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バイオ医薬品と再生医療 （臨床薬学テキストシリーズ） 赤池, 昭紀 中山書店 2016 9784521744490 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000040902
クリティカルケア看護の基礎知識 【動画】（クリティカルケア看護 Vol.1） 医学映像教育センター 2020 9784862438324 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000090334
集中治療室入室後の看護 【動画】（クリティカルケア看護 Vol.3） 医学映像教育センター 2020 9784862438348 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000090336
小児科診断・治療指針 = A practical guide to pediatric medicine 改訂第2版 遠藤, 文夫 中山書店 2017 9784521744865 9784521731827 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000042259
内科学書 1 改訂第9版 南学, 正臣 中山書店 2019 9784521747491 9784521747859 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000078028
内科学書 2 改訂第9版 南学, 正臣 中山書店 2019 9784521747491 9784521747859 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000078029
内科学書 3 改訂第9版 南学, 正臣 中山書店 2019 9784521747491 9784521747859 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000078030
内科学書 4 改訂第9版 南学, 正臣 中山書店 2019 9784521747491 9784521747859 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000078031
内科学書 5 改訂第9版 南学, 正臣 中山書店 2019 9784521747491 9784521747859 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000078032
内科学書 6 改訂第9版 南学, 正臣 中山書店 2019 9784521747491 9784521747859 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000078033
内科学書 別巻 改訂第9版 南学, 正臣 中山書店 2019 9784521747491 9784521747859 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000078034
研究会新⺠事訴訟法 ―⽴法・解釈・運⽤―（ジュリスト増刊） 竹下, 守夫 有斐閣 1999 9784641013988 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007965
〈判例から学ぶ〉⺠事事実認定 （ジュリスト増刊） 伊藤, 眞 有斐閣 2006 9784641113923 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007966
⺠事再生法逐条研究 ―解釈と運⽤―（ジュリスト増刊） 伊藤, 眞 有斐閣 2002 9784641113817 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007969
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） 伊藤, 眞 有斐閣 2005 9784641113893 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007970
新仲裁法の理論と実務 （ジュリスト増刊） 三木, 浩一 有斐閣 2006 9784641113916 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007971
新破産法の基本構造と実務 （ジュリスト増刊） 伊藤, 眞 有斐閣 2007 9784641113947 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007972
刑事弁護の技術と倫理 ―刑事弁護の心・技・体― 佐藤, 博史 有斐閣 2007 9784641042476 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000008011
租税法と市場 金子, 宏 有斐閣 2014 9784641131668 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016991
強制捜査と任意捜査 新版 井上, 正仁 有斐閣 2014 9784641139053 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000018207
少年法 = Juvenile law 川出, 敏裕 有斐閣 2015 9784641139121 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027042
はじめてのEU法 庄司, 克宏 有斐閣 2015 9784641048164 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027045
講義破産法・⺠事再生法 ―重要論点の解説と演習―（法学教室Library） 田頭, 章一 有斐閣 2016 9784641137202 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027424
会社法事例演習教材 第3版 前田, 雅弘 有斐閣 2016 9784641137400 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027637
⺠事訴訟法概論 高橋, 宏志 有斐閣 2016 9784641137349 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027839
国際法 第3版（有斐閣アルマ Specialized） 中谷, 和弘 有斐閣 2016 9784641220638 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027843
インターネット法 = Internet law 松井, 茂記 有斐閣 2015 9784641125834 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000034355
会社法要説 = The elements of corporate law 第2版 落合, 誠一 有斐閣 2016 9784641137561 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000040907
家事事件手続法 第3版 梶村, 太市 有斐閣 2016 9784641136373 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000042221
刑事訴訟法 第5版（有斐閣アルマ Specialized） ⻑沼, 範良 有斐閣 2017 9784641220508 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000042731
担保物権法 第4版（現代⺠法 3） 道垣内, 弘人 有斐閣 2017 9784641137769 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000043945
会社法大要 第2版 龍田, 節 有斐閣 2017 9784641137509 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000043947
⺠法visual materials 第2版 池田, 真朗 有斐閣 2017 9784641137745 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000044734
演習国際私法case 30 = 30 exercises on private international law 櫻田, 嘉章 有斐閣 2016 9784641046764 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000044739
会社法判例の読み方 ―判例分析の第一歩― 飯田, 秀総 有斐閣 2017 9784641137752 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000046030
総則 第3版（⺠法講義 1） 山本, 敬三 有斐閣 2011 9784641135253 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000047635
自治体コンプライアンスの基礎 （地方自治・実務入門シリーズ） 岡田, 博史 有斐閣 2017 9784641227323 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000048114
契約法 中田, 裕康 有斐閣 2017 9784641137318 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000048116
債権総論判例30! （Start up . ⺠法 3） 田高, 寛貴 有斐閣 2017 9784641137776 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000048978
商法判例集 第7版 山下, 友信 有斐閣 2017 9784641137837 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000048979
事例演習労働法 第3版 水町, 勇一郎 有斐閣 2017 9784641144972 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000048980
国際法 （有斐閣ストゥディア） 玉田, 大 有斐閣 2017 9784641150454 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000048985
⺠法総則 （⺠法概論 1） 山野目, 章夫 有斐閣 2017 9784641137783 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000050854
債権各論判例30! （Start up . ⺠法 4） 中原, 太郎 有斐閣 2017 9784641137790 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000050856
親族・相続判例30! （Start up . ⺠法 5） ⻘竹, 美佳 有斐閣 2017 9784641137844 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000050857



総則判例30! （Start up . ⺠法 ; 1） 原田, 昌和 有斐閣 2017 9784641137820 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000052223
分権政策法務の実践 北村, 喜宣 有斐閣 2018 9784641227392 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000052960
物権判例30! （Start up . ⺠法 2） 水津, 太郎 有斐閣 2017 9784641137851 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000052963
不法⾏為法 ―⺠法を学ぶ―第2版 窪田, 充見 有斐閣 2018 9784641137226 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000055915
社会保障法 第2版 菊池, 馨実 有斐閣 2018 9784641243040 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000061468
租税法入門 第2版（法学教室Library） 増井, 良啓 有斐閣 2018 9784641227538 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000063510
⺠事訴訟法 第3版（Legal quest） 三木, 浩一 有斐閣 2018 9784641179387 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000063511
国際私法入門 第8版（有斐閣双書 42） 沢木, 敬郎 有斐閣 2018 9784641112841 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000067713
会社法入門 第13版 前田, 庸 有斐閣 2018 9784641137462 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000068297
租税法概説 第3版 中里, 実 有斐閣 2018 9784641227569 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000072700
破産法・⺠事再生法 第4版 伊藤, 眞 有斐閣 2018 9784641137448 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000072704
刑事弁護の基礎知識 第2版 岡, 慎一 有斐閣 2018 9784641139367 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000072705
法学学習Q&A 横田, 明美 有斐閣 2019 9784641126091 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000076011
社会保障法 第7版（有斐閣アルマ Specialized） 加藤, 智章 有斐閣 2019 9784641221307 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000076021
財産の帰属と変動の法 第2版（新基本⺠法 2 ; 物権編） 大村, 敦志 有斐閣 2019 9784641138131 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000076785
労働法の世界 第13版 中窪, 裕也 有斐閣 2019 9784641243187 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000076787
判例労働法入門 第6版 野田, 進 有斐閣 2019 9784641243156 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000077905
労働法 第3版（有斐閣ストゥディア） 小畑, 史子 有斐閣 2019 9784641150645 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000078474
労働基準法 第5版（有斐閣法学叢書 8） 下井, 隆史 有斐閣 2019 9784641243057 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000078475
有期雇⽤法制ベーシックス 【スマホ・読上】（Jurist books） 荒木, 尚志 有斐閣 2014 9784641144644 9784641701281 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000080859
「同一労働同一賃金」のすべて 新版 水町, 勇一郎 有斐閣 2019 9784641243248 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000084578
不正競争防止法 第2版 茶園, 成樹 有斐閣 2019 9784641243200 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000084579
憲法判例と裁判官の視線 ―その先に見ていた世界― 千葉, 勝美 有斐閣 2019 9784641227774 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000085343
物権 第3版（Legal quest . ⺠法 2） 石田, 剛 有斐閣 2019 9784641179424 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000086433
契約債権の法 第2版（新基本⺠法 4 ; 債権編） 大村 敦志 有斐閣 2019 9784641138209 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000087233
家族法 ―⺠法を学ぶ―第4版 窪田 充見 有斐閣 2019 9784641138186 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000087235
標準著作権法 第4版 高林 龍 有斐閣 2019 9784641243316 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000087236
商法判例百選 （別冊ジュリスト no. 243） 神作 裕之 有斐閣 2019 9784641115439 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000089365
労働法 第8版 水町, 勇一郎 有斐閣 2020 9784641243361 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000089906
よくわかる社会保障法 第2版 ⻄村 健一郎 有斐閣 2019 9784641243163 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000090658
⺠事執⾏・保全法 第6版（有斐閣アルマ Specialized） 上原, 敏夫 有斐閣 2020 9784641221536 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000090704
ベーシック労働法 第8版（有斐閣アルマ Basic） 浜村, 彰 有斐閣 2020 9784641221550 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000090705
入門刑事手続法 第8版 三井, 誠 有斐閣 2020 9784641139435 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000092867
刑法講話 新版 滝川, 幸辰 日本評論社 1987 9784535000278 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027474
刑法各論 松原, 芳博 日本評論社 2016 9784535521735 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000043707
刑法総論 第2版 松原, 芳博 日本評論社 2017 9784535522572 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000043706
伊藤真の刑事訴訟法入門 ―講義再現版―第5版 伊藤, 真 日本評論社 2016 9784535521636 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000040871
伊藤真の商法入門 ―講義再現版―第5版 伊藤, 真 日本評論社 2015 9784535521209 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000040872
伊藤真の⺠法入門 ―講義再現版―第6版 伊藤, 真 日本評論社 2017 9784535523050 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000076481
会社法 第20版（法律学講座双書） 神田, 秀樹 弘文堂 2018 9784335315435 9784335010019 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000067744
租税法 第23版（法律学講座双書） 金子, 宏 弘文堂 2019 9784335315411 9784335010286 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000077933
最新告訴状・告発状モデル文例集 改訂版 新日本法規出版 2019 9784788285873 9784788285941 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000076899
実務に活かすQ&A平成28年改正刑事訴訟法等のポイント 小坂井, 久 新日本法規出版 2016 9784788281783 9784788282377 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000041624
コーポレートガバナンス・コードの読み方・考え方 中村, 直人 商事法務 2015 9784785723163 9784785791797 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000031436
米国反トラスト法執⾏の実務と対策 ―司法取引からクラス・アクション、代表訴訟まで―第2版 渡邊, 肇 商事法務 2015 9784785723675 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000046111
一問一答新会社更生法 深山, 卓也 商事法務 2003 9784785711115 9784785790226 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000417



