000047780 541.100 技術、工学 電気回路・計測・材料

2752 例題と演習で学ぶ電気回路 続 第2版 森北出版 2017 服藤, 憲司 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000047781 541.100 技術、工学 電気回路・計測・材料

2753 基礎電気回路 新装版 第2版 森北出版 2017 伊佐, 弘 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000043436 541.100 技術、工学 電気回路・計測・材料

2754 エッセンシャル電気回路 ―工学のための基礎演習―第2版 森北出版 2017 安居院, 猛 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000047779 541.100 技術、工学 電気回路・計測・材料

2755 基礎電気回路 1 第3版 森北出版 2014 有馬, 泉 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025628 541.100 技術、工学 電気回路・計測・材料

2756 電気回路の基礎 [正] 第3版 森北出版 2014 西巻, 正郎 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025629 541.100 技術、工学 電気回路・計測・材料

2757 電気回路を理解する 第2版 森北出版 2015 小澤, 孝夫 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000032931 541.100 技術、工学 電気回路・計測・材料

2758 基礎電気回路 第2版 森北出版 2010 伊佐, 弘 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000032934 541.100 技術、工学 電気回路・計測・材料

2759 例題と演習で学ぶ電気回路 [正] 森北出版 2011 服藤, 憲司 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000032936 541.100 技術、工学 電気回路・計測・材料

2760
即戦力エンジニアになるための電気・電子回路入門 ―イラストと図解で回路の基礎
と応用力が身に付く―

誠文堂新光社 2016 芦川, 栄晃 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000040712 541.100 技術、工学 電気回路・計測・材料

2761 過渡現象の基礎 第2版 森北出版 2017 吉岡, 芳夫 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000043437 541.170 技術、工学 電気回路・計測・材料

2762 基礎から学ぶ電気回路計算 オーム社 2008 永田, 博義 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000003960 541.200 技術、工学 電気回路・計測・材料

2763 マンガでわかる電気数学 オーム社 2011 田中, 賢一 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007360 541.200 技術、工学 電気回路・計測・材料

2764 基礎から学ぶ電気回路計算 改訂2版 オーム社 2015 永田, 博義 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027878 541.200 技術、工学 電気回路・計測・材料

2765 実用電気系学生のための基礎数学 コロナ社 2015 葛谷, 幹夫 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000026821 541.200 技術、工学 電気回路・計測・材料

2766 電気数学 （専門基礎ライブラリー） 実教出版 2008 吉田, 貞史 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007481 541.200 技術、工学 電気回路・計測・材料

2767 電気のための基礎数学 （電気計算法シリーズ） 東京電機大学出版局 2003 熊谷, 文宏 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001151 541.200 技術、工学 電気回路・計測・材料

2768 電気・電子の基礎数学 東京電機大学出版局 2005 堀, 桂太郎 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001283 541.200 技術、工学 電気回路・計測・材料

2769 よくわかる電気数学 東京電機大学出版局 2008 照井, 博志 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001284 541.200 技術、工学 電気回路・計測・材料

2770 電気電子工学のための基礎数学 第2版 森北出版 2014 森, 武昭 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025627 541.200 技術、工学 電気回路・計測・材料

2771 大学1年生のための電気数学 ―電気回路・電磁気学の基礎数学―第2版 森北出版 2014 高木, 浩一 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025631 541.200 技術、工学 電気回路・計測・材料

2772 高電圧工学 （OHM大学テキスト） オーム社 2013 山本, 修 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016494 541.330 技術、工学 電気回路・計測・材料

2773 電気電子計測 （基本を学ぶ） オーム社 2013 南谷, 晴之 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016489 541.500 技術、工学 電気回路・計測・材料

2774 製品事例から学ぶ現代の電気電子計測 コロナ社 2017 藤田, 吾郎 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000063553 541.500 技術、工学 電気回路・計測・材料

2775
知っておきたい計測器の基本 ―テスター、オシロ、ネットアナ、スペアナ、ロジアナ
の原理と使いこなし―

オーム社 2014 坂巻, 佳寿美 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016528 541.530 技術、工学 電気回路・計測・材料

2776 やさしいリレーとプログラマブルコントローラ 改訂2版 オーム社 2015 岡本, 裕生 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000030829 541.590 技術、工学 電気回路・計測・材料

2777 最新電気機器入門 （基礎シリーズ） 実教出版 2007 深尾, 正 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007511 542.000 技術、工学 電気機器

2778 電気製図入門 （First Stageシリーズ 電気・電子） 実教出版 2014 關, 敏昭 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000020218 542.110 技術、工学 電気機器

2779 マンガでわかるモーター オーム社 2014 森本, 雅之 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016519 542.130 技術、工学 電気機器
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2780 原理からわかるモータ技術入門 丸善出版 2011 石橋, 文徳 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006248 542.130 技術、工学 電気機器

2781 最新小型モータが一番わかる ―基本からACモータの活用まで―（しくみ図解） 技術評論社 2013 見城, 尚志 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000018419 542.130 技術、工学 電気機器

2782 電気とエネルギーの未来は? ―新技術の動向と全体最適化への挑戦― オーム社 2011 石川, 憲二 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002718 543.000 技術、工学 発電

2783 電力発生・輸送工学 （OHM大学テキスト） オーム社 2013 伊与田, 功 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016492 543.000 技術、工学 発電

2784 エネルギー変換工学 ―地球温暖化の終焉へ向けて― 東京電機大学出版局 2004 柳父, 悟 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001173 543.000 技術、工学 発電

2785 電力システム工学 （OHM大学テキスト） オーム社 2013 石亀, 篤司 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016496 543.100 技術、工学 発電

2786 電力技術の実用理論  第2版 丸善出版 2011 長谷, 良秀 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000183 543.100 技術、工学 発電

2787
災害に強い電力ネットワーク ―スマートグリッドの基礎知識―（早稲田大学ブック
レット : 「震災後」に考える 2）

早稲田大学出版部 2011 横山, 隆一 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000008395 543.100 技術、工学 発電

2788
災害対応ロボットのいま ―原発の除染と廃炉の現状と展望を探る―（ロボコンマガ
ジン No.95）

オーム社 2014 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016995 543.500 技術、工学 発電

2789
原発政策を考える3つの視点 ―震災復興の政治経済学を求めて ; 3―（早稲田大
学ブックレット : 「震災後」に考える 27）

早稲田大学出版部 2013 齊藤, 純一 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000008420 543.500 技術、工学 発電

2790
ふくしま・震災後の生活保障 ―大学生たちの目で見た現状―（早稲田大学ブック
レット : 「震災後」に考える 30）

早稲田大学出版部 2013 菊池, 馨実 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000008423 543.500 技術、工学 発電

2791
日本の原子力施設全データ ―「しくみ」と「リスク」を再確認する―完全改訂版（ブ
ルーバックス B-1759）

講談社 2012 北村, 行孝 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028133 543.500 技術、工学 発電

2792
家電が一番わかる ―生活家電から情報家電、さらには美容家電まで身近な家電
製品を通して先端の技術を探る―（しくみ図解）

技術評論社 2013 涌井, 良幸 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000018422 545.880 技術、工学 電灯、照明、電熱

2793 図解・新世代鉄道の技術 ―超電導リニアからLRVまで―（ブルーバックス B-1649） 講談社 2009 川辺, 謙一 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028382 546.000 技術、工学 電気鉄道

2794
図解・鉄道の科学 ―安全・快適・高速・省エネ運転のしくみ―（ブルーバックス B-
1520）

講談社 2006 宮本, 昌幸 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028386 546.000 技術、工学 電気鉄道

2795 情報ネットワークの仕組みを考える 新版 朝倉書店 2014 河西, 宏之 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000020207 547.000 技術、工学 通信工学、電気通信

2796 画像電子情報ハンドブック 東京電機大学出版局 2008 画像電子学会 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001689 547.000 技術、工学 通信工学、電気通信

2797 高速アルゴリズムと並列信号処理 （ディジタル信号処理ライブラリー 4） コロナ社 2000 谷萩, 隆嗣 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000010644 547.100 技術、工学 通信工学、電気通信

2798 カルマンフィルタと適応信号処理 （ディジタル信号処理ライブラリー 5） コロナ社 2005 谷萩, 隆嗣 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000010645 547.100 技術、工学 通信工学、電気通信

2799 ARMAシステムとディジタル信号処理 （ディジタル信号処理ライブラリー 6） コロナ社 2008 谷萩, 隆嗣 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000010646 547.100 技術、工学 通信工学、電気通信

2800 信号処理とフーリエ変換 朝倉書店 2014 永野, 宏治 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000018882 547.100 技術、工学 通信工学、電気通信

2801 ディジタル信号処理 第2版 森北出版 2014 萩原, 将文 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025623 547.100 技術、工学 通信工学、電気通信

2802 よくわかる信号処理 ―フーリエ解析からウェーブレット変換まで― 森北出版 2009 和田, 成夫 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000032943 547.100 技術、工学 通信工学、電気通信

2803 通信方式 （OHM大学テキスト） オーム社 2013 守倉, 正博 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016495 547.200 技術、工学 通信工学、電気通信

2804 情報通信ネットワーク （ファーストステップ） 近代科学社 2011 浅井, 宗海 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000033182 547.200 技術、工学 通信工学、電気通信

2805
大人のための新オーディオ鑑賞術 ―デジタルとアナログを両立させた新発想―（ブ
ルーバックス B-1641）

講談社 2009 たくき, よしみつ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028438 547.330 技術、工学 通信工学、電気通信

2806 はじめての情報通信技術と情報セキュリティ 丸善出版 2015 諏訪, 敬祐 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000022769 547.480 技術、工学 通信工学、電気通信

2807 クラウド技術とクラウドインフラ ―黎明期から今後の発展へ― 共立出版 2014 黒川, 利明 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023074 547.480 技術、工学 通信工学、電気通信

2808 世界一やさしいLINE ―基本からまるごと楽しめる!―最新版（Impress mook）
インプレスＲ＆Ｄ／イ
ンプレスビジネスメ

2017 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000043428 547.483 技術、工学 通信工学、電気通信

2809 インターネット白書 2013-2014 ―すべてがつながる未来へ―
インプレスＲ＆Ｄ／イ
ンプレスビジネスメ

2014 インターネット白書編集委員会 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027309 547.483 技術、工学 通信工学、電気通信

2810 インターネット白書 2015 ―デジタル社会が加速する―
インプレスＲ＆Ｄ／イ
ンプレスビジネスメ

2015 インターネット白書編集委員会 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027310 547.483 技術、工学 通信工学、電気通信

2811 基礎Web技術 改訂2版（IT text） オーム社 2017 市村, 哲 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000041671 547.483 技術、工学 通信工学、電気通信

2812 応用Web技術 改訂2版（IT text） オーム社 2017 市村, 哲 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000041672 547.483 技術、工学 通信工学、電気通信

2813 情報通信ネットワーク （OHM大学テキスト） オーム社 2013 滝根, 哲哉 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000017023 547.483 技術、工学 通信工学、電気通信

2814 コンピュータネットワークセキュリティ コロナ社 2015 八木, 毅 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027076 547.483 技術、工学 通信工学、電気通信

2815 ちゃんと使える力を身につけるWebとプログラミングのきほんのきほん マイナビ出版 2015 大澤, 文孝 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025201 547.483 技術、工学 通信工学、電気通信

2816 演習で学ぶwebサイト・webアプリケーション制作入門 共立出版 2014 楠神, 沙緒里 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000020196 547.483 技術、工学 通信工学、電気通信

2817 ワイヤレス通信工学 （OHM大学テキスト） オーム社 2014 三瓶, 政一 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000013766 547.500 技術、工学 通信工学、電気通信

2818
アンテナの仕組み ―なぜ地デジは魚の骨形でBSは皿形なのか―（ブルーバックス
B-1871）

講談社 2014 小暮, 裕明 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028170 547.530 技術、工学 通信工学、電気通信

2819
手作りラジオ工作入門 ―聴こえたときの感動がよみがえる―（ブルーバックス B-
1573）

講談社 2007 西田, 和明 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028853 547.760 技術、工学 通信工学、電気通信

2820
図解・テレビの仕組み ―白黒テレビから地上デジタル放送まで―（ブルーバックス
B-1734）

講談社 2011 青木, 則夫 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028372 547.800 技術、工学 通信工学、電気通信

2821 実践Arduino! ―電子工作でアイデアを形にしよう― オーム社 2017 平原, 真 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000046045 548.200 技術、工学 情報工学

2822 キホンからはじめるPICマイコン ―C言語をフリーのコンパイラで使う― オーム社 2010 中尾, 真治 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000005010 548.200 技術、工学 情報工学

2823 コンピュータアーキテクチャ （OHM大学テキスト） オーム社 2012 中島, 康彦 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000017569 548.200 技術、工学 情報工学

2824
IoTデバイス設計・実装 ―AVRマイコンとPythonではじめよう : AVRマイコンとオープ
ンソースライブラリを活用してInternet of Thingsを実装する―

オーム社 2015 武藤, 佳恭 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000031979 548.200 技術、工学 情報工学

2825 Raspberry Pi ZeroによるIoT入門 ―Zero W対応― コロナ社 2017 今井, 一雅 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000061506 548.200 技術、工学 情報工学

2826 コンピュータ設計概論 ―CMOSから組込みCPUまで― コロナ社 2014 鎌田, 弘之 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000026682 548.200 技術、工学 情報工学

2827 コンピュータ工学入門 コロナ社 2015 鏡, 慎吾 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027075 548.200 技術、工学 情報工学

2828 新編マイクロコンピュータ技術入門 コロナ社 2015 松田, 忠重 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000030873 548.200 技術、工学 情報工学

2829 ボクのArduino工作ノート 改訂版 ラトルズ 2014 鈴木, 哲哉 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025119 548.200 技術、工学 情報工学

2830 名刺サイズの魔法のパソコンRaspberry Piで遊ぼう! 改訂第4版 ラトルズ 2015 林, 和孝 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025126 548.200 技術、工学 情報工学

2831 計算機システム基礎 （シリーズ知能機械工学 7） 共立出版 2015 山田, 宏尚 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028101 548.200 技術、工学 情報工学

2832 コンピュータアーキテクチャ 第2版 朝倉書店 2015 福本, 聡 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000022793 548.200 技術、工学 情報工学

2833 たのしくできるArduino電子制御 ―Processingでパソコンと連携― 東京電機大学出版局 2015 牧野, 浩二 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000033012 548.200 技術、工学 情報工学

2834 たのしくできるC&PIC制御実験 東京電機大学出版局 2003 鈴木, 美朗志 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001329 548.200 技術、工学 情報工学
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2835 たのしくできるH8マイコン制御実験 東京電機大学出版局 2004 横田, 一弘 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001332 548.200 技術、工学 情報工学

2836 たのしくできるC&PIC実用回路 東京電機大学出版局 2004 鈴木, 美朗志 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001333 548.200 技術、工学 情報工学

2837 たのしくできるPIC電子工作 東京電機大学出版局 1999 後閑, 哲也 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001589 548.200 技術、工学 情報工学

2838 たのしくできるPICプログラミングと制御実験 東京電機大学出版局 2002 鈴木, 美朗志 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001598 548.200 技術、工学 情報工学

2839 たのしくできるArduino電子工作 東京電機大学出版局 2012 牧野, 浩二 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006495 548.200 技術、工学 情報工学

2840 たのしくできるArduino実用回路 東京電機大学出版局 2012 鈴木, 美朗志 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006497 548.200 技術、工学 情報工学

2841 図解PICマイコン実習 ―ゼロからわかる電子制御―第2版 森北出版 2014 堀, 桂太郎 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000032942 548.200 技術、工学 情報工学

2842 マンガでわかるCPU オーム社 2014 渋谷, 道雄 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000018363 548.220 技術、工学 情報工学

2843 Raspberry Piユーザーガイド 第2版
インプレスＲ＆Ｄ／イ
ンプレスビジネスメ

2014 Eben Upton https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025492 548.290 技術、工学 情報工学

2844 名刺サイズの魔法のパソコンラズベリー・パイで遊ぼう! 改訂第2版 ラトルズ 2017 林, 和孝 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000043058 548.290 技術、工学 情報工学

2845 名刺サイズの魔法のパソコンラズベリー・パイで遊ぼう! ラトルズ 2016 林, 和孝 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000032525 548.290 技術、工学 情報工学

2846 たのしくできるRaspberry Piとブレッドボードで電子工作 東京電機大学出版局 2016 加藤, 芳夫 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000042592 548.290 技術、工学 情報工学

2847
最新Raspberry Piで学ぶ電子工作 ―作って動かしてしくみがわかる : カラー図解―
（ブルーバックス B-1977）

講談社 2016 金丸, 隆志 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057413 548.290 技術、工学 情報工学

