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9784000265898 対話という思想 ―プラトンの方法叙説―（双書現代の哲学） 岩波書店 2013 内山, 勝利 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000003702

9784130130233 自分で考えてみる哲学 東京大学出版会 2017 ブレンダン・ウィルソン https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000046806

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

9784326302376 権力と平和の模索 ―国際関係史の理論と現実― 勁草書房 2015 ハリー・ヒンズリー https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000017897

9784560092354 貨幣の哲学 新訳版, 新装復刊 白水社 2018 ゲオルク・ジンメル https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000060714

9784560092453 社会学 上 ―社会化の諸形式についての研究―新装復刊 白水社 2018 ゲオルク・ジンメル https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000060715

9784560092460 社会学 下 ―社会化の諸形式についての研究―新装復刊 白水社 2018 ゲオルク・ジンメル https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000060716

9784560096017 起源 （白水iクラシックス . ルソー・コレクション） 白水社 2015
ジャン=ジャック・ル

ソー
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000018693

9784560096031 政治 （白水iクラシックス . ルソー・コレクション） 白水社 2015
ジャン=ジャック・ル

ソー
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000018695

9784560096048 孤独 （白水iクラシックス . ルソー・コレクション） 白水社 2015
ジャン=ジャック・ル

ソー
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000018696

9784582851564
古代哲学への招待 ―パルメニデスとソクラテスから始めよう―

（平凡社新書 156）
平凡社 2019 八木, 雄二 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000076963

9784588150432 ギリシア哲学と主観性 ―初期ギリシア哲学研究― 法政大学出版局 2014 日下部, 吉信 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000011220

9784621303412 社会思想史事典 丸善出版 2019 社会思想史学会 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000074406

9784622036524 人権宣言論争 ―イェリネック対ブトミー― みすず書房 2013 ゲオルク・イェリネック https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000003727

9784622076605 初期論集 ―哲学修業―（シモーヌ・ヴェイユ選集 1） みすず書房 2017 Weil, Simon https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000044471

9784622076612 中期論集 ―労働・革命―（シモーヌ・ヴェイユ選集 2） みすず書房 2017 Weil, Simon https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000044472

9784622076629 後期論集 ―霊性・文明論―（シモーヌ・ヴェイユ選集 3） みすず書房 2017 Weil, Simon https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000044473

9784622079552 正義の境界 みすず書房 2016 オノラ・オニール https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027816

9784622086000 哲学とはなにか みすず書房 2017 ジョルジョ・アガンベン https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000042705

9784622087922
リベラリズムの系譜学 ―法の支配と民主主義は「自由」に何をも

たらすか―
みすず書房 2019 中村, 隆文 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000078470

9784767490748 イギリス哲学・思想事典 研究社 2012 日本イギリス哲学会 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000351

9784818814349 政治の発見 日本経済評論社 2013 ジグムント・バウマン https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000004380

9784818814486 ルソーの経済哲学 日本経済評論社 2012 B. フレーデン https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001904

9781119402909 Big C++: Late Objects, 3rd Edition
ワイリー・パブリッシング・

ジャパン／ワイリー・ブラッ

クウェル

2019 Horstmann, Cay S. https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000083401

9784254111569 フーリエ熱の解析的理論 朝倉書店 2020 フーリエ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000094781

9784254117271 可積分系の数理 （解析学百科 2） 朝倉書店 2019 中村, 佳正 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000072727

9784254131277 宇宙物理学ハンドブック 朝倉書店 2020 高原, 文郎 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000091692

9784560080009 馬車が買いたい!  新版 白水社 2012 鹿島, 茂 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001068

9784585052005 村上春樹 （日本の作家100人 . 人と文学） 勉誠出版 2014 平野, 芳信 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015135

9784585290889 近代日本におけるバイロン熱 勉誠出版 2016 菊池, 有希 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027777