一問一答平成15年改正⺠事訴訟法 小野瀬, 厚 商事法務 2004 9784785711337 9784785790233 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000418
一問一答平成16年改正⺠事訴訟法・非訟事件手続法・⺠事執⾏法 小野瀬, 厚 商事法務 2005 9784785712334 9784785790257 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000420
一問一答個人再生手続 ―平成12年⺠事再生法改正の解説― 始関, 正光 商事法務 2001 9784785709242 9784785790387 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007782
一問一答⺠事再生法 深山, 卓也 商事法務 2000 9784785708764 9784785790394 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007783
逐条解説・非訟事件手続法 （逐条解説シリーズ） 金子, 修 商事法務 2015 9784785722616 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000031447
会社法の正義 = Justice of corporate law 草野, 耕一 商事法務 2011 9784785719418 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016066
一問一答・平成26年改正会社法 第2版（一問一答シリーズ） 坂本, 三郎 商事法務 2015 9784785723187 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000031440
会社法の実務 中村, 直人 商事法務 2016 9784785724313 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000046140
Law practice 商法 第3版 ⿊沼, 悦郎 商事法務 2017 9784785724979 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000046159
会社法実務問答集 1上 大阪株式懇談会 商事法務 2017 9784785725020 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000046160
会社法実務問答集 1下 大阪株式懇談会 商事法務 2017 9784785725037 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000046161
米国司法省による取締り ―最新動向と日本企業が留意すべきリスクおよび対応策―（⻄村高等法務研究所叢書 10）⻄村高等法務研究所商事法務 2016 9784785724221 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000046137
保護観察とは何か ―実務の視点からとらえる― 今福, 章二 法律文化社 2016 9784589037459 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000033095
「共謀罪」を問う ―法の解釈・運⽤をめぐる問題点― 松宮, 孝明 法律文化社 2017 9784589038678 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000054174
リーディングス刑事訴訟法 = Readings in criminal procedure 川崎, 英明 法律文化社 2016 9784589037145 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000030957
被疑者取調べ録画制度の最前線 ―可視化をめぐる法と諸科学― 指宿, 信 法律文化社 2016 9784589037749 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000033100
司法福祉 ―罪を犯した人への支援の理論と実践―第2版 藤原, 正範 法律文化社 2017 9784589038548 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000063159
商法入門 （スタンダード商法 5） 高橋, 英治 法律文化社 2018 9784589039750 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000075868
会社法 （スタンダード商法 2） 徳本, 穣 法律文化社 2019 9784589039729 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000077373
個別的労働関係法 第3版（NJ叢書 . 労働法 2） 吉田, 美喜夫 法律文化社 2018 9784589039361 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000064576
労働法の基本 本久, 洋一 法律文化社 2019 9784589040077 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000077370
刑法案内 1 （勁草法学案内シリーズ） 藤木, 英雄 勁草書房 2011 9784326499311 9784326997886 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000079106
刑法案内 2 （勁草法学案内シリーズ） 藤木, 英雄 勁草書房 2011 9784326499328 9784326997893 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000079107
実務解説⾏政訴訟 （勁草法律実務シリーズ） 大島, 義則 勁草書房 2020 9784326403769 9784326998852 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000090730
論文演習会社法 上巻 上田, 純子 勁草書房 2017 9784326403325 9784326994786 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000041684
論文演習会社法 下巻 上田, 純子 勁草書房 2017 9784326403332 9784326994793 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000041685
金融から学ぶ会社法入門 大垣, 尚司 勁草書房 2017 9784326403271 9784326995028 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000043966
税法学原論 第8版 北野, 弘久 勁草書房 2020 9784326403745 9784326998531 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000088985
結合企業課税の理論 増井, 良啓 東京大学出版会 2002 9784130361194 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000046
金融取引をめぐる所得課税と消費課税 日下, 文男 税務経理協会 2013 9784419059590 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000012668
インターネットと課税システム 渡辺, 智之 東洋経済新報社 2001 9784492610411 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016030
国際租税法 第3版 増井, 良啓 東京大学出版会 2015 9784130323789 9784130390255 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027812
実務に役⽴つ租税基本判例精選100 林, 仲宣 税務経理協会 2019 9784419066352 9784419750824 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000084210
租税条約入門 ―条文の読み方から適⽤まで― 木村 浩之 中央経済社 2017 9784502246616 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000088923
⾏政争訟入門 ―事例で学ぶ個別⾏政法― 神山, 智美 文眞堂 2018 9784830949777 9784830901461 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000078347
設例で学ぶ⾏政法の基礎 大⻄, 有二 八千代出版 2016 9784842916774 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000032686
自治体現場の法適⽤ ―あいまいな法はいかに実施されるか― 平田, 彩子 東京大学出版会 2017 9784130361514 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000068340
デジタル・フォレンジックの基礎と実践 佐々木, 良一 東京電機大学出版局 2017 9784501555603 9784501975104 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000042603
犯罪被害者の司法参加と量刑 佐伯, 昌彦 東京大学出版会 2016 9784130361491 9784130390323 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000040178
刑事訴訟法講義 第6版 池田, 修 東京大学出版会 2018 9784130323888 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000068333
司法通訳人という仕事 ―知られざる現場― 小林, 裕子 慶應義塾大学出版会 2019 9784766426373 9784766495423 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000087189
新債権法の論点と解釈 平野, 裕之 慶應義塾大学出版会 2019 9784766425796 9784766494709 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000072658
債権総論 （新・考える⺠法 3） 平野, 裕之 慶應義塾大学出版会 2020 9784766426687 9784766495706 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000090818
国際私法 第2版（Legal quest） 中⻄, 康 有斐閣 2018 9784641179394 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000068299
国際私法 第4版（有斐閣アルマ Specialized） 神前, 禎 有斐閣 2019 9784641221314 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000076786
番号法の逐条解説 第2版 宇賀 克也 有斐閣 2016 9784641227187 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000041318



新・情報公開法の逐条解説 ―⾏政機関情報公開法・独⽴⾏政法人等情報公開法―第8版 宇賀, 克也 有斐閣 2018 9784641227576 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000072699
情報公開・オープンデータ・公文書管理 = Information disclosure, open data and management of public documents宇賀, 克也 有斐閣 2019 9784641227798 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000086430
マイナンバー法と情報セキュリティ = My number law and information security 宇賀, 克也 有斐閣 2020 9784641227811 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000089098
知的財産訴訟の現在 ―訴訟代理人による判例評釈― 中村合同特許法律事務所有斐閣 2014 9784641144712 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000017479
知的財産関係条約 茶園, 成樹 有斐閣 2015 9784641144835 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027195
知的財産法 第9版（有斐閣アルマ Specialized） 角田, 政芳 有斐閣 2020 9784641221666 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000091659
知的財産法 ―入門―第2版 平嶋, ⻯太 有斐閣 2020 9784641243354 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000091660
標準特許法 第6版 高林, 龍 有斐閣 2017 9784641243064 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000050859
特許法 第2版 茶園, 成樹 有斐閣 2017 9784641243019 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000052227
知的財産法 （Legal quest） 愛知, 靖之 有斐閣 2018 9784641179363 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000060101
商標法 = Trademark law 第2版 茶園, 成樹 有斐閣 2018 9784641243118 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000067712
憲法学Ⅰ 憲法総論 芦部, 信喜 有斐閣 1992 9784641031685 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007985
芦部憲法学を読む ―統治機構論― 高見, 勝利 有斐閣 2004 9784641129597 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007986
ファーストステップ憲法 （法学教室Library） 赤坂, 正浩 有斐閣 2005 9784641129719 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007987
政府の憲法解釈 阪田, 雅裕 有斐閣 2013 9784641131484 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016310
アメリカ憲法判例 続 憲法訴訟研究会 有斐閣 2014 9784641048133 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000017481
⾏政法入門 第7版 藤田, 宙靖 有斐閣 2016 9784641131958 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027633
古典で読む憲法 曽我部, 真裕 有斐閣 2016 9784641131859 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028079
判例憲法 第3版 大石, 眞 有斐閣 2016 9784641227033 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000034356
人権 （有斐閣ストゥディア. 憲法 1） ⻘井, 未帆 有斐閣 2016 9784641150119 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000034357
スターバックスでラテを飲みながら憲法を考える 松井, 茂記 有斐閣 2016 9784641227057 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000036356
憲法判例集 第11版（有斐閣新書） 野中, 俊彦 有斐閣 2016 9784641091603 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000040903
国⺠の権利及び義務 1 （有斐閣コンメンタール . 注釈日本国憲法 2） ⻑谷部, 恭男 有斐閣 2017 9784641017979 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000042725
憲法の論理 ⻑谷部, 恭男 有斐閣 2017 9784641227163 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000043938
憲法 = Japanese constitutional law 第3版 渋谷, 秀樹 有斐閣 2017 9784641227231 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000043939
⽴憲主義と日本国憲法 = Constitutionalism and the constitution of Japan 第4版 高橋, 和之 有斐閣 2017 9784641227255 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000043940
憲法の時間 井上, 典之 有斐閣 2016 9784641227118 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000044732
人権 第2版（Legal quest . 憲法 2） 毛利, 透 有斐閣 2017 9784641179325 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000046026
⾏政法判例50! （Start up） 大橋, 真由美 有斐閣 2017 9784641227361 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000050851
現代⾏政法入門 第4版 曽和, 俊文 有斐閣 2019 9784641227675 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000076013
⾏政組織法/公務員法/公物法 第5版（⾏政法概説 3） 宇賀, 克也 有斐閣 2019 9784641126053 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000076014
⾏政法総論 第7版（⾏政法概説 1） 宇賀, 克也 有斐閣 2020 9784641227835 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000089904
憲法判例50! 第2版（Start up） 上田, 健介 有斐閣 2020 9784641227866 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000090698
国⺠の権利及び義務(2) ; 国会 （有斐閣コンメンタール . 注釈日本国憲法 ; 3） ⻑谷部, 恭男 有斐閣 2020 9784641017986 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000090699
⾏政法 第2版（有斐閣ストゥディア） 野呂, 充 有斐閣 2020 9784641150744 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000090700
憲法判例 第8版 ⼾松, 秀典 有斐閣 2018 9784641227453 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000054031
アメリカ憲法入門 第8版（外国法入門双書） 松井, 茂記 有斐閣 2018 9784641048232 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000054047
人権 第7版（有斐閣アルマ, Specialized . 憲法 1） 渋谷 秀樹 有斐閣 2019 9784641221277 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000087230
統治 第7版（有斐閣アルマ, Specialized . 憲法 2） 渋谷 秀樹 有斐閣 2019 9784641221284 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000087231
経済法入門 （法学教室Library） 泉水, 文雄 有斐閣 2018 9784641243125 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000072706
国際経済法 第3版 中川, 淳司 有斐閣 2019 9784641046832 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000081706
企業会計入門 ―考えて学ぶ―補訂版 斎藤, 静樹 有斐閣 2016 9784641164772 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027850
精神医療と心神喪失者等医療観察法 （ジュリスト増刊） 町野, 朔 有斐閣 2004 9784641113862 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007976
刑法と⺠法の対話 佐伯, 仁志 有斐閣 2001 9784641132702 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007997
刑法 ―(全)― 第4版 / 船山泰範補訂（有斐閣双書） 藤木, 英雄 有斐閣 2013 9784641112827 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016344
刑法各論 第4版 中森, 喜彦 有斐閣 2015 9784641139138 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027040