2848
Raspberry Piで学ぶ電子工作 ―超小型コンピュータで電子回路を制御する―（ブ
ルーバックス B-1891）

講談社 2014 金丸, 隆志 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028167 548.290 技術、工学 情報工学

2849
実例で学ぶRaspberry Pi電子工作 ―作りながら応用力を身につける―（ブルーバッ
クス B-1950）

講談社 2015 金丸, 隆志 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028852 548.290 技術、工学 情報工学

2850 農業分野で活用されるロボット技術 （ロボコンマガジン No.108） オーム社 2016 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000034676 548.300 技術、工学 情報工学

2851 ロボット部品・工作機械ガイド （ロボコンマガジン No.114） オーム社 2017 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000047888 548.300 技術、工学 情報工学

2852 ROSロボットプログラミングバイブル オーム社 2018 表, 允晳 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000052980 548.300 技術、工学 情報工学

2853 ロボットビジョンのすべて （ロボコンマガジン No.118） オーム社 2018 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000056955 548.300 技術、工学 情報工学

2854 ヒトの身体能力を拡張するロボット技術 （ロボコンマガジン No.109） オーム社 2017 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000040781 548.300 技術、工学 情報工学

2855
ドローン応用最前線 ―トップメーカーに聞く、最新の応用展開の現状―（ロボコンマ
ガジン No.110）

オーム社 2017 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000041727 548.300 技術、工学 情報工学

2856
人工知能とロボコン ―RoboCup、マイクロマウスの過去・現在・未来を徹底取材!―
（ロボコンマガジン No.111）

オーム社 2017 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000042385 548.300 技術、工学 情報工学

2857 二足歩行ロボット製作超入門 ―いまさら聞けない―（ロボコンマガジン No.112） オーム社 2017 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000043661 548.300 技術、工学 情報工学

2858
LEGOで学ぼう ―小学生からのロボットプログラミング入力―（ロボコンマガジン
No.113）

オーム社 2017 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000046565 548.300 技術、工学 情報工学

2859 アンドロイドを造る オーム社 2011 石黒, 浩 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000005006 548.300 技術、工学 情報工学

2860 ロボットのためのC言語によるマイコン制御の考え方 オーム社 2010 城井田, 勝仁 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000005011 548.300 技術、工学 情報工学

2861 これで歩く!二足歩行ロボット入門 オーム社 2009 坂本, 範行 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000005013 548.300 技術、工学 情報工学

2862 RCサーボロボット製作入門 ―PICではじめる!― オーム社 2012 鈴木, 美朗志 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000005056 548.300 技術、工学 情報工学

2863 入門機械制御と製作実習 ―4軸クレーンを作って学ぶ機械装置設計― オーム社 2013 岡田, 昌樹 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007379 548.300 技術、工学 情報工学

2864 MATLAB/Simulinkによるモデルベースデザイン入門 オーム社 2013 三田, 宇洋 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007394 548.300 技術、工学 情報工学

2865 メカにこだわる!オリジナルロボットD・I・Y オーム社 2008 メカヅキ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007416 548.300 技術、工学 情報工学

2866 2013国際ロボット展総力特集 （ロボコンマガジン No.91） オーム社 2014 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000012712 548.300 技術、工学 情報工学

2867 2013-2014総ざらいロボットコンテスト大特集 （ロボコンマガジン No.92） オーム社 2014 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000012713 548.300 技術、工学 情報工学

2868 機構から学ぶ！はじめてのロボット製作 （ロボコンマガジン No.93） オーム社 2014 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000013304 548.300 技術、工学 情報工学

2869
ここまで来ている！人間の能力を拡張するBMIとロボットの世界 （ロボコンマガジン
No.94）

オーム社 2014 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000013523 548.300 技術、工学 情報工学

2870 ロボット考学と人間 ―未来のためのロボット工学― オーム社 2014 森, 政弘 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016510 548.300 技術、工学 情報工学

2871
ロボットマイスターが薦める！読んでおくべきロボット本50選 （ロボコンマガジン
No.96）

オーム社 2014 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000017547 548.300 技術、工学 情報工学

2872 介護ロボット最前線 （ロボコンマガジン No.97） オーム社 2015 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000017568 548.300 技術、工学 情報工学

2873 ロボットコンテスト大特集!! ―2014-2015編集部注目!―（ロボコンマガジン No.98） オーム社 2015 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000018084 548.300 技術、工学 情報工学

2874
建機ロボット最前線！ ―進む、無人化・情報化施工とロボット―（ロボコンマガジン
No.99）

オーム社 2015 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000018620 548.300 技術、工学 情報工学

2875
ロボット技術とロボマガのあゆみ （ロボコンマガジン : もの作り・夢作りロボット総合
情報誌 No.100）

オーム社 2015 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000021711 548.300 技術、工学 情報工学

2876 医療に役立つ手術ロボットシステムを大解剖! （ロボコンマガジン No.101） オーム社 2015 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023358 548.300 技術、工学 情報工学

2877 やさしいリレーとシーケンサ 改訂3版 オーム社 2014 岡本, 裕生 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000024487 548.300 技術、工学 情報工学

2878 世界で進む災害対応ロボットの競技会 （ロボコンマガジン No.102） オーム社 2015 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000026493 548.300 技術、工学 情報工学

2879 マンガでわかるシーケンス制御 オーム社 2008 藤瀧, 和弘 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000026847 548.300 技術、工学 情報工学

2880
産業用ロボット最前線 （ロボコンマガジン : もの作り・夢作りロボット総合情報誌
No.103）

オーム社 2016 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000026848 548.300 技術、工学 情報工学

2881 誰でも作れるセンサロボット オーム社 2015 熊谷, 文宏 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027227 548.300 技術、工学 情報工学

2882 人工知能が加速させるロボットの進化 （ロボコンマガジン No.104） オーム社 2016 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027301 548.300 技術、工学 情報工学

2883 ロボット女子と学ぶはじめてのロボットプログラミング （ロボコンマガジン No.105） オーム社 2016 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027756 548.300 技術、工学 情報工学

2884 おもしろアイデアロボット大集合 （ロボコンマガジン No.106） オーム社 2016 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000030847 548.300 技術、工学 情報工学

2885 ロボットが拓く物流の未来 （ロボコンマガジン No.107） オーム社 2016 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000032001 548.300 技術、工学 情報工学

2886 制御工学 （大学講義シリーズ） コロナ社 2001 森, 泰親 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000010610 548.300 技術、工学 情報工学

2887 ロボット機構学 （ロボティクスシリーズ 8） コロナ社 2015 永井, 清 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000031996 548.300 技術、工学 情報工学

2888 二足歩行ロボット自作入門 ―60日でできる!― マイナビ出版 2007 吉野, 耕司 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025189 548.300 技術、工学 情報工学

2889 基礎制御工学 増補版（情報・電子入門シリーズ 2） 共立出版 2016 小林, 伸明 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000033531 548.300 技術、工学 情報工学

2890 産業用ロボットQ&A100問 労働新聞社 2016 白崎, 淳一郎 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000032798 548.300 技術、工学 情報工学

2891 mBotで楽しむレッツ!ロボットプログラミング ―Makeblock公式―
富士通エフ・オ－・エ
ム

2017 久木田, 寛直 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000044576 548.300 技術、工学 情報工学

2892 XBeeによるArduino無線ロボット工作 東京電機大学出版局 2016 鈴木, 美朗志 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000033031 548.300 技術、工学 情報工学

2893 図解シーケンス制御の考え方・読み方 ―初歩から実際まで― 第４版 東京電機大学出版局 2002 大浜, 庄司 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001298 548.300 技術、工学 情報工学
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2894 初めて学ぶ基礎ロボット工学 東京電機大学出版局 1998 小川, 鉱一 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001312 548.300 技術、工学 情報工学

2895 ヒューマノイド工学 ―生物進化から学ぶ2関節筋ロボット機構― 東京電機大学出版局 2006 熊本, 水頼 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001318 548.300 技術、工学 情報工学

2896 たのしくできるPCメカトロ制御実験 東京電機大学出版局 2001 鈴木, 美朗志 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001327 548.300 技術、工学 情報工学

2897 相撲ロボットの作り方 （勝てるロボコン） 東京電機大学出版局 2001 浅野, 健一 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001328 548.300 技術、工学 情報工学

2898 たのしくできるやさしい電子ロボット工作 東京電機大学出版局 1995 西田, 和明 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001586 548.300 技術、工学 情報工学

2899 ロボトレーサの作り方 （勝てるロボコン） 東京電機大学出版局 2002 浅野, 健一 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001599 548.300 技術、工学 情報工学

2900 たのしくできるPICロボット工作 東京電機大学出版局 2003 青木, 正彦 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001600 548.300 技術、工学 情報工学

2901 初めて学ぶシーケンス制御 東京電機大学出版局 2015 吉本, 久泰 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000022843 548.300 技術、工学 情報工学

2902 入門ロボット工学 森北出版 2017 高田, 洋吾 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000046063 548.300 技術、工学 情報工学

2903 やさしく学べる制御工学 新版 森北出版 2014 今井, 弘之 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025640 548.300 技術、工学 情報工学

2904 ロボット工学の基礎 第2版 森北出版 2012 川崎, 晴久 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000032951 548.300 技術、工学 情報工学

2905
アクチュエータ工学入門 ―「動き」と「力」を生み出す驚異のメカニズム―（ブルー
バックス B-1873）

講談社 2014 鈴森, 康一 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028168 548.300 技術、工学 情報工学

2906
図解・わかるメカトロニクス ―身近な機械のしくみを解き明かす―（ブルーバックス
B-1166）

講談社 1997 小峯, 龍男 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028376 548.300 技術、工学 情報工学

2907
制御工学の考え方 ―産業革命は「制御」からはじまった―（ブルーバックス B-
1396）

講談社 2002 木村, 英紀 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028406 548.300 技術、工学 情報工学

2908 実践ロボットプログラミング ―LEGO Mindstorms EV3で目指せロボコン!―第2版 近代科学社 2018 藤吉, 弘亘 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000052977 548.300 技術、工学 情報工学

2909 基本からわかるシステム制御講義ノート オーム社 2014 石井, 千春 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000024489 548.310 技術、工学 情報工学

2910 高校数学でマスターする制御工学 ―本質の理解からMat@Scilabによる実践まで― コロナ社 2012 小坂, 学 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000017701 548.310 技術、工学 情報工学

2911 システム制御基礎理論 コロナ社 2014 加藤, 誠 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025064 548.310 技術、工学 情報工学

2912 システム制御のための最適化理論 （システム制御工学シリーズ 21） コロナ社 2015 延山, 英沢 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028108 548.310 技術、工学 情報工学

2913
高校数学でマスターする現代制御とディジタル制御 ―本質の理解からMat@Scilab
による実践まで―

コロナ社 2015 小坂, 学 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000031997 548.310 技術、工学 情報工学

2914 制御工学 ―技術者のための、理論・設計から実装まで―（専門基礎ライブラリー） 実教出版 2012 寺嶋, 一彦 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000031649 548.310 技術、工学 情報工学

2915 線形システム制御論 朝倉書店 2015 山本, 透 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000020214 548.310 技術、工学 情報工学

2916 制御工学の基礎 東京電機大学出版局 2016 足立, 修一 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000042576 548.310 技術、工学 情報工学

2917 初めて学ぶ基礎制御工学  第２版 東京電機大学出版局 2001 森, 政弘 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001314 548.310 技術、工学 情報工学

2918 初めて学ぶPID制御の基礎 東京電機大学出版局 2006 江口, 弘文 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001317 548.310 技術、工学 情報工学

2919 初めて学ぶ現代制御の基礎 東京電機大学出版局 2007 江口, 弘文 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001320 548.310 技術、工学 情報工学

2920 MATLABによる制御のためのシステム同定 東京電機大学出版局 1996 足立, 修一 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001438 548.310 技術、工学 情報工学

2921 MATLABによる制御理論の基礎 東京電機大学出版局 1998 野波, 健蔵 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001439 548.310 技術、工学 情報工学

2922 MATLABによる制御系設計 東京電機大学出版局 1998 野波, 健蔵 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001440 548.310 技術、工学 情報工学

2923 MATLABによる制御工学 東京電機大学出版局 1999 足立, 修一 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001441 548.310 技術、工学 情報工学

2924 演習で学ぶ基礎制御工学 新装版 森北出版 2014 森, 泰親 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000032952 548.310 技術、工学 情報工学

2925 はじめての制御工学 講談社 2010 佐藤, 和也 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028275 548.310 技術、工学 情報工学

2926
マイコンボードで学ぶ楽しい電子工作 ―Arduinoで始めるハードウェア制御入門―
【スマホ・読上】（New thinking and new ways）

インプレスＲ＆Ｄ／イ
ンプレスビジネスメ

2018 榊, 正憲 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000064277 549.000 技術、工学 電子工学

2927 かんたん!USBで動かす電子工作 オーム社 2011 小松, 博史 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002716 549.000 技術、工学 電子工学

2928 武蔵野電波のブレッドボーダーズ ―誰でも作れる!遊べる電子工作― オーム社 2009 スタパ, 斎藤 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000003944 549.000 技術、工学 電子工学

2929 CADLUS+Arduino電子工作ガイド オーム社 2014 横田, 一弘 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000018348 549.000 技術、工学 電子工学

2930 プリンタブル有機エレクトロニクスの最新技術 （エレクトロニクスシリーズ） シーエムシー出版 2008 横山, 正明 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023965 549.000 技術、工学 電子工学

2931 スピントロニクスの基礎と材料・応用技術の最前線 （エレクトロニクスシリーズ） シーエムシー出版 2009 高梨, 弘毅 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023976 549.000 技術、工学 電子工学

2932 ボクの電子工作ノート ラトルズ 2012 鈴木, 哲哉 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025118 549.000 技術、工学 電子工学

2933
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）

共立出版 2014 齊藤, 英治 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000018543 549.000 技術、工学 電子工学

2934 メカトロニクス概論 1 : 入門編 （基礎シリーズ） 実教出版 1999 舟橋, 宏明 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000004472 549.000 技術、工学 電子工学

2935 メカトロニクス概論 2 : 応用編 （基礎シリーズ） 実教出版 1999 高野, 政晴 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000004473 549.000 技術、工学 電子工学

2936 最新メカトロニクス入門 （基礎シリーズ） 実教出版 2004 舟橋, 宏明 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007509 549.000 技術、工学 電子工学

2937 メカトロニクス入門 （First Stageシリーズ 機械） 実教出版 2014 舟橋, 宏明 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000018889 549.000 技術、工学 電子工学

2938
電子部品が一番わかる ―電子機器を構成する電子部品の働きと用途―（しくみ図
解）

技術評論社 2013 松本, 光春 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000018424 549.000 技術、工学 電子工学

2939 機能デバイス工学 （電気電子工学シリーズ 6） 朝倉書店 2014 松山, 公秀 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000018570 549.000 技術、工学 電子工学

2940 実験で学ぶメカトロニクス ―TK400SHボード実習― 東京電機大学出版局 2016 川谷, 亮治 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000042577 549.000 技術、工学 電子工学

2941 初めて学ぶ基礎電子工学 東京電機大学出版局 1995 小川, 鉱一 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001297 549.000 技術、工学 電子工学

2942 未来のエンジニアに贈るメカトロニクスガイド 東京電機大学出版局 1998 見崎, 正行 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001473 549.000 技術、工学 電子工学

2943 たのしくできるやさしいメカトロ工作 東京電機大学出版局 1996 小峯, 龍男 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001587 549.000 技術、工学 電子工学

2944 たのしくできるやさしいエレクトロニクス工作 東京電機大学出版局 2000 西田, 和明 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001590 549.000 技術、工学 電子工学

2945 よくわかるメカトロニクス 東京電機大学出版局 2009 見崎, 正行 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001609 549.000 技術、工学 電子工学

2946 初めて学ぶ基礎電子工学  第2版 東京電機大学出版局 2010 小川, 鉱一 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001663 549.000 技術、工学 電子工学

2947 たのしくできるブレッドボード電子工作 東京電機大学出版局 2011 西田, 和明 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001702 549.000 技術、工学 電子工学

2948 基礎電子工学 森北出版 2012 藤本, 晶 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025633 549.000 技術、工学 電子工学

2949 はじめてのメカトロニクス 新装版 ―電子回路・センサ・アクチュエータのきほん― 森北出版 2011 塩田, 泰仁 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000032921 549.000 技術、工学 電子工学

2950 体験する!!オープンソースハードウェア ―NanoPi NEO,Arduino他で楽しむIoT設計― 近代科学社 2017 武藤, 佳恭 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000043091 549.000 技術、工学 電子工学