9784622079729 遠読 ―「世界文学システム」への挑戦― みすず書房 2016 フランコ・モレッティ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000031985
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9784622087236 ブルジョワ ―歴史と文学のあいだ― みすず書房 2019 フランコ・モレッティ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000072212

9784766422115 O.ヘンリー「最後の一葉」 （深読み名作文学）
慶應義塾大学出版

会
2015 横山, 千晶 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000026425

9784766424904 漱石の書斎 ―外国文学へのまなざし : 共鳴する孤独―
慶應義塾大学出版

会
2018 飛ケ谷, 美穂子 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000049338

9784766425734
プレゼンテーション入門 ―学生のためのプレゼン上達術―（アカ

デミック・スキルズ）

慶應義塾大学出版

会
2020 大出, 敦 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000096060

9784780309645 あいまいさを引きうけて （日常を散策する 3） かもがわ出版 2018 清水, 真砂子 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000054236

9784864299879 理科教育法 ―理論をふまえた理科の授業実践―第3版 大学教育出版 2018 秋吉, 博之 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000064616

9784866920436 科学的リテラシーを育成する理科教育の創造 大学教育出版 2019 鶴岡　義彦 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000084504

9784866920771 新しい視点から見た教職入門 第2版 大学教育出版 2020 中田　正浩 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000089144

9784873547039
銀行家たちのロマン主義 ―一九世紀フランスの文芸とホモ・エコ

ノミクス―
関西大学出版部 2019 柏木, 治 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000075954

9784339046250 現代設計工学 コロナ社 2020 石川　晴雄 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000090290

9784781305677
LED照明のアプリケーションと技術 ―光学設計・評価・光学部品

―（エレクトロニクスシリーズ）
シーエムシー出版 2019 関, 英夫 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000079379

9780470537947 Semiconductor devices ―physics and technology―3rd ed
ワイリー・パブリッシング・

ジャパン／ワイリー・ブラッ

クウェル

2018 S.M. Sze https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000065257

9781118078877 Principles of electric machines and power electronics 3rd ed
ワイリー・パブリッシング・

ジャパン／ワイリー・ブラッ

クウェル

2018 P.C. Sen https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000065245

9781936333059
Matter, energy, and heat （Facts at your fingertips . Introducing

physics）

Brown Bear

Books
2018 Graham Bateman https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000054658

9781936333066
Light and sound （Facts at your fingertips . Introducing

physics）

Brown Bear

Books
2018 Graham Bateman https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000054656

9781936333073
Electricity and electronics （Facts at your fingertips . Introducing

physics）

Brown Bear

Books
2018 Graham Bateman https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000054655

9781936333080 Magnetism （Facts at your fingertips . Introducing physics）
Brown Bear

Books
2018 Graham Bateman https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000054657

9781936333097 Mechanics （Facts at your fingertips . Introducing physics）
Brown Bear

Books
2018 Graham Bateman https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000054659

9784061532946 初歩から学ぶ固体物理学 講談社 2020 矢口 裕之 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000089764

9784254131123 物性科学ハンドブック ―概念・現象・物質― 朝倉書店 2017 東京大学物性研究所 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000043475

9784254136395 物性物理30講 （物理学30講シリーズ 9） 朝倉書店 2012 戸田, 盛和 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002887

9784274069116 型システム入門 ―プログラミング言語と型の理論― オーム社 2013 Benjamin C.Pierce https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007368

9784274214905 基本からわかる電気回路講義ノート オーム社 2014 岩崎, 久雄 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000013762

9784274215100 基本からわかる電磁気学講義ノート オーム社 2014 市川, 紀充 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000013763

9784274215131 基本からわかるパワーエレクトロニクス講義ノート オーム社 2014 高木, 亮 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000013764

9784274215766 基本からわかる電気機器講義ノート オーム社 2015 下村, 昭二 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000024478

9784274216770 電気機器学 （OHM大学テキスト） オーム社 2017 白井, 康之 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000048172

