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Ekiben ―the ultimate Japanese travel food :

the box lunch you buy at the station and eat on

the train―

戸村, 亜紀
ＩＢＣパブリッシ

ング
2015 9784794603364 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000033605

英文日本紹介事典Japapedia (ジャパペディア)
IBCパブリッシ

ング

ＩＢＣパブリッシ

ング
2011 9784794600943 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000033607

日本の歴史100 ―日英対訳― 西海, コエン
ＩＢＣパブリッシ

ング
2015 9784794603555 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000033608

Tokyo beyond sushi ―a guide to the backstreet

eateries and down-home comfort foods that

Tokyo people love―

Robb

Satterwhite

ＩＢＣパブリッシ

ング
2016 9784794604019 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000033609

動物カフェ
ロブ・サター

ホワイト

ＩＢＣパブリッシ

ング
2015 9784794603777 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000033610

東京居酒屋ガイド 島本, 慶
ＩＢＣパブリッシ

ング
2015 9784794603593 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000033611

Imagining Japan ―a memorable journey―
James M.

Vardaman

ＩＢＣパブリッシ

ング
2015 9784794603463 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000033612

対訳京都の寺社 水野, 克比古
ＩＢＣパブリッシ

ング
2014 9784794603074 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000033613

The beauty of autumn in Japan ―living with

maple leaves―
水野, 克比古

ＩＢＣパブリッシ

ング
2014 9784794603012 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000033614

Beautiful Japan ―the grandeur and the

subtlety―
竹内, 敏信

ＩＢＣパブリッシ

ング
2014 9784794602831 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000033615

Sakura ―the Japanese soul flower― Michael Brase
ＩＢＣパブリッシ

ング
2014 9784794602626 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000033616

Soul of Japan ―the visible essence : annotated

photographs to explain the essence of

Japanese thought―

山久瀬, 洋二
ＩＢＣパブリッシ

ング
2012 9784794601353 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000033617

Japan ―a pictorial portrait―New ed
IBCパブリッシ

ング

ＩＢＣパブリッシ

ング
2012 9784794601728 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000033619

日本まるごとQ&A ―everything you should

know about Japan―（対訳ニッポン）
安部, 直文

ＩＢＣパブリッシ

ング
2015 9784794603586 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000033620

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）
松岡, 明子

ＩＢＣパブリッシ

ング
2014 9784794602770 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000033621

日本の論点 （対訳ニッポン）
ジェームス・

M.バーダマン

ＩＢＣパブリッシ

ング
2014 9784794602572 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000033622

日本現代史 = Contemporary Japanese history

―since 1945―増補改訂版（対訳ニッポン）

ジェームス・

M.バーダマン

ＩＢＣパブリッシ

ング
2013 9784794602299 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000033623

大人の粋 = Adult chic （対訳ニッポン） 立川, 談四楼
ＩＢＣパブリッシ

ング
2013 9784794601988 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000033624

全図解日本のしくみ = The complete guide to

Japanese systems 新版（対訳ニッポン）
安部, 直文

ＩＢＣパブリッシ

ング
2012 9784794601254 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000033625

五輪書 = The Book of Five Rings （対訳ニッポ

ン）
宮本, 武蔵

ＩＢＣパブリッシ

ング
2012 9784794601223 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000033626

完璧すぎる日本人 = All too perfect Japanese

（対訳ニッポン）
山久瀬, 洋二

ＩＢＣパブリッシ

ング
2011 9784794601056 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000033627

日本人のこころ = Heart & soul of the Japanese

（対訳ニッポン）
山久瀬, 洋二

ＩＢＣパブリッシ

ング
2011 9784794600936 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000033628

英語で訴える「病気の症状」 （対訳ニッポン） 黒田, 基子
ＩＢＣパブリッシ

ング
2011 9784794600905 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000033629

日本昔ばなし = Long-ago stories of Japan （対

訳ニッポン）

カルラ・ヴァ

レンタイン

ＩＢＣパブリッシ

ング
2011 9784794600882 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000033630

外国人によく聞かれる日本の宗教 （対訳ニッポ

ン）

ジェームス・

M.バーダマン

ＩＢＣパブリッシ

ング
2011 9784794600769 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000033631

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）
山久瀬, 洋二

ＩＢＣパブリッシ

ング
2011 9784794600592 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000033632

日本の伝統文化 = Understanding cultural

treasures of Japan （対訳ニッポン）
山本, 素子

ＩＢＣパブリッシ

ング
2010 9784794600332 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000033633

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）

安部, 直文
ＩＢＣパブリッシ

ング
2010 9784794600325 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000033634

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）
山久瀬, 洋二

ＩＢＣパブリッシ

ング
2009 9784794600271 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000033635

日本の料理 = Japanese cooking for everyone

（対訳ニッポン）
黒田, 基子

ＩＢＣパブリッシ

ング
2009 9784794600158 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000033636

武士道 （対訳ニッポン） 新渡戸, 稲造
ＩＢＣパブリッシ

ング
2008 9784896846928 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000033637

茶の本 = The book of tea （対訳ニッポン） 岡倉, 天心
ＩＢＣパブリッシ

ング
2008 9784896846850 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000033639

日本人が誤解しやすい英語生活マナ―ブック ―

keeping it smooth―（対訳ニッポン）

ジェームス・

M.バーダマン

ＩＢＣパブリッシ

ング
2007 9784896845907 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000033641
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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―

山久瀬, 洋二
ＩＢＣパブリッシ

ング
2016 9784794604071 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000033642

シリコンバレ―の英語 ―スタ―トアップ天国の

しくみ―

ロッシェル・

カップ

ＩＢＣパブリッシ

ング
2015 9784794603524 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000033643

日本人がグロ―バルビジネスで成功するためのヒ

ント ―日英対訳―

ジョン・ギレ

スピー

ＩＢＣパブリッシ

ング
2014 9784794603104 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000033644

グロ―バルエリ―トのビジネス・キ―ワ―ド100

―成功を収めたリ―ダ―たちの言葉の使い方―

ロッシェル・

カップ

ＩＢＣパブリッシ

ング
2014 9784794602992 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000033645

グロ―バルエリ―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―

ロッシェル・

カップ

ＩＢＣパブリッシ

ング
2014 9784794602817 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000033646

現代スペインを知るための60章 （エリア・スタ

ディ―ズ 116）
坂東, 省次 明石書店 2013 9784750337838 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000014680

現代インドネシアを知るための60章 （エリア・

スタディ―ズ 113）
村井, 吉敬 明石書店 2013 9784750337487 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000014681

ケニアを知るための55章 （エリア・スタディ―

ズ 101）
松田, 素二 明石書店 2012 9784750336237 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000014682

現代台湾を知るための60章  第2版（エリア・ス

タディ―ズ 34）
亜州奈, みづほ 明石書店 2012 9784750335285 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000014683

現代メキシコを知るための60章 （エリア・スタ

ディ―ズ 91）
国本, 伊代 明石書店 2011 9784750334288 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000014684

現代カナダを知るための57章 （エリア・スタ

ディ―ズ 83）
飯野, 正子 明石書店 2010 9784750333076 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000014685

ブラジルを知るための56章  第2版（エリア・ス

タディ―ズ 14）

アンジェロ, イ

シ
明石書店 2010 9784750331386 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000014686

現代フィリピンを知るための61章  第2版（エリ

ア・スタディ―ズ 11）
大野, 拓司 明石書店 2009 9784750330563 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000014687

アメリカの歴史を知るための62章  第2版（エリ

ア・スタディ―ズ 10）
富田, 虎男 明石書店 2009 9784750329673 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000014688

現代イタリアを知るための44章 （エリア・スタ

ディ―ズ 49）
村上, 義和 明石書店 2005 9784750321004 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000014689

イギリスを知るための65章 第2版（エリア・スタ

ディ―ズ 33）
近藤, 久雄 明石書店 2014 9784750341033 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000014690

現代ロシアを知るための60章  第2版（エリア・

スタディ―ズ 21）
下斗米, 伸夫 明石書店 2012 9784750336794 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000014691

中国の歴史を知るための60章 （エリア・スタ

ディ―ズ 87）
並木, 頼壽 明石書店 2011 9784750333434 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000014692

ラオスを知るための60章 （エリア・スタディ―

ズ 85）
菊池, 陽子 明石書店 2010 9784750333090 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000014693

南アフリカを知るための60章 （エリア・スタ

ディ―ズ 79）
峯, 陽一 明石書店 2010 9784750331836 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000014694

オ―ストラリアを知るための58章 第3版第2刷

（エリア・スタディ―ズ 7）
越智, 道雄 明石書店 2011 9784750331195 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000014695

スウェ―デンを知るための60章 （エリア・スタ

ディ―ズ 75）
村井, 誠人 明石書店 2009 9784750329987 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000014696

オランダを知るための60章 （エリア・スタディ

―ズ 62）
長坂, 寿久 明石書店 2007 9784750325187 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000014697

アルゼンチンを知るための54章 （エリア・スタ

ディ―ズ 50）

アルベルト, 松

本
明石書店 2005 9784750321851 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000014698

現代インドを知るための60章 （エリア・スタ

ディ―ズ 67）
広瀬, 崇子 明石書店 2007 9784750326429 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000014699

スイスを知るための60章 （エリア・スタディ―

ズ 128）

スイス文学研

究会
明石書店 2014 9784750339788 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000014700

ノルウェ―を知るための60章 （エリア・スタ

ディ―ズ 132）
大島, 美穂 明石書店 2014 9784750340470 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000014701

モンゴルを知るための65章  第2版（エリア・ス

タディ―ズ 4）
金岡, 秀郎 明石書店 2012 9784750336220 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000014702

シンガポ―ルを知るための65章  第3版（エリ

ア・スタディ―ズ 17）
田村, 慶子 明石書店 2013 9784750338217 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000014703

カンボジアを知るための62章  第2版（エリア・

スタディ―ズ 56）
上田, 広美 明石書店 2012 9784750335858 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000014704

EU(欧州連合)を知るための63章 （エリア・スタ

ディ―ズ 124）
羽場, 久美子 明石書店 2013 9784750339009 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000014705

ミャンマ―を知るための60章 （エリア・スタ

ディ―ズ 125）
田村, 克己 明石書店 2013 9784750339146 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000014706

イスラエルを知るための60章 （エリア・スタ

ディ―ズ 104）
立山, 良司 明石書店 2012 9784750336411 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000014707

シリア・レバノンを知るための64章 （エリア・

スタディ―ズ 123）
黒木, 英充 明石書店 2013 9784750338767 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000014708

エストニアを知るための59章 （エリア・スタ

ディ―ズ 111）
小森, 宏美 明石書店 2012 9784750337371 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000014709

大系朝鮮通信使 第1巻 ―善隣と友好の記録― 辛, 基秀 明石書店 1996 9784750308036 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000014710
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大系朝鮮通信使 第2巻 ―善隣と友好の記録― 辛, 基秀 明石書店 1996 9784750308395 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000014711

大系朝鮮通信使 第3巻 ―善隣と友好の記録― 辛, 基秀 明石書店 1995 9784750306810 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000014712

大系朝鮮通信使 第4巻 ―善隣と友好の記録― 辛, 基秀 明石書店 1993 9784750304816 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000014713

大系朝鮮通信使 第5巻 ―善隣と友好の記録― 辛, 基秀 明石書店 1995 9784750307480 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000014714

大系朝鮮通信使 第6巻 ―善隣と友好の記録― 辛, 基秀 明石書店 1994 9784750306247 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000014715

大系朝鮮通信使 第7巻 ―善隣と友好の記録― 辛, 基秀 明石書店 1994 9784750305776 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000014716

大系朝鮮通信使 第8巻 ―善隣と友好の記録― 辛, 基秀 明石書店 1993 9784750305516 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000014717

セネガルとカ―ボベルデを知るための60章 （エ

リア・スタディ―ズ 78）
小川, 了 明石書店 2010 9784750331553 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000024303

中国のムスリムを知るための60章 （エリア・ス

タディ―ズ 106）

中国ムスリム

研究会
明石書店 2012 9784750336459 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000024304

スリランカを知るための58章 （エリア・スタ

ディ―ズ 117）
杉本, 良男 明石書店 2013 9784750337906 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000024305

東南アジアを知るための50章 （エリア・スタ

ディ―ズ 129）
今井, 昭夫 明石書店 2014 9784750339795 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000024306

タイを知るための72章 第2版（エリア・スタディ

―ズ 30）
綾部, 真雄 明石書店 2014 9784750340371 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000024307

現代モンゴルを知るための50章 （エリア・スタ

ディ―ズ 133）
小長谷, 有紀 明石書店 2014 9784750340432 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000024308

カザフスタンを知るための60章 （エリア・スタ

ディ―ズ 134）
宇山, 智彦 明石書店 2015 9784750340623 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000024309

現代韓国を知るための60章 第2版（エリア・スタ

ディ―ズ 6）
石坂, 浩一 明石書店 2014 9784750340821 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000024310

内モンゴルを知るための60章 （エリア・スタ

ディ―ズ 135）

ボルジギン・

ブレンサイン
明石書店 2015 9784750342238 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000024311

ハワイを知るための60章 （エリア・スタディ―

ズ 114）
山本, 真鳥 明石書店 2013 9784750337531 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000024312

ミクロネシアを知るための60章 第2版（エリア・

スタディ―ズ 51）
印東, 道子 明石書店 2015 9784750341378 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000024313

タンザニアを知るための60章 第2版（エリア・ス

タディ―ズ 58）
栗田, 和明 明石書店 2015 9784750341774 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000024314

サウジアラビアを知るための63章 第2版（エリ

ア・スタディ―ズ 64）
中村, 覚 明石書店 2015 9784750342221 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000024315

スコットランドを知るための65章 （エリア・ス

タディ―ズ 136）
木村, 正俊 明石書店 2015 9784750342252 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000024316

ベルギ―を知るための52章 （エリア・スタディ

―ズ 71）
小川, 秀樹 明石書店 2009 9784750329246 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000024317

ガ―ナを知るための47章 （エリア・スタディ―

ズ 92）
高根, 務 明石書店 2011 9784750334394 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000024318

マラウィを知るための45章 第2版（エリア・スタ

ディ―ズ 36）
栗田, 和明 明石書店 2010 9784750333113 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000024319

科学技術計算のためのPython ―確率・統計・機

械学習―
José Unpingco

エヌ・ティー・エ

ス
2016 9784860434717

9784860434762
可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000041350

大学生の学習テクニック 第3版（シリ―ズ大学生

の学びをつくる）
森, 靖雄 大月書店 2014 9784272412341 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000017546

沖縄戦と心の傷 ―トラウマ診療の現場から― 蟻塚, 亮二 大月書店 2014 9784272360819 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025975

農業・食料問題入門 田代, 洋一 大月書店 2012 9784272140602 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025995

投下労働量計算と基本経済指標 ―新しい経済統

計学の探究―（大阪経済大学研究叢書 第81冊）
泉, 弘志 大月書店 2014 9784272111206 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027740

1857-58年の経済学草稿 第1分冊 （マルクス資本

論草稿集 1）

カール・マル

クス
大月書店 1981 9784272100118 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000032491

1857-58年の経済学草稿 第2分冊 （マルクス資本

論草稿集 2）

カール・マル

クス
大月書店 1993 9784272100125 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000032492

経済学草稿・著作 ―1858-1861年―（マルクス

資本論草稿集 3）

カール・マル

クス
大月書店 1984 9784272100132 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000032493

経済学批判 (1861-1863年草稿) 第1分冊 （マルク

ス資本論草稿集 4）

カール・マル

クス
大月書店 1978 9784272100149 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000032494

経済学批判 (1861-1863年草稿) 第2分冊 （マルク

ス資本論草稿集 5）

カール・マル

クス
大月書店 1980 9784272100156 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000032495

経済学批判 (1861-1863年草稿) 第3分冊 （マルク

ス資本論草稿集 6）

カール・マル

クス
大月書店 1981 9784272100163 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000032496

経済学批判 (1861-1863年草稿) 第4分冊 （マルク

ス資本論草稿集 7）

カール・マル

クス
大月書店 1982 9784272100170 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000032497
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経済学批判 (1861-1863年草稿) 第5分冊 （マルク

ス資本論草稿集 8）

カール・マル

クス
大月書店 1984 9784272100187 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000032498

経済学批判 (1861-1863年草稿) 第6分冊 （マルク

ス資本論草稿集 9）

カール・マル

クス
大月書店 1994 9784272100194 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000032499

戦場ぬ止 (とぅどぅ) み ―辺野古・高江からの祈

り―
三上, 智恵 大月書店 2015 9784272330850 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000041449

貿易入門 ―世界と日本が見えてくる―（シリ―

ズ大学生の学びをつくる）
小林, 尚朗 大月書店 2017 9784272150427 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000042352

引き裂かれたアメリカ ―富の集中、経済危機と

金権政治―
高田, 太久吉 大月書店 2017 9784272150434 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000044506

半径5メ―トルからの教育社会学 （シリ―ズ大学

生の学びをつくる）
片山, 悠樹 大月書店 2017 9784272412389 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000044586

子どもの貧困と食格差 ―お腹いっぱい食べさせ

たい―
阿部, 彩 大月書店 2018 9784272360918 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000053265

「表現の自由」の明日へ ―一人ひとりのため

に、共存社会のために―【スマホ・読上付】
志田, 陽子 大月書店 2018 9784272240142 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000065764

9条の挑戦 ―非軍事中立戦略のリアリズム― 伊藤, 真 大月書店 2018 9784272211197 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000065766

対米従属の起源 ―「1959年米機密文書」を読む

―
谷川, 建司 大月書店 2019 9784272521135 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000076355

西洋の都市と日本の都市どこが違うのか ―比較

都市史入門―
斯波, 照雄 学文社 2015 9784762024948 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000018378

日本の社会事業施設史 ―「救護法」「社会事業

法」期の個別施設史―
井村, 圭壯 学文社 2015 9784762025488 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000024082

多摩学 = THE TAMA STUDY

帝京大学文学

部社会学科

『多摩学』執

筆委員会

学文社 2015 9784762025563 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000024098

核兵器ではなく花をください ―エピソ―ドで綴

る日米の交流と戦争の両面史―
菅野, 光公 かもがわ出版 2018 9784780309713 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000058320

闘う沖縄本土の責任 ―多角的論点丸わかり― 土岐, 直彦 かもがわ出版 2018 9784780309805 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000063109

戦争の時代と夏目漱石 ―明治維新150年に当たっ

て―
小森, 陽一 かもがわ出版 2018 9784780309980 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000072025

自衛官の使命と苦悩 ―「加憲」論議の当事者と

して―
渡邊, 隆 かもがわ出版 2019 9784780310023 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000072145

人工知能学事典 人工知能学会 共立出版 2005 9784320121072 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002257

進化経済学ハンドブック = Handbook of

evolutionary economics
進化経済学会 共立出版 2006 9784320005723 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015486

トランスクリプト―ム解析 （シリ―ズUseful R

7）
門田, 幸二 共立出版 2014 9784320123700 9784320982086 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000020198

ドキュメント・プレゼンテ―ション生成 （シリ

―ズUseful R 9）
高橋, 康介 共立出版 2014 9784320123724 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025057

金融デ―タ解析の基礎 （シリ―ズUseful R 8） 高柳, 慎一 共立出版 2014 9784320123717 9784320982871 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000026456

戦略的デ―タマイニング （シリ―ズUseful R

4）
里, 洋平 共立出版 2014 9784320123670 9784320982932 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000026678

統計・多変量解析とソフトコンピュ―ティング

―超多自由度系解析を目指して―改訂版（計算科

学講座 ; 第1部 . 計算科学の基盤 3）

古橋, 武 共立出版 2014 9784320122765 9784320983021 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000026679

マ―ケティング・デ―タ分析の基礎 （シリ―ズ

Useful R 3）
里村, 卓也 共立出版 2014 9784320123663 9784320983236 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027069

Rのパッケ―ジおよびツ―ルの作成と応用 （シリ

―ズUseful R 10）
石田, 基広 共立出版 2014 9784320123731 9784320984073 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027226

デザイン学概論 = Introduction to design

studies 1（京都大学デザインスク―ルテキスト

シリ―ズ = Kyoto University design school text

石田, 亨 共立出版 2016 9784320006003 9784320985667 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000036336

確率的グラフィカルモデル 鈴木, 譲 共立出版 2016 9784320111394 9784320986954 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000041664

行動科学の統計学 ―社会調査のデ―タ分析―

（クロスセクショナル統計シリ―ズ 5）
永吉, 希久子 共立出版 2016 9784320111219 9784320987104 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000042250

カルマンフィルタ ―Rを使った時系列予測と状態

空間モデル―（統計学one point 2）
野村, 俊一 共立出版 2016 9784320112537 9784320987227 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000042713

Rで楽しむ統計 （Wonderful R 1） 奥村, 晴彦 共立出版 2016 9784320112414 9784320987258 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000042714

定性的デ―タ分析 （シリ―ズUseful R 5） 金, 明哲 共立出版 2016 9784320123687 9784320987401 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000043462

StanとRでベイズ統計モデリング （Wonderful R

2）
松浦, 健太郎 共立出版 2016 9784320112421 9784320991811 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000044774

保険と金融の数理 （クロスセクショナル統計シ

リ―ズ 6）
室井, 芳史 共立出版 2017 9784320111226 9784320992566 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000048141
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ネットワ―ク分析 第2版（Rで学ぶデ―タサイエ

ンス 8）
鈴木, 努 共立出版 2017 9784320113152 9784320994034 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000052984

時系列解析 （統計学one point 4） 柴田, 里程 共立出版 2017 9784320112551 9784320994782 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000063542

欠測デ―タ処理 ―Rによる単一代入法と多重代入

法―（統計学one point 5）
高橋, 将宜 共立出版 2017 9784320112568 9784320995574 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000068399

簡潔デ―タ構造 （アルゴリズム・サイエンスシ

リ―ズ 8 ; 数理技法編）
定兼, 邦彦 共立出版 2018 9784320121744 9784320996090 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000074399

スパ―ス推定法による統計モデリング （統計学

one point 6）
川野, 秀一 共立出版 2018 9784320112575 9784320996236 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000075566

健康・スポ―ツ科学のためのExcelによる統計解

析入門
佐藤, 進 杏林書院 2009 9784764411081 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015575

健康・スポ―ツ科学のためのSPSSによる統計解

析入門
佐藤, 進 杏林書院 2007 9784764410909 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015577

健康・スポ―ツ科学のためのSPSSによる多変量

解析入門
小林, 秀紹 杏林書院 2004 9784764415720 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015578

乳酸をどう活かすか 八田, 秀雄 杏林書院 2008 9784764410978 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015579

深層学習 麻生, 英樹 近代科学社 2015 9784764904873 9784764970311 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000033129

デ―タサイエンティスト・ハンドブック 丸山, 宏 近代科学社 2015 9784764904903 9784764970090 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000033130

フィ―ルドデ―タによる統計モデリングとAIC

（ISMシリ―ズ : 進化する統計数理 2）
島谷, 健一郎 近代科学社 2012 9784764904286 9784764970205 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000033136