2951 回路シミュレータLTspiceで学ぶ電子回路 第2版 オーム社 2016 渋谷, 道雄 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000040169 549.300 技術、工学 電子工学

2952 絵ときアナログ電子回路の教室 オーム社 2011 堀, 桂太郎 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000003909 549.300 技術、工学 電子工学

2953 絵ときディジタル回路の教室 オーム社 2010 堀, 桂太郎 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000003910 549.300 技術、工学 電子工学

2954 教えて?わかった!ディジタル電子回路 オーム社 2012 岡野, 大祐 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000004977 549.300 技術、工学 電子工学

51/62



徳島文理大学電子書籍MeL /NDC(日本十進分類)入 　2020/04/13

書名 出版社名
冊子

出版年
著編者名 URL ＮＤＣ 大分野 小分類

2955 教えて?わかった!アナログ電子回路 オーム社 2012 小浜, 輝彦 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000004989 549.300 技術、工学 電子工学

2956 アナログ電子回路 （基本を学ぶ） オーム社 2013 堀田, 正生 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007391 549.300 技術、工学 電子工学

2957 電子回路の基本66 （6日でマスター!） オーム社 2013 石井, 聡 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007395 549.300 技術、工学 電子工学

2958 マンガでわかる電子回路 オーム社 2009 田中, 賢一 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016537 549.300 技術、工学 電子工学

2959 だれにもわかるディジタル回路 改訂4版 オーム社 2015 天野, 英晴 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000024497 549.300 技術、工学 電子工学

2960 基本からわかるディジタル回路講義ノート オーム社 2015 安藤, 吉伸 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000024503 549.300 技術、工学 電子工学

2961 基本からわかる電子回路講義ノート オーム社 2015 工藤, 嗣友 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000024504 549.300 技術、工学 電子工学

2962 絵ときディジタル回路入門早わかり ―2色刷―改訂2版 オーム社 2016 堀, 桂太郎 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000033652 549.300 技術、工学 電子工学

2963 マンガでわかるディジタル回路 オーム社 2013 天野, 英晴 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016529 549.300 技術、工学 電子工学

2964 わかりやすい論理回路 コロナ社 2012 三堀, 邦彦 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000017686 549.300 技術、工学 電子工学

2965 メカトロニクス電子回路 コロナ社 2014 別府, 俊幸 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000020201 549.300 技術、工学 電子工学

2966 電子回路と組込みプログラミング ―モータ制御で学ぶ― マイナビ出版 2009 坂井, 亮介 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025199 549.300 技術、工学 電子工学

2967 電子回路入門 （基礎シリーズ） 実教出版 1999 末松, 安晴 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000004474 549.300 技術、工学 電子工学

2968 最新電子回路入門 （基礎シリーズ） 実教出版 2004 藤井, 信生 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007510 549.300 技術、工学 電子工学

2969 電子回路ハンドブック 朝倉書店 2006 藤井, 信生 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000014472 549.300 技術、工学 電子工学

2970 ディジタル回路の計算法 （電気計算法シリーズ） 東京電機大学出版局 2004 武田, 鎮一 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001152 549.300 技術、工学 電子工学

2971 アナログ電子回路の基礎 東京電機大学出版局 2003 堀, 桂太郎 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001299 549.300 技術、工学 電子工学

2972 ディジタル電子回路の基礎 東京電機大学出版局 2003 堀, 桂太郎 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001300 549.300 技術、工学 電子工学

2973 実用電子回路 1 東京電機大学出版局 1983 岩崎, 臣男 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001517 549.300 技術、工学 電子工学

2974 実用電子回路 2 東京電機大学出版局 1983 岩崎, 臣男 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001518 549.300 技術、工学 電子工学

2975 実用ディジタル回路 東京電機大学出版局 1984 角田, 秀夫 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001519 549.300 技術、工学 電子工学

2976 図解電子回路の基礎 ―ポイントスタディ― 第3版 東京電機大学出版局 1995 秋冨, 勝 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001525 549.300 技術、工学 電子工学

2977 たのしくできるやさしいアナログ回路の実験 東京電機大学出版局 1994 白土, 義男 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001584 549.300 技術、工学 電子工学

2978 たのしくできるやさしいディジタル回路の実験 東京電機大学出版局 1994 白土, 義男 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001585 549.300 技術、工学 電子工学

2979 たのしくできるセンサ回路と制御実験 東京電機大学出版局 1999 鈴木, 美朗志 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001588 549.300 技術、工学 電子工学

2980 はじめてのFPGA設計 ―VHDLによる回路記述からシミュレーションまで― 東京電機大学出版局 2014 坂巻, 佳壽美 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000022838 549.300 技術、工学 電子工学

2981 はじめての論理回路 森北出版 2016 河辺, 義信 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000032988 549.300 技術、工学 電子工学

2982 基礎から学べる論理回路 第2版 森北出版 2014 速水, 治夫 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025636 549.300 技術、工学 電子工学

2983 論理回路入門 第3版 森北出版 2015 浜辺, 隆二 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000032946 549.300 技術、工学 電子工学

2984 ゼロから学ぶディジタル論理回路 （ゼロから学ぶシリーズ） 講談社 2003 秋田, 純一 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028206 549.300 技術、工学 電子工学

2985 ゼロから学ぶ電子回路 講談社 2002 秋田, 純一 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028215 549.300 技術、工学 電子工学

2986
たのしい電子回路 ―すぐ作れて試せるアイデア回路集―（ブルーバックス B-
1777）

講談社 2012 西田, 和明 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028225 549.300 技術、工学 電子工学

2987 なっとくするディジタル電子回路 講談社 1997 藤井, 信生 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028230 549.300 技術、工学 電子工学

2988
図解・つくる電子回路 ―正しい工具の使い方、うまく作るコツ―（ブルーバックス B-
1553）

講談社 2007 加藤, ただし https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028371 549.300 技術、工学 電子工学

2989 図解・わかる電子回路 ―基礎からDOS/V活用まで―（ブルーバックス B-1084） 講談社 1995 加藤, 肇 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028378 549.300 技術、工学 電子工学

2990 実用オペアンプ回路 東京電機大学出版局 1983 角田, 秀夫 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001516 549.340 技術、工学 電子工学

2991 オペアンプからはじめる電子回路入門 第2版 森北出版 2016 別府, 俊幸 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000032981 549.340 技術、工学 電子工学

2992
ソフトウェア技術者のためのFPGA入門 ―機械学習編―【スマホ・読上】（技術の泉
シリーズ（NextPublishing））

インプレスＲ＆Ｄ／イ
ンプレスビジネスメ

2017 石原, ひでみ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000064418 549.700 技術、工学 電子工学

2993 集積回路工学 （OHM大学テキスト） オーム社 2013 吉本, 雅彦 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016490 549.700 技術、工学 電子工学

2994 アナログICの基礎 ―ポイントスタディ― 新版 東京電機大学出版局 1993 白土, 義男 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001522 549.700 技術、工学 電子工学

2995 ディジタルICの基礎 ―ポイントスタディ― 新版 東京電機大学出版局 1993 白土, 義男 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001523 549.700 技術、工学 電子工学

2996 ディジタル/アナログ違いのわかるIC回路セミナー 東京電機大学出版局 1999 白土, 義男 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001528 549.700 技術、工学 電子工学

2997 ディジタルIC回路のすべて 東京電機大学出版局 2008 白土, 義男 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001301 549.700 技術、工学 電子工学

2998 集積回路工学 森北出版 2016 安永, 守利 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000043439 549.700 技術、工学 電子工学

2999 マンガでわかる半導体 オーム社 2010 渋谷, 道雄 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016534 549.800 技術、工学 電子工学

3000
基礎からくわしいパワーエレクトロニクス回路 ―パワエレ素子のON/OFFと動作波
形の関係がよくわかる!!―改訂2版

オーム社 2015 島村, 茂 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000026816 549.800 技術、工学 電子工学

3001 パワーデバイス コロナ社 2012 山本, 秀和 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000017685 549.800 技術、工学 電子工学

3002 パワーエレクトロニクスの新展開 （エレクトロニクスシリーズ） シーエムシー出版 2009 大橋, 弘通 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023979 549.800 技術、工学 電子工学

3003
半導体が一番わかる ―これくらいは知っておきたい仕組みと最新技術―（しくみ図
解）

技術評論社 2014 内富, 直隆 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000018414 549.800 技術、工学 電子工学

3004 中国に生きる日米生産システム ―半導体生産システムの国際移転の比較分析― 東京大学出版会 2001 苑, 志佳 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000066 549.800 技術、工学 電子工学

3005 パワーエレクトロニクスとその応用 ―省エネ・エコ技術― 東京電機大学出版局 2008 岸, 敬二 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001296 549.800 技術、工学 電子工学

3006 半導体業界ハンドブック （1秒でわかる!） 東洋経済新報社 2011 泉谷, 渉 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002180 549.800 技術、工学 電子工学

3007 半導体工学 ―半導体物性の基礎―第3版 森北出版 2013 高橋, 清 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025626 549.800 技術、工学 電子工学

3008 電子デバイス工学 第2版 森北出版 2014 古川, 静二郎 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000032928 549.800 技術、工学 電子工学

3009 例題で学ぶ半導体デバイス入門 森北出版 2010 樋口, 英世 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000032940 549.800 技術、工学 電子工学

3010
高校数学でわかる半導体の原理 ―電子の動きを知って理解しよう―（ブルーバック
ス B-1545）

講談社 2007 竹内, 淳 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028816 549.800 技術、工学 電子工学

3011 CによるPIC活用ブック 東京電機大学出版局 2003 高田, 直人 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001331 549.900 技術、工学 電子工学

3012 新電子工作入門 ―わかる、できる、楽しめる―（ブルーバックス B-1281） 講談社 2000 西田, 和明 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028360 549.900 技術、工学 電子工学

3013 光エレクトロニクス （OHM大学テキスト） オーム社 2013 的場, 修 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016491 549.950 技術、工学 電子工学

3014 ナノテクノロジーのための走査プローブ顕微鏡 （表面分析技術選書） 丸善出版 2002 日本表面科学会 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000161 549.970 技術、工学 電子工学

3015 ナノテクノロジーのための走査電子顕微鏡 （表面分析技術選書） 丸善出版 2004 日本表面科学会 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000172 549.970 技術、工学 電子工学

3016 透過型電子顕微鏡 （表面分析技術選書） 丸善出版 1999 日本表面科学会 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000180 549.970 技術、工学 電子工学
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3017 図解・船の科学 ―超高速船・超巨大船のメカニズム―（ブルーバックス B-1579） 講談社 2007 池田, 良穂 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028383 550.000 技術、工学 海洋工学、船舶工学

3018 海底資源 ―海洋国日本の大きな隠し財産― オーム社 2012 石川, 憲二 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002726 558.400 技術、工学 海洋開発

3019 原子爆弾 ―その理論と歴史―（ブルーバックス B-1128） 講談社 1996 山田, 克哉 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028788 559.700 技術、工学 兵器、軍事工学

3020 マグネシウム合金の成形加工技術の最前線 シーエムシー出版 2005 鎌土, 重晴 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000196 565.530 技術、工学 非鉄金属

3021 はんだ付工学 ―理論から実践まで― 丸善出版 2012 大沢, 直 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001041 566.680 技術、工学 金属加工、製造冶金

3022 無機工業化学 （応用化学シリーズ 1） 朝倉書店 2002 太田, 健一郎 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000003007 570.000 技術、工学 化学工業

3023 有機資源化学 （応用化学シリーズ 2） 朝倉書店 2002 多賀谷, 英幸 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000003008 570.000 技術、工学 化学工業

3024 化学工学の基礎 （応用化学シリーズ 4） 朝倉書店 2000 柘植, 秀樹 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000003010 571.000 技術、工学 化学工学、化学機器

3025 電気化学の基礎と応用 （応用化学シリーズ 7） 朝倉書店 2004 美浦, 隆 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000003013 571.000 技術、工学 化学工学、化学機器

3026 粉粒体装置 ―ポイント解説― 東京電機大学出版局 2011 伊藤, 光弘 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001712 571.000 技術、工学 化学工学、化学機器

3027 ソフトセンサー入門 ―基礎から実用的研究例まで― コロナ社 2014 船津, 公人 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000022783 571.100 技術、工学 化学工学、化学機器

3028
ナノ粒子 ―物性の基礎と応用―（シリーズ : 未来を創るナノ・サイエンス&テクノロ
ジー 第2巻）

近代科学社 2013 林, 真至 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000033206 571.200 技術、工学 化学工学、化学機器

3029 初歩から学ぶ乾燥技術 ―基礎と実践― 第2版 丸善出版 2013 中村, 正秋 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000005897 571.600 技術、工学 化学工学、化学機器

3030 マンガでわかる電池 オーム社 2012 藤瀧, 和弘 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016530 572.100 技術、工学 電気化学工業

3031 新しい電池の科学 ―高性能乾電池から燃料電池まで―（ブルーバックス B-1530） 講談社 2006 梅尾, 良之 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028863 572.100 技術、工学 電気化学工業

3032 機能性セラミックス化学 （応用化学シリーズ 5） 朝倉書店 2004 掛川, 一幸 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000003011 573.000 技術、工学 セラミックス、窯業、珪酸塩化学工業

3033 防菌・防黴剤の開発と展望 シーエムシー出版 2005 西原, 力 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000198 574.000 技術、工学 化学薬品

3034 窒素固定の科学 ―化学と生物学からの挑戦― 裳華房 2014 干鯛, 眞信 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023943 574.920 技術、工学 化学薬品

3035 花火百華 （丸善ライブラリー 321） 丸善出版 2000 小野里, 公成 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000150 575.980 技術、工学 燃料、爆発物

3036 機能性脂質のフロンティア （ファインケミカルシリーズ） シーエムシー出版 2004 佐藤, 清隆 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000013538 576.000 技術、工学 油脂類

3037 油脂の科学 （食物と健康の科学シリーズ） 朝倉書店 2015 戸谷, 洋一郎 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000036355 576.160 技術、工学 油脂類

3038 香りの百科 朝倉書店 2009 日本香料協会 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006574 576.630 技術、工学 油脂類

3039 機能性色素の合成と応用技術 （ファインケミカルシリーズ） シーエムシー出版 2007 松居, 正樹 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000013535 577.000 技術、工学 染料

3040 高分子工業化学 （応用化学シリーズ 3） 朝倉書店 2003 山岡, 亜夫 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000003009 578.000 技術、工学 高分子化学工業

3041 セルロース利用技術の最先端 シーエムシー出版 2008 磯貝, 明 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000003107 578.500 技術、工学 高分子化学工業

3042 生命工学概論 （バイオテクノロジー教科書シリーズ 1） コロナ社 2010 太田, 隆久 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000010625 579.900 技術、工学 その他の化学工業

3043 しくみからわかる生命工学 裳華房 2013 田村, 隆明 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023918 579.900 技術、工学 その他の化学工業

3044 ゲノム・イノベーション ―日本の「ゲノムビジネス」成功の鍵― 勁草書房 2002 加藤, 敏春 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000024277 579.930 技術、工学 その他の化学工業

3045 産業酵素の応用技術と最新動向 （バイオテクノロジーシリーズ） シーエムシー出版 2009 井上, 國世 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023969 579.970 技術、工学 その他の化学工業

3046 30時間でマスターWord 2016 実教出版 2016 実教出版企画開発部 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000040956 582.330 技術、工学 事務機器、家庭機器、楽器

3047 薬用食品の開発 ―薬用・有用植物の機能性食品素材への応用― シーエムシー出版 2007 吉川, 雅之 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000199 588.000 技術、工学 食品工業

3048 植物ポリフェノール含有素材の開発 ―その機能性と安全性― シーエムシー出版 2007 吉田, 隆志 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000350 588.000 技術、工学 食品工業

3049 食品機能素材 3 シーエムシー出版 2005 太田, 明一 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000010790 588.000 技術、工学 食品工業

3050 フードナノテクノロジー （食品シリーズ） シーエムシー出版 2009 中嶋, 光敏 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023990 588.000 技術、工学 食品工業

3051 HACCPの学習 ―大学用テキスト― 丸善プラネット 2017 加藤， 雅彦 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000043029 588.000 技術、工学 食品工業

3052 機能性食品の作用と安全性百科 丸善出版 2012 上野川, 修一 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000640 588.000 技術、工学 食品工業

3053 食品保蔵・流通技術ハンドブック 建帛社 2006 日本食品保蔵科学会 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000005671 588.030 技術、工学 食品工業

3054 食品添加物・素材市場レポート 2012 食品化学新聞社 2012 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000008290 588.090 技術、工学 食品工業