ひとりで学ぶ刑法 安田, 拓人 有斐閣 2015 9784641139008 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027640
刑法総論 第3版 山口, 厚 有斐閣 2016 9784641139152 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027842
基礎から学ぶ刑事法 第6版（有斐閣アルマ Basic） 井田, 良 有斐閣 2017 9784641220997 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000043496
ケースブック刑法 第3版 岩間, 康夫 有斐閣 2017 9784641139190 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000046032
刑事法入門 第8版 大谷, 實 有斐閣 2017 9784641139275 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000049315
入門刑法学 = Introductory lectures in criminal law 各論 第2版（法学教室Library） 井田, 良 有斐閣 2018 9784641139343 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000054041
逐条解説刑事収容施設法 第3版 林, 眞琴 有斐閣 2017 9784641018457 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000054043
入門刑法学 = Introductory lectures in criminal law 総論 第2版（法学教室Library） 井田, 良 有斐閣 2018 9784641139381 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000072219
どこでも刑法 ―#総論― 和田, 俊憲 有斐閣 2019 9784641139398 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000085345
現代刑法入門 第4版（有斐閣アルマ Basic） 浅田, 和茂 有斐閣 2020 9784641221499 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000089100
ケーススタディ経済法 大久保, 直樹 有斐閣 2015 9784641144767 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000022745
独占禁止法 第3版 白石, 忠志 有斐閣 2016 9784641144934 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000041696
独禁法事例集 （法学教室Library） 白石, 忠志 有斐閣 2017 9784641243026 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000054045
経済法 ―独占禁止法と競争政策―第9版（有斐閣アルマ Specialized） 岸井, 大太郎 有斐閣 2020 9784641221512 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000092871
ベーシック経済法 ―独占禁止法入門―第5版（有斐閣アルマ Basic） 川濱, 昇 有斐閣 2020 9784641221413 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000090707
明治ニュース事典 第1巻 〈慶応4年-明治10年〉 マイナビ出版 1983 9784839973124 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000085691
明治ニュース事典 第2巻 〈明治11年-明治15年〉 マイナビ出版 1984 9784839973131 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000085692
明治ニュース事典 第3巻 〈明治16年-明治20年〉 マイナビ出版 1984 9784839973148 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000085693
明治ニュース事典 第4巻 〈明治21年-明治25年〉 マイナビ出版 1985 9784839973155 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000085694
明治ニュース事典 第5巻 〈明治26年-明治30年〉 マイナビ出版 1985 9784839973162 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000085695
明治ニュース事典 第6巻 〈明治31年-明治35年〉 マイナビ出版 1986 9784839973179 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000085696
明治ニュース事典 第7巻 〈明治36年-明治40年〉 マイナビ出版 1986 9784839973186 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000085697
明治ニュース事典 第8巻 〈明治41年-明治45年〉 マイナビ出版 1986 9784839973193 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000085698
明治ニュース事典 総索引 マイナビ出版 1986 9784839973209 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000085699
財務会計・入門 ―企業活動を描き出す会計情報とその活⽤法―第12版補訂（有斐閣アルマ Basic） 桜井, 久勝 有斐閣 2019 9784641221345 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000075535
トピックからはじめる統治制度 ―憲法を考える―第2版 笹田, 栄司 有斐閣 2019 9784641227804 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000084575
いちばんやさしい憲法入門 第6版（有斐閣アルマ Interest） 初宿, 正典 有斐閣 2020 9784641221505 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000089903
消毒と滅菌のガイドライン 2020年版 改訂第4版 尾家重治 へるす出版 2020 9784892699955 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000089125
現代有機工業化学 = Modern organic industrial chemistry 神⼾, 宣明 化学同人 2020 9784759820256 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000090766
はじめて学ぶ大学教養地学 = Earth science for liberal arts students 杉本, 憲彦 慶應義塾大学出版会 2020 9784766426625 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000091757
伝わる短い英語 ―アメリカ、イギリス、カナダ、オーストラリア政府公認 : 新しい世界基準Plain English―浅井, 満知子 東洋経済新報社 2020 9784492046562 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000086513
Office2016で学ぶコンピュータリテラシー 小野目, 如快 実教出版 2017 9784407340600 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000049356
情報リテラシー 総合編 改訂版 富士通エフ・オー・エム富士通エフ・オ−・エム2018 9784865103465 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000049665
よくわかるMicrosoft Excel 2019/2016/2013マクロ/VBA 富士通エフ・オー・エム株式会社富士通エフ・オ−・エム2019 9784865104103 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000086542
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7版 児島, 将康 羊土社 2020 9784758121071 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000091799
Pythonで学ぶ音源分離 （機械学習実践シリーズ） インプレスＲ＆Ｄ／インプレスビジネスメディア2020 9784295009849 9784295500445 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000091702
1から始めるJuliaプログラミング 進藤, 裕之 コロナ社 2020 9784339029055 9784339229059 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000091727
デジタルヘルスケア （やさしく知りたい先端科学シリーズ 5） 武藤 正樹 創元社 2020 9784422400464 9784422606378 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000087504
歩⾏者事故はなぜ起きるのか 松浦, 常夫 東京大学出版会 2020 9784130133159 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000090681
基礎からわかる化学工学 （物質工学入門シリーズ） 石井 宏幸 森北出版 2020 9784627246010 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000089033
土中環境 ―忘れられた共生のまなざし、蘇る古の技― 高田宏臣 建築資料研究社 2020 9784863587007 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000090842
生体分子反応を制御する ―化学的手法による機構と反応場の解明―（CSJ Current Review 36） 日本化学会 化学同人 2020 9784759813968 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000091715
コウモリ学 ―適応と進化― 船越, 公威 東京大学出版会 2020 9784130602402 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000091689
ネイティブが教える英語論文・グラント獲得・アウトリーチ成功の戦略と文章術 Yellowlees Douglas羊土社 2020 9784758108515 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000091747
脳のネットワーク オラフ・スポーンズみすず書房 2020 9784622088844 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000092860
会社四季報業界地図 2021年版 東洋経済新報社 東洋経済新報社 2020 9784492973295 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000092978



できるZoom ビデオ会議が使いこなせる本 インプレスＲ＆Ｄ／インプレスビジネスメディア2020 9784295009788 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000091697
テレワーク必携 Microsoft Teams全事典 インサイトイメージインプレスＲ＆Ｄ／インプレスビジネスメディア2020 9784295009993 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000094790
テクノロジーは貧困を救わない 外山, 健太郎 みすず書房 2016 9784622085546 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000041670
妊娠したら読んでおきたい出生前診断の本 ―出生前診断を“正しく知る”ために―（埼玉医科大学超人気健康セミナーシリーズ）大竹明 ライフサイエンス出版 2020 9784897753775 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000092288
有機合成のためのフリーラジカル反応 ―基礎から精密有機合成への応⽤まで― 東郷, 秀雄 丸善出版 2015 9784621089026 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000018524
有機反応機構 ―有機反応を深く理解するために― 奥山, 格 丸善出版 2017 9784621302132 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000049359
フロンティア軌道論で理解する有機化学 稲垣, 都士 化学同人 2018 9784759819861 9784759828306 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000075559
大学院をめざす人のための有機化学演習 ―基本問題と院試問題で実戦トレーニング!― 東郷, 秀雄 化学同人 2019 9784759819847 9784759828788 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000081770
睡眠の科学 ―なぜ眠るのかなぜ目覚めるのか―改訂新版 【スマホ・読上】（ブルーバックス B-2026）桜井, 武 講談社 2017 9784065020265 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057452
オックスフォード仏教辞典 = Oxford dictionary of Buddhism Damien Keown 朝倉書店 2016 9784254500196 9784254963236 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000036350
はじめての英語教育研究 ―押さえておきたいコツとポイント― 浦野, 研 研究社 2016 9784327421977 9784327896836 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000079606
ローマ法及びフランス法における債権譲渡 = De la cession des créances en droit romain et en droit français 井上, 正一 信山社出版 2002 9784797247831 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000035502
⺠法改正と売買における契約不適合給付 古谷 貴之 法律文化社 2020 9784589040466 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000091365
現代政治の思想と⾏動 （新装版） 丸山, 真男 未来社 2006 9784624301033 9784624950019 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000008427
政治学の方法 （有斐閣アルマ Advanced） 加藤, 淳子 有斐閣 2014 9784641220379 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000017878
議院内閣制 （シリーズ日本の政治 1） 川人, 貞史 東京大学出版会 2015 9784130321211 9784130390095 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000020166
政治参加と⺠主政治 （シリーズ日本の政治 4） 山田, 真裕 東京大学出版会 2016 9784130321242 9784130390224 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027809
政党システムと政党組織 （シリーズ日本の政治 6） 待鳥, 聡史 東京大学出版会 2015 9784130321266 9784130390101 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000020167
政治とマスメディア （シリーズ日本の政治 10） 谷口, 将紀 東京大学出版会 2015 9784130321303 9784130390248 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027811
丸山眞男セレクション （平凡社ライブラリー 700） 丸山, 眞男 平凡社 2010 9784582767001 9784256970676 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000024222
政治学史 福田, 歓一 東京大学出版会 1985 9784130320207 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000046813
政治的なものの概念 カール・シュミット未来社 1970 9784624300128 9784624950101 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000008436
ローマ法及びフランス法における代金不払による売主の契約解除権 = Droit romain: des droits du vendeur non pay富井, 政章 信山社出版 2003 9784797247848 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000035503
Pythonによるデータマイニングと機械学習 藤野 巖 オーム社 2019 9784274224126 9784274804649 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000093325
pandasライブラリ活⽤入門 ―Pythonデータ分析/機械学習のための基本コーディング!―（Impress top gear）Daniel Y. Chen インプレスＲ＆Ｄ／インプレスビジネスメディア2019 9784295005650 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000072739
例題で学ぶ図学 ―第三角法による図法幾何学―新装版 伊能, 教夫 森北出版 2019 9784627667327 9784627332515 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000081748
第三角法図学 ―基礎応⽤―第3版 岩井, 實 森北出版 2019 9784627080430 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000076055
測りすぎ ―なぜパフォーマンス評価は失敗するのか?― ジェリー・Z・ミュラーみすず書房 2019 9784622087939 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000078471
大学への教育投資と世代間所得移転 ―奨学金は救世主か― 樋口, 美雄 勁草書房 2017 9784326504350 9784326994878 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000042241
新興国・開発途上国の会計 ―最良の会計ルールを求めた知的実践― 小津, 稚加子 中央経済社 2020 9784502330810 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000094727
病院管理会計の効果検証 = Effectiveness evaluations of management accounting in hospitals ―質が高く効率的な医療の実現に向けて―荒井, 耕 中央経済社 2019 9784502318016 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000086408
初級日本語げんき テキスト1 第3版 【音声付】 坂野 永理 ジャパンタイムズ出版 2020 9784789017305 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000089643
新・日本語教育のためのコーパス調査入門 李, 在鎬 くろしお出版 2018 9784874247716 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000063009
形容詞 （謎解きの英文法） 久野, 暲 くろしお出版 2018 9784874247761 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000076412
⾏政法 = Administrative law 第2版 高橋, 滋 弘文堂 2018 9784335357565 9784335010187 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000074343
初級日本語げんき ワークブック1 第3版 【音声付】 坂野 永理 ジャパンタイムズ出版 2020 9784789017312 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000089644
日本語でビジネスメール ―書き方の基本と実⽤例文― 松本 節子 ジャパンタイムズ出版 2018 9784789017091 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000086580
日本伝統文化の英語表現事典 = The quick guide to traditional Japanese arts and handicrafts ⻲田, 尚⼰ 丸善出版 2018 9784621302972 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000061508
日本のしきたり英語表現事典 ⻲田, 尚⼰ 丸善出版 2019 9784621304327 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000087263
日本伝統文化の英語表現事典 人物編 ⻲田, 尚⼰ 丸善出版 2020 9784621305386 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000096110
ゼロからやさしくはじめるPython入門 ―基本からスタートして、ゲームづくり、機械学習まで学ぼう!―クジラ飛⾏机 マイナビ出版 2018 9784839964696 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000090837
結晶転位論 ―鉄から窒化ガリウムまで― 坂, 公恭 丸善出版 2015 9784621089637 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000026667
現代数理統計学の基礎 （共⽴講座 数学の魅力 11） 久保川, 達也 共⽴出版 2017 9784320111660 9784320992719 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000050917
⾏列不等式アプローチによる制御系設計 （システム制御工学シリーズ 23） 小原, 敦美 コロナ社 2016 9784339033236 9784339233230 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000040123
動物学の百科事典 日本動物学会 丸善出版 2018 9784621303092 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000074408
ローマ法における海商融資制度 ; フランスの信⽤紙幣制度 = Droit romain : de nautico fœnore ; Droit français : cours forcé des émissions fiduciaires 熊野, 敏三 信山社出版 2002 9784797247824 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000035501