製品開発のための統計解析入門 ―JMPによる品

質管理・品質工学―（ISMシリ―ズ : 進化する統

計数理 4）

河村, 敏彦 近代科学社 2015 9784764904743 9784764970274 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000033137

極値統計学 （ISMシリ―ズ : 進化する統計数理

5）
高橋, 倫也 近代科学社 2016 9784764905153 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000033196

Python言語によるビジネスアナリティクス ―実

務家のための最適化・統計解析・機械学習―
久保, 幹雄 近代科学社 2016 9784764905160 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000033197

はじめてのMATLAB 北村, 達也 近代科学社 2016 9784764905221 9784764970991 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000039298

デ―タ市場 ―デ―タを活かすイノベ―ションゲ

―ム―
早矢仕, 晃章 近代科学社 2017 9784764905245 9784764971134 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000042116

ロバスト統計 ―外れ値への対処の仕方―（ISM

シリ―ズ : 進化する統計数理 6）
藤澤, 洋徳 近代科学社 2017 9784764905429 9784764971257 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000045969

ポアソン分布・ポアソン回帰・ポアソン過程

（統計スポットライト・シリ―ズ 2）
島谷, 健一郎 近代科学社 2017 9784764905467 9784764971349 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000047790

角度デ―タのモデリング （ISMシリ―ズ : 進化す

る統計数理 7）
清水, 邦夫 近代科学社 2018 9784764905559 9784764971448 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000049373

Pythonで体験してわかるアルゴリズムとデ―タ

構造
西澤, 弘毅 近代科学社 2018 9784764905702 9784764971653 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000055935

デ―タ分析ライブラリ―を用いた最適化モデルの

作り方 （Pythonによる問題解決シリ―ズ 1）
斎藤, 努 近代科学社 2018 9784764905801 9784764971813 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000067784

P値 ―その正しい理解と適用―（統計スポットラ

イト・シリ―ズ 3）
柳川, 堯 近代科学社 2018 9784764905832 9784764971806 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000067787

第一次世界大戦と日本海軍 ―外交と軍事との連

接―
平間, 洋一

慶應義塾大学出版

会
1998 9784766406870 9784766490268 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006935

株式持合と日本型経済システム 岡部, 光明
慶應義塾大学出版

会
2002 9784766408942 9784766490428 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006951

はじめて学ぶ経済学 石橋, 春男
慶應義塾大学出版

会
2008 9784766415131 9784766490879 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006996

マクロ経済の分析 石橋, 春男
慶應義塾大学出版

会
2010 9784766416336 9784766490893 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006998

中国の自転車産業 ―「改革・開放」と産業発展

―
駒形, 哲哉

慶應義塾大学出版

会
2011 9784766418521 9784766491272 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015312

経済学わが道 福岡, 正夫
慶應義塾大学出版

会
2011 9784766418613 9784766491296 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015314

社会保障費用統計の理論と分析 ―事実に基づく

政策論議のために―（国立社会保障・人口問題研

究所研究叢書）

国立社会保

障・人口問題

研究所

慶應義塾大学出版

会
2014 9784766421262 9784766491067 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016292

イギリス取引法入門 島田, 真琴
慶應義塾大学出版

会
2014 9784766421125 9784766491135 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016918

災害復興法学 = An encouragement of disaster

recovery and revitalization law
岡本, 正

慶應義塾大学出版

会
2014 9784766421637 9784766491166 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016921

経営人材を育てる! ―CEO人材欠乏症の日本を変

える―

慶應義塾大学

ビジネス・ス

クール

慶應義塾大学出版

会
2013 9784766420968 9784766491531 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016975

北海道経済の多面的分析 ―TPPによる所得増加

への道筋―
遠藤, 正寛

慶應義塾大学出版

会
2014 9784766421613 9784766491548 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016976
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社会保護政策論 ―グロ―バル健康福祉社会への

政策提言―
真屋, 尚生

慶應義塾大学出版

会
2014 9784766421095 9784766491586 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000017107

ヒックスと時間 ―貨幣・資本理論と歴史理論の

総合―
小畑, 二郎

慶應義塾大学出版

会
2011 9784766418200 9784766491838 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000018723

経済戦略のためのモデル分析入門 藤田, 康範
慶應義塾大学出版

会
2011 9784766418538 9784766491869 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000018726

民法改正を読む ―改正論から学ぶ民法― 松尾, 弘
慶應義塾大学出版

会
2012 9784766419542 9784766491906 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000018730

水資源の国際経済学 ―気候・人口問題と水利用

のネットワ―ク化―（総合研究現代日本経済分析

第2期）

佐藤, 正弘
慶應義塾大学出版

会
2015 9784766422146 9784766492170 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000020174

倒産法実務の理論研究 （民事法実務の理論研究

1）
岡, 伸浩

慶應義塾大学出版

会
2015 9784766422184 9784766492194 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000020176

日韓の未来をつくる （韓国知識人との対話 1） 若宮, 啓文
慶應義塾大学出版

会
2015 9784766422269 9784766492200 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000020177

米中の狭間を生きる （韓国知識人との対話 2） 添谷, 芳秀
慶應義塾大学出版

会
2015 9784766422276 9784766492217 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000020178

日本経済の課題と針路 ―経済政策の理論・実証

分析―
吉野, 直行

慶應義塾大学出版

会
2015 9784766422047 9784766492279 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023047

米作農業の政策効果分析 （総合研究現代日本経

済分析 第2期）
黒田, 誼

慶應義塾大学出版

会
2015 9784766422412 9784766492316 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023051

発達障害の疑問に答える （子どものこころと体

シリ―ズ）
黒木, 俊秀

慶應義塾大学出版

会
2015 9784766422368 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025030

特別刑法入門 ―刑事法実務の基礎知識― 安冨, 潔
慶應義塾大学出版

会
2015 9784766422788 9784766492491 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000026637

コミュニティのちから ―遠慮がちな"ソ―シャ

ル・キャピタルの発見―"
今村, 晴彦

慶應義塾大学出版

会
2010 9784766417524 9784766492330 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000026739

人文・社会科学のための研究倫理ガイドブック 眞嶋, 俊造
慶應義塾大学出版

会
2015 9784766422559 9784766492576 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027025

ジャ―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―

慶応義塾大学

メディア・コ

ミュニケー

ション研究所

慶應義塾大学出版

会
2015 9784766422832 9784766492668 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027187

日本的雇用慣行は変化しているのか ―本社人事

部の役割―（慶應義塾大学産業研究所叢書）
一守, 靖

慶應義塾大学出版

会
2016 9784766423211 9784766492811 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027829

東アジア生産ネットワ―クと経済統合 （慶應義

塾大学東アジア研究所叢書）
木村, 福成

慶應義塾大学出版

会
2016 9784766423334 9784766493023 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000031961

金融政策の「誤解」 ―壮大な実験"の成果と限界

―"
早川, 英男

慶應義塾大学出版

会
2016 9784766423563 9784766493108 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000033501

帝国日本の記憶 ―台湾・旧南洋群島における外

来政権の重層化と脱植民地化―
三尾, 裕子

慶應義塾大学出版

会
2016 9784766423594 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000036345

メディアの公共性 ―転換期における公共放送― 大石, 裕
慶應義塾大学出版

会
2016 9784766423778 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000036346

日本の比較優位 ―国際貿易の変遷と源泉― 清田, 耕造
慶應義塾大学出版

会
2016 9784766423747 9784766493313 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000040124

スポ―ツのちから ―地域をかえるソ―シャルイ

ノベ―ションの実践―
松橋, 崇史

慶應義塾大学出版

会
2016 9784766423723 9784766493382 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000040940

批判する/批判されるジャ―ナリズム 大石, 裕
慶應義塾大学出版

会
2017 9784766423976 9784766493450 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000041310

人手不足なのになぜ賃金が上がらないのか 玄田, 有史
慶應義塾大学出版

会
2017 9784766424072 9784766493627 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000043489

暴政 ―20世紀の歴史に学ぶ20のレッスン―
ティモシー・

スナイダー

慶應義塾大学出版

会
2017 9784766424386 9784766493719 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000044752

軍法会議のない「軍隊」 ―自衛隊に軍法会議は

不要か―
霞, 信彦

慶應義塾大学出版

会
2017 9784766424539 9784766493771 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000046008

歴史としての大衆消費社会 ―高度成長とは何

だったのか?―（総合研究現代日本経済分析 第2

期）

寺西, 重郎
慶應義塾大学出版

会
2017 9784766424478 9784766493795 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000046010

正規の世界・非正規の世界 ―現代日本労働経済

学の基本問題―
神林, 龍

慶應義塾大学出版

会
2017 9784766424829 9784766493955 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000048999

戦時日本の国民生活 （『写真週報』とその時代

上）
玉井, 清

慶應義塾大学出版

会
2017 9784766424355 9784766494006 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000049334

戦時日本の国防・対外意識 （『写真週報』とそ

の時代 下）
玉井, 清

慶應義塾大学出版

会
2017 9784766424362 9784766494013 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000049335

多様化する日本人の働き方 ―非正規・女性・高

齢者の活躍の場を探る―
阿部, 正浩

慶應義塾大学出版

会
2018 9784766424942 9784766494105 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000050879

ディスカッションを科学する ―人間と人工知能

の共生―
長尾, 確

慶應義塾大学出版

会
2018 9784766424935 9784766494136 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000050882

格差社会と労働市場 ―貧困の固定化をどう回避

するか―
樋口, 美雄

慶應義塾大学出版

会
2018 9784766425079 9784766494204 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000052928

朝鮮引揚げと日韓国交正常化交渉への道 朴, 敬珉
慶應義塾大学出版

会
2018 9784766425208 9784766494341 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000060112
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スペイン語の世界 岡本, 信照
慶應義塾大学出版

会
2018 9784766425338 9784766494396 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000061480

災害復興法学 = An encouragement of disaster

recovery and revitalization law 2
岡本, 正

慶應義塾大学出版

会
2018 9784766425369 9784766494419 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000061482

戦後国際関係史 ―二極化世界から混迷の時代へ

―

モーリス・

ヴァイス

慶應義塾大学出版

会
2018 9784766425345 9784766494471 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000064817

監視カメラと閉鎖する共同体 ―敵対性と排除の

社会学―
朝田, 佳尚

慶應義塾大学出版

会
2019 9784766425864 9784766494785 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000074388

南方からの帰還 ―日本軍兵士の抑留と復員― 増田, 弘
慶應義塾大学出版

会
2019 9784766426090 9784766495003 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000078488

人間的な合理性の哲学 ―パスカルから現代まで

―
伊藤, 邦武 勁草書房 1997 9784326153268 9784326990108 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000014137

認知篇 （シリ―ズ新・心の哲学 1） 三木, 那由他 勁草書房 2014 9784326199211 9784326990399 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016207

意識篇 （シリ―ズ新・心の哲学 2） 信原, 幸弘 勁草書房 2014 9784326199228 9784326990405 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016208

情動篇 （シリ―ズ新・心の哲学 3） 服部, 裕幸 勁草書房 2014 9784326199235 9784326990412 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016209

東アジア液晶パネル産業の発展 ―韓国・台湾企

業の急速キャッチアップと日本企業の対応―
赤羽, 淳 勁草書房 2014 9784326503964 9784326990528 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016220

コモディティ市場と投資戦略 ―「金融市場化」

の検証―
池尾, 和人 勁草書房 2014 9784326503971 9784326990535 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016221

ハイエクの経済思想 ―自由な社会の未来像― 吉野, 裕介 勁草書房 2014 9784326102327 9784326990559 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016223

格差社会と公共政策 森, 徹 勁草書房 2013 9784326602575 9784326990788 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016246

なぜ日本の公教育費は少ないのか ―教育の公的

役割を問いなおす―
中澤　渉 勁草書房 2014 9784326653881 9784326990344 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016942

シグナリングのゲ―ム理論 澤木　久之 勁草書房 2014 9784326504015 9784326990375 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016945

経済行動と宗教 ―日本経済システムの誕生― 寺西　重郎 勁草書房 2014 9784326550715 9784326990382 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016946

グロ―バルな正義 = Global justice 宇佐美, 誠 勁草書房 2014 9784326102389 9784326990863 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000017125

国際金融・経済成長理論の基礎 大瀧, 雅之 勁草書房 2013 9784326503896 9784326990993 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000017460

アロ―の不可能性定理 ―枠組みの検討と応用可

能性―
松本, 保美 勁草書房 2013 9784326503872 9784326991013 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000017462

アジア太平洋の新通商秩序 ―TPPと東アジアの

経済連携―
山澤, 逸平 勁草書房 2013 9784326503889 9784326991020 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000017463

途上国の旅 ―開発政策のナラティブ = Journeys

toward development : narratives on strategy

and policy―

浅沼, 信爾 勁草書房 2013 9784326503865 9784326991051 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000017466

マクル―ハンとメディア論 ―身体論の集合― 柴田, 崇 勁草書房 2013 9784326653843 9784326991068 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000017467

地域ジャ―ナリズム ―コミュニティとメディア

を結びなおす―
畑仲, 哲雄 勁草書房 2014 9784326602728 9784326991112 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000017602

近代科学の情報論的転回 ―プログラム科学論― 吉田, 民人 勁草書房 2013 9784326602544 9784326991174 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000017608

社会情報学とその展開 吉田, 民人 勁草書房 2013 9784326602537 9784326991181 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000017609

商品開発のための心理学 熊田, 孝恒 勁草書房 2015 9784326299065 9784326991464 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000018224

自民党政権の予算編成 （ポリティカル・サイエ

ンス・クラシックス 6）

ジョン・C.

キャンベル
勁草書房 2014 9784326302352 9784326991549 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000018520

ソ―シャルゲ―ムのビジネスモデル ―フリ―ミ

アムの経済分析―
田中, 辰雄 勁草書房 2015 9784326504060 9784326991648 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000020187

ベ―シック応用経済学 （応用経済学シリ―ズ 第

1巻）
福重, 元嗣 勁草書房 2015 9784326504077 9784326991686 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000022760

財政、公共政策、 イノベ―ション、経済成長

（応用経済学シリ―ズ . トピックス応用経済学 ;

2 第3巻）

青木, 玲子 勁草書房 2015 9784326504091 9784326991709 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000022762

日本の地域金融機関経営 ―営業地盤変化への対

応―
堀江, 康煕 勁草書房 2015 9784326504107 9784326991754 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023064

文字の経験 ―読むことと書くことの思想史― 森田, 伸子 勁草書房 2005 9784326153855 9784326991938 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000024258

チュ―リングを受け継ぐ ―論理と生命と死― 星野, 力 勁草書房 2009 9784326154067 9784326991952 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000024260

テキスト地方財政論 ―公共経済学的アプロ―チ

の可能性―
長沼, 進一 勁草書房 2011 9784326503452 9784326992119 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000024276

ケインズの経済思考革命 ―思想・理論・政策の

パラダイム転換―
浅野, 栄一 勁草書房 2005 9784326550500 9784326992140 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000024279
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環境倫理学入門 ―生命と環境のあいだ― 高橋, 広次 勁草書房 2011 9784326602377 9784326992300 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000024295

はじめよう実験心理学 ―MATLABと

Psychtoolboxを使って―
実吉, 綾子 勁草書房 2015 9784326251063 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025050

金融危機とバ―ゼル規制の経済学 ―リスク管理

から見る金融システム―
宮内, 惇至 勁草書房 2015 9784326504114 9784326992973 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000026434

技術と所得分配のマクロ経済学 大住, 康之 勁草書房 2015 9784326504121 9784326993017 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000026438

社会関係資本の機能と創出 ―効率的な組織と社

会―（フロンティア実験社会科学 4）
清水, 和巳 勁草書房 2015 9784326349142 9784326993055 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000026645

デニス・ロバ―トソン （経済学の偉大な思想家

たち 2）

ゴードン・フ

レッチャー
勁草書房 2015 9784326598922 9784326993123 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000026807

戦略的リスク管理入門
ジェームズ・

ラム
勁草書房 2016 9784326504176 9784326993239 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027207

オ―ラルヒストリ―電気通信事業法 林, 秀弥 勁草書房 2015 9784326403097 9784326993277 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027211

戦争の論理 ―日露戦争から太平洋戦争まで― 加藤, 陽子 勁草書房 2005 9784326248353 9784326992409 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027523

教育思想史で読む現代教育 森田, 尚人 勁草書房 2013 9784326250875 9784326992447 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027527

コスメの時代 ―「私遊び」の現代文化論― 米澤, 泉 勁草書房 2008 9784326653386 9784326992874 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027570

「男らしさ」の快楽 ―ポピュラ―文化からみた

その実態―
宮台, 真司 勁草書房 2009 9784326653478 9784326992904 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027573

社会科学系のための「優秀論文」作成術 ―プロ

の学術論文から卒論まで―
川崎, 剛 勁草書房 2010 9784326000340 9784326993703 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000033036

入門・国際政治経済の分析 ―ゲ―ム理論で解く

グロ―バル世界―
石黒, 馨 勁草書房 2007 9784326301676 9784326994052 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000033047

宗教と社会のフロンティア ―宗教社会学からみ

る現代日本―
高橋, 典史 勁草書房 2012 9784326602421 9784326994168 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000033058

地域産業政策論 （広島修道大学学術選書 65） 太田, 耕史郎 勁草書房 2016 9784326504299 9784326993895 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000033537

完全理解ゲ―ム理論・契約理論 鈴木, 豊 勁草書房 2016 9784326504305 9784326994298 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000034343

情報社会の「哲学」 ―グ―グル・ビッグデ―

タ・人工知能―
大黒, 岳彦 勁草書房 2016 9784326154388 9784326994335 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000034347

生命倫理学とは何か ―入門から最先端へ―
アラステア・

V・キャンベル
勁草書房 2016 9784326102556 9784326994458 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000036374

メガFTAと世界経済秩序 ―ポストTPPの課題― 石川, 幸一 勁草書房 2016 9784326504312 9784326994533 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000040134

情報法のリ―ガル・マインド 林, 紘一郎 勁草書房 2017 9784326403349 9784326994618 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000041297

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―
片山, 善博 勁草書房 2016 9784326050178 9784326994670 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000041303

ナショナリズムとマスメディア ―連帯と排除の

相克―
津田, 正太郎 勁草書房 2016 9784326602940 9784326994700 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000041306

EUとドイツの情報通信法制 ―技術発展に即応し

た規制と制度の展開―（KDDI総研叢書 5）
寺田, 麻佑 勁草書房 2017 9784326403301 9784326994847 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000041690

多文化教育をデザインする ―移民時代のモデル

構築―
松尾, 知明 勁草書房 2013 9784326250905 9784326995196 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000045408

国際開発学入門 ―開発学の学際的構築 =

Introduction to international development

studies : an interdisciplinary approach to

大坪, 滋 勁草書房 2009 9784326503278 9784326995363 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000045425

金融システムと金融規制の経済分析 花崎, 正晴 勁草書房 2013 9784326503834 9784326995394 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000045428

生命学に何ができるか ―脳死・フェミニズム・

優生思想―
森岡, 正博 勁草書房 2001 9784326652617 9784326995523 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000045441

自己啓発の時代 ―「自己」の文化社会学的探究

―
牧野, 智和 勁草書房 2012 9784326653720 9784326995554 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000045444

ビカミング「ジャパニ―ズ」 ―植民地台湾にお

けるアイデンティティ形成のポリティクス―
レオ・チン 勁草書房 2017 9784326200573 9784326995615 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000046016

現代メディア・イベント論 ―パブリック・ビュ

―イングからゲ―ム実況まで―
飯田, 豊 勁草書房 2017 9784326654109 9784326995738 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000047712

情動の哲学入門 ―価値・道徳・生きる意味― 信原, 幸弘 勁草書房 2017 9784326154500 9784326995790 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000048086

帝国の遺産と現代国際関係 納家, 政嗣 勁草書房 2017 9784326302635 9784326995875 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000049003

鉄道少年たちの時代 ―想像力の社会史― 辻, 泉 勁草書房 2018 9784326603060 9784326996551 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000061488

ライブ・経済学の歴史 ―「経済学の見取り図」

をつくろう―
小田中, 直樹 勁草書房 2003 9784326550463 9784326996872 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000065048

社会を展望するゲ―ム理論 ―若き研究者への

メッセ―ジ―
鈴木, 光男 勁草書房 2007 9784326550579 9784326997022 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000065063
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アベノミクスの成否 （日本経済政策学会叢書

1）
佐竹, 光彦 勁草書房 2019 9784326546107 9784326997466 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000074341

核武装と知識人 ―内閣調査室でつくられた非核

政策―
岸, 俊光 勁草書房 2019 9784326351787 9784326997640 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000077926

「核の忘却」の終わり ―核兵器復権の時代― 秋山, 信将 勁草書房 2019 9784326302802 9784326997664 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000077928

地域金融機関の経営行動 ―経済構造変化への対

応―
堀江, 康煕 勁草書房 2008 9784326503100 9784326997909 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000079108

日本語文法のしくみ （シリ―ズ・日本語のしく

みを探る 1）
井上, 優 研究社 2002 9784327383015 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000353

日本語音声学のしくみ （シリ―ズ・日本語のし

くみを探る 2）
猪塚, 元 研究社 2003 9784327383022 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000354

言語学のしくみ （シリ―ズ・日本語のしくみを

探る 3）
町田, 健 研究社 2001 9784327383039 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000355

日本語学のしくみ （シリ―ズ・日本語のしくみ

を探る 4）
加藤, 重広 研究社 2001 9784327383046 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000356

認知意味論のしくみ （シリ―ズ・日本語のしく

みを探る 5）
籾山, 洋介 研究社 2002 9784327383053 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000357

日本語語用論のしくみ （シリ―ズ・日本語のし

くみを探る 6）
加藤, 重広 研究社 2004 9784327383060 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000358

社会言語学のしくみ （シリ―ズ・日本語のしく

みを探る 7）
中井, 精一 研究社 2005 9784327383077 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000359

日本語類義表現使い分け辞典 泉原, 省二 研究社 2007 9784767490540 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000370

類義語使い分け辞典 ―日本語類似表現のニュア

ンスの違いを例証する―
金, 相順 研究社 1998 9784327461355 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000371

研究社日本語教育事典 近藤, 安月子 研究社 2012 9784767491097 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007697

研究社日本語コロケ―ション辞典 =

Kenkyusha's dictionary of Japanese
柏崎, 雅世 研究社 2012 9784767491103 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007698

研究社日本語口語表現辞典 佐藤, 友子 研究社 2013 9784767491127 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000009834

語根で覚える英単語 ―語源によるラクラク英単

語記憶法―

研究社辞書編

集部
研究社 2008 9784327452148 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015510

語根で覚える英単語プラス ―語源によるサクサ

ク英単語10倍記憶法―

研究社辞書編

集部
研究社 2010 9784327452315 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015511

漢字ときあかし辞典 円満字, 二郎 研究社 2012 9784767434711 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000017578