3055 贈って喜ばれる極上の和菓子 （東京社用の手みやげ） 東洋経済新報社 2007 宮澤, やすみ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015415 588.300 技術、工学 食品工業

3056 アイスクリーム （食品加工シリーズ 1） 農山漁村文化協会 1998 宮地, 寛仁 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015851 588.300 技術、工学 食品工業

3057 コカ・コーラに学ぶビッグ・ウォレット戦略 = Big wallet strategy 東洋経済新報社 2010 古谷, 文太 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015610 588.400 技術、工学 食品工業

3058 酒の科学 （シリーズ《食品の科学》） 朝倉書店 1995 吉沢, 淑 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006585 588.500 技術、工学 食品工業

3059 応用微生物学 （バイオテクノロジー教科書シリーズ 7） コロナ社 1992 谷, 吉樹 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000010631 588.510 技術、工学 食品工業

3060 培養工学 （バイオテクノロジー教科書シリーズ 13） コロナ社 1998 吉田, 敏臣 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000010636 588.510 技術、工学 食品工業

3061 基礎から学ぶ生物化学工学演習 コロナ社 2013 日本生物工学会 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000017730 588.510 技術、工学 食品工業

3062 光合成微生物の機能と応用 シーエムシー出版 2006 上原, 赫 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000349 588.510 技術、工学 食品工業

3063 ホワイトバイオテクノロジー ―エネルギー・材料の最前線―（地球環境シリーズ） シーエムシー出版 2008 木村, 良晴 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000014530 588.510 技術、工学 食品工業

3064 食品微生物学ハンドブック 技報堂出版 1995 好井, 久雄 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000018596 588.510 技術、工学 食品工業

3065 醸造・発酵食品の事典 朝倉書店 2002 吉沢, 淑 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000017254 588.510 技術、工学 食品工業

3066 天然発酵の世界 築地書館 2015 サンダー・E・キャッツ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000026099 588.510 技術、工学 食品工業

3067 発酵食品学 講談社 2012 小泉, 武夫 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028517 588.510 技術、工学 食品工業

3068 ワインの科学 ―「私のワイン」のさがし方―（ブルーバックス B-1240） 講談社 1999 清水, 健一 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028307 588.550 技術、工学 食品工業

3069 醬油醸造業と地域の工業化 ―高梨兵左衛門家の研究― 慶應義塾大学出版会 2016 井奥, 成彦 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000033500 588.600 技術、工学 食品工業

3070 味噌 ―色・味にブレを出さない技術と販売―（食品加工シリーズ 6） 農山漁村文化協会 2002 今井, 誠一 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015856 588.600 技術、工学 食品工業

3071 最新食品用機能性包材の開発と応用 シーエムシー出版 2006 日本食品包装研究協会 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001918 588.900 技術、工学 食品工業

3072 アパレル業界ハンドブック （1秒でわかる!） 東洋経済新報社 2011 佐山, 周 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002177 589.200 技術、工学 その他の雑工業

3073 服飾がわかる事典 ―これだけは知っておきたい : 素材デザイン縫製― アルリオーネ 2008 熊崎, 高道 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000024694 589.210 技術、工学 その他の雑工業

3074 生活科学 第6版 オーム社 2014 山本, 直成 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000046164 590.000 技術、工学 家政学、生活科学

3075 サイエンス食生活考 （丸善ライブラリー 150） 丸善出版 1995 成瀬, 宇平 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000143 596.000 技術、工学 食品、料理

3076 トータルクッキング ―健康のための調理実習 = Total Cooking―新版 講談社 2015 大喜多, 祥子 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028361 596.000 技術、工学 食品、料理

3077
Tokyo beyond sushi ―a guide to the backstreet eateries and down-home comfort
foods that Tokyo people love―

ＩＢＣパブリッシング 2016 Robb Satterwhite https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000033609 596.000 技術、工学 食品、料理

3078 和食の英語表現事典 丸善出版 2016 亀田, 尚己 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000040080 596.210 技術、工学 食品、料理

3079 日本の料理 = Japanese cooking for everyone （対訳ニッポン） ＩＢＣパブリッシング 2009 黒田, 基子 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000033636 596.210 技術、工学 食品、料理
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3080 中国の食譜 （東洋文庫 594） 平凡社 1995 中村, 喬 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000004131 596.220 技術、工学 食品、料理

3081
Ekiben ―the ultimate Japanese travel food : the box lunch you buy at the station
and eat on the train―

ＩＢＣパブリッシング 2015 戸村, 亜紀 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000033605 596.400 技術、工学 食品、料理

3082 パンの図鑑 ―世界のパン113種とパンを楽しむための基礎知識―新版 マイナビ出版 2017 井上, 好文 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000041861 596.630 技術、工学 食品、料理

3083
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―

誠文堂新光社 2018 森本, 智子 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000076380 596.650 技術、工学 食品、料理

3084 育てる喜びありがとう ―子どもとともに育つあなた― 看護の科学社 2002 川島, みどり https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000536 599.000 技術、工学 育児

3085 地域産業政策論 （広島修道大学学術選書 65） 勁草書房 2016 太田, 耕史郎 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000033537 601.000 産業 産業政策・行政、総合開発

3086 スピリチュアリティによる地域価値発現戦略 （地域デザイン学会叢書 4） 学文社 2017 原田, 保 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000045394 601.100 産業 産業政策・行政、総合開発

3087
クリエイティブビジネス論 ―大都市創造のためのビジネスデザイン―（地域デザイ
ン学会叢書 5）

学文社 2017 原田, 保 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000045395 601.100 産業 産業政策・行政、総合開発

3088 地域ブランド戦略と雇用創出 白桃書房 2010 大分大学経済学部 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000032739 601.100 産業 産業政策・行政、総合開発

3089
ともに創る!まちの新しい未来 ―気仙沼復興塾の挑戦―（早稲田大学ブックレット :
「震災後」に考える 32）

早稲田大学出版部 2013 早田, 宰 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000008425 601.123 産業 産業政策・行政、総合開発

3090 地方のための経営学 ―高知発、地域ビジネス創造から事業化へ― 千倉書房 2015 桂, 信太郎 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000026405 601.184 産業 産業政策・行政、総合開発

3091 中世民衆の生業と技術 東京大学出版会 2001 網野, 善彦 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000018 602.100 産業 産業史・事情、物産誌

3092 人間的な産業の復活 ―ヨーロッパ型経営のモラル―（丸善ライブラリー 359） 丸善出版 2002 里深, 文彦 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000156 602.300 産業 産業史・事情、物産誌

3093 ナチス期の農業政策研究 ―1934-36 : 穀物調達措置の導入と食糧危機の発生― 東京大学出版会 2003 古内, 博行 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000070 611.100 産業 農業経済

3094 農地転用論 ―ドイツにおける農地の計画的保全と都市― 東京大学出版会 2001 高橋, 寿一 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000045 611.230 産業 農業経済

3095 農村開発金融論 ―アジアの経験と経済発展― 東京大学出版会 2003 泉田, 洋一 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000071 611.500 産業 農業経済

3096 土のひみつ ―食料・環境・生命― 朝倉書店 2015
日本土壌肥料学会「土のひみつ」編集
グループ

https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000036353 613.500 産業 農業基礎学

3097 ゴマの機能と科学 （食物と健康の科学シリーズ） 朝倉書店 2015 並木, 満夫 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000036352 617.900 産業 工芸作物

3098 フードシステムの革新と業務・加工用野菜 大学教育出版 2014 坂, 知樹 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000030918 621.400 産業 園芸経済・行政・経営

3099 中国の花譜 （東洋文庫 622） 平凡社 1997 佐藤, 武敏 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000004157 627.000 産業 花卉園芸［草花］

3100 近代資本主義の組織 ―製糸業の発展における取引の統治と生産の構造― 東京大学出版会 2003 中林, 真幸 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000069 639.021 産業 製糸、生糸、蚕糸利用

3101
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）

講談社 2001 伊藤, 宏 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028858 645.000 産業 家畜・畜産動物各論

3102 47都道府県・地鶏百科 丸善出版 2014 成瀬, 宇平 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000013607 646.100 産業 家禽各論、飼鳥

3103 乳の科学 （食物と健康の科学シリーズ） 朝倉書店 2015 上野川, 修一 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000036351 648.100 産業 畜産製造、畜産物

3104 世界のチーズ図鑑 ―世界のチーズ209種とチーズをおいしく味わう基礎知識― マイナビ出版 2015 チーズプロフェッショナル協会 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000041856 648.180 産業 畜産製造、畜産物

3105 肉の機能と科学 （食物と健康の科学シリーズ） 朝倉書店 2015 松石, 昌典 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025067 648.200 産業 畜産製造、畜産物

3106 木材なんでも小事典 ―秘密に迫る新知識76―（ブルーバックス B-1350） 講談社 2001 木質科学研究所木悠会 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028535 657.000 産業 森林利用、林産物、木材学

3107 水産海洋学入門 ―海洋生物資源の持続的利用― 講談社 2014 水産海洋学会 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028392 663.000 産業 水産基礎学

3108
振り回されないメール術 ―状況を改善する「適切な書き方」―（ブルーバックス B-
1755）

講談社 2012 田村, 仁 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028860 670.910 産業 商業

3109 ビジネス英語の落とし穴 （丸善ライブラリー 342） 丸善出版 2001 小林, 薫 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000153 670.930 産業 商業

3110
グローバルエリートのビジネス・キーワード100 ―成功を収めたリーダーたちの言葉
の使い方―

ＩＢＣパブリッシング 2014 ロッシェル・カップ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000033645 670.930 産業 商業

3111 ホスピタリティ・マネジメント学原論 ―新概念としてのフレームワーク― 丸善出版 2006 服部, 勝人 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000324 673.000 産業 商業経営、商店

3112 47都道府県・商店街百科 丸善出版 2019 正木, 久仁 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000078396 673.700 産業 商業経営、商店

3113 ファッション販売員プロの常識book 商業界 2013 ファッション販売編集部 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000005758 673.700 産業 商業経営、商店

3114 小売業界ハンドブック （1秒でわかる!） 東洋経済新報社 2011 結城, 義晴 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002178 673.700 産業 商業経営、商店

3115
東日本大震災とコンビニ ―便利さ(コンビニエンス)を問い直す―（早稲田大学ブック
レット : 「震災後」に考える 3）

早稲田大学出版部 2011 川辺, 信雄 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000008396 673.860 産業 商業経営、商店

3116 人材サービス業界ハンドブック （1秒でわかる!） 東洋経済新報社 2011 人材サービス研究会 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002179 673.930 産業 商業経営、商店

3117 動物カフェ ＩＢＣパブリッシング 2015 ロブ・サターホワイト https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000033610 673.980 産業 商業経営、商店

3118 東京居酒屋ガイド ＩＢＣパブリッシング 2015 島本, 慶 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000033611 673.980 産業 商業経営、商店

3119 経営者のための企業広報 ―松下幸之助などに学ぶ原点と時代感覚― 丸善出版 2003 杉田, 芳夫 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000170 674.000 産業 広告、宣伝

3120 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） 有斐閣 2014 伊吹, 勇亮 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000017483 674.000 産業 広告、宣伝

3121 広告コミュニケーション研究ハンドブック （有斐閣ブックス [474]） 有斐閣 2015 水野, 由多加 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027649 674.100 産業 広告、宣伝

3122 価値づくりマーケティング ―需要創造のための実践知― 丸善出版 2014 上原, 征彦 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000013598 675.000 産業 マーケティング

3123 データサイエンティスト養成読本 機械学習入門編 （Software design plusシリーズ） 技術評論社 2015 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000032363 675.000 産業 マーケティング

3124 競争を味方につけるマーケティング ―脱コモディティ化のための新発想― 有斐閣 2016 勝又, 壮太郎 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027650 675.000 産業 マーケティング

3125
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

有斐閣 2015 和田, 充夫 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025043 675.000 産業 マーケティング

3126 消費者行動のモデル （シリーズマーケティング・エンジニアリング 3） 朝倉書店 2014 木戸, 茂 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023083 675.000 産業 マーケティング

3127
ブランド評価手法 ―マーケティング視点によるアプローチ―（シリーズマーケティン
グ・エンジニアリング 5）

朝倉書店 2014 守口, 剛 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023084 675.000 産業 マーケティング

3128 マーケティング論 改訂版 白桃書房 2017 新津, 重幸 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000044721 675.000 産業 マーケティング

3129 ビッグデータ時代のマーケティング ―ベイジアンモデリングの活用― 講談社 2013 佐藤, 忠彦 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028278 675.000 産業 マーケティング

3130 商品開発のための心理学 勁草書房 2015 熊田, 孝恒 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000018224 675.300 産業 マーケティング

3131 小売・流通業が知らなきゃいけない物流の知識 商業界 2011 角井, 亮一 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000005706 675.400 産業 マーケティング

3132 はじめての流通 （有斐閣ストゥディア） 有斐閣 2014 崔, 容熏 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000017594 675.400 産業 マーケティング

3133 基本経済条約集  第2版 有斐閣 2014 小寺, 彰 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000017120 678.300 産業 貿易

3134 WTO体制の法構造 東京大学出版会 2000 小寺, 彰 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000036 678.300 産業 貿易

3135 近未来の交通・物流と都市生活 ―ユニバーサルデザインとエコデザインの融合― 慶應義塾大学出版会 2016 西山, 敏樹 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027630 681.000 産業 交通政策・行政・経営

3136
図解・新幹線運行のメカニズム ―ダイヤ作成から、出発準備、保守点検まで―（ブ
ルーバックス B-1779）

講談社 2012 川辺, 謙一 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028381 686.210 産業 鉄道
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3137
図解・旅客機運航のメカニズム ―航空機オペレーション入門―（ブルーバックス B-
1689）

講談社 2010 三澤, 慶洋 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028389 687.000 産業 航空運送

3138 ネットワーク・メディアの経済学 慶應義塾大学出版会 2014 春日, 教測 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000017589 699.000 産業 放送事業

3139 メディアの公共性 ―転換期における公共放送― 慶應義塾大学出版会 2016 大石, 裕 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000036346 699.040 産業 放送事業

3140
文化遺産の保全と復興の哲学 ―自然との創造的関係の再生―（早稲田大学ブッ
クレット : 「震災後」に考える 11）

早稲田大学出版部 2012 中川, 武 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000008404 709.120 芸術、美術 芸術政策、文化財

3141 歴史のなかの石造物 ―人間・死者・神仏をつなぐ― 吉川弘文館 2015 山川, 均 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023042 714.000 芸術、美術 石彫

3142 なぞってカンタン!パースグリッドスケッチ練習ノート オーム社 2016 染森, 健一 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000031973 725.200 芸術、美術 素描、描画

3143 へたっぴさんのためのお絵描き入門 ―なんでお前は絵が描けないんだ!?―
インプレスＲ＆Ｄ／イ
ンプレスビジネスメ

2018 森永, みぐ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000055261 726.507 芸術、美術 漫画、挿絵、童画

3144 これからはじめるプロジェクションマッピング マイナビ出版 2014 藤川, 佑介 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025205 746.800 芸術、美術 特殊写真

3145 The beauty of autumn in Japan ―living with maple leaves― ＩＢＣパブリッシング 2014 水野, 克比古 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000033614 748.000 芸術、美術 写真集

3146 Sakura ―the Japanese soul flower― ＩＢＣパブリッシング 2014 水野, 克比古 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000033616 748.000 芸術、美術 写真集

3147 印刷業界ハンドブック （1秒でわかる!） 東洋経済新報社 2012 山名, 一郎 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002183 749.090 芸術、美術 印刷

3148 杉田式ノコギリ木工のすべて オーム社 2015 杉田, 豊久(1951-) https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023118 754.300 芸術、美術 木竹工芸

3149 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― 勁草書房 2016 生明, 俊雄 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000034352 760.900 芸術、美術 音楽

3150
音律と音階の科学 ―ドレミ…はどのように生まれたか―新装版（ブルーバックス B-
2060）

講談社 2018 小方, 厚 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057482 761.120 芸術、美術 音楽の一般理論、音楽学

3151
音律と音階の科学 ―ドレミ…はどのようにして生まれたか―（ブルーバックス B-
1567）

講談社 2007 小方, 厚 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028318 761.120 芸術、美術 音楽の一般理論、音楽学

3152 メモリースケープ ―「あの頃」を呼び起こす音楽― みすず書房 2013 小泉, 恭子 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016247 761.130 芸術、美術 音楽の一般理論、音楽学

3153 ショパンの詩学 ―ピアノ曲『バラード』という詩の誕生― みすず書房 2019 松尾, 梨沙 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000076776 762.349 芸術、美術 音楽史、各国の音楽