混相流の数値シミュレーション = Numerical simulation of multi-phase flows 太田, 光浩 丸善出版 2015 9784621089378 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000026666
高機能性金属錯体が拓く触媒科学 ―革新的分子変換反応の創出をめざして―（CSJ Current Review 37）日本化学会 化学同人 2020 9784759813975 9784759829716 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000091716
超分子ポリマー ―超分子・自⼰組織化の基礎から先端材料への応⽤まで―（CSJ Current Review 33）日本化学会 化学同人 2019 9784759813937 9784759828771 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000081769
オルガノイド実験スタンダード ―決定版 : 開発者直伝!珠玉のプロトコール集―（実験医学 別冊） 佐藤, 俊朗 羊土社 2019 9784758122399 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000093022
地球・惑星・生命 日本地球惑星科学連合東京大学出版会 2020 9784130637152 9784130690423 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000094733
小数と対数の発見 山本 義隆 日本評論社 2018 9784535798137 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000091154
プリンシピア 自然哲学の数学的原理 第1編 物体の運動 （ブルーバックス B-2100） アイザック・ニュートン講談社 2019 9784065163870 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000086316
プリンシピア 自然哲学の数学的原理 第2編 抵抗を及ぼす媒質内での物体の運動 （ブルーバックス B-2101）アイザック・ニュートン講談社 2019 9784065166567 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000086317
プリンシピア 自然哲学の数学的原理 第3編 世界体系 （ブルーバックス B-2102） アイザック・ニュートン講談社 2019 9784065166574 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000086318
入門 確率過程 竹居正登 森北出版 2020 9784627094413 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000090740
量子アルゴリズム 中山 茂 技報堂出版 2014 9784765533430 9784765550192 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000091942
リーマンの夢 ―ゼータ関数の探求― ⿊川, 信重 現代数学社 2017 9784768704691 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000049625
グラフの数え上げ ―⺟関数を礎にして― 田澤, 新成 共⽴出版 2014 9784320110861 9784320982239 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000022776
土質力学入門 第2版 三田地, 利之 森北出版 2020 9784627464025 9784627340015 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000094774
ディープラーニング構築テンプレート AIプロジェクトの必須事項と技術的指針 インプレスＲ＆Ｄ／インプレスビジネスメディア2020 9784295009863 9784295500629 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000091704
航空の二〇世紀 ―航空熱・世界大戦・冷戦―（明治大学国際武器移転史研究所研究叢書 5） 高田, 馨里 日本経済評論社 2020 9784818825512 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000089446
すぐにできる!双方向オンライン授業 ―Zoom、Teams、Googleソフトを利⽤して、質の高い講義と化学実験を実現―福村, 裕史 化学同人 2020 9784759820430 9784759829631 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000091710
決定版5G ―2030年への活⽤戦略― 片桐 広逸 東洋経済新報社 2020 9784492581162 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000089978
Electrochemical Engineering Fuller, Thomas F.ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル2018 9781119004257 9781119446583 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000097296
Concepts of Modern Catalysis and Kinetics 3rd ed. Chorkendorff, I. ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル2017 9783527332687 9783527691289 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000097245
授業づくり、学級づくりの勘どころ ―教室を知的に、楽しく!― 吉川, 芳則 三省堂 2015 9784385365008 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023911
地域包括ケアシステム構築のためのマネジメント戦略 ―integrated careの理論とその応⽤― 筒井, 孝子 中央法規出版 2014 9784805839843 9784805849811 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023960
新・初めての社会保障論 第2版 古橋, エツ子 法律文化社 2018 9784589038890 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000064563
介護保険の検証 ―軌跡の考察と今後の課題― 増田, 雅暢 法律文化社 2016 9784589037244 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027913
レクチャー社会保障法 第3版（αブックス） 河野 正輝 法律文化社 2020 9784589040831 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000094411
入門テキスト社会保障の基礎 ⻄村 淳 東洋経済新報社 2016 9784492701430 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000044914
求職者支援と社会保障 ―イギリスにおける労働権保障の法政策分析―（佐賀大学経済学会叢書 20）丸谷, 浩介 法律文化社 2015 9784589037060 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027906
憲法近代知の復権へ （平凡社ライブラリー 795） 樋口, 陽一 平凡社 2013 9784582767957 9784256970973 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000024212
公法と私法 再版（美濃部達吉論文集 第4卷） 美濃部, 達吉 日本評論社 1939 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023101
憲法と政黨 ―國法學資料五篇― 美濃部, 達吉 日本評論社 1934 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023104
憲法適合的解釈の比較研究 土井, 真一 有斐閣 2018 9784641227514 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000075530
霞が関悩める官僚 （週刊東洋経済eビジネス新書 No.271） 東洋経済新報社 東洋経済新報社 2018 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000064882
都道府県出先機関の実証研究 ―自治体間連携と都道府県機能の分析― 水谷, 利亮 法律文化社 2018 9784589039286 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000061665
不利益分配の政治学 ―地方自治体における政策廃止― 柳, 至 有斐閣 2018 9784641149267 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000067714
知事 ―地方から日本が変わる―（平凡社新書 087） 橋本, 大二郎 平凡社 2001 9784582850871 9784256978276 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000076951
政策はなぜ検証できないのか ―政策評価制度の研究― ⻄出, 順郎 勁草書房 2020 9784326302918 9784326998807 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000090725
経済法 第2版（Legal quest） 泉水, 文雄 有斐閣 2015 9784641179288 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000022746
経済法への誘い 宮井, 雅明 八千代出版 2016 9784842916750 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000032687
経済法判例・審決百選 （別冊ジュリスト no. 199） 舟田, 正之 有斐閣 2010 9784641114999 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000052632
経済法判例・審決百選 第2版（別冊ジュリスト no. 234） 金井, 貴嗣 有斐閣 2017 9784641115347 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000052667
基本簿記 （専門基礎ライブラリー） 蛭川, 幹夫 実教出版 2008 9784407316193 9784407324143 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007494
はじめて出会う会計学 新版（有斐閣アルマ Interest） 川本, 淳 有斐閣 2015 9784641220614 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027202
地方財政を学ぶ （有斐閣ブックス 476） 沼尾, 波子 有斐閣 2017 9784641184350 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000044744
テキストブック現代財政学 （有斐閣ブックス 475） 植田, 和弘 有斐閣 2016 9784641184329 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000044745
会計学原理 友岡, 賛 税務経理協会 2012 9784419058807 9784419750206 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000052779
日本会計史 友岡, 賛 慶應義塾大学出版会 2018 9784766425468 9784766494518 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000067729



よくわかる税法入門 第14版（有斐閣選書） 三木, 義一 有斐閣 2020 9784641281493 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000090701
機関争訟の「法律上の争訟」性 ⻄上, 治 有斐閣 2017 9784641227309 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000054032
法治⾏政論 （⾏政法研究双書 37） 高木, 光 弘文堂 2018 9784335315114 9784335010118 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000072173
ホントにあった職場のトラブル ―会社と社員が賢く生きるための21の掟― 改訂2版 SRアップ21 労働新聞社 2010 9784897613215 9784897614076 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000005809
雇⽤システムと女性のキャリア （双書ジェンダー分析 9） 武石, 恵美子 勁草書房 2006 9784326648658 9784326992331 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000024298
労働法の基礎構造 ⻄谷, 敏 法律文化社 2016 9784589037763 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000033098
労働法の基礎理論 （講座労働法の再生 第1巻） 日本労働法学会 日本評論社 2017 9784535065116 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000046759
大学生のためのアルバイト・就活トラブルQ&A 石田 眞 旬報社 2017 9784845114993 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000091855
学生のためのワークルール入門 ―アルバイト・インターンシップ・就活でトラブルにならないために―第2版道幸 哲也 旬報社 2020 9784845116324 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000091856
13歳からの税 三木 義一 かもがわ出版 2020 9784780310702 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000090407
投資信託の法制と実務対応 本柳, 祐介 商事法務 2015 9784785723620 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000046109
投資信託・投資法人の法務 森・濱田松本法律事務所商事法務 2016 9784785723910 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000046125
会社訴訟・紛争実務の基礎 ―ケースで学ぶ実務対応― 三笘, 裕 有斐閣 2017 9784641137622 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000048118
Q&A平成14年改正商法 始関, 正光 商事法務 2003 9784785710644 9784785790271 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000422
Q&A平成16年改正会社法 ―電子公告・株券不発⾏制度― 始関, 正光 商事法務 2005 9784785712051 9784785790288 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000423
一問一答改正会社法 法務省⺠事局参事官室商事法務 1990 9784785705374 9784785790349 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007779
一問一答平成5年改正商法 法務省⺠事局参事官室商事法務 1993 9784785706470 9784785790356 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007780
一問一答平成9年改正商法 法務省⺠事局参事官室商事法務 1998 9784785707934 9784785790370 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007781
Q&A株式制度の改善・会社運営の電子化 ―平成13年改正商法― 原田, 晃治 商事法務 2002 9784785710002 9784785790417 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007785
会社法新旧対照条文 （ジュリスト増刊） 弥永, 真生 有斐閣 2005 9784641113909 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007961
伊藤真の会社法入門 ―講義再現版―【スマホ・読上】 伊藤 真 日本評論社 2019 9784535524491 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000094909
改正株式會社法解説 鈴木, 竹雄 日本評論社 1950 9784535000292 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027476
ひとりで学ぶ会社法 久保, 大作 有斐閣 2018 9784641137813 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000060100
キャッシュ・アウト制度を中心に （森・濱田松本法律事務所シリーズ改正会社法 . Q&A株式・組織再編の実務 1）代, 宗剛 商事法務 2015 9784785722807 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000031467
株式買取請求制度を中心に （森・濱田松本法律事務所シリーズ改正会社法 . Q&A株式・組織再編の実務 2）森田, 恒平 商事法務 2015 9784785722814 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000031468
Q&Aグループガバナンスの実務 （森・濱田松本法律事務所シリーズ改正会社法） 奥山, 健志 商事法務 2015 9784785722791 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000031477
Q&A監査等委員会設置会社の実務 太子堂, 厚子 商事法務 2016 9784785724160 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000046132
取締役会報告事項の実務 中村, 直人 商事法務 2015 9784785722623 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000031456
実務家のための取締役の競業取引・利益相反取引規制 第2版 野口, 葉子 商事法務 2015 9784785722982 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000031469
会社計算書面と商業登記 ⻘山, 修 新日本法規出版 2016 9784788281660 9784788281738 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000031298
一問一答・⺠法<債権関係>改正 筒井 健夫 商事法務 2018 9784785726010 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000093396
我妻・有泉コンメンタール⺠法 ―総則・物権・債権―第6版 我妻 榮 日本評論社 2019 9784535524446 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000091105
総則・物権 第8版（別冊ジュリスト . ⺠法判例百選 ; 1 no. 237） 潮見, 佳男 有斐閣 2018 9784641115378 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000075662
債権 第8版（別冊ジュリスト . ⺠法判例百選 ; 2 no. 238） 窪田, 充見 有斐閣 2018 9784641115385 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000075663
親族・相続 第2版（別冊ジュリスト . ⺠法判例百選 ; 3 no. 239） 水野, 紀子 有斐閣 2018 9784641115392 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000075664
⺠法(全) 第2版 【スマホ・読上】 潮見, 佳男 有斐閣 2019 9784641138124 9784641707818 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000080854
基本原則と基本概念の法 第2版（新基本⺠法 ; 総則編 1） 大村, 敦志 有斐閣 2019 9784641138162 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000086432
物権 第3版（有斐閣アルマ . ⺠法 ; 2 Specialized） 千葉, 恵美子 有斐閣 2018 9784641221147 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000060098
担保物権法 【スマホ・読上】 松岡 久和 日本評論社 2017 9784535521858 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000094937
各種契約の法 第2版（新基本⺠法 5 ; 契約編） 大村, 敦志 有斐閣 2020 9784641138315 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000091654
事務管理・不当利得・不法⾏為 第2版（Legal quest . ⺠法 ; 5） 橋本, 佳幸 有斐閣 2020 9784641179431 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000090702
親族・相続 第5版（Legal quest . ⺠法 6） 前田, 陽一 有斐閣 2019 9784641179417 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000078472
債権総論 第2版（αブックス . 新プリメール⺠法 3） 松岡 久和 法律文化社 2020 9784589040633 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000089299
一問一答新⺠事訴訟法 法務省⺠事局参事官室商事法務 1996 9784785707545 9784785790363 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001934
一問一答新しい破産法 小川, 秀樹 商事法務 2004 9784785711863 9784785790240 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000419
一問一答・平成30年人事訴訟法・家事事件手続法等改正 ―国際裁判管轄法制の整備― 内野 宗揮 商事法務 2019 9784785726980 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000092761