部首ときあかし辞典 円満字, 二郎 研究社 2013 9784767434759 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000017579

大学生のための論文・レポ―トの論理的な書き方 渡邊, 淳子 研究社 2015 9784327384708 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023745

理科系のためのかならず書ける英語論文 藤野, 輝雄 研究社 2006 9784327451998 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023751

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―ト付き―ベ―シッ
藤野, 輝雄 研究社 2008 9784327452155 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023752

理科系のための英語論文表現文例集 ―ヘルプ・

シ―トでかならず見つかる―
藤野, 輝雄 研究社 2012 9784327452452 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023754

英語語源辞典 縮刷版 寺沢, 芳雄 研究社 1999 9784767431055 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023758

AMOS, EQS, CALISによるグラフィカル多変量解

析 ―目で見る共分散構造分析―増補版3刷
狩野, 裕 現代数学社 2007 9784768702840 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000041430

SPSSによる統計デ―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―
柳井, 晴夫 現代数学社 2006 9784768703601 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000043866

教育の方法 （放送大学叢書 011） 佐藤, 学 左右社 2010 9784903500348 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000051264

戦前史のダイナミズム （放送大学叢書 034） 御厨, 貴 左右社 2016 9784865281545 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000051273

日本人が知りたいスペイン人の当たり前 ―スペ

イン語リ―ディング―

フリオ・ビ

ジョリア・ア

パリシオ

三修社 2017 9784384058567 9784384881684 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000044599

どんどん話せるスペイン語作文トレ―ニング

アレハンド

ロ・クレマデ

ス

三修社 2016 9784384057973 9784384881929 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000044605

もやもやを解消!スペイン語文法ドリル 徳永, 志織 三修社 2016 9784384057850 9784384881851 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000044611

手紙・メ―ルのスペイン語

カルロス・ア

ルバロ・ベル

チリ

三修社 2015 9784384055955 9784384881554 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000044617
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帰らざる者への追憶 ―ビルマ・インパ―ル前線 :

ベトナムからミャンマ―西北部への紀行―
森田, 勇造 三和書籍 2015 9784862511867 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000063765

地図と年表で見る日本の領土問題 ―ビジュアル

版―
浦野, 起央 三和書籍 2014 9784862511591 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000063782

日本の国境 ―分析・資料・文献― 浦野, 起央 三和書籍 2013 9784862511522 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000063794

公共経営と公会計改革 小林, 麻理 三和書籍 2013 9784862511461 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000063800

アジア太平洋戦争の意義 ―日米関係の基盤はい

かにして成り立ったか―
杉田, 米行 三和書籍 2005 9784916037916 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000074528

インド人の思惟方法 決定版（中村元選集 . 東洋

人の思惟方法 ; 1 第１巻）
中村, 元 春秋社 1988 9784393312018 9784393981016 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000022927

シナ人の思惟方法 決定版（中村元選集 . 東洋人

の思惟方法 ; 2 第２巻）
中村, 元 春秋社 1988 9784393312025 9784393981023 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000022928

日本人の思惟方法 決定版（中村元選集 . 東洋人

の思惟方法 ; 3 第３巻）
中村, 元 春秋社 1989 9784393312032 9784393981030 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000022929

チベット人・韓国人の思惟方法 決定版（中村元

選集 . 東洋人の思惟方法 ; 4 第４巻）
中村, 元 春秋社 1989 9784393312049 9784393981047 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000022930

インド史 1 決定版（中村元選集 第５巻） 中村, 元 春秋社 1997 9784393312056 9784393981054 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000022931

インド史 2 決定版（中村元選集 第６巻） 中村, 元 春秋社 1997 9784393312063 9784393981061 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000022932

インド史 3 決定版（中村元選集 第７巻） 中村, 元 春秋社 1998 9784393312070 9784393981078 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000022933

ヴェ―ダの思想 決定版（中村元選集 第８巻） 中村, 元 春秋社 1989 9784393312087 9784393981085 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000022934

ウパニシャッドの思想 決定版（中村元選集 第９

巻）
中村, 元 春秋社 1990 9784393312094 9784393981092 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000022935

思想の自由とジャイナ教 決定版（中村元選集 第

１０巻）
中村, 元 春秋社 1991 9784393312100 9784393981108 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000022936

ゴ―タマ・ブッダ 1 決定版（中村元選集 . 原始仏

教 ; 1 第１１巻）
中村, 元 春秋社 1992 9784393312117 9784393981115 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000022937

ゴ―タマ・ブッダ 2 決定版（中村元選集 . 原始仏

教 ; 2 第１２巻）
中村, 元 春秋社 1992 9784393312124 9784393981122 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000022938

仏弟子の生涯 決定版（中村元選集 . 原始仏教 ; 3

第１３巻）
中村, 元 春秋社 1991 9784393312131 9784393981139 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000022939

原始仏教の成立 決定版（中村元選集 . 原始仏教 ;

4 第１４巻）
中村, 元 春秋社 1992 9784393312148 9784393981146 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000022940

原始仏教の思想 1 決定版（中村元選集 . 原始仏教

; 5 第１５巻）
中村, 元 春秋社 1993 9784393312155 9784393981153 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000022941

原始仏教の思想 2 決定版（中村元選集 . 原始仏教

; 6 第１６巻）
中村, 元 春秋社 1994 9784393312162 9784393981160 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000022942

原始仏教の生活倫理 決定版（中村元選集 . 原始

仏教 ; 7 第１７巻）
中村, 元 春秋社 1995 9784393312179 9784393981177 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000022943

原始仏教の社会思想 決定版（中村元選集 . 原始

仏教 ; 8 第１８巻）
中村, 元 春秋社 1993 9784393312186 9784393981184 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000022944

インドと西洋の思想交流 決定版（中村元選集 第

１９巻）
中村, 元 春秋社 1998 9784393312193 9784393981191 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000022945

原始仏教から大乗仏教へ 決定版（中村元選集 .

大乗仏教 ; 1 第２０巻）
中村, 元 春秋社 1994 9784393312209 9784393981207 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000022946

大乗仏教の思想 決定版（中村元選集 . 大乗仏教 ;

2 第２１巻）
中村, 元 春秋社 1995 9784393312216 9784393981214 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000022947

空の論理 決定版（中村元選集 . 大乗仏教 ; 3 第２

２巻）
中村, 元 春秋社 1994 9784393312223 9784393981221 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000022948

仏教美術に生きる理想 決定版（中村元選集 . 大

乗仏教 ; 4 第２３巻）
中村, 元 春秋社 1995 9784393312230 9784393981238 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000022949

ヨ―ガとサ―ンキヤの思想 決定版（中村元選集 .

インド六派哲学 ; 1 第２４巻）
中村, 元 春秋社 1996 9784393312247 9784393981245 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000022950

ニヤ―ヤとヴァイシェ―シカの思想 決定版（中

村元選集 . インド六派哲学 ; 2 第２５巻）
中村, 元 春秋社 1996 9784393312254 9784393981252 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000022951

ミ―マ―ンサ―と文法学の思想 決定版（中村元

選集 . インド六派哲学 ; 3 第２６巻）
中村, 元 春秋社 1995 9784393312261 9784393981269 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000022952

ヴェ―ダ―ンタ思想の展開 決定版（中村元選集 .

インド六派哲学 ; 4 第２７巻）
中村, 元 春秋社 1996 9784393312278 9784393981276 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000022953

インドの哲学体系 1 決定版（中村元選集 . 「全哲

学綱要」訳註 ; 1 第２８巻）
中村, 元 春秋社 1994 9784393312285 9784393981283 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000022954

インドの哲学体系 2 決定版（中村元選集 . 「全哲

学綱要」訳註 ; 2 第２９巻）
中村, 元 春秋社 1995 9784393312292 9784393981290 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000022955

ヒンドゥ―教と叙事詩 決定版（中村元選集 第３

０巻）
中村, 元 春秋社 1996 9784393312308 9784393981306 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000022956

近代インドの思想 決定版（中村元選集 第３１

巻）
中村, 元 春秋社 1996 9784393312315 9784393981313 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000022957
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現代インドの思想 決定版（中村元選集 第３２

巻）
中村, 元 春秋社 1997 9784393312322 9784393981320 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000022958

古代思想 決定版（中村元選集 . 世界思想史 ; 1 別

巻１）
中村, 元 春秋社 1998 9784393312339 9784393981337 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000022959

普遍思想 決定版（中村元選集 . 世界思想史 ; 2 別

巻２）
中村, 元 春秋社 1999 9784393312346 9784393981344 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000022960

中世思想 決定版（中村元選集 . 世界思想史 ; 3 別

巻３）
中村, 元 春秋社 1999 9784393312353 9784393981351 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000022961

近代思想 決定版（中村元選集 . 世界思想史 ; 4 別

巻４）
中村, 元 春秋社 1999 9784393312360 9784393981368 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000022962

東西文化の交流 決定版（中村元選集 . 日本の思

想 ; 1 別巻５）
中村, 元 春秋社 1998 9784393312377 9784393981375 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000022963

聖徳太子 決定版（中村元選集 . 日本の思想 ; 2 別

巻６）
中村, 元 春秋社 1998 9784393312384 9784393981382 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000022964

近世日本の批判的精神 決定版（中村元選集 . 日

本の思想 ; 3 別巻７）
中村, 元 春秋社 1998 9784393312391 9784393981399 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000022965

日本宗教の近代性 決定版（中村元選集 . 日本の

思想 ; 4 別巻８）
中村, 元 春秋社 1998 9784393312407 9784393981405 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000022966

戦後労働立法史 島田, 陽一 旬報社 2018 9784845115556 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000076435

ドイツの人事評価 ―民間労働者、公務員および

学校教員に関する日独比較研究―
藤内, 和公 旬報社 2017 9784845115075 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000076444

図説経済の論点 新版 柴田, 努 旬報社 2019 9784845115846 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000076455

憲法 2013 （タクティクスアドバンス） 商事法務 商事法務 2012 9784785720193 9784785790745 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000004388

民法 2013 （タクティクスアドバンス） 商事法務 商事法務 2012 9784785720209 9784785790752 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000004389

刑法 2013 （タクティクスアドバンス） 商事法務 商事法務 2012 9784785720216 9784785790769 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000004390

商法 2013 （タクティクスアドバンス） 商事法務 商事法務 2012 9784785720223 9784785790776 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000004391

行政法 2013 （タクティクスアドバンス） 商事法務 商事法務 2012 9784785720254 9784785790806 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000004394

タクティクスアドバンス2013シリ―ズ セット 商事法務 可 50
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/SeriesDetail/Id/300000439

5?35

よくわかる独禁法グロ―バル実務

フレッシュ

フィールズブ

ルックハウス

デリンガー法

律事務所

商事法務 2015 9784785723330 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000031449

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 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000046111

発信者情報開示・削除請求の実務 ―インタ―

ネット上の権利侵害への対応―
岡田, 理樹 商事法務 2016 9784785724375 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000046145

個人情報管理ハンドブック 第3版
TMI総合法律事

務所
商事法務 2016 9784785724436 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000046147

憲法・行政法 2017 （タクティクスアドバンス） 商事法務 商事法務 2016 9784785724641 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000052486

民法 2017 （タクティクスアドバンス） 商事法務 商事法務 2016 9784785724658 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000052487

経済・経営のための統計教室 ―デ―タサイエン

ス入門―
小林, 道正 裳華房 2016 9784785315672 9784785371340 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000048306

つながる機器に広がる脅威 2013―求められる一

人一人の意識の向上―（情報セキュリティ白書）

情報処理推進

機構
情報処理推進機構 2013 9784905318224 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000018249

サイバ―セキュリティ新時代 2015―あらゆる変

化へ柔軟な対応を―（情報セキュリティ白書）

情報処理推進

機構
情報処理推進機構 2015 9784905318316 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000022792

行政紛争処理マニュアル ―新しい行政争訟制度

から紛争類型別訴訟まで―
水野, 泰孝 新日本法規出版 2016 9784788281677 9784788281721 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000031297

公共政策と人間 ―社会保障制度の準市場改革―
ジュリアン・

ルグラン
聖学院大学出版会 2008 9784915832741 9784907113506 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000033582

学生・院生のためのレポ―ト・論文の作成マニュ

アル
瀧川, 好夫 税務経理協会 2011 9784419057299 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006203

ユ―ロと国債デフォルト危機 代田, 純 税務経理協会 2012 9784419057695 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006204

会計士の誕生 ―プロフェッションとは何か― 友岡, 賛 税務経理協会 2010 9784419054366 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006205
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管理会計の理論と実務 ―大手民鉄とゼネコンの

管理会計システム―
片岡, 健治 税務経理協会 2013 9784419060091 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000012666

所得税改革 ―日本とドイツ― 中村, 良広 税務経理協会 2013 9784419060138 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000012667

卒業論文・修士論文作成の要点整理実践マニュア

ル
滝川, 好夫 税務経理協会 2014 9784419060862 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015487

中小企業金融の新展開 小藤, 康夫 税務経理協会 2009 9784419052294 9784419750084 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000033691

変幻進化する国際金融 ―サブプライム危機 : 膨

張するドル体制の落とし穴―
米倉, 茂 税務経理協会 2008 9784419050757 9784419750077 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000033695

財政学 関野, 満夫 税務経理協会 2016 9784419063269 9784419750329 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000052791

Come home （Page turners Headwords levels

1）
Sue Leathe

センゲージラーニ

ング
2011 9781424046621 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015791

Roommates （Page turners Headwords levels

1）
Sue Leathe

センゲージラーニ

ング
2011 9781424048977 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015792

Soccer crazy （Page turners Headwords levels

1）
Sue Leathe

センゲージラーニ

ング
2011 9781424046539 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015793

Road trip （Page turners Headwords levels 1） Sue Leathe
センゲージラーニ

ング
2015 9781424048830 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015794

Somebody better （Page turners Headwords

levels 1）

Julian

Thomlinson

センゲージラーニ

ング
2015 9781424046416 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015795

The beautiful game （Page turners Headwords

levels 2）
Sue Leathe

センゲージラーニ

ング
2011 9781424048779 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015796

Hacker （Page turners Headwords levels 2） Sue Leathe
センゲージラーニ

ング
2011 9781424046492 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015797

You just don't know her （Page turners

Headwords levels 2）
Sue Leathe

センゲージラーニ

ング
2011 9781424046485 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015798

It's just a cat （Page turners Headwords levels

2）

Julian

Thomlinson

センゲージラーニ

ング
2015 9781424048885 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015799

He's mine （Page turners Headwords levels

2）

Julian

Thomlinson

センゲージラーニ

ング
2015 9781424046638 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015800

A kitchen love story （Page turners Headwords

levels 3）
Sue Leathe

センゲージラーニ

ング
2011 9781424046393 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015801

Running free （Page turners Headwords levels

3）
Sue Leathe

センゲージラーニ

ング
2011 9781424046386 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015802

The angels （Page turners Headwords levels

3）
Sue Leathe

センゲージラーニ

ング
2012 9781424046409 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015803

Second chances （Page turners Headwords

levels 3）
Sue Leathe

センゲージラーニ

ング
2014 9781424046423 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015804

The lift （Page turners Headwords levels 3）
Julian

Thomlinson

センゲージラーニ

ング
2015 9781424048878 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015805

All about music （Page turners Headwords

levels 4）

Julian

Thomlinson

センゲージラーニ

ング
2012 9781424046461 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015806

Bigfoot （Page turners Headwords levels 4）
Julian

Thomlinson

センゲージラーニ

ング
2012 9781424046454 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015807

Heart of a fighter （Page turners Headwords

levels 4）
Sue Leathe

センゲージラーニ

ング
2011 9781424046430 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015808

Trust （Page turners Headwords levels 4） Sue Leathe
センゲージラーニ

ング
2011 9781424046447 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015809

All or nothing （Page turners Headwords levels

4）

Julian

Thomlinson

センゲージラーニ

ング
2015 9781424046478 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015810

The secret beach （Page turners Headwords

levels 5）
Jane Rollason

センゲージラーニ

ング
2011 9781424018420 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015811

Dino nightmare （Page turners Headwords

levels 5）

Julian

Thomlinson

センゲージラーニ

ング
2015 9781424046522 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015812

The 400 （Page turners Headwords levels 5） Sue Leathe
センゲージラーニ

ング
2015 9781424018437 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015813

Gone （Page turners Headwords levels 5）
Julian

Thomlinson

センゲージラーニ

ング
2015 9781424048731 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015814

The picture in the attic （Page turners

Headwords levels 6）

Richard

MacAndrew

センゲージラーニ

ング
2011 9781424017959 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015815

The choice （Page turners Headwords levels

6）
Sue Leathe

センゲージラーニ

ング
2015 9781424046553 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015816

Best Friends （Page turners Headwords levels

6）

Margaret

Johnson

センゲージラーニ

ング
2015 9781424046508 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015817

Three tales of deadly desire （Page turners

Headwords levels 6）
Pamela Pollac

センゲージラーニ

ング
2014 9781424046546 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015818

Dead before midnight （Page turners

Headwords levels 7）
Pamela Pollac

センゲージラーニ

ング
2011 9781424018413 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015819

Nature （Page turners Headwords levels 7）
Margaret

Johnson

センゲージラーニ

ング
2011 9781424046584 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015820

A new song for Nina （Page turners

Headwords levels 7）
Fiona Joseph

センゲージラーニ

ング
2015 9781424046591 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015821
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Danny Dark （Page turners Headwords levels

8）

Margaret

Johnson

センゲージラーニ

ング
2011 9781424017935 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015822

Light （Page turners Headwords levels 8） Sue Leathe
センゲージラーニ

ング
2011 9781424046645 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015823

Kilimanjaro （Page turners Headwords levels

8）

Margaret

Johnson

センゲージラーニ

ング
2014 9781424048755 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015824

The man from the sky （Page turners

Headwords levels 8）

Julian

Thomlinson

センゲージラーニ

ング
2015 9781424046515 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015825

Bad blood （Page turners Headwords levels

9）
Sue Leather

センゲージラーニ

ング
2011 9781424018390 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015826

The long road to Lucca （Page turners

Headwords levels 9）
Irene Barrall

センゲージラーニ

ング
2011 9781424048762 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015827

Resistance （Page turners Headwords levels

9）

Andrew

Watson

センゲージラーニ

ング
2014 9781424048908 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015828

The yellow field （Page turners Headwords

levels 9）

Andrew

Watson

センゲージラーニ

ング
2015 9781424048748 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015829

Joe Faust （Page turners Headwords levels

10）
Frank Brennan

センゲージラーニ

ング
2011 9781424017966 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015830

Reunited （Page turners Headwords levels

10）
Irene Barrall

センゲージラーニ

ング
2011 9781424018406 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015831

Samurai （Page turners Headwords levels 10）
Julian

Thomlinson

センゲージラーニ

ング
2013 9781424048847 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015832

The boathouse （Page turners Headwords

levels 10）

Margaret

Johnson

センゲージラーニ

ング
2014 9781424048854 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015833

Mercy killer （Page turners Headwords levels

11）

Andrew

Watson

センゲージラーニ

ング
2011 9781424017942 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015834

Control order 351 （Page turners Headwords

levels 11）

Antoinette

Moses

センゲージラーニ

ング
2014 9781424048892 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015835

The art of fear （Page turners Headwords

levels 11）
Irene Barrall

センゲージラーニ

ング
2015 9781424018383 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015836

Battle for big tree country （Page turners

Headwords levels 11）
Gregory Strong

センゲージラーニ

ング
2015 9781424048861 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015837

Oscar's journey （Page turners Headwords

levels 12）
Fiona Joseph

センゲージラーニ

ング
2013 9781424048939 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015838

Deadly truth （Page turners Headwords levels

12）

Andrew

Watson

センゲージラーニ

ング
2011 9781424048915 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015839

The stranger （Page turners Headwords levels

12）

Andrew

Watson

センゲージラーニ

ング
2012 9781424048922 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015840

Bad dog? Good dog! （Foundations reading

library Level 1）
Rob Waring

センゲージラーニ

ング
2006 9781413027631 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025644

Get the ball! （Foundations reading library

Level 1）
Rob Waring

センゲージラーニ

ング
2006 9781413027648 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025645

Goodbye, hello! （Foundations reading library

Level 1）
Rob Waring

センゲージラーニ

ング
2008 9781413027617 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025646

Rain, rain, rain! （Foundations reading library

Level 1）
Rob Waring

センゲージラーニ

ング
2006 9781413027624 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025647

Sarah's surprise （Foundations reading library

Level 1）
Rob Waring

センゲージラーニ

ング
2006 9781413027570 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025648

The tickets （Foundations reading library Level

1）
Rob Waring

センゲージラーニ

ング
2006 9781413027655 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025649

Old boat, new boat （Foundations reading

library Level 2）
Rob Waring

センゲージラーニ

ング
2006 9781413027792 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025650

Singer wanted （Foundations reading library

Level 2）
Rob Waring

センゲージラーニ

ング
2006 9781413027785 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025651

Sk8 for Jake （Foundations reading library

Level 2）
Rob Waring

センゲージラーニ

ング
2006 9781413027754 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025652

The cave （Foundations reading library Level

2）
Rob Waring

センゲージラーニ

ング
2006 9781413027808 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025653

The new guitar （Foundations reading library

Level 2）
Rob Waring

センゲージラーニ

ング
2006 9781413027761 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025654

Trouble at the zoo （Foundations reading

library Level 2）
Rob Waring

センゲージラーニ

ング
2006 9781413027778 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025655

A good friend （Foundations reading library

Level 3）
Rob Waring

センゲージラーニ

ング
2006 9781413027877 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025656

I always win! （Foundations reading library

Level 3）
Rob Waring

センゲージラーニ

ング
2006 9781413027891 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025657

Kung fu kid （Foundations reading library Level

3）
Rob Waring

センゲージラーニ

ング
2006 9781413027860 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025658

Quick thinking （Foundations reading library

Level 3）
Rob Waring

センゲージラーニ

ング
2006 9781413027884 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025659

Quiz night （Foundations reading library Level

3）
Rob Waring

センゲージラーニ

ング
2006 9781413027846 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025660

Slam dunk for Mark （Foundations reading

library Level 3）
Rob Waring

センゲージラーニ

ング
2006 9781413027853 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025661
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Do I tell? （Foundations reading library Level

4）
Rob Waring

センゲージラーニ

ング
2006 9781413027945 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025662

Go Jimmy go! （Foundations reading library

Level 4）
Rob Waring

センゲージラーニ

ング
2006 9781413027938 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025663

I spy （Foundations reading library Level 4） Rob Waring
センゲージラーニ

ング
2006 9781413027921 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025664

Lost at sea （Foundations reading library Level

4）
Rob Waring

センゲージラーニ

ング
2006 9781413027952 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025665

Mystery on the island （Foundations reading

library Level 4）
Rob Waring

センゲージラーニ

ング
2006 9781413027976 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025666

The shipwreck （Foundations reading library

Level 4）
Rob Waring

センゲージラーニ

ング
2006 9781413027969 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025667

Boys vs. girls （Foundations reading library

level 5）
Rob Waring

センゲージラーニ

ング
2007 9781413028850 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025668