3154 マス・メディア時代のポピュラー音楽を読み解く ―流行現象からの脱却― 勁草書房 2016 東谷, 護 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027658 764.700 芸術、美術 器楽合奏

3155 日本音楽のなぜ? ―歌舞伎・能楽・雅楽が楽しくなる―（放送大学叢書 037） 左右社 2017 竹内, 道敬 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000051276 768.000 芸術、美術 邦楽

3156 日本の伝統文化 = Understanding cultural treasures of Japan （対訳ニッポン） ＩＢＣパブリッシング 2010 山本, 素子 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000033633 772.100 芸術、美術 演劇史、各国の演劇

3157 乱舞の中世 ―白拍子・乱拍子・猿楽―（歴史文化ライブラリー 420） 吉川弘文館 2016 沖本, 幸子 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027412 773.210 芸術、美術 能楽、狂言

3158 映画音響論 ―溝口健二映画を聴く― みすず書房 2014 長門, 洋平 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016249 778.210 芸術、美術 映画

3159 大学生のための動画制作入門 ―言いたいことを映像で表現する技術― 慶應義塾大学出版会 2017 黒岩, 亜純 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000043491 778.400 芸術、美術 映画

3160 コンテンツクリエーション （メディア学大系 3） コロナ社 2014 近藤, 邦雄 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000026462 778.770 芸術、美術 映画

3161 古典・新作落語事典 丸善出版 2016 瀧口, 雅仁 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000030964 779.130 芸術、美術 大衆演芸

3162 新編落語の落(さげ) 1 （東洋文庫 611） 平凡社 1997 海賀, 変哲 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000004148 779.130 芸術、美術 大衆演芸

3163 新編落語の落(さげ) 2 （東洋文庫 615） 平凡社 1997 海賀, 変哲 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000004152 779.130 芸術、美術 大衆演芸

3164 データでみるスポーツとジェンダー 八千代出版 2016 日本スポーツとジェンダー学会 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000032689 780.000 芸術、美術 スポーツ、体育

3165
オリンピックに勝つ物理学 ―「摩擦」と「抵抗」に勝機を見出せ!―（ブルーバックス
B-1780）

講談社 2012 望月, 修 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028182 780.110 芸術、美術 スポーツ、体育

3166 スポーツ少年のメンタルサポート ―精神科医のカウンセリングノートから― 講談社 2002 永島, 正紀 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028203 780.140 芸術、美術 スポーツ、体育

3167 IDストレッチング  第2版 三輪書店 2006 鈴木, 重行 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002063 780.190 芸術、美術 スポーツ、体育

3168 IDアクティブストレッチング 三輪書店 2007 鈴木, 重行 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002064 780.190 芸術、美術 スポーツ、体育

3169 こどものスポーツ障害診療ハンドブック 中外医学社 2013 山下, 敏彦 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000014743 780.190 芸術、美術 スポーツ、体育

3170 スポーツ整形外科マニュアル 新版 中外医学社 2013 篠塚, 昌述 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000026150 780.190 芸術、美術 スポーツ、体育

3171 ジムに通う人の栄養学 ―スポーツ栄養学入門―（ブルーバックス B-1807） 講談社 2013 岡村, 浩嗣 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028194 780.190 芸術、美術 スポーツ、体育

3172 スポーツ・運動栄養学 第3版（栄養科学シリーズNEXT） 講談社 2015 加藤, 秀夫 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028201 780.190 芸術、美術 スポーツ、体育

3173 食べて勝つスポーツ栄養の基礎知識 ―コンビニ・外食大活用― 講談社 2002 齊藤, 愼一 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028857 780.190 芸術、美術 スポーツ、体育

3174 乳酸 ―「運動」「疲労」「健康」との関係は?―（からだワンテーマシリーズ） 講談社 2007 八田, 秀雄 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028507 780.193 芸術、美術 スポーツ、体育

3175
ジムに通う前に読む本 ―スポーツ科学からみたトレーニング―（ブルーバックス B-
1695）

講談社 2010 桜井, 静香 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028195 780.700 芸術、美術 スポーツ、体育

3176
魚の行動習性を利用する釣り入門 ―科学が明かした「水面下の生態」のすべて―
（ブルーバックス B-1725）

講談社 2011 川村, 軍蔵 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028774 787.100 芸術、美術 釣魚、遊猟

3177 格闘技「奥義」の科学 ―わざの真髄―（ブルーバックス B-1083） 講談社 1995 吉福, 康郎 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028331 788.000 芸術、美術 相撲、拳闘、競馬

3178 武術「奥義」の科学 ―最強の身体技法―（ブルーバックス B-1688） 講談社 2010 吉福, 康郎 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028522 789.000 芸術、美術 武術

3179 五輪書 = The Book of Five Rings （対訳ニッポン） ＩＢＣパブリッシング 2012 宮本, 武蔵 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000033626 789.300 言語 読本、解釈、会話

3180 茶の本 = The book of tea （対訳ニッポン） ＩＢＣパブリッシング 2008 岡倉, 天心 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000033639 791.000 芸術、美術 茶道

3181
確率・統計であばくギャンブルのからくり ―「絶対儲かる必勝法」のウソ―（ブルー
バックス B-1352）

講談社 2001 谷岡, 一郎 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028332 797.000 芸術、美術 射倖ゲーム

3182
間違いさがしパズル傑作選 ―楽しく思考の盲点をつく65問―（ブルーバックス B-
1494）

講談社 2005 中村, 義作 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028340 798.000 芸術、美術 室内娯楽

3183 超絶難問論理パズル ―アタマの底力をひきだす72問―（ブルーバックス B-1833） 講談社 2013 小野田, 博一 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028495 798.000 芸術、美術 室内娯楽

3184
論理パズル「出しっこ問題」傑作選 ―論理思考のトレーニング―（ブルーバックス
B-1368）

講談社 2002 小野田, 博一 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028572 798.000 芸術、美術 室内娯楽

3185 論理力を強くする ―考える力を磨くために―（ブルーバックス B-1515） 講談社 2006 小野田, 博一 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028573 798.000 芸術、美術 室内娯楽

3186
史上最強の論理パズル ―ポイントを見抜く力を養う60問―（ブルーバックス B-
1423）

講談社 2003 小野田, 博一 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028841 798.000 芸術、美術 室内娯楽

3187 Unityで神になる本。 ―Unityでゼロから学ぶ、オリジナルゲーム制作。― オーム社 2015 廣, 鉄夫 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023116 798.500 芸術、美術 室内娯楽

3188 世界の文字事典 丸善出版 2015 庄司, 博史 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000026449 801.100 言語 言語学

3189 論争と「詭弁」 ―レトリックのための弁明―（丸善ライブラリー 297） 丸善出版 1999 香西, 秀信 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000148 801.600 言語 言語学

3190 翻訳は文化である （丸善ライブラリー 326） 丸善出版 2000 藤岡, 啓介 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000151 801.700 言語 言語学

3191 言語科学の百科事典 丸善出版 2006 鈴木, 良次 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000309 803.600 言語 参考図書［レファレンスブック］

3192
なぜ外国語を身につけるのは難しいのか ―「バイリンガルを科学する」言語心理学
―

勁草書房 2015 森島, 泰則 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000031947 807.000 言語 研究法、指導法、言語教育

3193 基礎からわかる話す技術 くろしお出版 2017 森口, 稔 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000045086 809.200 言語 言語生活

3194 会話のきっかけレシピ ―雑談の苦手がラクになる― 大月書店 2019 枚岡, 治子 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000076354 809.200 言語 言語生活

3195 口語表現ワークブック ―自己表現スキルをみがく―（専門基礎ライブラリー） 実教出版 2004 荒木, 晶子 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007499 809.200 言語 言語生活
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3196
「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）

講談社 2005 吉田, たかよし https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028163 809.200 言語 言語生活

3197
東大生が書いた議論する力を鍛えるディスカッションノート ―「2ステージ、6ポジショ
ン」でつかむ「話し合い」の新発想!―

東洋経済新報社 2014 吉田, 雅裕 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023289 809.600 言語 言語生活

3198
論理が伝わる世界標準の「議論の技術」 ―Win-Winへと導く5つの技法―（ブルー
バックス B-1914）

講談社 2015 倉島, 保美 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028570 809.600 言語 言語生活

3199 日本語学キーワード事典 朝倉書店 1997 小池, 清治 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002952 810.330 言語 日本語

3200 キクタン日本語「日本語能力試験N2」 ―聞いて覚える日本語単語帳― 【音声付】 アルク 2016 前坊, 香菜子 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000041235 810.700 言語 日本語

3201 キクタン日本語「日本語能力試験N3」 ―聞いて覚える日本語単語帳― 【音声付】 アルク 2016 前坊, 香菜子 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000041236 810.700 言語 日本語

3202
自己表現の技法 ―文章表現・コミュニケーション・プレゼンテーション―（専門基礎
ライブラリー）

実教出版 2004 畑山, 浩昭 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000004608 810.700 言語 日本語

3203 漢字と日本語 （朝倉漢字講座 1） 朝倉書店 2005 前田, 富祺 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002851 811.200 言語 音声、音韻、文字

3204 漢字のはたらき （朝倉漢字講座 2） 朝倉書店 2006 前田, 富祺 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002852 811.200 言語 音声、音韻、文字

3205 現代の漢字 （朝倉漢字講座 3） 朝倉書店 2003 前田, 富祺 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002853 811.200 言語 音声、音韻、文字

3206 漢字と社会 （朝倉漢字講座 4） 朝倉書店 2005 前田, 富祺 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002854 811.200 言語 音声、音韻、文字

3207 漢字の未来 （朝倉漢字講座 5） 朝倉書店 2004 前田, 富祺 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002855 811.200 言語 音声、音韻、文字

3208 漢字ときあかし辞典 研究社 2012 円満字, 二郎 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000017578 813.200 言語 辞典

3209 和製英語事典 丸善出版 2014 亀田, 尚己 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000011087 813.700 言語 辞典

3210 カタカナ外来語略語辞典 ―現代用語の基礎知識―第5版 自由国民社 2013 堀内, 克明 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016120 813.700 言語 辞典

3211 現代用語の基礎知識学習版 2015→2016 ―子どもはもちろん大人にも。― 自由国民社 2015 現代用語検定協会 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000018143 813.700 言語 辞典

3212 ことばの借用 （日本語ライブラリー） 朝倉書店 2015 沖森, 卓也 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000031955 814.700 言語 語彙

3213 日本語を考える ―移りかわる言葉の機構― 東京大学出版会 2000 山口, 明穂 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000093 815.020 言語 文法、語法

3214 敬語マスター ―まずはこれだけ三つの基本― 大修館書店 2014 蒲谷, 宏 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023464 815.800 言語 文法、語法

3215 文章力・論理力を高める日本語トレーニング 学事出版 2014 松谷, 英明 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000046090 816.000 言語 文章、文体、作文

3216 迷わず書ける記者式文章術 ―プロが実践する4つのパターン― 慶應義塾大学出版会 2018 松林, 薫 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000052245 816.000 言語 文章、文体、作文

3217 文章と文体 （日本語ライブラリー） 朝倉書店 2015 沖森, 卓也 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027680 816.000 言語 文章、文体、作文

3218 理科系の論文作法 丸善出版 2003 高木, 隆司 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000168 816.500 言語 文章、文体、作文

3219 これからレポート・卒論を書く若者のために 第2版 共立出版 2017 酒井, 聡樹 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000055943 816.500 言語 文章、文体、作文

3220 引用する極意引用される極意 勁草書房 2009 林, 紘一郎 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000024248 816.500 言語 文章、文体、作文

3221 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） 慶應義塾大学出版会 2014
慶應義塾大学日吉キャンパス学習相談
員

https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000017468 816.500 言語 文章、文体、作文

3222
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―

新曜社 2013 山口, 裕之 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000043534 816.500 言語 文章、文体、作文

3223 大学1年生のための伝わるレポートの書き方 有斐閣 2016 都筑, 学 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000034365 816.500 言語 文章、文体、作文

3224
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）

有斐閣 2014 花井, 等 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000017486 816.500 言語 文章、文体、作文

3225 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― 朝倉書店 2016 石塚, 正英 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000041775 816.500 言語 文章、文体、作文

3226 論文ゼミナール 東京大学出版会 2014 佐々木, 健一 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000017444 816.500 言語 文章、文体、作文

3227 小論文これだけ 模範解答超基礎編 東洋経済新報社 2017 樋口, 裕一 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000048107 816.500 言語 文章、文体、作文

3228 大学生のための論文・レポートの論理的な書き方 研究社 2015 渡邊, 淳子 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023745 816.500 言語 文章、文体、作文

3229 卒業論文・修士論文作成の要点整理実践マニュアル 税務経理協会 2014 滝川, 好夫 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015487 816.500 言語 文章、文体、作文

3230 学生・院生のためのレポート・論文の作成マニュアル 税務経理協会 2011 瀧川, 好夫 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006203 816.500 言語 文章、文体、作文

3231
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）

慶應義塾大学出版会 2015 大出, 敦 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027027 817.500 言語 読本、解釈、会話

3232 研究社日本語口語表現辞典 研究社 2013 佐藤, 友子 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000009834 817.800 言語 読本、解釈、会話

3233 どんどん話せる中国語作文トレーニング 三修社 2016 中西, 千香 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000044603 820.000 言語 中国語

3234 大学2年生のための中国語 第2版 慶應義塾大学出版会 2016 慶應義塾大学商学部中国語部会 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000030854 820.000 言語 中国語

3235 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】 アルク 2008 関西大学中国語教材研究会 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000031487 824.000 言語 語彙

3236 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】 アルク 2008 関西大学中国語教材研究会 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000031489 824.000 言語 語彙

3237 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】 アルク 2009 関西大学中国語教材研究会 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000031569 824.000 言語 語彙

3238 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】 アルク 2010 関西大学中国語教材研究会 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000031570 824.000 言語 語彙

3239 日本人が知りたい中国人の当たり前 ―中国語リーディング― 三修社 2016 林, 松濤 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000044594 827.700 言語 読本、解釈、会話

3240 キクタン韓国語 入門編 ―聞いて覚える韓国語単語帳―改訂版 【音声付】 アルク 2012 HANA韓国語教育研究会 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000031525 829.140 言語 その他の東洋の諸言語

3241 キクタン韓国語 初級編 ―聞いて覚える韓国語単語帳―改訂版 【音声付】 アルク 2012 HANA韓国語教育研究会 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000031561 829.140 言語 その他の東洋の諸言語

3242 キクタン韓国語 初中級編 ―聞いて覚える韓国語単語帳―改訂版 【音声付】 アルク 2012 HANA韓国語教育研究会 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000041246 829.140 言語 その他の東洋の諸言語

3243 キクタン韓国語 中級編 ―聞いて覚える韓国語単語帳―改訂版 【音声付】 アルク 2012 HANA韓国語教育研究会 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000041247 829.140 言語 その他の東洋の諸言語

3244 どんどん話せる韓国語作文トレーニング 三修社 2016 金, 南听 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000044604 829.160 言語 その他の東洋の諸言語

3245 ブラフマンとことば （東洋文庫 : 古典インドの言語哲学 ; 1 637） 平凡社 1998 バルトリハリ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000004171 829.885 言語 その他の東洋の諸言語

3246 文について （東洋文庫 : 古典インドの言語哲学 ; 2 638） 平凡社 1998 バルトリハリ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000004172 829.885 言語 その他の東洋の諸言語

3247 英文書類や英語論文で必須の基本表現 ―これだけは身に付けたい基礎ルール― 南雲堂 2015 篠田, 義明 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000022877 830.000 言語 英語

3248 大学で学ぶ英語の教科書 慶應義塾大学出版会 2016 奥田, 暁代 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027823 830.000 言語 英語

3249 学びなおしEnglish 慶應義塾大学出版会 2016 小宮, 繁 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027824 830.000 言語 英語

3250 理科系の英語 （丸善ライブラリー 147） 丸善出版 1995 志村, 史夫 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000142 830.400 言語 英語

3251 日本語の発想・英語の発想 （丸善ライブラリー 247） 丸善出版 1997 山田, 雅重 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000144 830.400 言語 英語

3252 英検1級合格マップ ―英検1級に10回合格したエキスパートの勉強法を大公開!― アルク 2016 Jun https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000044543 830.700 言語 英語

3253 聞いて覚える英単語キクタンTOEFL test 頻出編 ―ITP & iBT両対応―【音声付】 アルク 2009 小川, 淳子 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000794 830.700 言語 英語

3254 スタンフォードの「英語ができる自分」になる教室 ―対訳― 【音声付】 朝日出版社 2014 ケリー・マクゴニガル https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000061818 830.700 言語 英語