会社更生法・特別清算法 伊藤, 眞 有斐閣 2020 9784641138384 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000096518
英米⺠事訴訟法 溜箭, 将之 東京大学出版会 2016 9784130361484 9784130390316 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000040177
ロジカル演習⺠事訴訟法 越山, 和広 弘文堂 2019 9784335357725 9784335010224 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000076042
Basic study⺠事訴訟法 越山, 和広 法律文化社 2018 9784589039187 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000076726
Law Practice⺠事訴訟法 第3版 山本 和彦 商事法務 2018 9784785725877 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000092767
⺠事訴訟法 第3版（有斐閣アルマ Specialized） 山本, 弘 有斐閣 2018 9784641221116 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000072217
⺠事訴訟法 第7版（有斐閣Sシリーズ 43） 上原, 敏夫 有斐閣 2017 9784641159464 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000046031
⺠事訴訟法 第2版（有斐閣ストゥディア） 安⻄, 明子 有斐閣 2018 9784641150508 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000052964
⺠事訴訟法 第3版 ⻑谷部, 由起子 岩波書店 2020 9784000248907 9784007104312 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000091670
⺠事訴訟判例読み方の基本 【スマホ・読上】 田中 豊 日本評論社 2017 9784535522220 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000094950
戦後政党の発想と文脈 松下, 圭一 東京大学出版会 2004 9784130301312 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000034
近代東アジア国際関係史 衛藤, 瀋吉 東京大学出版会 2004 9784130322072 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000042
原因を推論する ―政治分析方法論のすゝめ = Causal inference and political analysis― 久米, 郁男 有斐閣 2013 9784641149076 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016365
⺠主主義の条件 砂原, 庸介 東洋経済新報社 2015 9784492212202 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023297
起源 （白水iクラシックス . ルソー・コレクション） ジャン=ジャック・ルソー白水社 2012 9784560096017 9784560453414 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000018693
政治 （白水iクラシックス . ルソー・コレクション） ジャン=ジャック・ルソー白水社 2012 9784560096031 9784560453438 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000018695
市⺠を雇わない国家 ―日本が公務員の少ない国へと至った道― 前田, 健太郎 東京大学出版会 2014 9784130301602 9784130390156 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000024778
独⽴完成への苦闘 ―1952〜1960―（現代日本政治史 2） 池田, 慎太郎 吉川弘文館 2012 9784642064361 9784642204927 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000024910
高度成⻑と沖縄返還 ―1960〜1972―（現代日本政治史 3） 中島, 琢磨 吉川弘文館 2012 9784642064378 9784642204934 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000024911
大国日本の政治指導 ―1972〜1989―（現代日本政治史 4） 若月, 秀和 吉川弘文館 2012 9784642064385 9784642204941 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000024912
「改革」政治の混迷 ―1989〜―（現代日本政治史 5） 佐道, 明広 吉川弘文館 2012 9784642064392 9784642204958 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000024913
擬制の論理自由の不安 ―近代日本政治思想論― 松田, 宏一郎 慶應義塾大学出版会 2016 9784766423532 9784766493085 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000033499
はじめての⾏政学 （有斐閣ストゥディア） 伊藤, 正次 有斐閣 2016 9784641150355 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000040910
全国政治の始動 ―帝国議会開設後の明治国家― 前田, 亮介 東京大学出版会 2016 9784130262439 9784130290111 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000040179
国際関係学講義 第5版 原 彬久 有斐閣 2016 9784641149168 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000041321
二つの政権交代 ―政策は変わったのか― 竹中, 治堅 勁草書房 2017 9784326351701 9784326994762 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000041682
日本の国際関係論 ―理論の輸入と独創の間― 大矢根, 聡 勁草書房 2016 9784326302536 9784326994922 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000042246
アーレントと二〇世紀の経験 川崎, 修 慶應義塾大学出版会 2017 9784766424409 9784766493894 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000048133
命の価値 ―規制国家に人間味を― キャス・サンスティーン勁草書房 2017 9784326550791 9784326996230 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000052262
官のシステム （⾏政学叢書 4） 大森, 彌 東京大学出版会 2006 9784130342346 9784130390620 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000049432
思想の政治学 ―アイザィア・バーリン研究―（早稲田大学エウプラクシス叢書 013） 森, 達也 早稲田大学出版部 2018 9784657188038 9784657189066 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000060765
主権と自由 （岩波講座政治哲学 1） 川出, 良枝 岩波書店 2014 9784000113519 9784007103063 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000062688
啓蒙・改革・革命 （岩波講座政治哲学 2） 犬塚, 元 岩波書店 2014 9784000113526 9784007103070 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000062689
近代の変容 （岩波講座政治哲学 3） 宇野, 重規 岩波書店 2014 9784000113533 9784007103087 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000062690
国家と社会 （岩波講座政治哲学 4） 杉田, 敦 岩波書店 2014 9784000113540 9784007103094 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000062691
理性の両義性 （岩波講座政治哲学 5） 齋藤, 純一 岩波書店 2014 9784000113557 9784007103100 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000062692
政治哲学と現代 （岩波講座政治哲学 6） 川崎, 修 岩波書店 2014 9784000113564 9784007103117 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000062693
#リパブリック ―インターネットは⺠主主義になにをもたらすのか― キャス・サンスティーン勁草書房 2018 9784326351763 9784326996582 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000063524
帝国日本の外交1894-1922 ―なぜ版図は拡大したのか― 佐々木, 雄一 東京大学出版会 2017 9784130362603 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000067751
現代日本の官僚制 曽我, 謙悟 東京大学出版会 2016 9784130301619 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000073254
ドイツの政治 平島, 健司 東京大学出版会 2017 9784130301633 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000073255
アメリカ政治とシンクタンク ―政治運動としての政策研究機関― 宮田, 智之 東京大学出版会 2017 9784130362634 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000073261
日台関係史 ―1945-2020―増補版 川島, 真 東京大学出版会 2020 9784130322300 9784130391047 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000096529
自由と陶冶 ―J.S.ミルとマス・デモクラシー― 関口, 正司 みすず書房 1989 9784622030379 9784622093152 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000003724
忙しい人のための代謝学 ―ミトコンドリアがわかれば代謝がわかる― 田中, 文彦 羊土社 2020 9784758118729 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000089520
臨床力を鍛えるシミュレーション教育 鈴木利哉 医⻭薬出版 2020 9784263206867 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000092808



健康心理学事典 日本健康心理学会丸善出版 2019 9784621303764 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000084609
産科エマージェンシー臨床推論 ―⺟体急変を見抜く― 望月, 礼子 メディカ出版 2020 9784840472258 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000089955
医療統計解析使いこなし実践ガイド ―臨床研究で迷わないQ&A― 対馬, 栄輝 羊土社 2020 9784758102483 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000090799
オックスフォード実例現代英語⽤法辞典 第4版 マイケル・スワン研究社 2018 9784767434810 9784327897000 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000079616
研究社英語の数量表現辞典 増補改訂版 研究社辞書編集部研究社 2017 9784767434803 9784327896997 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000079609
CT読影レポート、この画像どう書く? ―解剖・所見の基礎知識と、よくみる疾患のレポート記載例―小⿊, 草太 羊土社 2019 9784758111911 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000085412
脂質解析ハンドブック ―脂質分子の正しい理解と取扱い・データ取得の技術―（実験医学 別冊） 新井, 洋由 羊土社 2019 9784758122412 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000085407
アソシエイト法学 第2版 大橋 憲広 法律文化社 2020 9784589040565 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000089303
新・ケースで学ぶ国際私法 新版 野村 美明 法律文化社 2020 9784589040770 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000089780
国際私法 第7版（有斐閣Sシリーズ 55） 櫻田, 嘉章 有斐閣 2020 9784641159549 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000092872
ルソーの戦争/平和論 ―『戦争法の諸原理』と『永久平和論抜粋・批判』― ジャン=ジャック・ルソー勁草書房 2020 9784326102815 9784326998951 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000092886
自分で考えるちょっと違った法学入門 第4版 道垣内, 正人 有斐閣 2019 9784641126084 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000076012
総則・商⾏為 第6版（有斐閣Sシリーズ . 商法 ; 1 19） 落合, 誠一 有斐閣 2019 9784641159525 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000076018
新・法と現代社会 改訂版 三室, 尭麿 法律文化社 2019 9784589040060 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000077363
国際取引における準拠法・裁判管轄・仲裁の基礎知識 大塚, 章男 中央経済社 2019 9784502296819 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000078502
商法総則・商⾏為法 第3版（有斐閣アルマ Specialized） 大塚, 英明 有斐閣 2019 9784641221376 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000086434
アメリカから見た日本法 J.マーク・ラムザイヤー有斐閣 2019 9784641125919 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000087228
国際法務概説 国谷, 史朗 有斐閣 2019 9784641046856 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000089101
外国判決の承認 芳賀, 雅顯 慶應義塾大学出版会 2018 9784766425062 9784766494242 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000052932
商法総則・商⾏為法 第7版（有斐閣法律学叢書） 近藤, 光男 有斐閣 2018 9784641137981 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000054038
司法権の国際化と憲法解釈 ―「参照」を支える理論とその限界― 手塚, 崇聡 法律文化社 2018 9784589039316 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000061664
米國海上法要略 ―全―復刻版（日本⽴法資料全集 別巻1196） ジクゾン 信山社出版 2018 9784797273113 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000064661
国際法入門 ―逆から学ぶ―第2版 山形, 英郎 法律文化社 2018 9784589039606 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000075805
国際ビジネスのための英米法入門 ―英米法と国際取引法のエッセンス50講―第3版 植田, 淳 法律文化社 2017 9784589038289 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000061651
Lectures on Japanese law from a comparative perspective Luis Pedriza 大阪大学出版会 2017 9784872596052 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000063112
法学部入門 ―はじめて法律を学ぶ人のための道案内―第2版 中村, 邦義 法律文化社 2017 9784589038739 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000064559
法学講義ノート 第6版 霞, 信彦 慶應義塾大学出版会 2016 9784766423112 9784766492781 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027826
法学入門 = Introduction to legal studies （有斐閣ストゥディア） 早川, 吉尚 有斐閣 2016 9784641150324 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027834
世界の法律情報 ―グローバル・リーガル・リサーチ― 阿部, 博友 文眞堂 2016 9784830948787 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000032875
国際⾏政法の存⽴基盤 山本, 草二 有斐閣 2016 9784641046771 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000036362
ヨーロッパ法と普遍法 ―諸世界システムの共存― 河上, 倫逸 未来社 2009 9784624301101 9784624950514 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000008478
現代国際法 栗林, 忠男 慶應義塾大学出版会 1999 9784766407747 9784766490329 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006941
知的財産の経済・経営分析入門 ―特許技術・研究開発の経済的・経営的価値評価―（Hakuto management）石井, 康之 白桃書房 2009 9784561245049 9784561285045 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000032743
ASEAN設⽴50周年巨大市場攻略の鍵 【スマホ・読上】（週刊ダイヤモンド特集BOOKS 224） 前田, 剛 ダイヤモンド社 2017 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057709
国際経済法 松下, 満雄 東京大学出版会 2015 9784130323758 9784130390132 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000024779
捜査手段としての通信・会話の傍受 井上, 正仁 有斐閣 1997 9784641041639 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007973
刑事手続法 1 三井, 誠 有斐閣 1997 9784641041592 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000018711
刑事手続法Ⅱ （法学教室Library） 三井, 誠 有斐閣 2003 9784641042032 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000008019
刑事手続法Ⅲ （法学教室Library） 三井, 誠 有斐閣 2004 9784641042179 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000008020
憲法的刑法学の展開 ―仏教思想を基盤として― 平川, 宗信 有斐閣 2014 9784641042995 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000017870
リーディングス刑法 伊東, 研祐 法律文化社 2015 9784589036964 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027087
リーディングス刑事政策 = Readings in criminal justice policy 朴, 元奎 法律文化社 2016 9784589037152 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000030958
刑法総論判例50! （Start up） 十河, 太朗 有斐閣 2016 9784641139213 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000041695
刑法各論判例50! （Start up） 十河, 太朗 有斐閣 2017 9784641139268 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000052226
刑事政策がわかる 改訂版 前田, 忠弘 法律文化社 2019 9784589040091 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000077371
刑法 第3版 【スマホ・読上】 山口, 厚 有斐閣 2015 9784641139084 9784641701656 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000080861