The bear's mouth （Foundations reading

library level 5）
Rob Waring

センゲージラーニ

ング
2006 9781413028874 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025669

The big test （Foundations reading library level

5）
Rob Waring

センゲージラーニ

ング
2006 9781413028836 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025670

Think Daniela! （Foundations reading library

level 5）
Rob Waring

センゲージラーニ

ング
2006 9781413028867 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025671

Where's Lorena? （Foundations reading library

level 5）
Rob Waring

センゲージラーニ

ング
2006 9781413028843 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025672

Who's best? （Foundations reading library

level 5）
Rob Waring

センゲージラーニ

ング
2006 9781413028829 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025673

A helping hand （Foundations reading library

level 6）
Rob Waring

センゲージラーニ

ング
2007 9781413028355 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025674

Does he love me? （Foundations reading

library level 6）
Rob Waring

センゲージラーニ

ング
2007 9781413028348 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025675

No, you can't! （Foundations reading library

level 6）
Rob Waring

センゲージラーニ

ング
2007 9781413028331 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025676

The lost wallet （Foundations reading library

level 6）
Rob Waring

センゲージラーニ

ング
2007 9781413028324 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025677

The old promise （Foundations reading library

level 6）
Rob Waring

センゲージラーニ

ング
2007 9781413028379 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025678

Trouble at sea （Foundations reading library

level 6）
Rob Waring

センゲージラーニ

ング
2007 9781413028362 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025679

Do it! （Foundations reading library level 7） Rob Waring
センゲージラーニ

ング
2008 9781413028898 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025680

Let's party! （Foundations reading library level

7）
Rob Waring

センゲージラーニ

ング
2008 9781413028881 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025681

Love online （Foundations reading library level

7）
Rob Waring

センゲージラーニ

ング
2008 9781413028928 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025682

My mom, the movie star （Foundations reading

library level 7）
Rob Waring

センゲージラーニ

ング
2008 9781413028904 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025683

The golden monkey （Foundations reading

library level 7）
Rob Waring

センゲージラーニ

ング
2008 9781413028935 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025684

The secret tunnel （Foundations reading

library level 7）
Rob Waring

センゲージラーニ

ング
2007 9781413028911 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025685

ウィトゲンシュタイン全集全巻セット 大修館書店 可 50
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/SeriesDetail/Id/300000419

9

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）

L.ウィトゲン

シュタイン
大修館書店 1975 9784469110111 9784469820003 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000004200

哲学的考察 （ウィトゲンシュタイン全集 2）
L.ウィトゲン

シュタイン
大修館書店 1978 9784469110128 9784469820010 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000004201

哲学的文法 1 （ウィトゲンシュタイン全集 3）
L.ウィトゲン

シュタイン
大修館書店 1975 9784469110135 9784469820027 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000004202

哲学的文法 2 （ウィトゲンシュタイン全集 4）
L.ウィトゲン

シュタイン
大修館書店 1976 9784469110142 9784469820034 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000004203

ウィトゲンシュタインとウィ―ン学団 . 倫理学講

話 （ウィトゲンシュタイン全集 5）

L.ウィトゲン

シュタイン
大修館書店 1976 9784469110159 9784469820041 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000004204

青色本・茶色本 . 「個人的経験」および「感覚与

件」について . フレ―ザ―『金枝篇』について

（ウィトゲンシュタイン全集 6）

L.ウィトゲン

シュタイン
大修館書店 1975 9784469110166 9784469820058 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000004205

数学の基礎 （ウィトゲンシュタイン全集 7）
L.ウィトゲン

シュタイン
大修館書店 1976 9784469110173 9784469820065 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000004206

哲学探究 （ウィトゲンシュタイン全集 8）
L.ウィトゲン

シュタイン
大修館書店 1976 9784469110180 9784469820072 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000004207

確実性の問題 . 断片 （ウィトゲンシュタイン全

集 9）

L.ウィトゲン

シュタイン
大修館書店 1975 9784469110197 9784469820089 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000004208

講義集 （ウィトゲンシュタイン全集 10）
L.ウィトゲン

シュタイン
大修館書店 1977 9784469110203 9784469820096 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000004209

心理学の哲学 1 （ウィトゲンシュタイン全集 補

巻1）

L.ウィトゲン

シュタイン
大修館書店 1985 9784469110265 9784469820102 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000004210
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心理学の哲学 2 （ウィトゲンシュタイン全集 補

巻2）

L.ウィトゲン

シュタイン
大修館書店 1988 9784469110272 9784469820119 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000004211

思春期の性 ―いま、何を、どう伝えるか― 岩室, 紳也 大修館書店 2008 9784469266603 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016099

エイズ ―いま、何を、どう伝えるか― 岩室, 紳也 大修館書店 1996 9784469263442 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016100

ベストプレイへのメンタルトレ―ニング ―心理

的競技能力の診断と強化―改訂版
徳永, 幹雄 大修館書店 2003 9784469265286 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016101

バレ―ボ―ルのメンタルマネジメント ―精神的

に強いチ―ム・選手になるために―
遠藤, 俊郎 大修館書店 2007 9784469266252 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016102

運動処方の実際 ―適正運動量はこうして決める

―（PH選書）
池上, 晴夫 大修館書店 1987 9784469163216 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016103

元気をつくるシニアエイジの健康エクササイズ 武井, 正子 大修館書店 2007 9784469265897 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016104

「気づき」で変わるミドルエイジの健康エクササ

イズ
武井, 正子 大修館書店 2009 9784469266900 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016105

父親のための性教育入門 山本, 直英 大修館書店 1993 9784469262469 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016106

健康教育への招待 ―保健体育教師、養護教諭、

学級担任のために―
高橋, 浩之 大修館書店 1996 9784469263404 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016107

これからの養護教諭 ―教育的視座からの提言― 森, 昭三 大修館書店 1991 9784469262094 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016108

スポ―ツ産業論 松田, 義幸 大修館書店 1996 9784469263329 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016109

賢いスポ―ツ少年を育てる ―みずから考え行動

できる子にするスポ―ツ教育―
永井, 洋一 大修館書店 2010 9784469267044 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016110

カウンタ―アタック ―返し技・反撃の戦略思考

―
永井, 洋一 大修館書店 2012 9784469267389 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016111

運動指導の心理学 ―運動学習とモチベ―ション

からの接近―新版
杉原, 隆 大修館書店 2008 9784469266733 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016112

コ―チングの理論と実際 （バスケットボ―ル指

導全書 1）
吉井, 四郎 大修館書店 1986 9784469163667 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016113

基本戦法による攻防 （バスケットボ―ル指導全

書 2）
吉井, 四郎 大修館書店 1987 9784469163674 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016114

特殊戦法による攻防 （バスケットボ―ル指導全

書 3）
吉井, 四郎 大修館書店 1989 9784469163681 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016115

私の信じたバスケットボ―ル 吉井, 四郎 大修館書店 1994 9784469262797 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016116

■大修館保健体育セレクション 大修館書店 可 50
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/SeriesDetail/Id/300001611

7

「食」の記号学 ―ヒトは「言葉」で食べる―

（大修館・ドルフィン・ブックス）
五明, 紀春 大修館書店 1996 9784469212037 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023467

発見の興奮 ―言語学との出会い―（大修館・ド

ルフィン・ブックス）
中島, 平三 大修館書店 1995 9784469211948 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023468

骨が語る ―スケルトン探偵の報告書―（大修

館・ドルフィン・ブックス）
鈴木, 隆雄 大修館書店 2000 9784469212556 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023469

日本語の値段 （大修館・ドルフィン・ブック

ス）
井上, 史雄 大修館書店 2000 9784469212594 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023470

言語が生まれるとき・死ぬとき （大修館・ドル

フィン・ブックス）
町田, 健 大修館書店 2001 9784469212631 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023471

危機言語を救え! ―ツンドラで滅びゆく言語と向

き合う―（大修館・ドルフィン・ブックス）
呉人, 恵 大修館書店 2003 9784469212792 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023472

個性はどう育つか （大修館・ドルフィン・ブッ

クス）
菅原, ますみ 大修館書店 2003 9784469212785 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023473

魚はなぜ群れで泳ぐか （大修館・ドルフィン・

ブックス）
有元, 貴文 大修館書店 2007 9784469213096 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023474

英語ネイティブ度判定テスト 小池, 直己 大修館書店 2009 9784469245493 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023477

英語ジョ―クの教科書 丸山, 孝男 大修館書店 2002 9784469244687 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023478

英語ジョ―ク見本帖 丸山, 孝男 大修館書店 2007 9784469245233 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023479

本格派のための「英文解釈」道場 筒井, 正明 大修館書店 2010 9784469245547 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023480

ホワイトハウスの英語塾 ―comeとgoでここまで

言える―
根岸, 裕 大修館書店 2002 9784469244786 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023481

アクション・リサ―チのすすめ ―新しい英語授

業研究―（英語教育21世紀叢書 001）
佐野, 正之 大修館書店 2000 9784469244533 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023482

実践的コミュニケ―ションの指導 （英語教育21

世紀叢書 003）
高橋, 正夫 大修館書店 2001 9784469244601 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023483

コミュニケ―ションのための英文法 （英語教育

21世紀叢書 002）
萩野, 俊哉 大修館書店 2000 9784469244526 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023484
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英語授業改善のための処方箋 ―マクロに考えミ

クロに対処する―（英語教育21世紀叢書 004）
金谷, 憲 大修館書店 2002 9784469244694 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023485

英語教師のための新しい評価法 （英語教育21世

紀叢書 006）
松沢, 伸二 大修館書店 2002 9784469244748 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023486

インタ―ネットを活かした英語教育 （英語教育

21世紀叢書 007）
杉本, 卓 大修館書店 2002 9784469244724 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023487

英語テスト作成の達人マニュアル （英語教育21

世紀叢書 008）
静, 哲人 大修館書店 2002 9784469244717 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023488

英語力はどのように伸びてゆくか ―中学生の英

語習得過程を追う―（英語教育21世紀叢書
太田, 洋 大修館書店 2003 9784469244823 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023489

英語教師のための第二言語習得論入門 白井, 恭弘 大修館書店 2012 9784469245707 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023490

英英辞典活用マニュアル [正] ―こんなこともで

きる―
磐崎, 弘貞 大修館書店 1990 9784469211627 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023491

英語辞書をフル活用する7つの鉄則 磐崎, 弘貞 大修館書店 2011 9784469245639 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023492

ここまで通じる日本人英語 ―新しいライティン

グのすすめ―
宮田, 学 大修館書店 2002 9784469244779 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023493

論理的な英語が書ける本 崎村, 耕二 大修館書店 2009 9784469245448 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023494

英日実務翻訳の方法 改訂版 田原, 利継 大修館書店 2009 9784469245400 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023495

英文契約書を読みこなす 新版 大崎, 正瑠 大修館書店 2011 9784469245622 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023496

コンパクトビジネス英語入門 村上, 雅則 大修館書店 1996 9784469243970 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023497

アメリカの大統領はなぜジョ―クを言うのか ―

名句・迷言・ジョ―ク集―
丸山, 孝男 大修館書店 2011 9784469245646 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023498

スポ―ツル―ルの論理 守能, 信次 大修館書店 2007 9784469266382 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000026496

きれいになれるランニング 牧野, 仁 大修館書店 2008 9784469266719 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000026497

体育の人間形成論 = Character building in

school physical education
友添, 秀則 大修館書店 2009 9784469266788 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000026498

生涯スポ―ツの理論と実際 ―豊かなスポ―ツラ

イフを実現するために―改訂版
日下, 裕弘 大修館書店 2010 9784469266986 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000026499

スポ―ツ指導者のためのコンディショニングの基

礎知識
山本, 利春 大修館書店 2010 9784469267075 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000026500

乳酸を使いこなすランニング 八田, 秀雄 大修館書店 2011 9784469267259 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000026501

バスケットボ―ル物語 ―誕生と発展の系譜― 水谷, 豊 大修館書店 2011 9784469267099 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000026502

ランニングリテラシ― ―走って読んで再発見!―
ランニング学

会
大修館書店 2011 9784469267211 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000026503

体育の教材を創る ―運動の面白さに誘い込む授

業づくりを求めて―
岩田, 靖 大修館書店 2012 9784469267280 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000026504

体育授業のためのやさしい教授学 桑原, 昭徳 大修館書店 2012 9784469267358 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000026505

日本医家列伝 ―鑑真から多田富雄まで― 鈴木, 昶 大修館書店 2013 9784469267457 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000026506

スポ―ツモチベ―ション ―スポ―ツ行動の秘密

に迫る!―
西田, 保 大修館書店 2013 9784469267518 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000026507

保健体育教師になろう! ―不安に応える現役教師

からのアドバイス―
伊藤, 博子 大修館書店 2014 9784469267563 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000026508

男子の性教育 ―柔らかな関係づくりのために― 村瀬, 幸浩 大修館書店 2014 9784469267600 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000026509

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 可 50 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 可 50 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―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 可 50 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 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027390

第二言語習得 ―SLA研究と外国語教育―（英語

教育学大系 第5巻）
佐野, 富士子 大修館書店 2011 9784469142358 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027391

成長する英語学習者 ―学習者要因と自律学習―

（英語教育学大系 第6巻）
小嶋, 英夫 大修館書店 2010 9784469142365 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027392
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英語教師の成長 ―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 可 50 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 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027394

リスニングとスピ―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 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027395

リ―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 可 50 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 可 50 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 可 50 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 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027399

東海地域の産業クラスタ―と金融構造 ―躍進す

る名古屋経済の強さを探る―
多和田, 真 中央経済社 2005 9784502654107 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000255

ベ―シック経営学辞典 片岡, 信之 中央経済社 2004 9784502375903 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000256

最適課税と環境税の経済分析 鎌苅, 宏司 中央経済社 2005 9784502656200 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000264

廃棄物とリサイクルの公共政策 山谷, 修作 中央経済社 2000 9784502640537 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000265

環境経営イノベ―ションの理論と実践 （環境経

営イノベ―ション 1）
植田, 和弘 中央経済社 2010 9784502680304 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006076

環境経営の経済分析 （環境経営イノベ―ション

2）
馬奈木, 俊介 中央経済社 2010 9784502680403 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006077

環境と金融・投資の潮流 （環境経営イノベ―

ション 3）
水口, 剛 中央経済社 2011 9784502683800 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006078

循環型社会の公共政策 山谷, 修作 中央経済社 2002 9784502646805 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006082

金融ビジネスの歴史 ―金融技術の制度化と再構

築―
青野, 正道 中央経済社 2003 9784502650109 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006083

公共政策のための政策評価手法 伊多波, 良雄 中央経済社 2009 9784502664908 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006084

グロ―バル企業の史的展開 笠原, 伸一郎 中央経済社 1995 9784502344930 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006481

日米コ―ポレ―ト・ガバナンスの歴史的展開 新保, 博彦 中央経済社 2006 9784502389108 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006483

交通ネットワ―クの公共政策  第2版 石井, 晴夫 中央経済社 1999 9784502637759 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006488

Yahoo!ファイナンスで速攻決算書分析 坂本, 剛 中央経済社 2014 9784502122415 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025247

IR就活 ―就活生の誰もやっていない会社研究の

極意―
前澤, 秀忠 中央経済社 2013 9784502481901 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025251

投資家行動の実証分析 ―マ―ケット・マイクロ

ストラクチャ―に基づく会計学研究―
音川, 和久 中央経済社 2009 9784502293405 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000033661

現代公共政策の経済分析 細江, 守紀 中央経済社 2005 9784502654404 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000034467

日本型人事管理 ―進化型の発生プロセスと機能

性―
平野, 光俊 中央経済社 2006 9784502385506 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000046591

資産の交換・買換えの課税理論 阿部, 雪子 中央経済社 2017 9784502998201 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000060343

講義現代日本の行政 新藤, 宗幸 東京大学出版会 2001 9784130322041 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000040

現代日本の選挙政治 ―選挙制度改革を検証する

―
谷口, 将紀 東京大学出版会 2004 9784130362184 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000051

土地と住宅市場の経済分析 山崎, 福寿 東京大学出版会 1999 9784130401678 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000053

費用便益分析の基礎 常木, 淳 東京大学出版会 2000 9784130401739 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000056

日本銀行金融政策史 石井, 寛治 東京大学出版会 2001 9784130401760 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000058

設備投資と金融市場 ―情報の非対称性と不確実

性―
鈴木, 和志 東京大学出版会 2001 9784130401777 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000059

銀行貸出の経済分析 堀江, 康煕 東京大学出版会 2001 9784130401807 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000060

グロ―バリズムと日本企業 ―組織としての多国

籍企業―
洞口, 治夫 東京大学出版会 2002 9784130401852 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000061

金融危機の経済分析 桜川, 昌哉 東京大学出版会 2002 9784130401920 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000062

変化のなかの雇用システム 仁田, 道夫 東京大学出版会 2003 9784130402071 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000064
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ケインズの理論 ―複合的視座からの研究― 平井, 俊顕 東京大学出版会 2003 9784130460743 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000068

地方分権の財政学 ―原点からの再構築― 持田, 信樹 東京大学出版会 2004 9784130460811 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000072

沖縄と日本国家 ―国家を照射する「地域」― 山本, 英治 東京大学出版会 2004 9784130511209 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000078

世界の人口 第2版 河野, 稠果 東京大学出版会 2000 9784130520164 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000082

日本語を考える ―移りかわる言葉の機構― 山口, 明穂 東京大学出版会 2000 9784130830294 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000093

企業統治と会計行動 ―電力会社における利害調

整メカニズムの歴史的展開―
北浦, 貴士 東京大学出版会 2014 9784130461122 9784130084130 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016981

日本の住宅市場と家計行動 瀬古, 美喜 東京大学出版会 2014 9784130402651 9784130084147 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016982

数理ファイナンス （大学数学の世界 2） 楠岡, 成雄 東京大学出版会 2015 9784130629720 9784130690072 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000018717

明治維新期の貨幣経済 小林 延人 東京大学出版会 2015 9784130262392 9784130290012 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000020165

政党システムと政党組織 （シリ―ズ日本の政治

6）
待鳥, 聡史 東京大学出版会 2015 9784130321266 9784130390101 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000020167

福沢諭吉と朝鮮問題 ―「朝鮮改造論」の展開と

蹉跌―
月脚, 達彦 東京大学出版会 2014 9784130210782 9784130290050 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000024774

国際経済法 松下, 満雄 東京大学出版会 2015 9784130323758 9784130390132 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000024779

深化するデモクラシ― （現代インド 3） 長崎, 暢子 東京大学出版会 2015 9784130343039 9784130390163 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000024781

台頭する新経済空間 （現代インド 4） 岡橋, 秀典 東京大学出版会 2015 9784130343046 9784130390170 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000024782

周縁からの声 （現代インド 5） 粟屋, 利江 東京大学出版会 2015 9784130343053 9784130390187 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000024783

環流する文化と宗教 （現代インド 6） 三尾, 稔 東京大学出版会 2015 9784130343060 9784130390194 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000024784

日本の社会保障政策 ―課題と改革― 小塩, 隆士 東京大学出版会 2014 9784130402699 9784130490061 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000024786

社会科学における善と正義 ―ロ―ルズ『正義

論』を超えて―
大瀧, 雅之 東京大学出版会 2015 9784130302067 9784130390279 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028054

二十世紀の戦争と平和 増補版（UP選書 250） 入江, 昭 東京大学出版会 2000 9784130022033 9784131022032 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000046797

記号の知/メディアの知 ―日常生活批判のための

レッスン―
石田, 英敬 東京大学出版会 2003 9784130100946 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000046798

生活民法入門 ―暮らしを支える法― 大村, 敦志 東京大学出版会 2003 9784130323277 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000046818

英米法総論 下 （英米法叢書 2） 田中, 英夫 東京大学出版会 1980 9784130350525 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000046822

経済地理学 ―立地・地域・都市の理論― 松原, 宏 東京大学出版会 2006 9784130402262 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000046824

日本経済史 第2版 石井, 寛治 東京大学出版会 1991 9784130420396 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000046827

統計入門 中村, 隆英 東京大学出版会 1984 9784130420600 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000046828

若者と仕事 ―「学校経由の就職」を超えて― 本田, 由紀 東京大学出版会 2005 9784130513111 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000046836

沖縄米軍基地と日米安保 ―基地固定化の起源

1945-1953―
池宮城, 陽子 東京大学出版会 2018 9784130362665 9784130390361 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000049350

草の根のファシズム ―日本民衆の戦争体験―

（新しい世界史 7）
吉見, 義明 東京大学出版会 1987 9784130250719 9784130290531 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000049430

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 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000049432

財政学 第3版 貝塚, 啓明 東京大学出版会 2003 9784130421164 9784130490580 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000049435

中国法制史 寺田, 浩明 東京大学出版会 2018 9784130323871 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000067750

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 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000067751

世界金融危機後の金融リスクと危機管理 小川, 英治 東京大学出版会 2017 9784130402811 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000068338

国際経済学のフロンティア ―グロ―バリゼ―

ションの拡大と対外経済政策―
木村, 福成 東京大学出版会 2016 9784130402767 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000068348

ドイツ都市計画の社会経済史 馬場, 哲 東京大学出版会 2016 9784130461177 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000068350

世界金融危機と金利・為替 ―通貨・金融への影

響と評価手法の再構築―
小川, 英治 東京大学出版会 2016 9784130402743 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000068351

■最新整形外科学大系 （全26冊セット） 中山書店 可 50
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/SeriesDetail/Id/300000686

2
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スポ―ツ傷害 （最新整形外科学大系 23） 越智, 光夫 中山書店 2007 9784521724010 9784521738543 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006886

総論 ; 原生動物 （動物系統分類学 1） 内田, 亨 中山書店 1962 9784521070216 9784521738727 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006897

中生動物 ; 海綿動物 ; 腔腸動物 ; 有櫛動物 （動物

系統分類学 2）
谷田, 専治 中山書店 1961 9784521070117 9784521738734 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006898

左右相称動物 ; 扁形動物 ; 紐形動物 ; 曲形動物 ;

星口動物 （動物系統分類学 3）
内田, 亨 中山書店 1965 9784521071015 9784521738741 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006899

袋形動物 （動物系統分類学 4） 内田, 亨 中山書店 1962 9784521070315 9784521738758 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006900

軟体動物 （動物系統分類学 5 上） 岩田, 文男 中山書店 1999 9784521072319 9784521738765 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006901

軟体動物 （動物系統分類学 5 下） 内田, 亨 中山書店 1999 9784521072418 9784521738772 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006902

体節動物 ; 環形動物 ; 有爪動物 ; 緩歩動物 ; 舌形

動物 （動物系統分類学 6）
内田, 亨 中山書店 1967 9784521071312 9784521738789 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006903

総説 ; 甲殻類 （動物系統分類学 . 節足動物 7上） 椎野, 季雄 中山書店 1964 9784521070810 9784521738796 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006904

三葉虫類, 節口綱, 蛛形綱 （動物系統分類学 . 節

足動物 7中A）
内田, 亨 中山書店 1966 9784521071114 9784521738802 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006905

海蜘蛛類, 触角動物, 多足類 （動物系統分類学 .