9784274219665 例題とExcel演習で学ぶ実験計画法とタグチメソッド オーム社 2017 菅, 民郎 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000040936
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9784274219702 電機設計学 ―大学課程―改訂3版 オーム社 2017 竹内, 寿太郎 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000040171

9784274226090 Ansys工学解析入門 ―有限要素法解析ソフト―第3版 オーム社 2020 吉本, 成香 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000096562

9784274505812
基礎からくわしいパワーエレクトロニクス回路 ―パワエレ素子の

ON/OFFと動作波形の関係がよくわかる!!―改訂2版
オーム社 2015 島村, 茂 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000026816

9784295006060
Pythonではじめるプログラミング ―データ処理までしっかりマス

ター―

インプレスＲ＆Ｄ

／インプレスビジ

ネスメディア

2019 小波, 秀雄 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000076065

9784295006077
いちばんやさしい量子コンピューターの教本 ―人気講師が教える

世界が注目する最新テクノロジー―

インプレスＲ＆Ｄ

／インプレスビジ

ネスメディア

2019 湊, 雄一郎 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000076062

9784295008613
Marketing Python ―AI時代マーケターの独習プログラミング入門

―

インプレスＲ＆Ｄ

／インプレスビジ

ネスメディア

2020 高田　朋貴 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000094797

9784320061835 医用工学 ―医療技術者のための電気・電子工学―第2版 共立出版 2017 若松, 秀俊 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000046050

9784339008425 太陽電池のエネルギー変換効率 コロナ社 2020 喜多　隆 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000090251

9784339008647 電気機器学 コロナ社 2015 持永, 芳文 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025065

9784339008876 医・生物学系のための電気・電子回路 新版 コロナ社 2020 堀川　宗之 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000090256

9784339008982 これでなっとくパワーエレクトロニクス コロナ社 2018 高木, 茂行 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000061499

9784339009071 信号解析教科書 ―信号とシステム― コロナ社 2019 原島, 博 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000078581

9784339009095 集積回路のための半導体デバイス工学 コロナ社 2019 小林, 清輝 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000074404

9784339009170 信号処理教科書 ―不規則信号とフィルタ― コロナ社 2019 原島, 博 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000078582

9784339009217 ゼロからわかる回路シミュレータPSIM入門 コロナ社 2020
日本パワーエレクトロニ

クス協会
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000092912

9784339009224 フォトニクスの基礎 コロナ社 2020 榎原, 晃 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000092913

9784339011210
ディジタル信号処理と基礎理論 （ディジタル信号処理ライブラ

リー 1）
コロナ社 2014 谷萩, 隆嗣 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000010641

9784339011289
情報通信とディジタル信号処理 （ディジタル信号処理ライブラ

リー 8）
コロナ社 2014 谷萩, 隆嗣 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000010648

9784339028669 魔法のCプログラミング演習書 ―入門から実践まで― コロナ社 2017 倉光, 君郎 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000049017

9784339032185
高校数学でマスターする現代制御とディジタル制御 ―本質の理解

からMat@Scilabによる実践まで―
コロナ社 2016 小坂, 学 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000031997

9784339033069 システム制御工学演習 （システム制御工学シリーズ 6） コロナ社 2020 杉江　俊治 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000090280

9784339033106 適応制御 （システム制御工学シリーズ 10） コロナ社 2019 宮里, 義彦 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000072749

9784339078183

ネイティブスピーカーも納得する技術英語表現 = Technical

English expressions for effective communication with native

speakers

コロナ社 2019 福岡, 俊道 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000078586

9784407337396 電気機器概論 （First stageシリーズ 電気・電子） 実教出版 2017 熊谷, 文宏 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000042568
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9784419057299 学生・院生のためのレポート・論文の作成マニュアル 税務経理協会 2013 瀧川, 好夫 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006203