3255 TOEFLテスト英語の基本 アスク出版 2016 西部, 有司 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000045620 830.790 言語 英語
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3256 完全攻略!TOEFL ITPテスト文法 アルク 2016 岩村, 圭南 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000044555 830.790 言語 英語

3257 完全攻略!英検準1級 アルク 2017 神部, 孝 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000044556 830.790 言語 英語

3258 完全攻略!英検3級 アルク 2017 Evine https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000049116 830.790 言語 英語

3259 完全攻略!英検準2級 増補版 アルク 2017 Evine https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000049118 830.790 言語 英語

3260 完全攻略!英検2級 アルク 2016 神部, 孝 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000049119 830.790 言語 英語

3261 TOEIC L&Rテスト直前の技術 アルク 2018 ロバート・ヒルキ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000049618 830.790 言語 英語

3262 TOEIC L&Rテスト全パート攻略絶対突破!500点 アルク 2018 早川, 幸治 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000049619 830.790 言語 英語

3263 はじめて受けるTOEIC L&Rテスト全パート完全攻略 アルク 2018 小石, 裕子 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000053282 830.790 言語 英語

3264 TOEIC L&Rテストやたらと出る英単語クイックマスター+ （TTT速習シリーズ） アルク 2019 寺倉, テッド https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000072815 830.790 言語 英語

3265 TOEIC L&Rテストリスニングゼロからスコアが稼げるドリル アルク 2019 高橋, 恭子 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000083947 830.790 言語 英語

3266 キクタンTOEIC test score 600 改訂版 【音声付】 アルク 2016 一杉, 武史 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000031480 830.790 言語 英語

3267 キクタンTOEIC test score 800 改訂版 【音声付】 アルク 2016 一杉, 武史 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000031481 830.790 言語 英語

3268 キクタンTOEIC Test Score 990 改訂版 【音声付】 アルク 2016 一杉, 武史 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000031482 830.790 言語 英語

3269 キクタン英検 1級 ―聞いて覚えるコーパス単熟語― 【音声付】 アルク 2010 一杉, 武史 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000031490 830.790 言語 英語

3270 キクタン英検 3級  ―聞いて覚えるコーパス単熟語― 【音声付】 アルク 2011 一杉, 武史 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000031510 830.790 言語 英語

3271 聞いて覚える英単語キクタンTOEFL TEST イディオム編 【音声付】 アルク 2011 高橋, 基治 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000031514 830.790 言語 英語

3272 キクタン英検 準1級 ―聞いて覚えるコーパス単熟語― 【音声付】 アルク 2010 一杉, 武史 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000031518 830.790 言語 英語

3273 キクタン英検 2級 ―聞いて覚えるコーパス単熟語― 【音声付】 アルク 2009 一杉, 武史 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000031543 830.790 言語 英語

3274 キクタン英検 準2級 ―聞いて覚えるコーパス単熟語― 【音声付】 アルク 2010 一杉, 武史 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000031565 830.790 言語 英語

3275 キクタンTOEIC TEST SCORE 500 改訂版 【音声付】 アルク 2016 一杉, 武史 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000041238 830.790 言語 英語

3276
Standard vocabulary list 1000語レベルで1万語「最初の1000語」  【音声付】（究極の
英語リスニング Vol. 1）

アルク 2008 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000031548 831.100 言語 音声、音韻、文字

3277
怖いくらい通じるカタカナ英語の法則 ―ネイティブも認めた画期的発音術―ネット
対応版（ブルーバックス B-1987）

講談社 2016 池谷, 裕二 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057420 831.100 言語 音声、音韻、文字

3278
「ネイティブ発音」科学的上達法 ―おどろきのストレッチ式発声術―（ブルーバック
ス B-1882）

講談社 2014 藤田, 佳信 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028152 831.100 言語 音声、音韻、文字

3279 日英ことばの文化事典 丸善出版 2015 亀田, 尚己 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027221 833.000 言語 辞典

3280
キクタン【Advanced】6000 ―聞いて覚えるコーパス英単語―改訂版 【音声付】（英
語の超人になる!アルク学参シリーズ）

アルク 2012 アルク高校教材編集部 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000031494 834.000 言語 語彙

3281
キクタンリーディング「Basic」4000 ―聞いて読んで覚えるコーパス英単語―改訂版
【音声付】（英語の超人になる!アルク学参シリーズ）

アルク 2015 アルク文教編集部 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000031527 834.000 言語 語彙

3282
キクタン リーディング「Advanced」6000 ―聞いて読んで覚えるコーパス英単語―改
訂版 【音声付】（英語の超人になる!アルク学参シリーズ）

アルク 2015 アルク文教編集部 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000031528 834.000 言語 語彙

3283
キクタンリーディング「Super」12000 ―聞いて読んで覚えるコーパス英単語―改訂
版 【音声付】（英語の超人になる!アルク学参シリーズ）

アルク 2015 アルク文教編集部 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000031536 834.000 言語 語彙

3284
キクタン【Basic】4000 ―聞いて覚えるコーパス英単語―改訂版 【音声付】（英語の
超人になる!アルク学参シリーズ）

アルク 2012 アルク高校教材編集部 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000031537 834.000 言語 語彙

3285
キクタン「中学英単語」高校入試レベル ―聞いて覚えるコーパス英単語―改訂版
【音声付】（英語の超人になる!アルク学参シリーズ）

アルク 2015 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000031540 834.000 言語 語彙

3286
キクタン「Super」12000 ―聞いて覚えるコーパス英単語―改訂版 【音声付】（英語
の超人になる!アルク学参シリーズ）

アルク 2012 アルク高校教材編集部 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000031554 834.000 言語 語彙

3287
キクタン「Entry」2000 ―聞いて書いて覚えるコーパス英単語―改訂版 【音声付】
（英語の超人になる!アルク学参シリーズ）

アルク 2015 アルク文教編集部 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000031558 834.000 言語 語彙

3288 キクタン英語でコレ言える? 身のまわり編 ―聞いて覚える日常英単語― 【音声付】 アルク 2016 一杉, 武史 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000031573 834.000 言語 語彙

3289
人の噂は七五日or九日? ―数の「英語・日本語」表現くらべ―（丸善ライブラリー
343）

丸善出版 2001 山田, 雅重 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000154 834.000 言語 語彙

3290 文の意味 （謎解きの英文法） くろしお出版 2005 久野, 暲 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002085 835.000 言語 文法、語法

3291 否定 （謎解きの英文法） くろしお出版 2007 久野, 暲 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002086 835.000 言語 文法、語法

3292 単数か複数か （謎解きの英文法） くろしお出版 2009 久野, 暲 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002087 835.000 言語 文法、語法

3293 英文法のからくり ―英語表現の意味を「推理」する―（丸善ライブラリー 341） 丸善出版 2001 武田, 修一 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000152 835.000 言語 文法、語法

3294 必ずものになる話すための英文法 Step1 入門編1 研究社 2006 市橋, 敬三 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015500 835.000 言語 文法、語法

3295 必ずものになる話すための英文法 Step2 入門編2 研究社 2006 市橋, 敬三 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015501 835.000 言語 文法、語法

3296 必ずものになる話すための英文法 Step3 初級編1 研究社 2006 市橋, 敬三 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015502 835.000 言語 文法、語法

3297 必ずものになる話すための英文法 Step4 初級編2 研究社 2006 市橋, 敬三 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015503 835.000 言語 文法、語法

3298 必ずものになる話すための英文法 Step5 中級編1 研究社 2008 市橋, 敬三 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015504 835.000 言語 文法、語法

3299 必ずものになる話すための英文法 Step6 中級編2 研究社 2008 市橋, 敬三 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015505 835.000 言語 文法、語法

3300 必ずものになる話すための英文法 Step7 上級編 研究社 2010 市橋, 敬三 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015506 835.000 言語 文法、語法

3301 冠詞と名詞 （謎解きの英文法） くろしお出版 2004 久野, 暲 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002084 835.200 言語 文法、語法

3302
理系のための英語最重要「キー動詞」43 ―600超の例文で独特の用法を完全マス
ター!―（ブルーバックス B-1915）

講談社 2015 原田, 豊太郎 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028543 835.500 言語 文法、語法

3303 基本例文200で学ぶ英語論文表現 ―アウトプット練習問題集― 三修社 2013 安原, 和也 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000022863 836.500 言語 文章、文体、作文

3304 英語論文基礎表現717 三修社 2011 安原, 和也 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000022861 836.500 言語 文章、文体、作文

3305 英語論文重要語彙717 三修社 2012 安原, 和也 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000022862 836.500 言語 文章、文体、作文

3306 アカデミックライティング入門 ―英語論文作成法―第2版 慶應義塾大学出版会 2015 吉田, 友子 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000018747 836.500 言語 文章、文体、作文

3307
理系のための英語「キー構文」46 ―英語論文執筆の近道―（ブルーバックス B-
1653）

講談社 2009 原田, 豊太郎 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028541 836.500 言語 文章、文体、作文

3308
理系のための英語ライティング上達法 ―情報を正しく効果的に伝える技術―（ブ
ルーバックス B-1311）

講談社 2000 倉島, 保美 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028542 836.500 言語 文章、文体、作文

3309
理系のための英語論文執筆ガイド ―ネイティブとの発想のズレはどこか?―（ブ
ルーバックス B-1364）

講談社 2002 原田, 豊太郎 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028545 836.500 言語 文章、文体、作文
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3310
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 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027607 837.500 言語 読本、解釈、会話

3311
サクサク読める初・中級の3000語  【音声付】（究極の英語リーディング : Standard
Vocabulary List Vol.3）

アルク 2015 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000031513 837.500 言語 読本、解釈、会話

3312
どんどん読める初級の2000語  【音声付】（究極の英語リーディング : Standard
Vocabulary List Vol.2）

アルク 2015 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000031566 837.500 言語 読本、解釈、会話

3313 スティーブ・ジョブズのスタンフォード大学卒業式講演 ―英文徹底解読― ベレ出版 2015 畠山, 雄二 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000032870 837.500 言語 読本、解釈、会話

3314 Gulliver's travels in Lilliput （Macmillan readers 1, starter level）
マクミランランゲージ
ハウス

2008 Jonathan Swift https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006334 837.700 言語 読本、解釈、会話

3315 In the frame （Macmillan readers 1, starter level）
マクミランランゲージ
ハウス

2005 Polly Sweetnam https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006335 837.700 言語 読本、解釈、会話

3316 Lucky number （Macmillan readers 1, starter level）
マクミランランゲージ
ハウス

2005 John Milne https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006336 837.700 言語 読本、解釈、会話

3317 Shooting stars （Macmillan readers 1, starter level）
マクミランランゲージ
ハウス

2005 Polly Sweetnam https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006337 837.700 言語 読本、解釈、会話

3318 Ski race （Macmillan readers 1, starter level）
マクミランランゲージ
ハウス

2005 Eleanor Jupp https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006338 837.700 言語 読本、解釈、会話

3319 The lost ship （Macmillan readers 1, starter level）
マクミランランゲージ
ハウス

2005 Stephen Colbourn https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006339 837.700 言語 読本、解釈、会話

3320 The magic barber （Macmillan readers 1, starter level）
マクミランランゲージ
ハウス

2005 John Milne https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006340 837.700 言語 読本、解釈、会話

3321 The umbrella （Macmillan readers 1, starter level）
マクミランランゲージ
ハウス

2005 Clare Harris https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006341 837.700 言語 読本、解釈、会話

3322 A tale of two cities （Macmillan readers 2, beginner level）
マクミランランゲージ
ハウス

2005 Charles Dickens https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006343 837.700 言語 読本、解釈、会話

3323 Anna and the fighter （Macmillan readers 2, beginner level）
マクミランランゲージ
ハウス

2005 Elizabeth Laird https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006344 837.700 言語 読本、解釈、会話

3324 Around the world in eighty days （Macmillan readers 1, starter level）
マクミランランゲージ
ハウス

2008 Jules Verne https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006345 837.700 言語 読本、解釈、会話

3325 Billy Budd （Macmillan readers 2, beginner level）
マクミランランゲージ
ハウス

2005 Herman Melville https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006346 837.700 言語 読本、解釈、会話

3326 Dangerous journey （Macmillan readers 2, beginner level）
マクミランランゲージ
ハウス

2005 Alwyn Cox https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006347 837.700 言語 読本、解釈、会話

3327 Good wives （Macmillan readers 2, beginner level）
マクミランランゲージ
ハウス

2005 Louisa M. Alcott https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006348 837.700 言語 読本、解釈、会話

3328
Hawk-eye, the pathfinder （Macmillan guided readers/Macmillan classics 2,
beginner level）

マクミランランゲージ
ハウス

2002 James Fenimore Cooper https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006349 837.700 言語 読本、解釈、会話

3329 Jane Eyre （Macmillan readers 2, beginner level）
マクミランランゲージ
ハウス

2005 Charlotte Brontë https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006350 837.700 言語 読本、解釈、会話

3330 L.A. raid （Macmillan readers 2, beginner ｌevel）
マクミランランゲージ
ハウス

2005 Philip Prowse https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006351 837.700 言語 読本、解釈、会話

3331 Little women （Macmillan guided readers/Macmillan classics 2, beginner level）
マクミランランゲージ
ハウス

2002 Louisa M. Alcott https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006352 837.700 言語 読本、解釈、会話

3332 Lorna Doone （Macmillan readers 2, beginner level）
マクミランランゲージ
ハウス

2005 R.D. Blackmore https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006353 837.700 言語 読本、解釈、会話

3333 Marco （Macmillan readers 2, beginner level）
マクミランランゲージ
ハウス

2005 Mike Esplen https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006354 837.700 言語 読本、解釈、会話

3334 Money for a motorbike （Macmillan readers 2, beginner level）
マクミランランゲージ
ハウス

2005 John Milne https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006355 837.700 言語 読本、解釈、会話

3335 Newspaper boy （Macmillan readers 2, beginner level）
マクミランランゲージ
ハウス

2005 John Escott https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006356 837.700 言語 読本、解釈、会話

3336 Northanger Abbey （Macmillan readers 2, beginner level）
マクミランランゲージ
ハウス

2002 Jane Austen https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006357 837.700 言語 読本、解釈、会話

3337 Picture puzzle （Macmillan readers 2, beginner level）
マクミランランゲージ
ハウス

2005 John Escott https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006358 837.700 言語 読本、解釈、会話

3338 Princess Diana （Macmillan readers 2, beginner level）
マクミランランゲージ
ハウス

2009 Anne Collins https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006359 837.700 言語 読本、解釈、会話

3339 Rich man poor man （Macmillan readers 2, beginner level）
マクミランランゲージ
ハウス

2005 T.C. Jupp https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006360 837.700 言語 読本、解釈、会話

3340 The adventures of Huckleberry Finn （Macmillan readers 2, beginner level）
マクミランランゲージ
ハウス

2005 Mark Twain https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006361 837.700 言語 読本、解釈、会話

3341
The adventures of Tom Sawyer （Macmillan guided readers/Macmillan classics 2,
beginner level）

マクミランランゲージ
ハウス

2002 Mark Twain https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006362 837.700 言語 読本、解釈、会話

3342 The black tulip （Macmillan readers 2, beginner level）
マクミランランゲージ
ハウス

2005 Alexandre Dumas https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006363 837.700 言語 読本、解釈、会話

3343 The house on the hill （Macmillan readers 2, beginner level）
マクミランランゲージ
ハウス

2005 Elizabeth Laird https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006364 837.700 言語 読本、解釈、会話

3344 The last leaf and other stories （Macmillan readers 2, beginner level）
マクミランランゲージ
ハウス

2005 O. Henry https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006365 837.700 言語 読本、解釈、会話

3345 The last of the Mohicans （Macmillan readers 2, beginner level）
マクミランランゲージ
ハウス

2005 James Fenimore Cooper https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006366 837.700 言語 読本、解釈、会話

3346 The long tunnel （Macmillan readers 2, beginner level）
マクミランランゲージ
ハウス

2005 John Milne https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006367 837.700 言語 読本、解釈、会話

3347 The mill on the floss （Macmillan readers 2, beginner level）
マクミランランゲージ
ハウス

2005 George Eliot https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006368 837.700 言語 読本、解釈、会話

3348 The phantom of the opera （Macmillan readers 2. beginner level）
マクミランランゲージ
ハウス

2005 Gaston Leroux https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006369 837.700 言語 読本、解釈、会話
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3349 The signalman and the ghost at the trial （Macmillan readers 2, beginner level）
マクミランランゲージ
ハウス