節足動物 7中B）
内海, 冨士夫 中山書店 1966 9784521071213 9784521738819 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006906

昆虫類 （動物系統分類学 . 節足動物 7下A） 内田, 亨 中山書店 1970 9784521071411 9784521738826 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006907

昆虫類 （動物系統分類学 . 節足動物 7下B） 上野, 益三 中山書店 1971 9784521071510 9784521738833 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006908

昆虫類 （動物系統分類学 . 節足動物 7下C） 桑山, 覚 中山書店 1972 9784521071619 9784521738840 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006909

原腔動物・触手動物・毛顎動物・有鬚動物 （動

物系統分類学 8上）
内田, 亨 中山書店 1965 9784521070919 9784521738857 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006910

棘皮動物 （動物系統分類学 8中） 内田, 亨 中山書店 1974 9784521071718 9784521738864 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006911

半索動物 ; 原索動物 （動物系統分類学 8下） 石川, 優 中山書店 1986 9784521071817 9784521738871 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006912

魚類 （動物系統分類学 . 脊椎動物 9上） 内田, 亨 中山書店 1963 9784521070612 9784521738888 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006913

魚類 （動物系統分類学 . 脊椎動物 9中） 内田, 亨 中山書店 1963 9784521070711 9784521738895 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006914

両生類 （動物系統分類学 . 脊椎動物 9下A1） 岩澤, 久彰 中山書店 1996 9784521072111 9784521738901 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006915

両生類 （動物系統分類学 . 脊椎動物 9下A2） 岩澤, 久彰 中山書店 1997 9784521072210 9784521738918 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006916

爬虫類 （動物系統分類学 . 脊椎動物 9下B1） 中村, 健児 中山書店 1988 9784521071916 9784521738925 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006917

爬虫類 （動物系統分類学 . 脊椎動物 9下B2） 松井, 正文 中山書店 1992 9784521072012 9784521738932 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006918

鳥類 （動物系統分類学 . 脊椎動物 10上） 黒田, 長久 中山書店 1962 9784521070414 9784521738949 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006919

哺乳類 （動物系統分類学 . 脊椎動物 10下） 黒田, 長久 中山書店 1963 9784521070513 9784521738956 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006920

精神医学キ―ワ―ド事典 松下, 正明 中山書店 2011 9784521733746 9784521739489 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000010651

子どもの心の診療入門 （子どもの心の診療シリ

―ズ 1）
斉藤, 万比古 中山書店 2009 9784521731476 9784521739281 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000010653

発達障害とその周辺の問題 （子どもの心の診療

シリ―ズ 2）
齊藤, 万比古 中山書店 2008 9784521730721 9784521739298 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000010654

子どもの身体表現性障害と摂食障害 （子どもの

心の診療シリ―ズ 3）
齊藤, 万比古 中山書店 2010 9784521731483 9784521739304 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000010655

子どもの不安障害と抑うつ （子どもの心の診療

シリ―ズ 4）
齊藤, 万比古 中山書店 2010 9784521731490 9784521739311 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000010656

子ども虐待と関連する精神障害 （子どもの心の

診療シリ―ズ 5）
本間, 博彰 中山書店 2008 9784521730646 9784521739328 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000010657

子どもの人格発達の障害 （子どもの心の診療シ

リ―ズ 6）
齊藤, 万比古 中山書店 2011 9784521731506 9784521739335 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000010658

子どもの攻撃性と破壊的行動障害 （子どもの心

の診療シリ―ズ 7）
齊藤, 万比古 中山書店 2009 9784521731513 9784521739342 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000010659

子どもの精神病性障害 ―統合失調症と双極性障

害を中心に―（子どもの心の診療シリ―ズ 8）
齊藤, 万比古 中山書店 2009 9784521730943 9784521739359 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000010660

■専門医のための精神科臨床リュミエ―ル 全30

巻セット
中山書店 可 50

https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/SeriesDetail/Id/300001749

6

刑事精神鑑定のすべて （専門医のための精神科

臨床リュミエ―ル 1）
五十嵐, 禎人 中山書店 2008 9784521730233 9784521740201 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000017497

精神疾患と脳画像 （専門医のための精神科臨床

リュミエ―ル 2）
福田, 正人 中山書店 2008 9784521730240 9784521740218 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000017498
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操作的診断vs従来診断 ―非定型精神病とうつ病

をめぐって―（専門医のための精神科臨床リュミ

エ―ル 3）

林, 拓二 中山書店 2008 9784521730486 9784521740225 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000017499

精神障害者のリハビリテ―ションと社会復帰

（専門医のための精神科臨床リュミエ―ル 4）
松原, 三郎 中山書店 2008 9784521730639 9784521740232 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000017500

統合失調症の早期診断と早期介入 （専門医のた

めの精神科臨床リュミエ―ル 5）
水野, 雅文 中山書店 2009 9784521730820 9784521740249 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000017501

双極性障害 （専門医のための精神科臨床リュミ

エ―ル 6）
大森, 哲郎 中山書店 2008 9784521730714 9784521740256 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000017502

精神科プライマリ・ケア （専門医のための精神

科臨床リュミエ―ル 7）
伊豫, 雅臣 中山書店 2008 9784521730752 9784521740263 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000017503

精神疾患における睡眠障害の対応と治療 （専門

医のための精神科臨床リュミエ―ル 8）
内山, 真 中山書店 2009 9784521730950 9784521740270 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000017504

精神科診療における説明とその根拠 （専門医の

ための精神科臨床リュミエ―ル 9）
林, 直樹 中山書店 2009 9784521731117 9784521740287 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000017505

注意障害 （専門医のための精神科臨床リュミエ

―ル 10）
加藤, 元一郎 中山書店 2009 9784521731124 9784521740294 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000017506

精神療法の実際 （専門医のための精神科臨床

リュミエ―ル 11）
青木, 省三 中山書店 2009 9784521731254 9784521740300 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000017507

前頭側頭型認知症の臨床 （専門医のための精神

科臨床リュミエ―ル 12）
池田, 学 中山書店 2010 9784521731261 9784521740317 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000017508

精神科救急医療の現在(いま) （専門医のための

精神科臨床リュミエ―ル 13）
平田, 豊明 中山書店 2010 9784521731278 9784521740324 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000017509

精神科領域におけるけいれん・けいれん様運動

（専門医のための精神科臨床リュミエ―ル 14）
兼本, 浩祐 中山書店 2009 9784521731285 9784521740331 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000017510

難治性精神障害へのストラテジ― （専門医のた

めの精神科臨床リュミエ―ル 15）
中込, 和幸 中山書店 2010 9784521731292 9784521740348 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000017511

脳科学エッセンシャル ―精神疾患の生物学的理

解のために―（専門医のための精神科臨床リュミ

エ―ル 16）

神庭, 重信 中山書店 2010 9784521731308 9784521740355 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000017512

精神科治療における家族支援 （専門医のための

精神科臨床リュミエ―ル 17）
伊勢田, 堯 中山書店 2010 9784521731315 9784521740362 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000017513

職場復帰のノウハウとスキル （専門医のための

精神科臨床リュミエ―ル 18）
中村, 純 中山書店 2009 9784521731322 9784521740379 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000017514

広汎性発達障害 ―自閉症へのアプロ―チ―（専

門医のための精神科臨床リュミエ―ル 19）
市川, 宏伸 中山書店 2010 9784521731339 9784521740386 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000017515

解離性障害 （専門医のための精神科臨床リュミ

エ―ル 20）
岡野, 憲一郎 中山書店 2009 9784521731346 9784521740393 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000017516

前頭葉でわかる精神疾患の臨床 （専門医のため

の精神科臨床リュミエ―ル 21）
福田, 正人 中山書店 2010 9784521732381 9784521740409 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000017517

世界における精神科医療改革 （専門医のための

精神科臨床リュミエ―ル 22）
松原, 三郎 中山書店 2010 9784521732398 9784521740416 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000017518

成人期の広汎性発達障害 （専門医のための精神

科臨床リュミエ―ル 23）
青木, 省三 中山書店 2011 9784521732404 9784521740423 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000017519

サイコオンコロジ― （専門医のための精神科臨

床リュミエ―ル 24）
大西, 秀樹 中山書店 2010 9784521732411 9784521740430 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000017520

向精神薬のリスク・ベネフィット （専門医のた

めの精神科臨床リュミエ―ル 25）
樋口, 輝彦 中山書店 2011 9784521732428 9784521740447 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000017521

依存症・衝動制御障害の治療 （専門医のための

精神科臨床リュミエ―ル 26）
福居, 顯二 中山書店 2011 9784521732435 9784521740454 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000017522

精神科領域からみた心身症 （専門医のための精

神科臨床リュミエ―ル 27）
石津, 宏 中山書店 2011 9784521732442 9784521740461 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000017523

摂食障害の治療 （専門医のための精神科臨床

リュミエ―ル 28）
西園, マーハ文 中山書店 2010 9784521732459 9784521740478 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000017524

自殺予防の基本戦略 （専門医のための精神科臨

床リュミエ―ル 29）
張, 賢徳 中山書店 2011 9784521732466 9784521740485 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000017525

精神医学の思想 （専門医のための精神科臨床

リュミエ―ル 30）
神庭, 重信 中山書店 2012 9784521732473 9784521740492 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000017526

動物系統分類学 追補版 青木, 淳一 中山書店 2000 9784521072517 9784521738963 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000026843

精神・心理機能評価ハンドブック 山内, 俊雄 中山書店 2015 9784521741925 9784521744049 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000026850

神経発達症群,食行動障害および摂食障害群,排泄

症群,秩序破壊的・衝動制御・素行症群,自殺関連

（DSM-5を読み解く : 伝統的精神病理,DSM-

IV,ICD-10をふまえた新時代の精神科診断 1）

神庭, 重信 中山書店 2014 9784521739731 9784521745312 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000043083
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統合失調症スペクトラム障害および他の精神病性

障害群,物質関連障害および嗜癖性障害群

（DSM-5を読み解く : 伝統的精神病理,DSM-

IV,ICD-10をふまえた新時代の精神科診断 2）

神庭, 重信 中山書店 2014 9784521739748 9784521745329 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000043084

双極性障害および関連障害群,抑うつ障害群,睡眠-

覚醒障害群 （DSM-5を読み解く : 伝統的精神病

理,DSM-IV,ICD-10をふまえた新時代の精神科診

断 3）

神庭, 重信 中山書店 2014 9784521739755 9784521745336 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000043085

不安症群, 強迫症および関連症群, 心的外傷およ

びストレス因関連障害群, 解離症群, 身体症状症

および関連症群 （DSM-5を読み解く : 伝統的精

神病理,DSM-IV,ICD-10をふまえた新時代の精神

科診断 4）

神庭, 重信 中山書店 2014 9784521739762 9784521745343 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000043086

神経認知障害群,パ―ソナリティ障害群,性別違和,

パラフィリア障害群,性機能不全群 （DSM-5を読

み解く : 伝統的精神病理,DSM-IV,ICD-10をふま

えた新時代の精神科診断 5）

神庭, 重信 中山書店 2014 9784521739779 9784521745350 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000043087

鉄道・航空機事故全史 （日外選書Fontana . シリ

―ズ災害・事故史 1）

災害情報セン

ター
日外アソシエーツ 2007 9784816920431 9784816982484 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000043094

法務・法律ビジネス英和大辞典 菊地, 義明 日外アソシエーツ 2017 9784816926778 9784816986130 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000049646

ポスト・ケインジアン叢書　３４冊 日本経済評論社 可 50
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/SeriesDetail/Id/300000185

4

政治経済学の再構築 ―ポスト・ケインズ派経済

学入門― [再版]（ポスト・ケインジアン叢書 1）
J.A.クリーゲル 日本経済評論社 1984 9784818890428 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001855

ポスト・ケインズ派経済学入門  第2刷（ポス

ト・ケインジアン叢書 2）
A.S.アイクナー 日本経済評論社 1985 9784818804760 9784818890435 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001856

貨幣的経済理論 （ポスト・ケインジアン叢書

3）

P.デヴィッドソ

ン
日本経済評論社 1980 9784818890442 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001857

ケムブリジ資本論争  改訳版（ポスト・ケインジ

アン叢書 4）
G.C.ハーコート 日本経済評論社 1988 9784818801486 9784818890459 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001858

巨大企業と寡占 ―マクロ動学のミクロ的基礎―

（ポスト・ケインジアン叢書 5）
A.S.アイクナー 日本経済評論社 1983 9784818890466 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001859

資本主義経済の動態理論 （ポスト・ケインジア

ン叢書 6）
M.カレツキ 日本経済評論社 1984 9784818800380 9784818890473 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001860

雇用と成長 （ポスト・ケインジアン叢書 7） R.カーン 日本経済評論社 1989 9784818890480 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001861

資本蓄積と所得分配 （ポスト・ケインジアン叢

書 8）
D.J.ハリス 日本経済評論社 1983 9784818890497 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001862

価値と価格の理論 （ポスト・ケインジアン叢書

9）

P.M.リヒテン

シュタイン
日本経済評論社 1986 9784818801028 9784818890503 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001863

国際貨幣経済理論 （ポスト・ケインジアン叢書

10）

P.デヴィッドソ

ン
日本経済評論社 1986 9784818801042 9784818890510 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001864

資本理論とケインズ経済学 （ポスト・ケインジ

アン叢書 11）
J.ロビンソン 日本経済評論社 1988 9784818802575 9784818890527 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001865

経済成長と分配理論 ―理論経済学続論―（ポス

ト・ケインジアン叢書 12）
N.カルドア 日本経済評論社 2003 9784818816015 9784818890534 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001866

マクロ経済学の構図 ―方法論的アプロ―チ―

（ポスト・ケインジアン叢書 13）
S.C.ダウ 日本経済評論社 1991 9784818804524 9784818890541 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001867

線型経済学と動学理論 （ポスト・ケインジアン

叢書 14）

R.M.グッド

ウィン
日本経済評論社 1988 9784818802315 9784818890558 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001868

生産と分配の理論 ―スラッファ経済学の新展開

―（ポスト・ケインジアン叢書 15）

L..L..パシネッ

ティ
日本経済評論社 1988 9784818802377 9784818890565 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001869

ケインズの経済学と価値・分配の理論 （ポス

ト・ケインジアン叢書 16）

J. イートウェ

ル
日本経済評論社 1989 9784818802759 9784818890572 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001870

価値と分配の理論 ―スラッファ経済学入門―

（ポスト・ケインジアン叢書 17）

L.マインウェア

リング
日本経済評論社 1987 9784818802216 9784818890589 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001871

投資と金融 ―資本主義経済の不安定性―（ポス

ト・ケインジアン叢書 18）
H.P.ミンスキー 日本経済評論社 1988 9784818801707 9784818890596 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001872

ケインズとケインジアンのマクロ経済学 （ポス

ト・ケインジアン叢書 19）
V.チック 日本経済評論社 1990 9784818804357 9784818890602 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001873

ポスト・ケインズ派経済学の新展開 ―分配・有

効需要および国際経済―（ポスト・ケインジアン

叢書 20）

J.A.クレーゲル 日本経済評論社 1991 9784818804630 9784818890619 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001874

非線形経済動学 （ポスト・ケインジアン叢書

21）

R.M.グッド

ウィン
日本経済評論社 1992 9784818806597 9784818890626 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001875

ケインズ「一般理論」と蓄積 （ポスト・ケイン

ジアン叢書 22）

A.アシマコプロ

ス
日本経済評論社 1993 9784818806726 9784818890633 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001876
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市場と計画の社会システム ―カレツキ経済学入

門―（ポスト・ケインジアン叢書 23）
M.C.ソーヤー 日本経済評論社 1994 9784818807631 9784818890640 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001877

金融恐慌 ―戦後アメリカの経験―（ポスト・ケ

インジアン叢書 24）

M.H.ウォルフ

ソン
日本経済評論社 1995 9784818807921 9784818890657 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001878

構造変化の経済動学 ―学習の経済的帰結につい

ての理論―（ポスト・ケインジアン叢書 25）

L.L.パシネッ

ティ
日本経済評論社 1998 9784818809680 9784818890664 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001879

カレツキと現代経済 ―価格設定と分配の分析―

（ポスト・ケインジアン叢書 26）
P.クライスラー 日本経済評論社 2000 9784818812598 9784818890671 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001880

貨幣・経済発展そして国際問題 ―応用経済学続

論―（ポスト・ケインジアン叢書 27）
N.カルドア 日本経済評論社 2000 9784818811911 9784818890688 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001881

非線形経済動学とカオス （ポスト・ケインジア

ン叢書 28）

H.‐W.ローレ

ンツ
日本経済評論社 2000 9784818810471 9784818890695 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001882

現代金融システムの構造と動態 ―国際比較と

「収れん仮説」の検証―（ポスト・ケインジアン

叢書 29）

M.シェイバー

グ
日本経済評論社 2000 9784818813229 9784818890701 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001883

アメリカ金融システムの転換 ―21世紀に公正と

効率を求めて―（ポスト・ケインジアン叢書

30）

ディムスキ 日本経済評論社 2001 9784818813694 9784818890718 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001884

成長と分配 （ポスト・ケインジアン叢書 31）
D.K.フォー

リー
日本経済評論社 2002 9784818814554 9784818890725 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001885

貨幣・利子および資本 ―貨幣的経済理論入門―

（ポスト・ケインジアン叢書 32）
C. ロジャーズ 日本経済評論社 2004 9784818815827 9784818890732 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001886

確率の哲学理論 （ポスト・ケインジアン叢書

33）
D. ギリース 日本経済評論社 2004 9784818817036 9784818890749 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001887

金融不安定性と景気循環 （ポスト・ケインジア

ン叢書 34）
W.ゼムラー 日本経済評論社 2007 9784818819535 9784818890756 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001888

シリ―ズ経済思想　１１冊 日本経済評論社 可 50
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/SeriesDetail/Id/300000188

9

経済学の現在 1 （経済思想 1） 塩沢, 由典 日本経済評論社 2004 9784818817081 9784818890763 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001890

経済学の現在 2 （経済思想 2） 吉田, 雅明 日本経済評論社 2005 9784818817319 9784818890770 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001891

黎明期の経済学 （経済思想 3） 坂本, 達哉 日本経済評論社 2005 9784818817609 9784818890787 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001892

経済学の古典的世界 1 （経済思想 4） 鈴木, 信雄 日本経済評論社 2005 9784818817654 9784818890794 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001893

経済学の古典的世界 2 （経済思想 5） 大森, 郁夫 日本経済評論社 2005 9784818817890 9784818890800 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001894

社会主義と経済学 （経済思想 6） 太田, 一広 日本経済評論社 2005 9784818817999 9784818890817 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001895

経済思想のドイツ的伝統 （経済思想 7） 八木, 紀一郎 日本経済評論社 2006 9784818818118 9784818890824 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001896

20世紀の経済学の諸潮流 （経済思想 8） 橋本, 努 日本経済評論社 2006 9784818818224 9784818890831 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001897

日本の経済思想 1 （経済思想 9） 大森, 郁夫 日本経済評論社 2006 9784818818521 9784818890848 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001898

日本の経済思想 2 （経済思想 10） 鈴木, 信雄 日本経済評論社 2006 9784818818781 9784818890855 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001899

非西欧圏の経済学 ―土着・伝統的経済思想とそ

の変容―（経済思想 11）
八木, 紀一郎 日本経済評論社 2007 9784818818897 9784818890862 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001900

日本の経済思想世界 ―「十九世紀」の企業者・

政策者・知識人―
川口, 浩 日本経済評論社 2004 9784818817074 9784818890930 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001907

銀行合同の実証的研究 後藤, 新一 日本経済評論社 1991 9784818804722 9784818890954 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001909

F.A.ハイエクの研究 江頭, 進 日本経済評論社 1999 9784818810914 9784818890961 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001910

経済成長と所得分配 池田, 毅 日本経済評論社 2006 9784818818200 9784818890978 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001911

大恐慌期日本の経済統制 平沢, 照雄 日本経済評論社 2001 9784818813106 9784818890985 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001912

金融危機と革新 ―歴史から現代へ― 伊藤, 正直 日本経済評論社 2000 9784818812611 9784818892828 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002284

経済の法則を求めて ―近代経済学の群像― 新版

増補
柴田, 敬 日本経済評論社 2009 9784818820869 9784818891623 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002287

経済学の方法 （近代経済学古典選集 5） メンガー 日本経済評論社 1986 9784818801233 9784818892170 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002288

経済学の理論 （近代経済学古典選集 4） ジェヴォンズ 日本経済評論社 1981 9784818803473 9784818892163 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002289

経済学の領域と方法 （近代経済学古典選集 第2

期 ; 10）
J. N. ケインズ 日本経済評論社 2000 9784818812086 9784818891104 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002290

一般理論 ―経済学講義 1―（近代経済学古典選

集 9）
ウィクセル 日本経済評論社 1984 9784818800106 9784818891050 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002291
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孤立国 （近代経済学古典選集 1） チューネン 日本経済評論社 1989 9784818803435 9784818892132 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002296

公共事業と経済学 （近代経済学古典選集 第2期 ;

1）
デュピュイ 日本経済評論社 2001 9784818813779 9784818891074 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002297

関東大震災政府陸海軍関係史料 日本経済評論社 可 50
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/SeriesDetail/Id/300000229

9

政府・戒厳令関係史料 （関東大震災政府陸海軍

関係史料 1巻）
平形, 千惠子 日本経済評論社 1997 9784818809062 9784818891944 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002300

陸軍関係史料 （関東大震災政府陸海軍関係史料

2巻）
田崎, 公司 日本経済評論社 1997 9784818809079 9784818891951 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002301

海軍関係史料 （関東大震災政府陸海軍関係史料

3巻）
田中, 正敬 日本経済評論社 1997 9784818809086 9784818891968 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002302

昭和史論争を問う ―歴史を叙述することの可能

性―
大門, 正克 日本経済評論社 2006 9784818818736 9784818892118 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002307

戦後日本の形成と発展 ―占領と改革の比較研究

―
皆村, 武一 日本経済評論社 1995 9784818808171 9784818891975 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002308

ドイツ民主共和国史 ―「社会主義」ドイツの興

亡―
H.ヴェーバー 日本経済評論社 1991 9784818804593 9784818892927 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002318

ヨ―ロッパ統合の社会史 ―背景・論理・展望― 永岑, 三千輝 日本経済評論社 2004 9784818815773 9784818892897 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002319

ケインズ ―歴史的時間から複雑系へ― 吉田, 雅明 日本経済評論社 1997 9784818809475 9784818891722 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002344

ケインズ経済学研究 ―「一般理論」基本体系の

吟味―
川口, 弘 日本経済評論社 1999 9784818810747 9784818891715 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002345

リカ―ドの経済理論 ―価値・分配・成長の比較

静学分析/動学分析―
福田, 進治 日本経済評論社 2006 9784818818958 9784818891630 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002355