ハイブリッド刑法総論 第3版 松宮 孝明 法律文化社 2020 9784589040732 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000089779
刑法総論の悩みどころ （法学教室Library） 橋爪, 隆 有斐閣 2020 9784641139404 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000089905
刑事訴訟法 第3版（新・コンメンタール） 後藤 昭 日本評論社 2018 9784535523340 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000091106
刑事訴訟法 第2版 酒巻, 匡 有斐閣 2020 9784641139428 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000092868
刑事訴訟法 第6版（有斐閣アルマ Specialized） 田中, 開 有斐閣 2020 9784641221574 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000094709
刑事訴訟法の思考プロセス 【スマホ・読上】 斎藤 司 日本評論社 2019 9784535524378 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000094914
伝聞法則に強くなる 【スマホ・読上】 後藤 昭 日本評論社 2019 9784535524248 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000094940
刑事訴訟法判例百選 第9版（別冊ジュリスト no. 203(47巻1号)） 井上, 正仁 有斐閣 2011 9784641115033 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000052636
刑事訴訟法判例百選 第10版（別冊ジュリスト no. 232(53巻1号)） 井上, 正仁 有斐閣 2017 9784641115323 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000052665
現代検察官論 川崎 英明 日本評論社 1997 9784535511026 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000091145
ケーススタディ刑法 第5版 【スマホ・読上】 井田 良 日本評論社 2019 9784535524125 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000094900
基本刑法 2 各論 第2版 【スマホ・読上】 大塚 裕史 日本評論社 2018 9784535522404 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000094910
刑法総論 （有斐閣ストゥディア） 内田, 幸隆 有斐閣 2019 9784641150652 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000092866
基本刑法 1 総論 第3版 大塚 裕史 日本評論社 2019 9784535523838 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000091139
犯罪からの社会復帰を問いなおす ―地域共生社会におけるソーシャルワークのかたち― 掛川 直之 旬報社 2020 9784845116331 9784845116522 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000092711
正犯・共犯論の基礎理論 島田, 聡一郎 東京大学出版会 2002 9784130311748 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000037
放火罪の理論 星, 周一郎 東京大学出版会 2004 9784130311786 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000038
演習刑法 第2版 木村, 光江 東京大学出版会 2016 9784130323796 9784130390262 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027813
刑法実践演習 甲斐, 克則 法律文化社 2015 9784589037022 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027904
現代の裁判 第7版（有斐閣アルマ Basic） 市川, 正人 有斐閣 2017 9784641220959 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000043495
⺠事訴訟における争点形成 （上智大学法学叢書 第37巻） 安⻄, 明子 有斐閣 2016 9784641137325 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027841
振舞いとしての法 ―知と臨床の法社会学― ⻄田, 英一 法律文化社 2016 9784589037190 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027917
平等主義の哲学 ―ロールズから健康の分配まで― 広瀬, 巌 勁草書房 2016 9784326102532 9784326994311 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000034345
人権論の再構築 （講座人権論の再定位 5） 井上, 達夫 法律文化社 2010 9784589032959 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000042931
法哲学と法哲学の対話 = A dialogue between jurisprudence and legal philosophy 安藤, 馨 有斐閣 2017 9784641125933 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000044740
法哲学 【スマホ・読上】 瀧川, 裕英 有斐閣 2014 9784641125674 9784641701991 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000080860
正義論 ―ベーシックスからフロンティアまで― 宇佐美 誠 法律文化社 2019 9784589040282 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000091360
AI・HRテック対応人事労務情報管理の法律実務 松尾, 剛⾏ 弘文堂 2019 9784335357770 9784335010156 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000072673
EUデータ保護法 石井 夏生利 勁草書房 2020 9784326403707 9784326998388 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000087200
大正期日本法学とスイス法 小沢, 奈々 慶應義塾大学出版会 2015 9784766422016 9784766492064 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000018504
日本近代法学の揺籃と明治法律学校 （明治大学社会科学研究所叢書） 村上, 一博 日本経済評論社 2007 9784818819306 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000004360
グローバルな正義 = Global justice 宇佐美, 誠 勁草書房 2014 9784326102389 9784326990863 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000017125
フェミニストの法 ―二元的ジェンダー構造への挑戦 = Feminist law : challenge to the binary gender structure―若林, 翼 勁草書房 2008 9784326101801 9784326995127 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000045401
近世駆込寺と紛争解決 佐藤, 孝之 吉川弘文館 2019 9784642034944 9784642212502 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000074381
法多元主義 ―交錯する国家法と非国家法―（法哲学叢書 第2期1） 浅野, 有紀 弘文堂 2018 9784335300967 9784335010149 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000072672
紛争回避の新たなアプローチ （法と経済の心理学 [1]） ⽴石, 孝夫 大学教育出版 2007 9784887307681 9784864296809 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000032100
シチリア海法序説 栗田, 和彦 関⻄大学出版部 2018 9784873546803 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000075941
経済法の歴史 （日本近代法史の探究 2） 伊藤, 孝夫 勁草書房 2020 9784326449828 9784326998722 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000089919
法と経済学の基礎と展開 ―⺠事法を中心に― 細江, 守紀 勁草書房 2020 9784326504701 9784326998883 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000091674
比較法学入門 【スマホ・読上】 貝瀬 幸雄 日本評論社 2019 9784535524088 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000094946
市⺠法学の輪郭 ―「市⺠的徳」と「人権」の法哲学― 篠原, 敏雄 勁草書房 2016 9784326403189 9784326993420 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027652
法社会学 第3版（有斐閣アルマ Specialized） 村山, 真維 有斐閣 2019 9784641221246 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000075533
アメリカ高齢者法 （アメリカ法ベーシックス 12） 樋口, 範雄 弘文堂 2019 9784335303821 9784335010354 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000081726
穂積陳重⽴法関係文書の研究 復刻（日本⽴法資料全集 別巻1） 広中, 俊雄 信山社出版 1989 9784882610182 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000035261
日本近代法学の先達岸本辰雄論文選集 （明治大学社会科学研究所叢書） 岸本 辰雄 日本経済評論社 2008 9784818820210 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000043914
法を学ぶ人のための文章作法 = Writing strategies for those studying law 第2版 井田, 良 有斐閣 2019 9784641126121 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000089012



リーガル・リサーチ 【スマホ・読上】 第5版 いしかわ まりこ日本評論社 2016 9784535521629 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000092841
社会の音響学 ―ルーマン派システム論から法現象を見る― 毛利 康俊 勁草書房 2014 9784326602629 9784326999200 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000093612
江⼾の目明し 【スマホ・読上】（平凡社新書 887） 増川, 宏一 平凡社 2018 9784582858877 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000079546
森林の変化と人類 （森林科学シリーズ 1） 中静, 透 共⽴出版 2018 9784320058170 9784320996427 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000076045
化学のためのPythonによるデータ解析・機械学習入門 金子 弘昌 オーム社 2019 9784274224416 9784274804519 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000093312
非線形有限要素法の基礎と応⽤ 久田, 俊明 丸善出版 2020 9784621305676 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000098335
一般ゲージ理論と共変解析力学 中嶋, 慧 現代数学社 2020 9784768705438 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000095825
明解入門 流体力学 第2版 杉山 弘 森北出版 2020 9784627674127 9784627340152 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000095957
衛生動物の事典 津田, 良夫 朝倉書店 2020 9784254640489 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000095967
工学系卒論の書き方 ―まちがいだらけの文書から卒業しよう : 基本はここだ!― 別府, 俊幸 コロナ社 2020 9784339078220 9784339278224 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000089580
機械要素入門 吉本 成香 森北出版 2020 9784627650619 9784627340183 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000095956
情報数学の基礎 第2版 幸谷 智紀 森北出版 2020 9784627052727 9784627340145 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000095954
私とあなたのあいだ ―いま、この国で生きるということ― 温 又柔 明石書店 2020 9784750350943 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000096915
女性の世界地図 ―女たちの経験・現在地・これから― ジョニー・シーガー明石書店 2020 9784750350844 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000096912
リモートワーク ―チームが結束する次世代型メソッド― リセット・サザーランド明石書店 2020 9784750350493 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000092727
コミュニティの幸福論 ―助け合うことの社会学― 桜井 政成 明石書店 2020 9784750350899 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000096914
大学生のための日本国憲法入門 吉田, 成利 慶應義塾大学出版会 2020 9784766426472 9784766495560 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000089571
生まれ、育つ基盤 ―子どもの貧困と家族・社会―（シリーズ子どもの貧困 1） 松本 伊智朗 明石書店 2019 9784750347899 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000090880
教える・学ぶ ―教育に何ができるか―（シリーズ子どもの貧困 3） 佐々木 宏 明石書店 2019 9784750347905 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000090882
遊び・育ち・経験 ―子どもの世界を守る―（シリーズ子どもの貧困 2） 小⻄ 祐馬 明石書店 2019 9784750348063 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000090881
支える・つながる ―地域・自治体・国の役割と社会保障―（シリーズ子どもの貧困 5） 山野 良一 明石書店 2019 9784750348087 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000090884
大人になる・社会をつくる ―若者の貧困と学校・労働・家族―（シリーズ子どもの貧困 4） 松本 伊智朗 明石書店 2020 9784750348070 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000090883
思考を鍛える大学の学び入門 ―論理的な考え方・書き方からキャリアデザインまで―第2版 井下, 千以子 慶應義塾大学出版会 2020 9784766426519 9784766495461 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000087015
不平等と再分配の経済学 ―格差縮小に向けた財政政策― トマ・ピケティ 明石書店 2020 9784750349756 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000090892
逃避型ネット依存の社会心理 大野, 志郎 勁草書房 2020 9784326251384 9784326998234 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000086398
災害の倫理 ―災害時の自助・共助・公助を考える― ナオミ・ザック 勁草書房 2020 9784326154654 9784326998623 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000089473
生命保険数学の基礎 = Foundations of life insurance mathematics : an introduction to actuarial mathematics ―アクチュアリー数学入門―第3版山内, 恒人 東京大学出版会 2020 9784130629249 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000091683
思考力改善ドリル ―批判的思考から科学的思考へ― 植原, 亮 勁草書房 2020 9784326102853 9784326999415 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000095908
C言語本格トレーニング ―基礎から応⽤までを徹底解説!― 沼田, 哲史 共⽴出版 2020 9784320124653 9784320999350 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000096094
第一印象の科学 ―なぜヒトは顔に惑わされてしまうのか?― アレクサンダー・トドロフみすず書房 2019 9784622087625 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000076009
ソフトウェアで体験して学ぶディジタルフィルタ 陶山, 健仁 オーム社 2020 9784274225499 9784274805110 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000096618
PID制御 ―現代制御論の視点から― 志水, 清孝 オーム社 2020 9784274226304 9784274805103 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000096617
ロボット工学の基礎 第3版 川崎, 晴久 森北出版 2020 9784627913837 9784627340060 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000094779
食卓の危機 ―遺伝子組み換え食品と農薬汚染― 安田 節子 三和書籍 2020 9784862514127 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000096048
都市農業経営論 八木, 洋憲 日本経済評論社 2020 9784818825659 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000095936
微分方程式・ラプラス変換・フーリエ解析 （理工系のための数学入門 = Introduction to mathematics for science and engineering learners）一色, 秀夫 オーム社 2020 9784274226137 9784274805134 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000096620
オーロラの話をしましょう 【スマホ・読上付】 赤祖父, 俊一 誠文堂新光社 2018 9784416618363 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000068496
文系でもわかる電子回路 ―“中学校の知識”ですいすい読める―（大人のコソ練） 山下 明 翔泳社 2019 9784798152851 9784798162546 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000098400
高校生からわかるベクトル解析 （専門数学への懸け橋） 涌井, 良幸 ベレ出版 2017 9784860645311 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000077848
日本の国家主義 ―「国体」思想の形成― 尾藤 正英 岩波書店 2014 9784000259811 9784007104602 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000095169
Mathematical Methods in Physics, Engineering and Chemistry Borden, Brett ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル2019 9781119579656 9781119579687 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000098014
大学英語教育学 ―その方向性と諸分野―（英語教育学大系 第1巻） 森住, 衛 大修館書店 2010 9784469142310 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027387
英語教育政策 ―世界の言語教育政策論をめぐって―（英語教育学大系 第2巻） 矢野, 安剛 大修館書店 2011 9784469142327 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027388
英語教育と文化 ―異文化間コミュニケーション能力の養成―（英語教育学大系 第3巻） 塩沢, 正 大修館書店 2010 9784469142334 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027389
21世紀のESP ―新しいESP理論の構築と実践―（英語教育学大系 第4巻） 寺内, 一 大修館書店 2010 9784469142341 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027390
成⻑する英語学習者 ―学習者要因と自律学習―（英語教育学大系 第6巻） 小嶋, 英夫 大修館書店 2010 9784469142365 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027392