2005 Charles Dickens https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006370 837.700 言語 読本、解釈、会話

3350 The three musketeers （Macmillan readers 2, beginner level）
マクミランランゲージ
ハウス

2009 Alexandre Dumas https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006371 837.700 言語 読本、解釈、会話

3351 The trumpet-major （Macmillan readers 2, beginner level）
マクミランランゲージ
ハウス

2005 Thomas Hardy https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006372 837.700 言語 読本、解釈、会話

3352 The truth machine （Macmillan readers 2, beginner level）
マクミランランゲージ
ハウス

2005 Norman Whitney https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006373 837.700 言語 読本、解釈、会話

3353 This is London （Macmillan readers 2, beginner level）
マクミランランゲージ
ハウス

2006 Philip Prowse https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006374 837.700 言語 読本、解釈、会話

3354 Washington Square （Macmillan readers 2, beginner level）
マクミランランゲージ
ハウス

2005 Henry James https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006375 837.700 言語 読本、解釈、会話

3355 A Christmas carol （Macmillan readers 3, elementary level）
マクミランランゲージ
ハウス

2005 Charles Dickens https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006377 837.700 言語 読本、解釈、会話

3356 Claws （Macmillan readers 3, elementary level）
マクミランランゲージ
ハウス

2005 John Landon https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006378 837.700 言語 読本、解釈、会話

3357 Dr Jekyll and Mr Hyde （Macmillan readers 3, elementary level）
マクミランランゲージ
ハウス

2005 Robert Louis Stevenson https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006379 837.700 言語 読本、解釈、会話

3358 Frankenstein （Macmillan readers 3, elementary level）
マクミランランゲージ
ハウス

2005 Mary Shelley https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006380 837.700 言語 読本、解釈、会話

3359 L.A. winners （Macmillan readers 3, elementary level）
マクミランランゲージ
ハウス

2005 Philip Prowse https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006381 837.700 言語 読本、解釈、会話

3360 Love by design （Macmillan readers 3, elementary level）
マクミランランゲージ
ハウス

2005 Kieran McGovern https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006382 837.700 言語 読本、解釈、会話

3361 Room 13 and other ghost stories （Macmillan readers 3, elementary level）
マクミランランゲージ
ハウス

2005 M.R. James https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006383 837.700 言語 読本、解釈、会話

3362 Seven stories of mystery and horror （Macmillan readers 3, elementary level）
マクミランランゲージ
ハウス

2005 Edgar Allan Poe https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006384 837.700 言語 読本、解釈、会話

3363 Silver Blaze and other stories （Macmillan readers 3, elementary level）
マクミランランゲージ
ハウス

2005 Sir Arthur Conan Doyle https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006385 837.700 言語 読本、解釈、会話

3364 Tales of horror （Macmillan readers 3, elementary level）
マクミランランゲージ
ハウス

2005 Bram Stoker https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006386 837.700 言語 読本、解釈、会話

3365 The black cat （Macmillan guided readers/Macmillan original 3, elementary level）
マクミランランゲージ
ハウス

2002 John Milne https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006387 837.700 言語 読本、解釈、会話

3366
The Canterville ghost and other stories （Macmillan guided readers/Macmillan
classics 3, elementary level）

マクミランランゲージ
ハウス

2002 Oscar Wilde https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006388 837.700 言語 読本、解釈、会話

3367
The legends of Sleepy Hollow and Rip Van Winkle （Macmillan readers 3,
elementary level）

マクミランランゲージ
ハウス

2005 Washington Irving https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006389 837.700 言語 読本、解釈、会話

3368 The lost world （Macmillan readers 3, elementary level）
マクミランランゲージ
ハウス

2005 Sir Arthur Conan Doyle https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006390 837.700 言語 読本、解釈、会話

3369
The picture of Dorian Gray （Macmillan guided readers/Macmillan classics 3,
elementary level）

マクミランランゲージ
ハウス

2002 Oscar Wilde https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006391 837.700 言語 読本、解釈、会話

3370 The promise （Macmillan readers 3, elementary level）
マクミランランゲージ
ハウス

2005 R.L. Scott-Buccleuch https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006392 837.700 言語 読本、解釈、会話

3371 The quest （Macmillan readers 3, elementary level）
マクミランランゲージ
ハウス

2005 Mandy Loader https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006393 837.700 言語 読本、解釈、会話

3372 The stranger （Macmillan readers 3, elementary level）
マクミランランゲージ
ハウス

2005 Norman Whitney https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006394 837.700 言語 読本、解釈、会話

3373 Treasure island （Macmillan readers 3, elementary level）
マクミランランゲージ
ハウス

2005 Robert Louis Stevenson https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006395 837.700 言語 読本、解釈、会話

3374 A midsummer night's dream （Macmillan readers 4, pre-intermediate level）
マクミランランゲージ
ハウス

2007 William Shakespeare https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006397 837.700 言語 読本、解釈、会話

3375 Daisy Miller （Macmillan readers 4, pre-intermediate level）
マクミランランゲージ
ハウス

2007 Henry James https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006398 837.700 言語 読本、解釈、会話

3376 Far from the madding crowd （Macmillan readers 4, pre-intermediate level）
マクミランランゲージ
ハウス

2007 Thomas Hardy https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006399 837.700 言語 読本、解釈、会話

3377 Gandhi （Macmillan readers . Macmillan biographies 4, pre-intermediate level）
マクミランランゲージ
ハウス

2011 Rachel Bladon https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006400 837.700 言語 読本、解釈、会話

3378 Heidi （Macmillan readers 4, pre-intermediate level）
マクミランランゲージ
ハウス

2008 Johanna Spyri https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006401 837.700 言語 読本、解釈、会話

3379
Michael Jackson ―the king of pop―（Macmillan readers . Macmillan biographies 4,
pre-intermediate level）

マクミランランゲージ
ハウス

2010 Carl W. Hart https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006402 837.700 言語 読本、解釈、会話

3380 Nelson Mandela （Macmillan readers 4, pre-intermediate level）
マクミランランゲージ
ハウス

2009 Carl W. Hart https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006403 837.700 言語 読本、解釈、会話

3381 Owl Creek Bridge and other stories （Macmillan readers 4, pre-intermediate level）
マクミランランゲージ
ハウス

2007 Ambrose Bierce https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006404 837.700 言語 読本、解釈、会話

3382 Owl hall （Macmillan readers 4, pre-intermediate level）
マクミランランゲージ
ハウス

2012 Robert Campbell https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006405 837.700 言語 読本、解釈、会話

3383 Persuasion （Macmillan readers 4, pre-intermediate level）
マクミランランゲージ
ハウス

2011 Jane Austen https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006406 837.700 言語 読本、解釈、会話

3384 Robin Hood （Macmillan readers 4, pre-intermediate level）
マクミランランゲージ
ハウス

2007 Stephen Colbourn https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006407 837.700 言語 読本、解釈、会話

3385 Robinson Crusoe （Macmillan readers 4, pre-intermediate level）
マクミランランゲージ
ハウス

2009 Daniel Defoe https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006408 837.700 言語 読本、解釈、会話

3386 Romeo and Juliet （Macmillan readers 4. pre-intermediate level）
マクミランランゲージ
ハウス

2007 William Shakespeare https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006409 837.700 言語 読本、解釈、会話
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3387
Selected short stories by D.H. Lawrence （Macmillan readers 4, pre-intermediate
level）

マクミランランゲージ
ハウス

2007 Anne Collins https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006410 837.700 言語 読本、解釈、会話

3388 The call of the wild （Macmillan readers 4, pre-intermediate level）
マクミランランゲージ
ハウス

2011 Jack London https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006411 837.700 言語 読本、解釈、会話

3389 The secret garden （Macmillan readers 4, pre-intermediate level）
マクミランランゲージ
ハウス

2008 Frances Hodgson Burnett https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006412 837.700 言語 読本、解釈、会話

3390
The story of the Olympics ―an unofficial history―（Macmillan readers 4, pre-
intermediate level）

マクミランランゲージ
ハウス

2012 Rachel Bladon https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006413 837.700 言語 読本、解釈、会話

3391 The tenant of Wildfell Hall （Macmillan readers 4, pre-intermediate level）
マクミランランゲージ
ハウス

2007 Anne Brontë https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006414 837.700 言語 読本、解釈、会話

3392 The treasure of Monte Cristo （Macmillan readers 4, pre-intermediate level）
マクミランランゲージ
ハウス

2007 Alexandre Dumas https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006415 837.700 言語 読本、解釈、会話

3393 The wizard of Oz （Macmillan readers 4, pre-intermediate level）
マクミランランゲージ
ハウス

2007 L. Frank Baum https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006416 837.700 言語 読本、解釈、会話

3394 Bristol murder （Macmillan readers 5, intermediate level）
マクミランランゲージ
ハウス

2005 Philip Prowse https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006630 837.700 言語 読本、解釈、会話

3395 David Copperfield （Macmillan readers 5, intermediate level）
マクミランランゲージ
ハウス

2008 Charles Dickens https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006631 837.700 言語 読本、解釈、会話

3396 Dracula （Macmillan guided readers/Macmillan classics 5, intermediate level）
マクミランランゲージ
ハウス

2002 Bram Stoker https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006632 837.700 言語 読本、解釈、会話

3397 Emma （Macmillan readers 5, intermediate level）
マクミランランゲージ
ハウス

2005 Jane Austen https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006633 837.700 言語 読本、解釈、会話

3398 Hamlet （Macmillan readers 5, intermediate level）
マクミランランゲージ
ハウス

2009 William Shakespeare https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006634 837.700 言語 読本、解釈、会話

3399
King Arthur and the knights of the round table （Macmillan readers 5, intermediate
level）

マクミランランゲージ
ハウス

2008 Stephen Colbourn https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006635 837.700 言語 読本、解釈、会話

3400 Oliver Twist （Macmillan guided readers/Macmillan classics 5, intermediate level）
マクミランランゲージ
ハウス

2002 Charles Dickens https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006636 837.700 言語 読本、解釈、会話

3401 Pride and prejudice （Macmillan guided readers 5, intermediate level）
マクミランランゲージ
ハウス

2002 Jane Austen https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006637 837.700 言語 読本、解釈、会話

3402 The merchant of Venice （Macmillan readers 5, intermediate level）
マクミランランゲージ
ハウス

2009 William Shakespeare https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006638 837.700 言語 読本、解釈、会話

3403 The red and the black （Macmillan readers 5, intermediate level）
マクミランランゲージ
ハウス

2007 Stendhal https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006639 837.700 言語 読本、解釈、会話

3404 The smuggler （Macmillan guided readers/Macmillan originals 5, intermediate level）
マクミランランゲージ
ハウス

2002 Piers Plowright https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006640 837.700 言語 読本、解釈、会話

3405
The speckled band and other stories （Macmillan guided readers/Macmillan
classics 5, intermediate level）

マクミランランゲージ
ハウス

2002 Sir Arthur Conan Doyle https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006641 837.700 言語 読本、解釈、会話

3406 Meet me in Istanbul （Macmillan readers 5, intermediate level）
マクミランランゲージ
ハウス

2005 Richard Chisholm https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006642 837.700 言語 読本、解釈、会話

3407 Much ado about nothing （Macmillan readers 5, intermediate level）
マクミランランゲージ
ハウス

2011 William Shakespeare https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006643 837.700 言語 読本、解釈、会話

3408 Sense and sensibility （Macmillan readers 5, intermediate level）
マクミランランゲージ
ハウス

2005 Jane Austen https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006644 837.700 言語 読本、解釈、会話

3409 The space invaders （Macmillan readers 5, intermediate level）
マクミランランゲージ
ハウス

2005 Geoffrey Matthews https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006645 837.700 言語 読本、解釈、会話

3410 The enchanted April （Macmillan readers 5, intermediate level）
マクミランランゲージ
ハウス

2005 Elizabeth von Arnim https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006646 837.700 言語 読本、解釈、会話

3411 The Queen of death （Macmillan readers 5, intermediate level）
マクミランランゲージ
ハウス

2005 John Milne https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006647 837.700 言語 読本、解釈、会話

3412 The woman who disappeared （Macmillan readers 5, intermediate level）
マクミランランゲージ
ハウス

2005 Philip Prowse https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006648 837.700 言語 読本、解釈、会話

3413 The woodlanders （Macmillan readers 5, intermediate level）
マクミランランゲージ
ハウス

2005 Thomas Hardy https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006649 837.700 言語 読本、解釈、会話

3414 Wuthering Heights （Macmillan readers 5, intermediate level）
マクミランランゲージ
ハウス

2005 Emily Brontë https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006650 837.700 言語 読本、解釈、会話

3415 Anna Karenina （Macmillan readers 6, upper intermediate level）
マクミランランゲージ
ハウス

2007 Leo Tolstoy https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006652 837.700 言語 読本、解釈、会話

3416 Bleak House （Macmillan readers 6, upper intermediate level）
マクミランランゲージ
ハウス

2005 Charles Dickens https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006653 837.700 言語 読本、解釈、会話

3417
Great expectations （Macmillan guided readers/Macmillan classics 6, upper
intermediate level）

マクミランランゲージ
ハウス

2005 Charles Dickens https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006654 837.700 言語 読本、解釈、会話

3418 Middlemarch （Macmillan readers 6, upper intermediate level）
マクミランランゲージ
ハウス

2008 George Eliot https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006655 837.700 言語 読本、解釈、会話

3419 Moby Dick （Macmillan readers 6, upper intermediate level）
マクミランランゲージ
ハウス

2008 Herman Melville https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006656 837.700 言語 読本、解釈、会話

3420
Officially dead （Macmillan guided readers/Macmillan originals 6, upper intermediate
level）

マクミランランゲージ
ハウス

2002 Richard Prescott https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006657 837.700 言語 読本、解釈、会話

3421 Vanity Fair （Macmillan readers 6, upper intermediate level）
マクミランランゲージ
ハウス

2007 William Makepeace Thackeray https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006658 837.700 言語 読本、解釈、会話

3422 L.A. movie （Macmillan readers 6, upper intermediate level）
マクミランランゲージ
ハウス

2005 Philip Prowse https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006659 837.700 言語 読本、解釈、会話

3423 Macbeth （Macmillan readers 6, upper intermediate level）
マクミランランゲージ
ハウス

2010 William Shakespeare https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006660 837.700 言語 読本、解釈、会話

3424 Our mutual friend （Macmillan readers 6, upper intermediate level）
マクミランランゲージ
ハウス

2005 Charles Dickens https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006661 837.700 言語 読本、解釈、会話
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3425 Rebecca （Macmillan readers 6, upper intermediate level）
マクミランランゲージ
ハウス

2005 Daphne du Maurier https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006662 837.700 言語 読本、解釈、会話

3426
The cut-glass bowl and other stories （Macmillan readers 6, upper intermediate
level）

マクミランランゲージ
ハウス

2005 F. Scott Fitzgerald https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006663 837.700 言語 読本、解釈、会話

3427 The importance of being earnest （Macmillan readers 6, upper intermediate level）
マクミランランゲージ
ハウス

2011 Oscar Wilde https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006664 837.700 言語 読本、解釈、会話

3428 日本人が知りたいイギリス人の当たり前 ―英語リーディング― 三修社 2017 唐澤, 一友 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000044598 837.700 言語 読本、解釈、会話

3429 日本まるごとQ&A ―everything you should know about Japan―（対訳ニッポン） ＩＢＣパブリッシング 2015 安部, 直文 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000033620 837.700 言語 読本、解釈、会話

3430
全図解日本のしくみ = The complete guide to Japanese systems 新版（対訳ニッポ
ン）

ＩＢＣパブリッシング 2012 安部, 直文 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000033625 837.700 言語 読本、解釈、会話

3431 日常生活英語のトリセツ ―基本表現― アスク出版 2016 長尾, 和夫 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000045624 837.800 言語 読本、解釈、会話

3432 留学&ホームステイのための英会話  最新版 アルク 2006 細井, 忠俊 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000782 837.800 言語 読本、解釈、会話

3433 英語の会議直前5時間の技術 （しごとのミニマム英語 2） アルク 2014 柴山, かつの https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000031509 837.800 言語 読本、解釈、会話

3434
自分のことを英語で伝える!基本フレーズ80 ―自己紹介から、気持ち・意見まで―
【音声付】

アルク 2016 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000041242 837.800 言語 読本、解釈、会話

3435 旅行英会話まるごとフレーズ = Essential English phrases for travelers  【音声付】 アルク 2016 高橋, 朋子 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000042688 837.800 言語 読本、解釈、会話

3436 相手と場面で使い分ける英語表現ハンドブック アルク 2017 高橋, 朋子 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000044554 837.800 言語 読本、解釈、会話

3437 「カジュアル系」英語のトリセツ ―文字でも会話する今どきの英会話― アルク 2017 ルーク・タニクリフ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000044561 837.800 言語 読本、解釈、会話