価値・資本及び地代 （近代経済学古典選集 8） ウィクセル 日本経済評論社 1986 9784818801295 9784818892194 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002360

価値と価格の理論の数学的研究

アーヴィン

グ・フィシ

アー

日本経済評論社 1933 9784818892200 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002361

貨幣及び流通手段の理論 （近代経済学古典選集

13）
ミーゼス 日本経済評論社 1980 9784818816305 9784818892125 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002362

近代統計制度の国際比較 ―ヨ―ロッパとアジア

における社会統計の成立と展開―
安元, 稔 日本経済評論社 2007 9784818819665 9784818892651 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002374

国民経済、 国民経済学および方法 （近代経済学

古典選集 第2期 ; 11）
シュモラー 日本経済評論社 2002 9784818814356 9784818891111 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002386

国民経済学原理 （近代経済学古典選集 第2期 ;

4）
メンガー 日本経済評論社 1999 9784818811898 9784818891098 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002387

失業問題の政治と経済 加瀬, 和俊 日本経済評論社 2000 9784818811928 9784818892798 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002392

社会的富の数学的理論 （近代経済学古典選集

3）
ワルラス 日本経済評論社 1984 9784818816268 9784818891043 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002396

進歩と貧困
ヘンリー・

ジョージ
日本経済評論社 1991 9784818804777 9784818891692 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002401

人間交易論 （近代経済学古典選集 第2期 ; 2） ゴッセン 日本経済評論社 2002 9784818814455 9784818891081 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002403

数量調整の経済理論 ―品切回避行動の動学分析

―
森岡, 真史 日本経済評論社 2005 9784818817975 9784818892774 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002404

中国経済論 ―高度成長のメカニズムと課題― 周, 牧之 日本経済評論社 2007 9784818819344 9784818891708 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002427

日本の経済学と経済学者 ―戦後の研究環境と政

策形成―
池尾, 愛子 日本経済評論社 1999 9784818810525 9784818892729 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002445

日本の経済思想四百年 杉原, 四郎 日本経済評論社 1990 9784818804258 9784818892743 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002447

富の分配 （近代経済学古典選集 第2期 ; 13） クラーク 日本経済評論社 2007 9784818819443 9784818891135 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002459

富の理論の数学的原理に関する研究 （近代経済

学古典選集 2）
クールノー 日本経済評論社 1982 9784818892156 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002460

分配法則の統合 （近代経済学古典選集 第2期 ;

12）

ウイックス

ティード
日本経済評論社 2000 9784818811966 9784818891128 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002464

利子と物価 （近代経済学古典選集 7） ウィクセル 日本経済評論社 1984 9784818800281 9784818892187 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002471

利子論 （近代経済学古典選集 12） フィッシャー 日本経済評論社 1980 9784818816329 9784818891067 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002472

金融ビジネスモデルの変遷 ―明治から高度成長

期まで―
粕谷, 誠 日本経済評論社 2010 9784818821064 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000004319

GHQ情報課長ドン・ブラウンとその時代 ―昭和

の日本とアメリカ―

横浜国際関係

史研究会
日本経済評論社 2009 9784818820494 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000004327

貨幣と銀行 ―貨幣理論の再検討― 服部, 茂幸 日本経済評論社 2007 9784818819573 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000004336

階層化する労働と生活 （青山学院大学総合研究

所叢書）
本間, 照光 日本経済評論社 2006 9784818818767 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000004342

「身分の取引」と日本の雇用慣行 ―国鉄の事例

分析―
禹, 宗杬 日本経済評論社 2003 9784818814943 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000004348

23 / 36 ページ



2020年5月2日更新

書名 著編者 出版社 発行年 ISBN/ISSN 電子版ISBN
ダウン

ロ―ド

同時

接続数
URL

プリント版情報

Maruzen eBook Library　アクセス数拡大タイトルリスト

（中央大学図書館購入済タイトル）

※2020年7月31日までの期間限定

日本鉄道会社　第1巻  [復刻版]（明治期私鉄営業

報告書集成 1）
老川, 慶喜 日本経済評論社 2004 9784818815957 9784818893689 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006721

日本鉄道会社　第2巻  [復刻版]（明治期私鉄営業

報告書集成 1）
老川, 慶喜 日本経済評論社 2004 9784818815964 9784818893696 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006722

日本鉄道会社　第3巻  [復刻版]（明治期私鉄営業

報告書集成 1）
老川, 慶喜 日本経済評論社 2004 9784818815971 9784818893702 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006723

日本鉄道会社　第4巻  [復刻版]（明治期私鉄営業

報告書集成 1）
老川, 慶喜 日本経済評論社 2004 9784818815988 9784818893719 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006724

日本鉄道会社　第5巻 [復刻版]（明治期私鉄営業

報告書集成 1）
老川, 慶喜 日本経済評論社 2004 9784818815995 9784818893726 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006725

北海道炭礦鉄道会社　第1巻  [復刻版]（明治期私

鉄営業報告書集成 2）
老川, 慶喜 日本経済評論社 2005 9784818817142 9784818893733 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006727

北海道炭礦鉄道会社　第2巻  [復刻版]（明治期私

鉄営業報告書集成 2）
老川, 慶喜 日本経済評論社 2005 9784818817159 9784818893740 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006728

北海道炭礦鉄道会社　第3巻  [復刻版]（明治期私

鉄営業報告書集成 2）
老川, 慶喜 日本経済評論社 2005 9784818817166 9784818893757 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006729

北海道炭礦鉄道会社　第4巻  [復刻版]（明治期私

鉄営業報告書集成 2）
老川, 慶喜 日本経済評論社 2005 9784818817173 9784818893764 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006730

関西鉄道会社　第1巻  [復刻版]（明治期私鉄営業

報告書集成 3）
老川, 慶喜 日本経済評論社 2005 9784818817814 9784818893771 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006732

関西鉄道会社　第2巻  [復刻版]（明治期私鉄営業

報告書集成 3）
老川, 慶喜 日本経済評論社 2005 9784818817821 9784818893788 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006733

関西鉄道会社　第3巻  [復刻版]（明治期私鉄営業

報告書集成 3）
老川, 慶喜 日本経済評論社 2005 9784818817838 9784818893795 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006734

関西鉄道会社　第4巻  [復刻版]（明治期私鉄営業

報告書集成 3）
老川, 慶喜 日本経済評論社 2005 9784818817845 9784818893801 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006735

関西鉄道会社　第5巻  [復刻版]（明治期私鉄営業

報告書集成 3）
老川, 慶喜 日本経済評論社 2005 9784818817852 9784818893818 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006736

関西鉄道会社　第6巻  [復刻版]（明治期私鉄営業

報告書集成 3）
老川, 慶喜 日本経済評論社 2005 9784818817869 9784818893825 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006737

関西鉄道会社　第7巻  [復刻版]（明治期私鉄営業

報告書集成 3）
老川, 慶喜 日本経済評論社 2005 9784818817876 9784818893832 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006738

関西鉄道会社　第8巻  [復刻版]（明治期私鉄営業

報告書集成 3）
老川, 慶喜 日本経済評論社 2005 9784818817883 9784818893849 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006739

山陽鉄道会社　第1巻  [復刻版]（明治期私鉄営業

報告書集成 4）
老川, 慶喜 日本経済評論社 2005 9784818818316 9784818893856 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006741

山陽鉄道会社　第2巻  [復刻版]（明治期私鉄営業

報告書集成 4）
老川, 慶喜 日本経済評論社 2005 9784818818323 9784818893863 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006742

山陽鉄道会社　第3巻  [復刻版]（明治期私鉄営業

報告書集成 4）
老川, 慶喜 日本経済評論社 2005 9784818818330 9784818893870 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006743

山陽鉄道会社　第4巻  [復刻版]（明治期私鉄営業

報告書集成 4）
老川, 慶喜 日本経済評論社 2005 9784818818347 9784818893887 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006744

山陽鉄道会社　第5巻  [復刻版]（明治期私鉄営業

報告書集成 4）
老川, 慶喜 日本経済評論社 2005 9784818818354 9784818893894 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006745

山陽鉄道会社　第6巻  [復刻版]（明治期私鉄営業

報告書集成 4）
老川, 慶喜 日本経済評論社 2005 9784818818361 9784818893900 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006746

山陽鉄道会社　第7巻  [復刻版]（明治期私鉄営業

報告書集成 4）
老川, 慶喜 日本経済評論社 2005 9784818818378 9784818893917 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006747

市場の失敗との闘い ―ケンブリッジの経済学の

伝統に関する論文集―（ポスト・ケインジアン叢

書 38）

M.C.マルクッ

ツォ
日本経済評論社 2015 9784818823785 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025793

ミクロ経済学の核心 ―一般均衡モデルへの道案

内―
三土, 修平 日本経済評論社 2015 9784818823792 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025796

暮らしの変化と社会変動 （激動のインド 第5

巻）
押川, 文子 日本経済評論社 2015 9784818823242 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025798

柴田敬 ―資本主義の超克を目指して―（評伝・

日本の経済思想）
牧野, 邦昭 日本経済評論社 2015 9784818823730 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025806

地域は消えない ―コミュニティ再生の現場から

―
岡崎, 昌之 日本経済評論社 2014 9784818823549 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025813

進化経済学基礎 西部, 忠 日本経済評論社 2010 9784818821187 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025818

所得分配・金融・経済成長 ―資本主義経済の理

論と実証―
西, 洋 日本経済評論社 2014 9784818823501 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025826

IMFと世界銀行の誕生 ―英米の通貨協力とブレ

トンウッズ会議―
牧野, 裕 日本経済評論社 2014 9784818823532 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025828

貿易利益を得るのは誰か ―国際貿易論入門―

（シリ―ズ社会・経済を学ぶ）
笠嶋, 修次 日本経済評論社 2014 9784818823365 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025836

企業はなぜ海外へ出てゆくのか ―多国籍企業論

への階梯―（シリ―ズ社会・経済を学ぶ）
越後, 修 日本経済評論社 2014 9784818823372 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025839

経済成長のダイナミズム （激動のインド 第3

巻）
絵所, 秀紀 日本経済評論社 2014 9784818823075 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025842

実証国際経済学 吉田, 裕司 日本経済評論社 2014 9784818823273 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025850
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環境と開発 （激動のインド 第2巻） 水島, 司 日本経済評論社 2014 9784818822887 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025857

軍縮と武器移転の世界史 ―「軍縮下の軍拡」は

なぜ起きたのか―
横井, 勝彦 日本経済評論社 2014 9784818823198 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025865

日本経済の事件簿 ―開国からバブル崩壊まで―

新版
武田, 晴人 日本経済評論社 2009 9784818820739 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025867

地域経済と産業振興 ―岩手モデルの実証的研究

―
野崎　道哉 日本経済評論社 2009 9784818820630 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000043903

日本帝国崩壊期「引揚げ」の比較研究 ―国際関

係と地域の視点から―
今泉　裕美子 日本経済評論社 2016 9784818824256 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000043923

経済を読む ―ケネ―からピケティまで― 根井, 雅弘 日本経済評論社 2015 9784818823990 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000055894

ケインズとケンブリッジのケインジアン ―未完

の「経済学革命」―（ポスト・ケインジアン叢書

L.L. パシネッ

ティ
日本経済評論社 2017 9784818824812 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000060071

行政記録と統計制度の理論 ―インド統計改革の

最前線から―
岡部, 純一 日本経済評論社 2018 9784818825062 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000064888

我が国の経済外交 2019 外務省経済局 日本経済評論社 2019 9784818825260 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000074357

砂糖をまぶしたパス ―ポルトガル語のフットボ

―ル―
市之瀬, 敦 白水社 2006 9784560027936 9784560451298 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001069

あれか、これか 第1部 上 : 新装復刊 （キルケゴ

―ル著作集 1）
キルケゴール 白水社 1995 9784560023181 9784560450413 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000014486

あれか、これか 第1部 下 : 新装復刊 （キルケゴ

―ル著作集 2）
キルケゴール 白水社 1995 9784560023198 9784560450420 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000014487

あれか、これか 第2部 上 : 新装復刊 （キルケゴ

―ル著作集 3）
キルケゴール 白水社 1995 9784560023204 9784560450437 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000014488

あれか、これか 第2部 下 : 新装復刊 （キルケゴ

―ル著作集 4）
キルケゴール 白水社 1995 9784560023211 9784560450444 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000014489

おそれとおののき . 反復 新装復刊 （キルケゴ―

ル著作集 5）
キルケゴール 白水社 1995 9784560023228 9784560450451 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000014490

哲学的断片・危機および一女優の生涯における一

つの危機 新装復刊 （キルケゴ―ル著作集 6）
キルケゴール 白水社 1995 9784560023235 9784560450468 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000014491

哲学的断片への結びとしての非学問的あとがき

上 : 新装復刊 （キルケゴ―ル著作集 7）
キルケゴール 白水社 1995 9784560023242 9784560450475 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000014492

哲学的断片への結びとしての非学問的あとがき

中 : 新装復刊 （キルケゴ―ル著作集 8）
キルケゴール 白水社 1995 9784560023259 9784560450482 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000014493

哲学的断片への結びとしての非学問的あとがき

下 : 新装復刊 （キルケゴ―ル著作集 9）
キルケゴール 白水社 1995 9784560023266 9784560450499 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000014494

不安の概念 . 序文ばかり 新装復刊 （キルケゴ―

ル著作集 10）
キルケゴール 白水社 1995 9784560023273 9784560450505 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000014495

死にいたる病 . 現代の批判 新装復刊 （キルケゴ

―ル著作集 11）
キルケゴール 白水社 1995 9784560023280 9784560450512 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000014496

人生行路の諸段階 上 : 新装復刊 （キルケゴ―ル

著作集 12）
キルケゴール 白水社 1995 9784560023297 9784560450529 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000014497

人生行路の諸段階 中 : 新装復刊 （キルケゴ―ル

著作集 13）
キルケゴール 白水社 1995 9784560023303 9784560450536 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000014498

人生行路の諸段階 下 : 新装復刊 （キルケゴ―ル

著作集 14）
キルケゴール 白水社 1995 9784560023310 9784560450543 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000014499

愛のわざ 第1部 : 新装復刊 （キルケゴ―ル著作集

15）
キルケゴール 白水社 1995 9784560023327 9784560450550 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000014500

愛のわざ 第2部 : 新装復刊 （キルケゴ―ル著作集

16）
キルケゴール 白水社 1995 9784560023334 9784560450567 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000014501

キリスト教の修練 新装復刊 （キルケゴ―ル著作

集 17）
キルケゴール 白水社 1995 9784560023341 9784560450574 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000014502

わが著作活動の視点 . 野の百合・空の鳥 新装復

刊 （キルケゴ―ル著作集 18）
キルケゴール 白水社 1995 9784560023358 9784560450581 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000014503

瞬間 . 自らを裁け 新装復刊 （キルケゴ―ル著作

集 19）
キルケゴール 白水社 1995 9784560023365 9784560450598 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000014504

イロニ―の概念 上 : 新装復刊 （キルケゴ―ル著

作集 20）
キルケゴール 白水社 1995 9784560023372 9784560450604 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000014505

イロニ―の概念 下 : 新装復刊 （キルケゴ―ル著

作集 21）
キルケゴール 白水社 1995 9784560023389 9784560450611 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000014506

キリスト教の精神とその運命 （白水iクラシック

ス ）
G.W.F.ヘーゲル 白水社 2012 9784560096062 9784560453469 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000018698

Eメ―ルのスペイン語 四宮, 瑞枝 白水社 2013 9784560086506 9784560452387 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023326

根拠律の四つの根について . 視覚と色彩について

新装復刊（ショ―ペンハウア―全集 1）

アルトゥー

ル・ショーペ

ンハウアー

白水社 2004 9784560025598 9784560450710 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000031610
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意志と表象としての世界 正編(1) 新装復刊（ショ

―ペンハウア―全集 2）

アルトゥー

ル・ショーペ

ンハウアー

白水社 2004 9784560025604 9784560450727 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000031611

意志と表象としての世界 正編(2) 新装復刊（ショ

―ペンハウア―全集 3）

アルトゥー

ル・ショーペ

ンハウアー

白水社 2004 9784560025611 9784560450734 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000031612

意志と表象としての世界 正編(3) 新装復刊（ショ

―ペンハウア―全集 4）

アルトゥー

ル・ショーペ

ンハウアー

白水社 2004 9784560025628 9784560450741 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000031613

意志と表象としての世界 続編(1) 新装復刊（ショ

―ペンハウア―全集 5）

アルトゥー

ル・ショーペ

ンハウアー

白水社 2004 9784560025635 9784560450758 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000031614

意志と表象としての世界 続編(2) 新装復刊（ショ

―ペンハウア―全集 6）

アルトゥー

ル・ショーペ

ンハウアー

白水社 2004 9784560025642 9784560450765 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000031615

意志と表象としての世界 続編(3) 新装復刊（ショ

―ペンハウア―全集 7）

アルトゥー

ル・ショーペ

ンハウアー

白水社 2004 9784560025659 9784560450772 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000031616

自然における意志について 新装復刊（ショ―ペ

ンハウア―全集 8）

アルトゥー

ル・ショーペ

ンハウアー

白水社 2004 9784560025666 9784560450789 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000031617

倫理学の二つの根本問題 新装復刊（ショ―ペン

ハウア―全集 9）

アルトゥー

ル・ショーペ

ンハウアー

白水社 2004 9784560025673 9784560450796 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000031618

哲学小品集 1 新装復刊（ショ―ペンハウア―全

集 10）

アルトゥー

ル・ショーペ

ンハウアー

白水社 2004 9784560025680 9784560450802 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000031619

哲学小品集 2 新装復刊（ショ―ペンハウア―全

集 11）

アルトゥー

ル・ショーペ

ンハウアー

白水社 2004 9784560025697 9784560450819 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000031620

哲学小品集 3 新装復刊（ショ―ペンハウア―全

集 12）

アルトゥー

ル・ショーペ

ンハウアー

白水社 2004 9784560025703 9784560450826 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000031621

哲学小品集 4 新装復刊（ショ―ペンハウア―全

集 13）

アルトゥー

ル・ショーペ

ンハウアー

白水社 2004 9784560025710 9784560450833 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000031622

哲学小品集 5 新装復刊（ショ―ペンハウア―全

集 14）

アルトゥー

ル・ショーペ

ンハウアー

白水社 2004 9784560025727 9784560450840 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000031623

ショ―ペンハウア― ―生涯と思想―新装復刊

（ショ―ペンハウア―全集 別巻）
金森, 誠也 白水社 2004 9784560025734 9784560450857 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000031624

スペイン語の表現 （日本語から考える!） 長谷川, 信弥 白水社 2011 9784560085585 9784560452868 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000044806

張作霖 ―爆殺への軌跡一八七五-一九二八― 杉山, 祐之 白水社 2017 9784560095348 9784560452912 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000044813

あらわす文法 （中級フランス語） 東郷, 雄二 白水社 2011 9784560085615 9784560453155 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000051258

ケインズを読み直す ―入門現代経済思想― 根井, 雅弘 白水社 2017 9784560095577 9784560453209 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000052718

スペイン語のしくみ 新版 岡本, 信照 白水社 2014 9784560086551 9784560453520 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000056799

中級スペイン語読みとく文法 西村, 君代 白水社 2014 9784560086735 9784560453865 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000064600

極める!スペイン語の接続法ドリル 菅原, 昭江 白水社 2016 9784560087107 9784560453933 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000068279

移民とともに ―計測・討論・行動するための人

口統計学―

フランソワ・

エラン
白水社 2019 9784560096918 9784560454046 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000075855

少子化の人口学 （人口学ライブラリ― 1） 大淵, 寛 原書房 2004 9784562090952 9784562201242 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025526

少子化の社会経済学 （人口学ライブラリ― 2） 大淵, 寛 原書房 2005 9784562091027 9784562201259 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025527

少子化の政策学 （人口学ライブラリ― 3） 大淵, 寛 原書房 2005 9784562091041 9784562201266 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025528

国際人口移動の新時代 （人口学ライブラリ―

4）
吉田, 良生 原書房 2006 9784562091119 9784562201273 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025529

人口減少時代の日本経済 （人口学ライブラリ―

5）
別府, 志海 原書房 2006 9784562091126 9784562201280 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025530

人口減少時代の日本社会 （人口学ライブラリ―

6）
阿藤, 誠 原書房 2007 9784562091201 9784562201297 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025531

世界主要国・地域の人口問題 （人口学ライブラ

リ― 8）
早瀬, 保子 原書房 2010 9784562091706 9784562201310 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025533

人口減少時代の地域政策 （人口学ライブラリ―

9）
吉田, 良生 原書房 2011 9784562091720 9784562201327 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025534
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ミクロデ―タの計量人口学 （人口学ライブラリ

― 11）
安蔵, 伸治 原書房 2012 9784562091836 9784562201341 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025536

世界の人口開発問題 （人口学ライブラリ― 12） 阿藤, 誠 原書房 2012 9784562091881 9784562201358 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025537

首都圏の高齢化 （人口学ライブラリ― 14） 井上, 孝 原書房 2014 9784562091942 9784562201372 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025539

人口高齢化と労働政策 （人口学ライブラリ―

15）
小崎, 敏男 原書房 2014 9784562091997 9784562201389 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025540

人口減少と少子化対策 （人口学ライブラリ―

16）
高橋, 重郷 原書房 2015 9784562092031 9784562201396 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025541

ポスト人口転換期の日本 （人口学ライブラリ―

17）
佐藤, 龍三郎 原書房 2016 9784562092079 9784562201402 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000031916

韓国における日本語教育必要論の史的展開 河先, 俊子 ひつじ書房 2013 9784894766327 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025881

南方熊楠全集　セット 平凡社 可 50
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/SeriesDetail/Id/300000471

6

十二支考 （南方熊楠全集 第1巻） 南方, 熊楠 平凡社 1971 9784582429015 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000004717

南方閑話・南方随筆他 （南方熊楠全集 第2巻） 南方, 熊楠 平凡社 1971 9784582429022 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000004718

雑誌論考 1 （南方熊楠全集 第3巻） 南方, 熊楠 平凡社 1971 9784582429039 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000004719

雑誌論考 2 （南方熊楠全集 第4巻） 南方, 熊楠 平凡社 1972 9784582429046 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000004720

雑誌論考 3 （南方熊楠全集 第5巻） 南方, 熊楠 平凡社 1972 9784582429053 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000004721

新聞随筆・未発表手稿 （南方熊楠全集 第6巻） 南方, 熊楠 平凡社 1973 9784582429060 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000004722

書簡 1 （南方熊楠全集 第7巻） 南方, 熊楠 平凡社 1971 9784582429077 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000004723

書簡 2 （南方熊楠全集 第8巻） 南方, 熊楠 平凡社 1972 9784582429084 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000004724

書簡 3 （南方熊楠全集 第9巻） 南方, 熊楠 平凡社 1973 9784582429091 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000004725

英訳方丈記・英文論考・初期文集他 （南方熊楠

全集 第10巻）
南方, 熊楠 平凡社 1973 9784582429107 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000004726

書簡補遺・論考補遺 （南方熊楠全集 別巻1） 南方, 熊楠 平凡社 1974 9784582429114 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000004727

南方熊楠全集 別巻2 南方, 熊楠 平凡社 1975 9784582429121 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000004728

伊波普猷全集　全巻セット 平凡社 可 50
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/SeriesDetail/Id/300000472

9

伊波普猷全集 第1巻 伊波, 普猷 平凡社 1974 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000004730

伊波普猷全集 第2巻 伊波, 普猷 平凡社 1974 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000004731

伊波普猷全集 第3巻 伊波, 普猷 平凡社 1974 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000004732

伊波普猷全集 第4巻 伊波, 普猷 平凡社 1974 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000004733

伊波普猷全集 第5巻 伊波, 普猷 平凡社 1974 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000004734

伊波普猷全集 第6巻 伊波, 普猷 平凡社 1975 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000004735

伊波普猷全集 第7巻 伊波, 普猷 平凡社 1975 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000004736

伊波普猷全集 第8巻 伊波, 普猷 平凡社 1975 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000004737

伊波普猷全集 第9巻 伊波, 普猷 平凡社 1975 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000004738

伊波普猷全集 第10巻 伊波, 普猷 平凡社 1976 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000004739

伊波普猷全集 第11巻 伊波, 普猷 平凡社 1976 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000004740

精神現象学 上 （平凡社ライブラリ― 200）
G.W.F. ヘーゲ

ル
平凡社 1997 9784582762006 9784256762004 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015732

精神現象学 下 （平凡社ライブラリ― 206）
G.W.F. ヘーゲ

ル
平凡社 1997 9784582762068 9784256762066 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015733

フッサ―ル・セレクション （平凡社ライブラリ

― 659）

エトムント・

フッサール
平凡社 2009 9784582766592 9784256766590 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015747

昭和史 1926-1945 （平凡社ライブラリ― 671） 半藤, 一利 平凡社 2009 9784582766714 9784256766712 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015749

昭和史 戦後篇 1945-1989 （平凡社ライブラリ―

672）
半藤, 一利 平凡社 2009 9784582766721 9784256766729 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015750

27 / 36 ページ



2020年5月2日更新

書名 著編者 出版社 発行年 ISBN/ISSN 電子版ISBN
ダウン

ロ―ド

同時

接続数
URL

プリント版情報

Maruzen eBook Library　アクセス数拡大タイトルリスト

（中央大学図書館購入済タイトル）

※2020年7月31日までの期間限定

山本五十六 （平凡社ライブラリ― 739） 半藤, 一利 平凡社 2011 9784582767391 9784256767399 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015760

沖縄歴史物語 ―日本の縮図―（平凡社ライブラ

リ― 252）
伊波, 普猷 平凡社 1998 9784582762525 9784256762523 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000017964

ヨ―ロッパのニヒリズム （平凡社ライブラリ― .