英語教師の成⻑ ―求められる専門性―（英語教育学大系 第7巻） 石田, 雅近 大修館書店 2011 9784469142372 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027393
英語研究と英語教育 ―ことばの研究を教育に活かす―（英語教育学大系 第8巻） 岡田, 伸夫 大修館書店 2010 9784469142389 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027394
リスニングとスピーキングの理論と実践 ―効果的な授業を目指して―（英語教育学大系 第9巻） 冨田, かおる 大修館書店 2011 9784469142396 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027395
リーディングとライティングの理論と実践 ―英語を主体的に「読む」・「書く」―（英語教育学大系 第10巻）木村, 博是 大修館書店 2010 9784469142402 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027396
英語授業デザイン ―学習空間づくりの教授法と実践―（英語教育学大系 第11巻） 山岸, 信義 大修館書店 2010 9784469142419 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027397
英語教育におけるメディア利⽤ ―CALLからNBLTまで―（英語教育学大系 第12巻） 見上, 晃 大修館書店 2011 9784469142426 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027398
テスティングと評価 ―4技能の測定から大学入試まで―（英語教育学大系 第13巻） 石川, 祥一 大修館書店 2011 9784469142433 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027399
図書館情報学⽤語辞典 第5版 日本図書館情報学会⽤語辞典編集委員会丸善出版 2020 9784621305348 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000096106
図書館情報資源概論 改訂（現代図書館情報学シリーズ 8） 岸田 和明 樹村房 2020 9784883673384 9784883679690 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000090520
社会的ネットワークと幸福感 ―計量社会学でみる人間関係― 原田, 謙 勁草書房 2017 9784326602957 9784326994656 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000041301
人生の歩みを追跡する ―東大社研パネル調査でみる現代日本社会― 石田 浩 勁草書房 2020 9784326603268 9784326998456 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000087207
TOEIC L&RテストPart7を全部読んでスコアを稼ぐ本 岩重 理香 アルク 2020 9784757436169 9784757435728 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000090976
基礎Python ―入門から実践へステップアップ―（IMPRESS KISO SERIES） 大津 真 インプレスＲ＆Ｄ／インプレスビジネスメディア2016 9784844380153 9784295500483 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000091840
武器としての図で考える習慣 ―「抽象化思考」のレッスン― 平井, 孝志 東洋経済新報社 2020 9784492046685 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000091761
就職四季報企業研究・インターンシップ版 2022年版 東洋経済新報社 東洋経済新報社 2020 9784492974346 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000091771
世界最高の話し方 ―1000人以上の社⻑・企業幹部の話し方を変えた!「伝説の家庭教師」が教える門外不出の50のルール―岡本, 純子 東洋経済新報社 2020 9784492046777 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000096084
「考える技術」と「地頭力」がいっきに身につく東大思考 ⻄岡, 壱誠 東洋経済新報社 2020 9784492046715 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000091762
QRコードの奇跡 ―モノづくり集団の発想転換が革新を生んだ― 小川 進 東洋経済新報社 2020 9784492534199 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000087011
富栄養化海域における水生生物の環境病理学 ―過酸化脂質含有懸濁物質の病害作⽤― 吉越 一馬 近代科学社 2020 9784764960138 9784764972315 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000096550
交通システム 第2版 塚口, 博司 オーム社 2016 9784274218668 9784274803109 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000042386
土木・交通計画のための多変量解析 川﨑, 智也 コロナ社 2017 9784339052510 9784339252514 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000064835
生き物から学ぶまちづくり ―バイオミメティクスによる都市の生活習慣病対策― 谷口, 守 コロナ社 2018 9784339052602 9784339252606 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000083832
僕の大統領は⿊人だった 上 ―バラク・オバマとアメリカの8年― タナハシ・コーツ慶應義塾大学出版会 2020 9784766427059 9784766496048 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000096600
僕の大統領は⿊人だった 下 ―バラク・オバマとアメリカの8年― タナハシ・コーツ慶應義塾大学出版会 2020 9784766427066 9784766496055 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000096601
救急外来 ―ただいま診断中!― 坂本, 壮 中外医学社 2015 9784498066823 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000088878
よくわかる公的扶助論 ―低所得者に対する支援と生活保護制度― 増田 雅暢 法律文化社 2020 9784589040510 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000091366
歴史学の縁取り方 ―フレームワークの史学史― 恒木, 健太郎 東京大学出版会 2020 9784130262675 9784130290319 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000095928
日本の地方財政 第2版 神野, 直彦 有斐閣 2020 9784641165755 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000099282
「競争」は社会の役に⽴つのか ―競争の倫理入門― クリストフ・リュトゲ慶應義塾大学出版会 2020 9784766426380 9784766495898 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000094814
歴史の「基体」を尋ねて （思想史の中の日本と中国 第1部） 孫, 歌 東京大学出版会 2020 9784130101486 9784130190275 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000098311
実戦演習⾏政法 ―予備試験問題を素材にして― 土田, 伸也 弘文堂 2018 9784335357558 9784335010088 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000068324
憲法 第2版（新・コンメンタール） 木下 智史 日本評論社 2019 9784535524330 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000091107
アメリカ文化事典 アメリカ学会 丸善出版 2018 9784621302149 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000068380
世界文学大図鑑 【スマホ・読上】 ジェイムズ・キャントン三省堂 2017 9784385162331 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000089222
映画原作事典 2007-2018 ―日本映画・外国映画・アニメ― スティングレイ 日外アソシエーツ 2019 9784816927713 9784816987205 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000079469
救急外来から集中治療室入室までの看護 【動画】（クリティカルケア看護 Vol.2） 医学映像教育センター 2020 9784862438331 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000090335
シティズンシップをめぐる包摂と分断 （共生社会の再構築 1） 大賀, 哲 法律文化社 2019 9784589040015 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000077365
デモクラシーと境界線の再定位 （共生社会の再構築 2） 大賀, 哲 法律文化社 2019 9784589040022 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000077366
国際規範の競合と調和 （共生社会の再構築 3） 大賀 哲 法律文化社 2020 9784589040220 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000091363
循環器 【動画】（医師国家試験にチャレンジ! : ビジュアルで学ぶcase study vol.1） 医学映像教育センター医学映像教育センター 2016 9784862437471 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000071851
呼吸器 【動画】（医師国家試験にチャレンジ! : ビジュアルで学ぶcase study vol.2） 医学映像教育センター医学映像教育センター 2017 9784862437488 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000071852
腎・泌尿器 【動画】（医師国家試験にチャレンジ! : ビジュアルで学ぶcase study vol.3） 医学映像教育センター医学映像教育センター 2017 9784862437495 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000071853
基本編 【動画】（看護学生のための初めての実習ガイド Vol.1） 阿曽 洋子 医学映像教育センター 2011 9784862434319 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000071860
実践編 【動画】（看護学生のための初めての実習ガイド Vol.2） 阿曽 洋子 医学映像教育センター 2011 9784862434326 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000071861
リラクセーション法 【動画】（看護ケアに役⽴つ Vol.1） 医学映像教育センター 2005 9784862437426 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000071945
指圧・マッサージ 【動画】（看護ケアに役⽴つ Vol.2） 医学映像教育センター 2005 9784862437433 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000071946



フットケア 【動画】（看護ケアに役⽴つ Vol.3） 医学映像教育センター 2005 9784862437297 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000071947
はじめて受けるTOEIC L&Rテスト全パート完全攻略 小石, 裕子 アルク 2018 9784757430587 9784757429857 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000053282
アディクションサイエンス ―依存・嗜癖の科学― 宮田 久嗣 朝倉書店 2019 9784254520255 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000090747
進化のからくり ―現代のダーウィンたちの物語―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-2125） 千葉 聡 講談社 2020 9784065187210 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000090558
生命はデジタルでできている ―情報から見た新しい生命像―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-2136）田口 善弘 講談社 2020 9784065195970 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000090559
今日から使える統計解析 ―理論の基礎と実⽤の“勘どころ”―（ブルーバックス B-2085） 大村 平 講談社 2019 9784065147931 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000086312
はじめての量子化学 ―量子力学が解き明かす化学の仕組み―（ブルーバックス B-2090） 平山 令明 講談社 2019 9784065152133 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000086313
今日から使えるフーリエ変換 ―式の意味を理解し、使いこなす―（ブルーバックス B-2093） 三谷 政昭 講談社 2019 9784065155004 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000086314
高校数学でわかる複素関数 ―微分からコーシー積分、留数定理まで―（ブルーバックス B-2098） 竹内 淳 講談社 2019 9784065163955 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000086315
トポロジー入門 ―奇妙な図形のからくり―（ブルーバックス B-2104） 都筑 卓司 講談社 2019 9784065166055 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000086319
数学にとって証明とはなにか ―ピタゴラスの定理からイプシロン・デルタ論法まで―（ブルーバックス B-2107）瀬山 士郎 講談社 2019 9784065168523 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000086320
高次元空間を見る方法 ―次元が増えるとどんな不思議が起こるのか―（ブルーバックス B-2110） 小笠 英志 講談社 2019 9784065172834 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000086321
カラー図解人体誕生 ―からだはこうして造られる―（ブルーバックス B-2112） 山科 正平 講談社 2019 9784065165720 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000086322
数の概念 （ブルーバックス B-2114） 高木 貞治 講談社 2019 9784065170670 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000086323
「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―（ブルーバックス B-2115）竹内 薫 講談社 2019 9784065172391 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000086324
道具としての微分方程式 偏微分編 式をつくり、解いて、「使える」ようになる （ブルーバックス B-2118）斎藤 恭一 講談社 2019 9784065179024 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000086325
離散数学入門 ―整数の誕生から「無限」まで―（ブルーバックス B-2121） 芳沢 光雄 講談社 2019 9784065181782 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000086327
DNA鑑定 ―犯罪捜査から新種発見、日本人の起源まで―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-2108）梅津 和夫 講談社 2019 9784065172858 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000086343
作曲の科学 ―美しい音楽を生み出す「理論」と「法則」―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-2111）フランソワ・デュボワ講談社 2019 9784065172827 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000086344
ウォーキングの科学 ―10歳若返る、本当に効果的な歩き方―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-2113）能勢 博 講談社 2019 9784065176672 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000086345
免疫力を強くする ―最新科学が語るワクチンと免疫のしくみ―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-2119）宮坂 昌之 講談社 2019 9784065181775 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000086346
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） 安藤, 久雄 講談社 2018 9784065020333 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057457
日本人のための声がよくなる「舌力」のつくり方 ―声のプロが教える正しい「舌の強化法」―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-2042）篠原, さなえ 講談社 2018 9784065020425 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057466
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） 金, 重明 講談社 2018 9784065020463 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057469
統計ソフト「R」超入門 ―実例で学ぶ初めてのデータ解析―（ブルーバックス B-2049） 逸見, 功 講談社 2018 9784065020494 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057472
世界を救った日本の薬 ―画期的新薬はいかにして生まれたのか?―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-2050）塚﨑, 朝子 講談社 2018 9784065020500 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057473
「おいしさ」の科学 ―素材の秘密・味わいを生み出す技術―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-2051）佐藤, 成美 講談社 2018 9784065020517 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057474
カラー図解Raspberry Piではじめる機械学習 ―基礎からディープラーニングまで―（ブルーバックス B-2052）金丸, 隆志 講談社 2018 9784065020524 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057475
もうひとつの脳 ―ニューロンを支配する陰の主役「グリア細胞」―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-2054）R・ダグラス・フィールズ講談社 2018 9784065020548 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057477
カラー図解分子レベルで見た体のはたらき ―いのちを支えるタンパク質を視る―（ブルーバックス B-2057）平山, 令明 講談社 2018 9784065116852 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057479
パンの科学 ―しあわせな香りと食感の秘密―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-2058） 吉野, 精一 講談社 2018 9784065116616 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057480
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） 徳田, 雄洋 講談社 2018 9784065117569 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057481
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） 小方, 厚 講談社 2018 9784065116647 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057482
「がん」はなぜできるのか ―そのメカニズムからゲノム医療まで―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-2062）国⽴がん研究センター研究所講談社 2018 9784065120934 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057484
研究発表のためのスライドデザイン ―「わかりやすいスライド」作りのルール―（ブルーバックス B-1813）宮野, 公樹 講談社 2013 9784062578134 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028125
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） 岡村, 浩嗣 講談社 2013 9784062578073 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028194
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） ⽴山, 秀利 講談社 2016 9784062579629 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028439
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） ⽴山, 秀利 講談社 2012 9784062577694 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028510
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） 中山, 正敏 講談社 2016 9784062579865 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057419
数理計画入門 新版 福島 雅夫 朝倉書店 2011 9784254280043 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000095725
カーネル多変量解析 ―非線形データ解析の新しい展開―（確率と情報の科学） 赤穂, 昭太郎 岩波書店 2008 9784000069717 9784007103407 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000081896
最新英語論文によく使う表現 基本編 【スマホ・読上】 崎村 耕二 創元社 2017 9784422810867 9784422605005 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000087507
最新英語論文によく使う表現 発展編 【スマホ・読上】 崎村 耕二 創元社 2019 9784422810874 9784422606064 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000087508
人間の存在 【動画】（生体のしくみ vol.1） 堀内, ふき（監修） 医学映像教育センター／前川, 幸子（他）医学映像教育センター 2017 9784862437655 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000071839
細胞からヒトへ 【動画】（生体のしくみ vol.2） 堀内, ふき（監修） 医学映像教育センター／前川, 幸子（他）医学映像教育センター 2017 9784862437662 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000071840
神経系のしくみ 1 【動画】（生体のしくみ vol.3） 堀内, ふき（監修） 医学映像教育センター／前川, 幸子（他）医学映像教育センター 2017 9784862437679 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000071841