3438 話す英語 （実戦力徹底トレーニング） アルク 2019 愛場, 吉子 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000072814 837.800 言語 読本、解釈、会話

3439 英語でニッポン案内ハンドブック アルク 2019 島崎, 秀定 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000072816 837.800 言語 読本、解釈、会話

3440 キクタン英会話 オフィス編 ―聞いてマネしてすらすら話せる― 【音声付】 アルク 2014 一杉, 武史 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027599 837.800 言語 読本、解釈、会話

3441 キクタン英会話 おもてなし編 ―聞いてマネしてすらすら話せる― 【音声付】 アルク 2015 一杉, 武史 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027600 837.800 言語 読本、解釈、会話

3442 キクタン英会話 基礎編 ―聞いてマネしてすらすら話せる― 【音声付】 アルク 2013 一杉, 武史 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000031506 837.800 言語 読本、解釈、会話

3443 キクタン英会話 海外旅行編 ―聞いてマネしてすらすら話せる― 【音声付】 アルク 2013 一杉, 武史 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000031516 837.800 言語 読本、解釈、会話

3444 キクタン英会話 発展編 ―聞いてマネしてすらすら話せる― 【音声付】 アルク 2014 一杉, 武史 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000031523 837.800 言語 読本、解釈、会話

3445 キクタン英会話 初級編  ―聞いてマネしてすらすら話せる― 【音声付】 アルク 2014 一杉, 武史 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000031542 837.800 言語 読本、解釈、会話

3446
英語でネイティブみたいな会話がしたい! ―映画やドラマの世界そのままにぐっとリ
アルな英語が話せる― 【音声付】

クロスメディアラン
ゲージ

2016 ジュミック, 今井 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000075283 837.800 言語 読本、解釈、会話

3447 英語スピーキング力 ―4技能+αで全方位から集中攻略―
クロスメディアラン
ゲージ

2016 植田, 一三 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000075285 837.800 言語 読本、解釈、会話

3448 日常会話の英語ディスカッション ベレ出版 2015 Nicholas Woo https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000032867 837.800 言語 読本、解釈、会話

3449 英語は早ければたった1日で話せるようになる （Beret books） ベレ出版 2015 宗形, 諭史 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000032871 837.800 言語 読本、解釈、会話

3450 ミニダイアローグで覚える英会話 ベレ出版 2012 石渡, 一秀 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000060484 837.800 言語 読本、解釈、会話

3451
英語で円滑に〔世間話〕をするための会話術 = Smarten up your day in English! ―
何気ない「おしゃべり」がスムーズにできる6つのルールと960例文―（CD book）

ベレ出版 2012 濱田, 伊織 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000060487 837.800 言語 読本、解釈、会話

3452 超ガチトレ英語スピーキング上達トレーニング ベレ出版 2018 藤井, 拓哉 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000077849 837.800 言語 読本、解釈、会話

3453 これで話せる!かんたん英文法トレーニング ベレ出版 2018 坂口, 雅彦 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000077858 837.800 言語 読本、解釈、会話

3454 国際学会英語表現辞典 ―congress English : 即戦力・ポケット版― 三輪書店 1998 大井, 静雄 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000579 837.800 言語 読本、解釈、会話

3455 日常英会話基本の『き』 （デイビッド・セインの基本の『き』シリーズ） 南雲堂 2016 デイビッド・セイン https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000062992 837.800 言語 読本、解釈、会話

3456 トラベル英語基本の『き』 （デイビッド・セインの基本の『き』シリーズ） 南雲堂 2017 デイビッド・セイン https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000062994 837.800 言語 読本、解釈、会話

3457 留学英会話ハンドブック ―Campus English A to Z―改訂版 研究社 2010 仁木, 久恵 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015507 837.800 言語 読本、解釈、会話

3458 とっさのときに困らない英語の30秒スピーチ 研究社 2010 小坂, 貴志 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015509 837.800 言語 読本、解釈、会話

3459 どんどん話せるドイツ語作文トレーニング 三修社 2016 時田, 伊津子 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000044601 846.000 言語 文章、文体、作文

3460 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― 三修社 2016 鎌田, タベア https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000044593 847.700 言語 読本、解釈、会話

3461 日本人が知りたいフランス人の当たり前 ―フランス語リーディング― 三修社 2016 釣, 馨 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000044595 850.000 言語 フランス語

3462 どんどん話せるスペイン語作文トレーニング 三修社 2016 アレハンドロ・クレマデス https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000044605 866.000 言語 文章、文体、作文

3463 日本人が知りたいスペイン人の当たり前 ―スペイン語リーディング― 三修社 2017 フリオ・ビジョリア・アパリシオ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000044599 867.700 言語 読本、解釈、会話

3464 どんどん話せるイタリア語作文トレーニング 三修社 2016 石田, 聖子 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000044602 876.000 言語 文章、文体、作文

3465 日本人が知りたいイタリア人の当たり前 ―イタリア語リーディング― 三修社 2017 朝比奈, 佳尉 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000044596 877.500 言語 読本、解釈、会話

3466 世界文学あらすじ大事典 （1） 国書刊行会 2005 横山, 茂雄 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006891 903.300 文学 参考図書［レファレンスブック］

3467 世界文学あらすじ大事典 （2） 国書刊行会 2005 横山, 茂雄 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006892 903.300 文学 参考図書［レファレンスブック］

3468 世界文学あらすじ大事典 （3） 国書刊行会 2006 横山, 茂雄 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006893 903.300 文学 参考図書［レファレンスブック］

3469 世界文学あらすじ大事典 （4） 国書刊行会 2007 横山, 茂雄 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006894 903.300 文学 参考図書［レファレンスブック］

3470 震災後に読む文学 （早稲田大学ブックレット : 「震災後」に考える 28） 早稲田大学出版部 2013 堀内, 正規 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000008421 904.000 文学 論文集、評論集、講演集

3471 世界の物語・お話絵本登場人物索引 2007-2015 ＤＢジャパン 2017 DBジャパン https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000043551 909.031 文学 児童文学研究

3472 文芸東西南北 ―明治・大正文学諸断面の新研究―（東洋文庫 625） 平凡社 1997 木村, 毅 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000004160 910.261 文学 日本文学

3473 三島由紀夫事典 勉誠出版 2000 松本, 徹 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006450 910.268 文学 日本文学

3474 叡知の詩学小林秀雄と井筒俊彦 慶應義塾大学出版会 2015 若松, 英輔 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027026 910.268 文学 日本文学

3475 古代の恋愛生活 ―万葉集の恋歌を読む―（読みなおす日本史） 吉川弘文館 2016 古橋, 信孝 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000034401 911.125 文学 詩歌

3476 平安物語叙述論 東京大学出版会 2001 藤井, 貞和 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000091 913.300 文学 小説、物語

3477 物語理論講義 （Liberal arts） 東京大学出版会 2004 藤井, 貞和 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000094 913.300 文学 小説、物語

3478 源威集 （東洋文庫 607） 平凡社 1996 加地, 宏江 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000004144 913.430 文学 小説、物語

3479 おカネの教室 ―僕らがおかしなクラブで学んだ秘密―（しごとのわ）
インプレスＲ＆Ｄ／イ
ンプレスビジネスメ

2018 高井, 浩章 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000052975 913.600 文学 小説、物語

3480 南蛮更紗 （東洋文庫 596） 平凡社 1995 新村, 出 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000004133 914.600 文学 評論、エッセイ、随筆

3481 魯庵随筆読書放浪 （東洋文庫 603） 平凡社 1996 内田, 魯庵 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000004140 914.600 文学 評論、エッセイ、随筆

3482 菅原道真と平安朝漢文学 東京大学出版会 2001 藤原, 克己 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000092 919.300 文学 漢詩文、日本漢文学

3483 詩経雅頌 1 （東洋文庫 635） 平凡社 1998 白川, 静 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000004169 921.320 文学 詩歌、韻文、詩文
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3484 詩経雅頌 2 （東洋文庫 636） 平凡社 1998 白川, 静 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000004170 921.320 文学 詩歌、韻文、詩文

3485 宋元戯曲考 （東洋文庫 626） 平凡社 1997 王, 國維 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000004161 922.500 文学 戯曲

3486 五雑組 1 （東洋文庫 605） 平凡社 1996 謝, 肇淛 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000004142 924.500 文学 評論、エッセイ、随筆

3487 五雑組 2 （東洋文庫 610） 平凡社 1997 謝, 肇淛 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000004147 924.500 文学 評論、エッセイ、随筆

3488 五雑組 3 （東洋文庫 617） 平凡社 1997 謝, 肇淛 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000004154 924.500 文学 評論、エッセイ、随筆

3489 五雑組 4 （東洋文庫 623） 平凡社 1997 謝, 肇淛 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000004158 924.500 文学 評論、エッセイ、随筆

3490 五雑組 5 （東洋文庫 629） 平凡社 1998 謝, 肇淛 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000004163 924.500 文学 評論、エッセイ、随筆

3491 五雑組 6 （東洋文庫 633） 平凡社 1998 謝, 肇淛 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000004167 924.500 文学 評論、エッセイ、随筆

3492 ジャンガル （東洋文庫 : モンゴル英雄叙事詩 ; 2 591） 平凡社 1995 若松, 寛 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000004128 929.551 文学 その他の東洋文学

3493 ミール狂恋詩集 ―中世インド抒情詩―（東洋文庫 602） 平凡社 1996 ミール https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000004139 929.851 文学 その他の東洋文学

3494 サミュエル・ジョンソン伝 1 みすず書房 1981 J.ボズウェル https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000003739 930.280 文学 英米文学

3495 サミュエル・ジョンソン伝 2 みすず書房 1982 J.ボズウェル https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000003740 930.280 文学 英米文学

3496 サミュエル・ジョンソン伝 3 みすず書房 1983 J.ボズウェル https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000003741 930.280 文学 英米文学

3497 ヘミングウェイ大事典 勉誠出版 2012 田畑, 佳菜子 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007028 930.280 文学 英米文学

3498
迷宮としてのテクスト ―フォークナー的エクリチュールへの誘い―（アメリカ太平洋
研究叢書）

東京大学出版会 2004 林, 文代 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000095 930.280 文学 英米文学

3499 英米小説原題邦題事典 新訂増補版 日外アソシエーツ 2003 日外アソシエーツ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000043110 930.310 文学 英米文学

3500 ヘンリー六世 第1部 （白水Uブックス . シェイクスピア全集 1） 白水社 1983 ウィリアム・シェイクスピア https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006008 932.500 文学 戯曲

3501 ヘンリー六世 第2部 （白水Uブックス . シェイクスピア全集 2） 白水社 1983 ウィリアム・シェイクスピア https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006009 932.500 文学 戯曲

3502 ヘンリー六世 第3部 （白水Uブックス . シェイクスピア全集 3） 白水社 1983 ウィリアム・シェイクスピア https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006010 932.500 文学 戯曲

3503 リチャード三世 （白水Uブックス . シェイクスピア全集 4） 白水社 1983 ウィリアム・シェイクスピア https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006011 932.500 文学 戯曲

3504 間違いの喜劇 （白水Uブックス . シェイクスピア全集 5） 白水社 1983 ウィリアム・シェイクスピア https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006012 932.500 文学 戯曲

3505 タイタス・アンドロニカス （白水Uブックス . シェイクスピア全集 6） 白水社 1983 ウィリアム・シェイクスピア https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006013 932.500 文学 戯曲

3506 じゃじゃ馬ならし （白水Uブックス . シェイクスピア全集 7） 白水社 1983 ウィリアム・シェイクスピア https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006014 932.500 文学 戯曲

3507 ヴェローナの二紳士 （白水Uブックス . シェイクスピア全集 8） 白水社 1983 ウィリアム・シェイクスピア https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006015 932.500 文学 戯曲

3508 恋の骨折り損 （白水Uブックス . シェイクスピア全集 9） 白水社 1983 ウィリアム・シェイクスピア https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006016 932.500 文学 戯曲

3509 ロミオとジュリエット （白水Uブックス . シェイクスピア全集 10） 白水社 1983 ウィリアム・シェイクスピア https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006017 932.500 文学 戯曲

3510 リチャード二世 （白水Uブックス . シェイクスピア全集 11） 白水社 1983 ウィリアム・シェイクスピア https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006018 932.500 文学 戯曲

3511 夏の夜の夢 （白水Uブックス . シェイクスピア全集 12） 白水社 1983 ウィリアム・シェイクスピア https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006019 932.500 文学 戯曲

3512 ジョン王 （白水Uブックス . シェイクスピア全集 13） 白水社 1983 ウィリアム・シェイクスピア https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006020 932.500 文学 戯曲

3513 ヴェニスの商人 （白水Uブックス . シェイクスピア全集 14） 白水社 1983 ウィリアム・シェイクスピア https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006021 932.500 文学 戯曲

3514 ヘンリー四世 第1部 （白水Uブックス . シェイクスピア全集 15） 白水社 1983 ウィリアム・シェイクスピア https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006022 932.500 文学 戯曲

3515 ヘンリー四世 第2部 （白水Uブックス . シェイクスピア全集 16） 白水社 1983 ウィリアム・シェイクスピア https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006023 932.500 文学 戯曲

3516 から騒ぎ （白水Uブックス . シェイクスピア全集 17） 白水社 1983 ウィリアム・シェイクスピア https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006024 932.500 文学 戯曲

3517 ウィンザーの陽気な女房たち （白水Uブックス . シェイクスピア全集 18） 白水社 1983 ウィリアム・シェイクスピア https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006025 932.500 文学 戯曲

3518 ヘンリー五世 （白水Uブックス . シェイクスピア全集 19） 白水社 1983 ウィリアム・シェイクスピア https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006026 932.500 文学 戯曲

3519 ジュリアス・シーザー （白水Uブックス . シェイクスピア全集 20） 白水社 1983 ウィリアム・シェイクスピア https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006027 932.500 文学 戯曲

3520 お気に召すまま （白水Uブックス . シェイクスピア全集 21） 白水社 1983 ウィリアム・シェイクスピア https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006028 932.500 文学 戯曲

3521 十二夜 （白水Uブックス . シェイクスピア全集 22） 白水社 1983 ウィリアム・シェイクスピア https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006029 932.500 文学 戯曲

3522 ハムレット （白水Uブックス . シェイクスピア全集 23） 白水社 1983 ウィリアム・シェイクスピア https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006030 932.500 文学 戯曲

3523 トロイラスとクレシダ （白水Uブックス . シェイクスピア全集 24） 白水社 1983 ウィリアム・シェイクスピア https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006031 932.500 文学 戯曲

3524 終わりよければすべてよし （白水Uブックス . シェイクスピア全集 25） 白水社 1983 ウィリアム・シェイクスピア https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006032 932.500 文学 戯曲

3525 尺には尺を （白水Uブックス . シェイクスピア全集 26） 白水社 1983 ウィリアム・シェイクスピア https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006033 932.500 文学 戯曲

3526 オセロー （白水Uブックス . シェイクスピア全集 27） 白水社 1983 ウィリアム・シェイクスピア https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006034 932.500 文学 戯曲

3527 リア王 （白水Uブックス . シェイクスピア全集 28） 白水社 1983 ウィリアム・シェイクスピア https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006035 932.500 文学 戯曲

3528 マクベス （白水Uブックス . シェイクスピア全集 29） 白水社 1983 ウィリアム・シェイクスピア https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006036 932.500 文学 戯曲

3529 アントニーとクレオパトラ （白水Uブックス . シェイクスピア全集 30） 白水社 1983 ウィリアム・シェイクスピア https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006037 932.500 文学 戯曲

3530 コリオレーナス （白水Uブックス . シェイクスピア全集 31） 白水社 1983 ウィリアム・シェイクスピア https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006038 932.500 文学 戯曲

3531 アテネのタイモン （白水Uブックス . シェイクスピア全集 32） 白水社 1983 ウィリアム・シェイクスピア https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006039 932.500 文学 戯曲

3532 ペリクリーズ （白水Uブックス . シェイクスピア全集 33） 白水社 1983 ウィリアム・シェイクスピア https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006040 932.500 文学 戯曲

3533 シンベリン （白水Uブックス . シェイクスピア全集 34） 白水社 1983 ウィリアム・シェイクスピア https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006041 932.500 文学 戯曲

3534 冬物語 （白水Uブックス . シェイクスピア全集 35） 白水社 1983 ウィリアム・シェイクスピア https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006042 932.500 文学 戯曲

3535 テンペスト （白水Uブックス . シェイクスピア全集 36） 白水社 1983 ウィリアム・シェイクスピア https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006043 932.500 文学 戯曲

3536 ヘンリー八世 （白水Uブックス . シェイクスピア全集 37） 白水社 1983 ウィリアム・シェイクスピア https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006044 932.500 文学 戯曲
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