ニ―チェ ; 2 184）

マルティン・

ハイデッガー
平凡社 1997 9784582761849 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000031284

日本ミステリアス妖怪・怪奇・妖人事典 志村, 有弘 勉誠出版 2011 9784585200055 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006089

出雲文化圏と東アジア （アジア遊学 135） 芦田, 耕一 勉誠出版 2010 9784585226017 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006094

アイヌ史を問いなおす ―生態・交流・文化継承

―（アジア遊学 139）
蓑島, 栄紀 勉誠出版 2011 9784585226055 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006095

戦争ラジオ記憶 貴志, 俊彦 勉誠出版 2006 9784585053507 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006452

周作人と日中文化史 （アジア遊学 164） 伊藤, 徳也 勉誠出版 2013 9784585226307 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006454

アジアの「教養」を考える ―学問のためのブッ

クガイド―（アジア遊学 150）

アジア遊学編

集部
勉誠出版 2012 9784585226161 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006455

大谷光瑞 ―「国家の前途」を考える―（アジア

遊学 156）
柴田, 幹夫 勉誠出版 2012 9784585226222 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006456

東アジアのサブカルチャ―と若者のこころ （ア

ジア遊学 149）
千野, 拓政 勉誠出版 2012 9784585226154 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006457

王朝から「国民国家」へ ―清朝崩壊100年―（ア

ジア遊学 148）
楊, 海英 勉誠出版 2011 9784585226147 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006458

民国期美術へのまなざし ―辛亥革命百年の眺望

―（アジア遊学 146）
瀧本, 弘之 勉誠出版 2011 9784585226123 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006459

帝国崩壊とひとの再移動 ―引揚げ、送還、そし

て残留―（アジア遊学 145）
蘭, 信三 勉誠出版 2011 9784585226116 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006460

特集日本で暮らす外国人 ―地方都市の日系人・

アジア人―（アジア遊学 117）
勉誠出版 2008 9784585104148 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007009

特集古典キャラクタ―の展開 （アジア遊学

118）
勉誠出版 2009 9784585104155 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007010

東アジアの死者の行方と葬儀 （アジア遊学

124）
諏訪, 春雄 勉誠出版 2009 9784585104216 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007011

アジアの怪奇譚 （アジア遊学 125） 志村, 有弘 勉誠出版 2009 9784585104223 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007012

「琴(きん)」の文化史 ―東アジアの音風景―

（アジア遊学 126）
荻, 美津夫 勉誠出版 2009 9784585104230 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007013

キリシタン文化と日欧交流 （アジア遊学 127） 小峯, 和明 勉誠出版 2009 9784585104247 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007014

古代世界の霊魂観 （アジア遊学 128） 加藤, 隆浩 勉誠出版 2009 9784585104254 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007015

中国のイスラ―ム思想と文化 （アジア遊学

129）
堀池, 信夫 勉誠出版 2009 9784585104261 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007016

古典化するキャラクタ― （アジア遊学 130） 相田, 満 勉誠出版 2010 9784585104278 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007017

道教美術の可能性 （アジア遊学 133） 齋藤, 龍一 勉誠出版 2010 9784585104308 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007018

東アジアをめぐる金属工芸 ―中世・国際交流の

新視点―（アジア遊学 134）
久保, 智康 勉誠出版 2010 9784585226000 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007019

東西交渉とイラン文化 （アジア遊学 137） 井本, 英一 勉誠出版 2010 9784585226031 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007020

唐物と東アジア ―舶載品をめぐる文化交流史―

（アジア遊学 147）
河添, 房江 勉誠出版 2011 9784585226130 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007021

東アジアの短詩形文学 ―俳句・時調・漢詩―

（アジア遊学 152）
静永, 健 勉誠出版 2012 9784585226185 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007022

もう一つの古典知 ―前近代日本の知の可能性―

（アジア遊学 155）
前田, 雅之 勉誠出版 2012 9784585226215 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007023

東アジアの結婚と女性 ―文学・歴史・宗教―

（アジア遊学 157）
河野, 貴美子 勉誠出版 2012 9784585226239 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007024

古事記 ―環太平洋の日本神話―（アジア遊学

158）
山田, 仁史 勉誠出版 2012 9784585226246 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007025

「予言文学」の世界 ―過去と未来を繋ぐ言説―

（アジア遊学 159）
小峯, 和明 勉誠出版 2012 9784585226253 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007026

「偽」なるものの「射程」 ―漢字文化圏の神仏

とその周辺―（アジア遊学 161）
千本, 英史 勉誠出版 2013 9784585226277 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007027

ヘミングウェイ大事典 田畑, 佳菜子 勉誠出版 2012 9784585200093 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007028

特集地域情報学の創出 （アジア遊学 113） 勉誠出版 2008 9784585104117 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000008583

特集東アジアの文学圏 ―比較から共有へ―（ア

ジア遊学 114）
勉誠出版 2008 9784585103646 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000008584

東アジアの王権と宗教 （アジア遊学 151） 小島, 毅 勉誠出版 2012 9784585226178 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000008585
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旧鈔本の世界 ―漢籍受容のタイムカプセル―

（アジア遊学 140）
神鷹, 徳治 勉誠出版 2011 9784585226062 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000012554

日本近世文学と朝鮮 （アジア遊学 163） 染谷, 智幸 勉誠出版 2013 9784585226291 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000012555

次郎の生いたち  完全版（人間の運命 1） 芹沢, 光治良 勉誠出版 2013 9784585295303 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000012603

親と子  完全版（人間の運命 2） 芹沢, 光治良 勉誠出版 2013 9784585295310 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000012604

友情  完全版（人間の運命 3） 芹沢, 光治良 勉誠出版 2013 9784585295327 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000012605

愛  完全版（人間の運命 4） 芹沢, 光治良 勉誠出版 2013 9784585295334 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000012606

出発  完全版（人間の運命 5） 芹沢, 光治良 勉誠出版 2013 9784585295341 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000012607

失われた人  完全版（人間の運命 6） 芹沢, 光治良 勉誠出版 2013 9784585295358 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000012608

結婚  完全版（人間の運命 7） 芹沢, 光治良 勉誠出版 2013 9784585295365 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000012609

孤独の道  完全版（人間の運命 8） 芹沢, 光治良 勉誠出版 2013 9784585295372 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000012610

嵐のまえ  完全版（人間の運命 9） 芹沢, 光治良 勉誠出版 2013 9784585295389 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000012611

愛と死  完全版（人間の運命 10） 芹沢, 光治良 勉誠出版 2013 9784585295396 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000012612

夫婦の絆  完全版（人間の運命 11） 芹沢, 光治良 勉誠出版 2013 9784585295402 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000012613

戦野にたつ  完全版（人間の運命 12） 芹沢, 光治良 勉誠出版 2013 9784585295419 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000012614

暗い日―  完全版（人間の運命 13） 芹沢, 光治良 勉誠出版 2013 9784585295426 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000012615

夜明け  完全版（人間の運命 14） 芹沢, 光治良 勉誠出版 2013 9784585295433 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000012616

再会  完全版（人間の運命 15） 芹沢, 光治良 勉誠出版 2013 9784585295440 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000012617

遠ざかった明日  完全版（人間の運命 16） 芹沢, 光治良 勉誠出版 2013 9784585295457 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000012618

愛と知と悲しみと  完全版（人間の運命 ; 別巻1

17）
芹沢, 光治良 勉誠出版 2013 9784585295464 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000012619

岡野喜太郎伝・解題・関連資料集  完全版（人間

の運命 ; 別巻2 18）
芹沢, 光治良 勉誠出版 2013 9784585295471 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000012620

占領期の出版メディアと検閲 (プレスコ―ド) ―

戦後広島の文芸活動―

広島市文化協

会文芸部会
勉誠出版 2013 9784585290582 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000013504

国史 ―昭和天皇の教科書 : 原本五巻縮写合冊― 白鳥, 庫吉 勉誠出版 2015 9784585221142 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000018954

昭和天皇の戦い ―昭和二十年一月〜昭和二十六

年四月―
加瀬, 英明 勉誠出版 2015 9784585221166 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000018955

芹沢光治良戦中戦後日記 芹沢, 光治良 勉誠出版 2015 9784585290865 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000020221

昭和天皇の学ばれた教育勅語 杉浦, 重剛 勉誠出版 2006 9784585053606 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000022871

The U.S.A. is responsible for the Pacific War

Vol.1
鈴木, 敏明 勉誠出版 2015 9784585225928 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027365

The U.S.A. is responsible for the Pacific War

Vol.2
鈴木, 敏明 勉誠出版 2015 9784585225935 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027366

大東亜戦争は、アメリカが悪い 鈴木, 敏明 勉誠出版 2015 9784585221340 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027367

二・二六 ―弱者救済という「叛乱」― 小林, 亮 勉誠出版 2016 9784585221371 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027771

京城帝国大学の韓国儒教研究 ―「近代知」の形

成と展開―
李, 暁辰 勉誠出版 2016 9784585210313 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000031074

長崎の鐘 ―付「マニラの悲劇」―（人間愛叢

書）
永井, 隆 勉誠出版 2018 9784585912347 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000062225

交錯する台湾認識 ―見え隠れする「国家」と

「人びと」―（アジア遊学 204）
陳, 来幸 勉誠出版 2016 9784585226703 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000072769

親日台湾の根源を探る ―台湾原住民神話と日本

人―
諏訪, 春雄 勉誠出版 2019 9784585222392 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000076771

昭和天皇の苦悩終戦の決断 ―昭和20年1月-昭和

20年8月―
加瀬, 英明 勉誠出版 2019 9784585222378 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000076773

昭和天皇の苦闘巡幸と新憲法 ―昭和20年8月-昭

和26年4月―
加瀬, 英明 勉誠出版 2019 9784585222385 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000076774

彗星雑考 [正] （ピエ―ル・ベ―ル著作集 第1

巻）

ピエール・

ベール
法政大学出版局 1978 9784588120312 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000044563

寛容論集 （ピエ―ル・ベ―ル著作集 第2巻）
ピエール・

ベール
法政大学出版局 1979 9784588120329 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000044564
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歴史批評辞典 1(A-D) （ピエ―ル・ベ―ル著作集

第3巻）

ピエール・

ベール
法政大学出版局 1982 9784588120336 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000044565

歴史批評辞典 2(E-O) （ピエ―ル・ベ―ル著作集

第4巻）

ピエール・

ベール
法政大学出版局 1984 9784588120343 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000044566

歴史批評辞典 3(P-Z) （ピエ―ル・ベ―ル著作集

第5巻）

ピエール・

ベール
法政大学出版局 1987 9784588120350 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000044567

彗星雑考 続 （ピエ―ル・ベ―ル著作集 第6巻）
ピエール・

ベール
法政大学出版局 1989 9784588120367 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000044568

後期論文集 1 （ピエ―ル・ベ―ル著作集 第7巻）
ピエール・

ベール
法政大学出版局 1992 9784588120374 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000044569

後期論文集 2 （ピエ―ル・ベ―ル著作集 第8巻）
ピエール・

ベール
法政大学出版局 1997 9784588120381 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000044570

宗教改革史論 （ピエ―ル・ベ―ル著作集 補巻）
ピエール・

ベール
法政大学出版局 2004 9784588120398 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000044571

言語科学の百科事典 鈴木, 良次 丸善出版 2006 9784621077337 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000309

世界まちづくり事典 井上, 繁 丸善出版 2007 9784621078594 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000310

日本まちづくり事典 井上, 繁 丸善出版 2010 9784621081945 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000313

宗教学事典 星野, 英紀 丸善出版 2010 9784621082553 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000325

まちづくりの百科事典 似田貝, 香門 丸善出版 2008 9784621080047 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000345

生命倫理学の基本構図 （シリ―ズ生命倫理学

1）
森下, 直貴 丸善出版 2012 9784621084786 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000500

生命倫理の基本概念 （シリ―ズ生命倫理学 2） 加藤, 尚武 丸善出版 2012 9784621084793 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000501

脳死・移植医療 （シリ―ズ生命倫理学 3） 倉持, 武 丸善出版 2012 9784621084809 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000502

生殖医療 （シリ―ズ生命倫理学 6） 菅沼, 信彦 丸善出版 2012 9784621084830 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000512

臨床倫理 （シリ―ズ生命倫理学 13） 浅井, 篤 丸善出版 2012 9784621084908 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000560

応用倫理学事典 加藤, 尚武 丸善出版 2008 9784621079225 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000565

交通の百科事典 大久保, 尭夫 丸善出版 2011 9784621083505 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000567

先端医療 （シリ―ズ生命倫理学 12） 霜田, 求 丸善出版 2012 9784621084892 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001042

看護倫理 （シリ―ズ生命倫理学 14） 宮脇, 美保子 丸善出版 2012 9784621084915 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001043

医療事故と医療人権侵害 （シリ―ズ生命倫理学

18）
池田, 典昭 丸善出版 2012 9784621084953 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001044

医療倫理教育 （シリ―ズ生命倫理学 19） 藤野, 昭宏 丸善出版 2012 9784621084960 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001045

終末期医療 （シリ―ズ生命倫理学 4）

シリーズ生命

倫理学編集委

員会

丸善出版 2012 9784621084816 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000003608

安楽死・尊厳死 （シリ―ズ生命倫理学 5）

シリーズ生命

倫理学編集委

員会

丸善出版 2012 9784621084823 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000003609

周産期・新生児・小児医療 （シリ―ズ生命倫理

学 7）

シリーズ生命

倫理学編集委

員会

丸善出版 2012 9784621084847 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000003610

高齢者・難病患者・障害者の医療福祉 （シリ―

ズ生命倫理学 8）

シリーズ生命

倫理学編集委

員会

丸善出版 2012 9784621084854 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000003611

医学研究 （シリ―ズ生命倫理学 15）

シリーズ生命

倫理学編集委

員会

丸善出版 2012 9784621084922 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000003612

世界宗教百科事典

世界宗教百科

事典編集委員

会

丸善出版 2012 9784621085776 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000003614

生命倫理のフロンティア （シリ―ズ生命倫理学

20）

シリーズ生命

倫理学編集委

員会

丸善出版 2013 9784621084977 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000004300

医療制度・医療政策・医療経済 （シリ―ズ生命

倫理学 17）
今中, 雄一 丸善出版 2013 9784621084946 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000005354

遺伝子と医療 （シリ―ズ生命倫理学 11） 玉井, 真理子 丸善出版 2013 9784621084885 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000005355

精神科医療 （シリ―ズ生命倫理学 9） 中谷, 陽二 丸善出版 2013 9784621084861 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000005898
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救急医療 （シリ―ズ生命倫理学 10） 片山, 容一 丸善出版 2013 9784621084878 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006236

医療情報 （シリ―ズ生命倫理学 16） 板井, 孝壱郎 丸善出版 2013 9784621084939 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000008502

人の移動事典 ―日本からアジアへ・アジアから

日本へ―
吉原, 和男 丸善出版 2013 9784621087190 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000009680

図書館情報学用語辞典  第4版

日本図書館情

報学会用語辞

典編集委員会

丸善出版 2013 9784621087749 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000011083

社会調査事典 社会調査協会 丸善出版 2014 9784621087312 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000011086

和製英語事典 亀田, 尚己 丸善出版 2014 9784621087633 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000011087

地球環境学 ―複眼的な見方と対応力を学ぶ―

（京大人気講義シリ―ズ）

京都大学地球

環境学堂
丸善出版 2014 9784621088074 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000012875

国際誌エディタ―が教えるアクセプトされる論文

の書きかた
上出, 洋介 丸善出版 2014 9784621086902 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000013601

世界民族百科事典
国立民族学博

物館
丸善出版 2014 9784621088234 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000013608

数の世界 ―概念の形成と認知―（サイエンス・

パレット 021）
一松, 信 丸善出版 2015 9784621088920 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000018863

民俗学事典
民俗学事典編

集委員会
丸善出版 2014 9784621087732 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000026448

Regional inequality and industrial structure in

Japan ―1874-2008―（Economic research
深尾, 京司 丸善出版 2015 9784621089132 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000026650

犯罪心理学事典
日本犯罪心理

学会
丸善出版 2016 9784621089552 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000034366

発達障害事典 日本LD学会 丸善出版 2016 9784621300466 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000040075

教育社会学事典
日本教育社会

学会
丸善出版 2018 9784621302330 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000051144

文化と歴史で学ぶスペイン語 （丸善ライブラリ

―）
坂東　省次 丸善出版 2000 9784621053164 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000072521

マスコミの倫理学 （現代社会の倫理を考える

9）
柏倉, 康夫 丸善出版 2002 9784621071007 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000074815

心理臨床学事典
日本心理臨床

学会
丸善出版 2011 9784621084083 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000076759

行動分析学事典 = Behavior analysis
日本行動分析

学会
丸善出版 2019 9784621303139 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000076811

ポスト「戦後70年」と戦争社会学の新展開 （戦

争社会学研究 vol. 1）

戦争社会学研

究会
みずき書林 2018 9784909710017 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000064893

戦争映画の社会学 （戦争社会学研究 vol. 2）
戦争社会学研

究会
みずき書林 2018 9784909710024 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000064894

経済から社会へ ―パレ―トの生涯と思想― 松嶋, 敦茂 みすず書房 1985 9784622006121 9784622093213 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000003730

経済学者ラ・フォンテ―ヌ
G.E.ボワソナー

ド
みすず書房 1979 9784622005834 9784622093237 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000003732

ゾルゲ事件 1 （現代史資料 1） 小尾, 俊人 みすず書房 1962 9784622026013 9784622093411 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000013320

ゾルゲ事件 2 （現代史資料 2） 小尾, 俊人 みすず書房 1962 9784622026020 9784622093428 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000013321

ゾルゲ事件 3 （現代史資料 3） 小尾, 俊人 みすず書房 1962 9784622026037 9784622093435 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000013322

国家主義運動 1 （現代史資料 4） 今井, 清一 みすず書房 1963 9784622026044 9784622093442 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000013323

国家主義運動 2 （現代史資料 5） 高橋, 正衛 みすず書房 1964 9784622026051 9784622093459 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000013324

関東大震災と朝鮮人 （現代史資料 6） 姜, 徳相 みすず書房 1963 9784622026068 9784622093466 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000013325

満洲事変 [正] （現代史資料 7） 小林, 龍夫 みすず書房 1964 9784622026075 9784622093473 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000013326

日中戦争 1 （現代史資料 8） 島田, 俊彦 みすず書房 1964 9784622026082 9784622093480 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000013327

日中戦争 2 （現代史資料 9） 臼井, 勝美 みすず書房 1964 9784622026099 9784622093497 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000013328

日中戦争 3 （現代史資料 10） 角田, 順 みすず書房 1964 9784622026105 9784622093503 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000013329

満洲事変 続 （現代史資料 11） 小林, 龍夫 みすず書房 1965 9784622026112 9784622093510 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000013330

日中戦争 4 （現代史資料 12） 小林, 龍夫 みすず書房 1965 9784622026129 9784622093527 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000013331

日中戦争 5 （現代史資料 13） 臼井, 勝美 みすず書房 1966 9784622026136 9784622093534 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000013332
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社会主義運動 1 （現代史資料 14） 山辺, 健太郎 みすず書房 1964 9784622026143 9784622093541 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000013333

社会主義運動 2 （現代史資料 15） 山辺, 健太郎 みすず書房 1965 9784622026150 9784622093558 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000013334

社会主義運動 3 （現代史資料 16） 山辺, 健太郎 みすず書房 1965 9784622026167 9784622093565 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000013335

社会主義運動 4 （現代史資料 17） 山辺, 健太郎 みすず書房 1966 9784622026174 9784622093572 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000013336

社会主義運動 5 （現代史資料 18） 山辺, 健太郎 みすず書房 1966 9784622026181 9784622093589 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000013337

社会主義運動 6 （現代史資料 19） 山辺, 健太郎 みすず書房 1967 9784622026198 9784622093596 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000013338

社会主義運動 7 （現代史資料 20） 山辺, 健太郎 みすず書房 1968 9784622026204 9784622093602 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000013339

台湾 1 （現代史資料 21） 山辺, 健太郎 みすず書房 1971 9784622026211 9784622093619 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000013340

台湾 2 （現代史資料 22） 山辺, 健太郎 みすず書房 1971 9784622026228 9784622093626 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000013341

国家主義運動 3 （現代史資料 23） 高橋, 正衛 みすず書房 1974 9784622026235 9784622093633 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000013342

ゾルゲ事件 4 （現代史資料 24） 石堂, 清倫 みすず書房 1971 9784622026242 9784622093640 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000013343

三・一運動 1 （現代史資料 . 朝鮮 ; 1 25） 姜, 徳相 みすず書房 1966 9784622026259 9784622093657 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000013344

三・一運動 2 （現代史資料 . 朝鮮 ; 2 26） 姜, 徳相 みすず書房 1967 9784622026266 9784622093664 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000013345

独立運動 1 （現代史資料 . 朝鮮 ; 3 27） 姜, 徳相 みすず書房 1970 9784622026273 9784622093671 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000013346

独立運動 2 （現代史資料 . 朝鮮 ; 4 28） 姜, 徳相 みすず書房 1972 9784622026280 9784622093688 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000013347

共産主義運動 1 （現代史資料 . 朝鮮 ; 5 29） 梶村, 秀樹 みすず書房 1972 9784622026297 9784622093695 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000013348

共産主義運動 2 抗日パルチザン （現代史資料 .