神経系のしくみ 2 【動画】（生体のしくみ vol.4） 堀内, ふき（監修） 医学映像教育センター／前川, 幸子（他）医学映像教育センター 2017 9784862437686 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000071842
神経系のしくみ 3 【動画】（生体のしくみ vol.5） 堀内, ふき（監修） 医学映像教育センター／前川, 幸子（他）医学映像教育センター 2018 9784862437693 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000071843
感覚のしくみ 【動画】（生体のしくみ vol.6） 堀内, ふき（監修） 医学映像教育センター／前川, 幸子（他）医学映像教育センター 2017 9784862437709 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000071844
身体運動のしくみ 1 【動画】（生体のしくみ vol.7） 堀内, ふき（監修） 医学映像教育センター／前川, 幸子（他）医学映像教育センター 2018 9784862437716 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000071845
身体運動のしくみ 2 【動画】（生体のしくみ vol.8） 堀内, ふき（監修） 医学映像教育センター／前川, 幸子（他）医学映像教育センター 2018 9784862437723 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000071846
血液のしくみ 【動画】（生体のしくみ vol.9） 堀内, ふき（監修） 医学映像教育センター／前川, 幸子（他）医学映像教育センター 2018 9784862437730 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000071847
循環のしくみ 1 【動画】（生体のしくみ vol.10） 堀内, ふき（監修） 医学映像教育センター／前川, 幸子（他）医学映像教育センター 2018 9784862437747 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000071848
循環のしくみ 2 【動画】（生体のしくみ 第3版 vol.11） 堀内, ふき（監修） 医学映像教育センター／前川, 幸子（他）医学映像教育センター 2018 9784862437754 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000072276
呼吸のしくみ 【動画】（生体のしくみ 第3版 Vol.12） 医学映像教育センター 2018 9784862437761 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000078399
消化吸収のしくみ 1 【動画】（生体のしくみ 第3版 Vol.13） 医学映像教育センター 2019 9784862437778 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000078400
消化吸収のしくみ 2 【動画】（生体のしくみ 第3版 Vol.14） 医学映像教育センター 2019 9784862437785 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000078401
代謝のしくみ 【動画】（生体のしくみ 第3版 Vol.15） 医学映像教育センター 2019 9784862437792 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000078402
排泄のしくみ 【動画】（生体のしくみ 第3版 Vol.16） 医学映像教育センター 2019 9784862437808 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000078403
ホルモンのしくみ 【動画】（生体のしくみ 第3版 Vol.17） 医学映像教育センター 2019 9784862437815 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000078404
ホメオスタシスのしくみ 【動画】（生体のしくみ 第3版 Vol.18） 医学映像教育センター 2019 9784862437822 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000078405
防御のしくみ 【動画】（生体のしくみ 第3版 Vol.19） 医学映像教育センター 2020 9784862437839 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000078406
生殖のしくみ 【動画】（生体のしくみ 第3版 Vol.20） 医学映像教育センター 2019 9784862437846 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000078407
英語で読む力。 ―54のサンプル・リーディングで鍛える!― ⻑尾 和夫 三修社 2017 9784384058758 9784384881967 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000087361
英語で聞く力。 ―81のサンプル・リスニングで鍛える!―【音声付】 ⻑尾 和夫 三修社 2018 9784384058888 9784384881974 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000087364
英語で考える力。 ―40のサンプル・シンキングで鍛える!―【音声付】 ⻑尾 和夫 三修社 2019 9784384059359 9784384881981 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000087365
医学・理工・自然科学系研究者のための英語論文ラクラク・アクセプト 北風, 政史 メディカ出版 2020 9784840472210 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000089555
広がり続ける英語の世界 改訂新版 竹下, 裕子 アスク出版 2018 9784866392387 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000064665
英語とつきあうための50の問い ―英語を学ぶ・教える前に知っておきたいこと― 田中, 富士美 明石書店 2020 9784750349695 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000092724
映画で学ぶ英語の世界 ―スーパーヒーロー・マザーグース・ギリシャ神話― 酒井, 志延 くろしお出版 2019 9784874247914 9784865048070 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000078871
英語を学ぶ楽しみ ―国際コミュニケーションのために― 岡, 秀夫 くろしお出版 2018 9784874247631 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000063113
脳のしくみが解れば英語がみえる （一歩進める英語学習・研究ブックス） 濱田 英人 開拓社 2019 9784758912082 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000093347
音読して楽しむ名作英文 ―美しい表現を声に出して英語のセンスを磨く―（アルク・ライブラリー）安井, 京子 アルク 2017 9784757430136 9784757429833 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000049117
聞く英語 （実戦力徹底トレーニング） 内田, 富男 アルク 2019 9784757433137 9784757432017 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000072812
VOAニュースフラッシュ 2019年度版 【音声付】 挙市, 玲子 アルク 2019 9784757433243 9784757431737 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000076243
VOAニュースフラッシュ 2020年度版 【音声付】 挙市, 玲子 アルク 2020 9784757436053 9784757435537 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000090984
「英語耳」を鍛え「英語舌」を養う （一歩進める英語学習・研究ブックス） 今井 邦彦 開拓社 2019 9784758912051 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000093345
英語スタイルブック ―ライティングの表記ルール辞典― 石井 隆之 クロスメディアランゲージ2019 9784295403197 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000085217
発話型英文法の教え方・学び方 中村 捷 開拓社 2018 9784758922623 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000093358
読む英語 （実戦力徹底トレーニング） 中野, 達也 アルク 2019 9784757433151 9784757432031 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000072813
話す英語 （実戦力徹底トレーニング） 愛場, 吉子 アルク 2019 9784757433144 9784757432024 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000072814
葉を見て枝を見て ―枝葉末節の生態学―（共⽴スマートセレクション = Kyoritsu smart selection 28）菊沢, 喜八郎 共⽴出版 2018 9784320009288 9784320997769 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000086450
チョウの生態「学」始末 （共⽴スマートセレクション = Kyoritsu smart selection 25） 渡辺, 守 共⽴出版 2018 9784320009257 9784320995949 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000072744
溺れる⿂、空飛ぶ⿂、消えゆく⿂ ―モンスーンアジア淡水⿂探訪―（共⽴スマートセレクション = Kyoritsu smart selection 24）鹿野, 雄一 共⽴出版 2018 9784320009240 9784320995918 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000072743
感染症に挑む ―創薬する微生物 : 放線菌―（共⽴スマートセレクション = Kyoritsu smart selection 22）杉山, 政則 共⽴出版 2017 9784320009233 9784320995703 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000072240
キノコとカビの生態学 ―枯れ木の中は戦国時代―（共⽴スマートセレクション = Kyoritsu smart selection 19）深澤, 遊 共⽴出版 2017 9784320009196 9784320994362 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000055946
生態学と化学物質とリスク評価 （共⽴スマートセレクション = Kyoritsu smart selection 18） 加茂, 将史 共⽴出版 2017 9784320009172 9784320994331 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000055945
量子コンピューター （今度こそわかるシリーズ） ⻄野, 友年 講談社 2015 9784061566057 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028828
Microsoft Office Specialist Word 365&2019 対策テキスト＆問題集 （よくわかるマスター） 富士通エフ・オー・エム（FOM出版）富士通エフ・オ−・エム2020 9784865104301 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000092297
本質から理解する数学的手法 荒木, 修 裳華房 2016 9784785315702 9784785371364 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000060363
Microsoft Office Specialist Excel 365&2019 対策テキスト＆問題集 （よくわかるマスター） 富士通エフ・オー・エム（FOM出版）富士通エフ・オ−・エム2020 9784865104295 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000092295
Microsoft Office Specialist PowerPoint 365&2019  対策テキスト＆問題集 （よくわかるマスター） 富士通エフ・オー・エム富士通エフ・オ−・エム2020 9784865104400 9784865104424 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000098504



平面代数曲線 （数学のかんどころ 12） 酒井, 文雄 共⽴出版 2012 9784320019928 9784320993341 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000049282
スクレイピング・ハッキング・ラボ Pythonで自動化する未来型生活 （Next Publishing , 技術の泉Series）齊藤 貴義 インプレスＲ＆Ｄ／インプレスビジネスメディア2020 9784844378860 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000096233
ディープラーニング実装入門 ―PyTorchによる画像・自然言語処理―（Impress top gear） 吉崎, 亮介 インプレスＲ＆Ｄ／インプレスビジネスメディア2020 9784295010623 9784295501138 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000096547
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3版（impress top gear）Sebastian RaschkaインプレスＲ＆Ｄ／インプレスビジネスメディア2020 9784295010074 9784295500674 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000099425
2週間でJava SE Bronzeの基礎が学べる本 （徹底攻略） 志賀, 澄人 インプレスＲ＆Ｄ／インプレスビジネスメディア2017 9784295001423 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000047692
自然言語処理 （情報工学テキストシリーズ 第5巻） 加藤, 恒昭 共⽴出版 2014 9784320122659 9784320984226 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027744
Rによるデータマイニング入門 山本, 義郎 オーム社 2015 9784274218170 9784274832284 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027448
Rによる実証分析 ―回帰分析から因果分析へ― 星野, 匡郎 オーム社 2016 9784274219474 9784274802782 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000040168
はじめての論理学 ―伝わるロジカル・ライティング入門―（有斐閣ストゥディア） 篠沢, 和久 有斐閣 2020 9784641150812 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000098324
全米ナンバーワンビジネススクールで教える起業家の思考と実践術 ―あなたも世界を変える起業家になる―山川, 恭弘 東洋経済新報社 2020 9784492534229 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000096083
入門ガイダンスプロジェクトマネジメント 古殿, 幸雄 中央経済社 2020 9784502334610 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000092896
大学での学び ―その哲学と拡がり― 田中 俊也 関⻄大学出版部 2020 9784873547251 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000094985
話し方が上手くなる!声まで良くなる!1日1分朗読 ⿂住 りえ 東洋経済新報社 2020 9784492046623 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000088607
はじめてのLinux 小林 真也 森北出版 2020 9784627854611 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000087265
Python基礎＆実践プログラミング プロへのスキルアップ+プロジェクトサンプル インプレスＲ＆Ｄ／インプレスビジネスメディア2020 9784295008385 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000086499
広告コミュニケーション 雨宮 史卓 八千代出版 2020 9784842917634 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000094509
UX原論 ―ユーザビリティからUXへ― ⿊須 正明 近代科学社 2020 9784764906112 9784764972230 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000089501
多変数の微積分 （数学のかんどころ 38） 酒井, 文雄 共⽴出版 2020 9784320113916 9784320999404 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000098346
理工系のための微分積分学 神谷, 淳 近代科学社 2020 9784764960107 9784764972254 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000090758
確率統計入門 ―モデル化からその解析へ― 渡辺 浩 森北出版 2020 9784627082311 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000087264
初めて学ぶ統計学 新装版 菅 ⺠郎 現代数学社 2020 9784768705278 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000089246
すべてがわかるアンケートデータの分析 改訂新版 菅 ⺠郎 現代数学社 2020 9784768705261 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000089245
SPSSによる統計データ解析 ―医学・看護学・生物学、心理学の例題による統計学入門―改訂新版 柳井 晴夫 現代数学社 2020 9784768705285 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000089247
例題でよくわかる はじめての多変量解析 加藤豊 森北出版 2020 9784627082212 9784627335912 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000089486
特許法・著作権法 = Patent law and copyright law 第2版 小泉, 直樹 有斐閣 2020 9784641243378 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000091658
環境法入門 第4版（有斐閣アルマ Basic） 交告, 尚史 有斐閣 2020 9784641221628 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000091652
MATLAB/Simulinkによる制御工学入門 川田 昌克 森北出版 2020 9784627787018 9784627333819 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000085374
ひと目で伝わるプレゼン資料の全知識 インプレスＲ＆Ｄ／インプレスビジネスメディア2020 9784295008101 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000084594
ケーススタディでよくわかる学生とのコミュニケーション ―今日からできる!研究指導実践マニュアル―⻄澤, 幹雄 化学同人 2019 9784759819984 9784759828757 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000081768
アカデミック・スキル入門 ―大学での学びをアクティブにする―新版（有斐閣ブックス） 伊藤 奈賀子 有斐閣 2019 9784641184459 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000090584
プロジェクト学習で始めるアクティブラーニング入門 ―テーマ決定からプレゼンテーションまで―改訂稲葉, 竹俊 コロナ社 2019 9784339078237 9784339278231 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000096103
無形資産が経済を支配する ―資本のない資本主義の正体― ジョナサン・ハスケル東洋経済新報社 2020 9784492315248 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000086512
第二言語習得研究への誘い ―理論から実証へ― 吉村, 紀子 くろしお出版 2018 9784874247655 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000063006
APA style simplified ―writing in psychology, education, nursing, and sociology― Bernard C. Beinsワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル2012 9780470671238 9781118289099 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000065485
実験国家アメリカの履歴書 ―社会・文化・歴史にみる統合と多元化の軌跡―第2版 鈴木, 透 慶應義塾大学出版会 2016 9784766423907 9784766493429 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000041307
入門・倫理学 赤林, 朗 勁草書房 2018 9784326102655 9784326996032 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000050883
中国外交史 益尾, 知佐子 東京大学出版会 2017 9784130322256 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000073256
法思想史を読み解く ―古典/現代からの接近― 戒能 通弘 法律文化社 2020 9784589041029 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000096749
⻄洋の自死 ―移⺠・アイデンティティ・イスラム― ダグラス・マレー東洋経済新報社 2018 9784492444504 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000072202
実践・倫理学 ―現代の問題を考えるために―（けいそうブックス） 児玉, 聡 勁草書房 2020 9784326154630 9784326998753 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000089922
探偵小説の様相論理学 小森, 健太朗 南雲堂 2012 9784523265061 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000022875
観光の事典 白坂, 蕃 朝倉書店 2019 9784254163575 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000089038