朝鮮 ; 6 30）
姜, 徳相 みすず書房 1976 9784622026303 9784622093701 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000013349

満鉄 1 （現代史資料 31） 伊藤, 武雄 みすず書房 1966 9784622026310 9784622093718 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000013350

満鉄 2 （現代史資料 32） 伊藤, 武雄 みすず書房 1966 9784622026327 9784622093725 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000013351

満鉄 3 （現代史資料 33） 伊藤, 武雄 みすず書房 1967 9784622026334 9784622093732 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000013352

太平洋戦争 1 （現代史資料 34） 実松, 譲 みすず書房 1968 9784622026341 9784622093749 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000013353

太平洋戦争 2 （現代史資料 35） 実松, 譲 みすず書房 1969 9784622026358 9784622093756 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000013354

太平洋戦争 3 （現代史資料 36） 実松, 譲 みすず書房 1969 9784622026365 9784622093763 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000013355

大本営 （現代史資料 37） 稲葉, 正夫 みすず書房 1967 9784622026372 9784622093770 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000013356

太平洋戦争 4 （現代史資料 38） 臼井, 勝美 みすず書房 1972 9784622026389 9784622093787 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000013357

太平洋戦争 5 （現代史資料 39） 富永, 謙吾 みすず書房 1975 9784622026396 9784622093794 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000013358

マス・メディア統制 1 （現代史資料 40） 内川, 芳美 みすず書房 1973 9784622026402 9784622093800 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000013359

マス・メディア統制 2 （現代史資料 41） 内川, 芳美 みすず書房 1975 9784622026419 9784622093817 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000013360

思想統制 （現代史資料 42） 掛川, トミ子 みすず書房 1976 9784622026426 9784622093824 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000013361

国家総動員 1 経済 （現代史資料 43） 中村, 隆英 みすず書房 1970 9784622026433 9784622093831 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000013362

国家総動員 2 政治 （現代史資料 44） 今井, 清一 みすず書房 1974 9784622026440 9784622093848 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000013363

治安維持法 （現代史資料 45） 奥平, 康弘 みすず書房 1973 9784622026457 9784622093855 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000013364

現代史資料 別巻 索引 みすず書房 1980 9784622026464 9784622093862 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000013365

社会主義沿革 1 （続・現代史資料 1） 松尾, 尊兊 みすず書房 1984 9784622026518 9784622093879 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000013366

社会主義沿革 2 （続・現代史資料 2） 松尾, 尊兊 みすず書房 1986 9784622026525 9784622093886 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000013367

アナ―キズム （続・現代史資料 3） 小松, 隆二 みすず書房 1988 9784622026532 9784622093893 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000013368

陸軍 ―畑俊六日誌―（続・現代史資料 4） 畑, 俊六 みすず書房 1983 9784622026549 9784622093909 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000013369
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海軍 ―加藤寛治日記―（続・現代史資料 5） 加藤, 寛治 みすず書房 1994 9784622026556 9784622093916 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000013370

軍事警察 ―憲兵と軍法会議―（続・現代史資料

6）
高橋, 正衛 みすず書房 1982 9784622026563 9784622093923 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000013371

特高と思想検事 （続・現代史資料 7） 加藤, 敬事 みすず書房 1982 9784622026570 9784622093930 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000013372

教育 1 ―御真影と教育勅語―（続・現代史資料

8）
佐藤, 秀夫 みすず書房 1994 9784622026587 9784622093947 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000013373

教育 2 ―御真影と教育勅語―（続・現代史資料

9）
佐藤, 秀夫 みすず書房 1996 9784622026594 9784622093954 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000013374

教育 3 ―御真影と教育勅語―（続・現代史資料

10）
佐藤, 秀夫 みすず書房 1996 9784622026600 9784622093961 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000013375

占領地通貨工作 （続・現代史資料 11） 多田井, 喜生 みすず書房 1983 9784622026617 9784622093978 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000013376

阿片問題 （続・現代史資料 12） 岡田, 芳政 みすず書房 1986 9784622026624 9784622093985 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000013377

■■現代史資料 +　続・現代史資料　< 全 58 巻

>
みすず書房 可 50

https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/SeriesDetail/Id/300001337

9

大脱出 ―健康、お金、格差の起原―
アンガス・

ディートン
みすず書房 2014 9784622078708 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016968

ベルリンに一人死す
ハンス・ファ

ラダ
みすず書房 2014 9784622077039 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000017103

21世紀の資本
トマ・ピケ

ティ
みすず書房 2014 9784622078760 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000017583

不健康は悪なのか ―健康をモラル化する世界―
ジョナサン・

M・メツル
みすず書房 2015 9784622078944 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000020168

ヘイト・スピ―チという危害
ジェレミー・

ウォルドロン
みすず書房 2015 9784622078739 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000022719

貧乏人の経済学 ―もういちど貧困問題を根っこ

から考える―

アビジット・

V・バナジー
みすず書房 2012 9784622076513 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000032450

善意で貧困はなくせるのか? ―貧乏人の行動経済

学―

ディーン・

カーラン
みすず書房 2013 9784622077268 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000032451

純粋現象学への全般的序論 1 （イデ―ン : 純粋現

象学と現象学的哲学のための諸構想 (イデ―ン)

1）

エトムント・

フッサール
みすず書房 1979 9784622019169 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000036302

純粋現象学への全般的序論 2 （イデ―ン : 純粋現

象学と現象学的哲学のための諸構想 (イデ―ン)

1）

エトムント・

フッサール
みすず書房 1984 9784622019176 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000036303

構成についての現象学的諸研究 1 （イデ―ン : 純

粋現象学と現象学的哲学のための諸構想 (イデ―

ン) 2）

エトムント・

フッサール
みすず書房 2001 9784622019183 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000036304

構成についての現象学的諸研究 2 （イデ―ン : 純

粋現象学と現象学的哲学のための諸構想 (イデ―

ン) 2）

エトムント・

フッサール
みすず書房 2009 9784622019190 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000036305

現象学と、諸学問の基礎 （イデ―ン : 純粋現象

学と現象学的哲学のための諸構想 (イデ―ン) 3）

エトムント・

フッサール
みすず書房 2010 9784622019206 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000036306

現象学の理念 E.フッサール みすず書房 1965 9784622019213 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000036307

内的時間意識の現象学 E.フッサール みすず書房 1967 9784622019220 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000036308

論理学研究 1
エトムント・

フッサール
みすず書房 1968 9784622079514 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000036309

論理学研究 2
エトムント・

フッサール
みすず書房 1970 9784622079521 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000036310

論理学研究 3
エトムント・

フッサール
みすず書房 1974 9784622079538 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000036311

論理学研究 4
エトムント・

フッサール
みすず書房 1976 9784622079545 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000036312

アメリカ経済政策入門 ―建国から現在まで―

スティーヴ

ン・S・コーエ

ン

みすず書房 2017 9784622085836 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000043479

情報倫理 ―技術・プライバシ―・著作権― 大谷, 卓史 みすず書房 2017 9784622085621 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000044760

いかにして民主主義は失われていくのか ―新自

由主義の見えざる攻撃―

ウェンディ・

ブラウン
みすず書房 2017 9784622085690 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000046024

大不平等 ―エレファントカ―ブが予測する未来

―

ブランコ・ミ

ラノヴィッチ
みすず書房 2017 9784622086130 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000047737

日本の長い戦後 ―敗戦の記憶・トラウマはどう

語り継がれているか―
橋本, 明子 みすず書房 2017 9784622086215 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000048112

例外時代 ―高度成長はいかに特殊であったのか

―

マルク・レ

ヴィンソン
みすず書房 2017 9784622086536 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000052286

日米地位協定 ―その歴史と現在 (いま)― 明田川, 融 みすず書房 2017 9784622086475 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000054027
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沖縄憲法なき戦後 ―講和条約三条と日本の安全

保障―
古関, 彰一 みすず書房 2018 9784622086765 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000055905

ビットコインはチグリス川を漂う ―マネ―テク

ノロジ―の未来史―

デイヴィッ

ド・バーチ
みすず書房 2018 9784622086949 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000063508

中国はここにある ―貧しき人―のむれ― 梁, 鴻 みすず書房 2018 9784622087212 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000072215

科学者は、なぜ軍事研究に手を染めてはいけない

か
池内, 了 みすず書房 2019 9784622088141 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000081704

ケ―ス・スタディ ―生命倫理と法― 第2版

（ジュリスト増刊）
樋口, 範雄 有斐閣 2012 9784641113985 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007957

条文の読み方
法制執務用語

研究会
有斐閣 2012 9784641125544 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007984

憲法学Ⅰ　憲法総論 芦部, 信喜 有斐閣 1992 9784641031685 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007985

LAW IN CONTEXT 憲法 ―法律問題を読み解く

35の事例―
松井, 茂記 有斐閣 2010 9784641130845 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007990

憲法基本判例を読み直す （法学教室Library） 野坂, 泰司 有斐閣 2011 9784641130616 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007992

不法行為判例に学ぶ ―社会と法の接点― 大村, 敦志 有斐閣 2011 9784641136083 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000008005

重点講義民事訴訟法 第2版補訂版（上） 高橋, 宏志 有斐閣 2013 9784641136557 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000008013

金融と法 ―企業ファイナンス入門― 大垣, 尚司 有斐閣 2010 9784641135635 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000008030

番号法の逐条解説 宇賀, 克也 有斐閣 2014 9784641131583 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016321

安全保障の国際政治学 ―焦りと傲り― 第2版 土山, 実男 有斐閣 2014 9784641149038 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016367

現代租税の理論と思想 = Theory and thoughts

of modern taxation
宮本, 憲一 有斐閣 2014 9784641164246 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016379

法と経済で読みとく雇用の世界 ―これからの雇

用政策を考える― 新版
大内, 伸哉 有斐閣 2014 9784641164291 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016383

日本型ビジネスモデルの中国展開 伊丹, 敬之 有斐閣 2013 9784641164178 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016386

商業まちづくり政策 ―日本における展開と政策

評価―
渡辺, 達朗 有斐閣 2014 9784641164352 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016393

日本の消費者はなぜタフなのか ―日本的・現代

的特性とマ―ケティング対応―
三浦, 俊彦 有斐閣 2013 9784641164215 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016397

租税法と市場 金子, 宏 有斐閣 2014 9784641131668 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016991

重点講義民事訴訟法 下  第2版補訂版 高橋, 宏志 有斐閣 2014 9784641136885 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000017084

選挙制度改革の理論 ―議会制民主主義と選挙制

度―
吉田, 善明 有斐閣 1979 9784641912854 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000019188

労働時間の法的構造 荒木, 尚志 有斐閣 1991 9784641901261 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000019498

解雇と労働契約の終了 小西, 國友 有斐閣 1995 9784641901483 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000019500

信託法実務判例研究 新井, 誠 有斐閣 2015 9784641136908 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000026431

行政法総論 第6版（行政法 1） 塩野, 宏 有斐閣 2015 9784641131866 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000026638

企業統治の法と経済 ―比較制度分析の視点で見

るガバナンス―
田中, 亘 有斐閣 2015 9784641164543 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027193

インタ―ネット法 = Internet law 松井, 茂記 有斐閣 2015 9784641125834 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000034355

日本の公開買付け ―制度と実証― 田中, 亘 有斐閣 2016 9784641137585 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000040905

イノベ―ション時代の競争政策 ―研究・特許・

プラットフォ―ムの法と経済―
小田切　宏之 有斐閣 2016 9784641164963 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000041320

行政不服審査法の逐条解説 = Commentary on

administrative appeal act 第2版
宇賀, 克也 有斐閣 2017 9784641227217 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000042220

国民の権利及び義務 1 （有斐閣コンメンタ―ル .

注釈日本国憲法 2）
川岸, 令和 有斐閣 2017 9784641017979 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000042725

派遣労働という働き方 ―市場と組織の間隙― 島貫, 智行 有斐閣 2017 9784641164970 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000043953

非伝統的金融政策 ―政策当事者としての視点― 宮尾, 龍蔵 有斐閣 2016 9784641164901 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000044743

新・国際売買契約ハンドブック
住友商事株式

会社法務部
有斐閣 2018 9784641046740 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000052228

解雇規制を問い直す ―金銭解決の制度設計― 山本, 陽大 有斐閣 2018 9784641165212 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000063512

現代日本の政党政治 ―選挙制度改革は何をもた

らしたのか―
濱本, 真輔 有斐閣 2018 9784641149250 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000064804
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地方債の経済分析 持田, 信樹 有斐閣 2018 9784641165328 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000075534

地方財政健全化法とガバナンスの経済学 =

Economics of governance effect of Act on

Assurance of Sound Financial Status of Local

赤井, 伸郎 有斐閣 2019 9784641165458 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000081709

自衛隊史論 ―政・官・軍・民の60年― 佐道, 明広 吉川弘文館 2015 9784642038416 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000017585

戦没者合祀と靖国神社 赤澤, 史朗 吉川弘文館 2015 9784642082822 9784642204569 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023043

日本軍事史年表 ―昭和・平成―
吉川弘文館編

集部
吉川弘文館 2012 9784642014656 9784642204651 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000024883

海底ケ―ブルと通信社の誕生 （情報覇権と帝国

日本 1）
有山, 輝雄 吉川弘文館 2013 9784642038232 9784642204668 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000024884

通信技術の拡大と宣伝戦 （情報覇権と帝国日本

2）
有山, 輝雄 吉川弘文館 2013 9784642038249 9784642204675 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000024885

占領から独立へ ―1945〜1952―（現代日本政治

史 1）
楠, 綾子 吉川弘文館 2013 9784642064354 9784642204910 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000024909

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 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000024910

高度成長と沖縄返還 ―1960〜1972―（現代日本

政治史 3）
中島, 琢磨 吉川弘文館 2012 9784642064378 9784642204934 可 50 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 可 50 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 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000024913

沖縄戦と孤児院 ―戦場の子どもたち― 浅井, 春夫 吉川弘文館 2016 9784642082921 9784642205634 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027624

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― 426）
上田, 美和 吉川弘文館 2016 9784642058261 9784642205726 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028065

沖縄返還後の日米安保 ―米軍基地をめぐる相克

―
野添, 文彬 吉川弘文館 2016 9784642038553 9784642205894 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000031989

総力戦体制下の満洲農業移民 玉, 真之介 吉川弘文館 2016 9784642038546 9784642205924 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000031992

昭和期の内閣と戦争指導体制 関口, 哲矢 吉川弘文館 2016 9784642038560 9784642206051 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000034404

「主権国家」成立の内と外 （日本近代の歴史

2）
大日方, 純夫 吉川弘文館 2016 9784642068130 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000036332

日清・日露戦争と帝国日本 （日本近代の歴史

3）
飯塚, 一幸 吉川弘文館 2016 9784642068147 9784642206198 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000040160

東アジア電信網と朝鮮通信支配 （情報覇権と帝

国日本 3）
有山, 輝雄 吉川弘文館 2016 9784642038607 9784642206259 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000040166

軍用機の誕生 ―日本軍の航空戦略と技術開発―

（歴史文化ライブラリ― 443）
水沢, 光 吉川弘文館 2017 9784642058438 9784642206389 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000041312

坂東の成立 ―飛鳥・奈良時代―（古代の東国

2）
川尻, 秋生 吉川弘文館 2017 9784642068192 9784642206396 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000041313

植民地期朝鮮の地域変容 ―日本の大陸進出と咸

鏡北道―
加藤, 圭木 吉川弘文館 2017 9784642038645 9784642206433 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000041317

日朝関係史 関, 周一 吉川弘文館 2017 9784642083089 9784642206556 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000041660

沖縄の戦争遺跡 ―「記憶」を未来につなげる― 吉浜, 忍 吉川弘文館 2017 9784642083171 9784642210744 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000044039

覚醒する「関東」 ―平安時代―（古代の東国

3）
荒井, 秀規 吉川弘文館 2017 9784642068208 9784642210768 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000044041

国民学校 ―皇国の道―（歴史文化ライブラリ―

10）
戸田, 金一 吉川弘文館 1997 9784642054102 9784642206754 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000044937

軍備拡張の近代史 ―日本軍の膨張と崩壊―（歴

史文化ライブラリ― 18）
山田, 朗 吉川弘文館 1997 9784642054188 9784642206839 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000044945

鉄道と近代化 （歴史文化ライブラリ― 38） 原田, 勝正 吉川弘文館 1998 9784642054386 9784642207034 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000044963

日露戦争の時代 （歴史文化ライブラリ― 41） 井口, 和起 吉川弘文館 1998 9784642054416 9784642207065 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000044966

学徒出陣 ―戦争と青春―（歴史文化ライブラリ

― 43）
蜷川, 壽惠 吉川弘文館 1998 9784642054430 9784642207089 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000044968

特務機関の謀略 ―諜報とインパ―ル作戦―（歴

史文化ライブラリ― 57）
山本, 武利 吉川弘文館 1998 9784642054577 9784642207225 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000044982

文学から見る「満洲」 ―「五族協和」の夢と現

実―（歴史文化ライブラリ― 58）
川村, 湊 吉川弘文館 1998 9784642054584 9784642207232 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000044983

太平洋戦争と歴史学 （歴史文化ライブラリ―

77）
阿部, 猛 吉川弘文館 1999 9784642054775 9784642207423 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000045111

エトロフ島 ―つくられた国境―（歴史文化ライ

ブラリ― 78）
菊池, 勇夫 吉川弘文館 1999 9784642054782 9784642207430 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000045112

第二次世界大戦 ―現代世界への転換点―（歴史

文化ライブラリ― 114）
木畑, 洋一 吉川弘文館 2001 9784642055147 9784642207799 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000045147
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帝都防衛 ―戦争・災害・テロ―（歴史文化ライ

ブラリ― 452）
土田, 宏成 吉川弘文館 2017 9784642058520 9784642210867 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000046001

古代朝鮮の国家体制と考古学 山本, 孝文 吉川弘文館 2017 9784642081535 9784642211093 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000048996

戦争とトラウマ ―不可視化された日本兵の戦争

神経症―
中村, 江里 吉川弘文館 2018 9784642038690 9784642211215 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000049328

日本の参謀本部 （読みなおす日本史） 大江, 志乃夫 吉川弘文館 2018 9784642067591 9784642211413 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000052239

陸軍中野学校と沖縄戦 ―知られざる少年兵「護

郷隊」―（歴史文化ライブラリ― 466）
川満, 彰 吉川弘文館 2018 9784642058667 9784642211581 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000054064

沖縄からの本土爆撃 ―米軍出撃基地の誕生―

（歴史文化ライブラリ― 468）
林, 博史 吉川弘文館 2018 9784642058681 9784642211611 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000055921

帝国日本の外交と民主主義 酒井, 一臣 吉川弘文館 2018 9784642038775 9784642211666 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000055926

日中戦争と汪兆銘 （歴史文化ライブラリ―

158）
小林, 英夫 吉川弘文館 2003 9784642055581 9784642208239 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000060405

文化財報道と新聞記者 （歴史文化ライブラリ―

173）
中村, 俊介 吉川弘文館 2004 9784642055734 9784642208383 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000060420

帝国日本と植民地都市 （歴史文化ライブラリ―

174）
橋谷, 弘 吉川弘文館 2004 9784642755740 9784642208390 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000060421

スガモプリズン ―戦犯たちの平和運動―（歴史

文化ライブラリ― 176）
内海, 愛子 吉川弘文館 2004 9784642755764 9784642208413 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000060423

激動昭和と浜口雄幸 （歴史文化ライブラリ―

180）
川田, 稔 吉川弘文館 2004 9784642055802 9784642208451 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000060427

銃後の社会史 ―戦死者と遺族―（歴史文化ライ

ブラリ― 203）
一ノ瀬, 俊也 吉川弘文館 2005 9784642056038 9784642208680 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000060449

戦後政治と自衛隊 （歴史文化ライブラリ―

212）
佐道, 明広 吉川弘文館 2006 9784642056120 9784642208772 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000060458

沖縄戦を知る事典 ―非体験世代が語り継ぐ― 吉浜, 忍 吉川弘文館 2019 9784642083522 9784642212618 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000076791

特攻隊の「故郷」 ―霞ヶ浦・筑波山・北浦・鹿

島灘―（歴史文化ライブラリ― 485）
伊藤, 純郎 吉川弘文館 2019 9784642058858 9784642212649 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000077908

天皇の政治史 ―睦仁・嘉仁・裕仁の時代―（読

みなおす日本史）
安田, 浩 吉川弘文館 2019 9784642071062 9784642212670 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000077911

天下人の時代 （日本近世の歴史 1） 藤井, 譲治 吉川弘文館 2011 9784642064293 9784642212953 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000079291

綱吉と吉宗 （日本近世の歴史 3） 深井, 雅海 吉川弘文館 2012 9784642064316 9784642212977 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000079293

田沼時代 （日本近世の歴史 4） 藤田, 覚 吉川弘文館 2012 9784642064323 9784642212984 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000079294

統計学はときにセクシ―な学問である

デビッド・

シュピーゲル

ハルター

ライフサイエンス

出版
2018 9784897753720 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000074518

Keynoteで魅せる「伝わる」プレゼンテ―ション

テクニック
長沢, 智治 ラトルズ 2018 9784899774730 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000052512

地域銀行の経営行動 ―変革期の対応―（早稲田

大学学術叢書 36）
森, 祐司 早稲田大学出版部 2014 9784657147066 9784657156105 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000024146

アクティブ・ライフスタイルの構築 ―身体活

動・運動の行動変容研究―（早稲田大学学術叢書

37）

竹中, 晃二 早稲田大学出版部 2015 9784657157010 9784657156112 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000024147

日本復帰と反復帰 ―戦後沖縄ナショナリズムの

展開―（早稲田大学学術叢書 43）
小松, 寛 早稲田大学出版部 2015 9784657157072 9784657156174 可 50 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000024153
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