9784501315405 ニューラルシステムにおけるカオス
東京電機大学出版

局
2012 合原, 一幸 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001533

9784502285219 エネルギーの未来 ―脱・炭素エネルギーに向けて― 中央経済社 2019 馬奈木, 俊介 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000076807

9784535788251 スピントロニクス 日本評論社 2020 前川　禎通 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000091128

9784621300541 ポイントで学ぶ科学英語論文の書き方 改訂版 丸善出版 2016 小野, 義正 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000033491

9784627076716 基礎からの微分方程式 ―実例でよくわかる― 森北出版 2015 稲岡, 毅 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025614

9784627728226 制御工学 ―フィードバック制御の考え方―第2版 森北出版 2016 斉藤, 制海 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000032975

9784627731721 電気磁気学 新装版 ―その物理像と詳論― 森北出版 2016 小塚, 洋司 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000032933

9784627734623
大学1年生のための電気数学 ―電気回路・電磁気学の基礎数学―

第2版
森北出版 2015 高木, 浩一 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025631

9784627735828 例題と演習で学ぶ電気回路 [正] 第2版 森北出版 2017 服藤, 憲司 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000047780

9784627735927 例題と演習で学ぶ電気回路 続 第2版 森北出版 2017 服藤, 憲司 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000047781

9784627743328 よくわかる電気機器 第2版 森北出版 2020 森本 雅之 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000089924

9784757411470
理系英語のプレゼンテーション （理系たまごシリーズ . 世界で活

躍する理工系研究者を目指して 4）
アルク 2017 野口, ジュディー https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000042696

9784764904323
カオスニューロ計算 （ナチュラルコンピューティング・シリーズ

第3巻）
近代科学社 2016 堀尾, 喜彦 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000039305

9784764904866 量子計算 （ナチュラルコンピューティング・シリーズ 第6巻） 近代科学社 2016 西野, 哲朗 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000039307

9784764905023
製品開発のための実験計画法 ―JMPによる応答曲面法・コン

ピュータ実験―
近代科学社 2016 河村, 敏彦 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000033159

9784764910492
スッキリわかる微分方程式とベクトル解析 ―誤答例・評価基準つ

き―
近代科学社 2016 皆本, 晃弥 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000033187

9784766425772
思考を鍛えるレポート・論文作成法 = Developing critical thinking

to write papers 第3版

慶應義塾大学出版

会
2019 井下, 千以子 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000074382

9784781302683

酸化物半導体と鉄系超伝導 = Oxide semiconductors and iron

based superconductors ―新物質・新機能・応用展開―（エレク

トロニクスシリーズ）

シーエムシー出版 2017 細野, 秀雄 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000040110

9784785322427 基礎からの量子力学 裳華房 2015 上村, 洸 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023942

9784785322502 力学・電磁気学・熱力学のための基礎数学 裳華房 2017 松下, 貢 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000042534

9784785322533
量子力学 ―現代的アプローチ―（裳華房フィジックスライブラ

リー）
裳華房 2018 牟田, 泰三 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000060365

9784798158433 micro:bitゲームプログラミング ―親子で一緒につくろう!― 翔泳社 2020 橋山　牧人 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000088691

9784839951511 データ集計・分析のためのSQL入門 マイナビ出版 2015 ALBERT https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025196

9784844333937 スッキリわかるSQL入門 ―ドリル215問付き!―

インプレスＲ＆Ｄ

／インプレスビジ

ネスメディア

2018 中山, 清喬 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000049516

9784844608370 趣味で量子力学 理工図書 2019 広江, 克彦 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000075201

9784274068959 Excelで学ぶ実験計画法 ―シックスシグマと重回帰分析― 第2版 オーム社 2012 菅, 民郎 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002739
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9784523265313
英文書類や英語論文で必須の基本表現 ―これだけは身に付けたい

基礎ルール―
南雲堂 2015 篠田, 義明 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000022877

9784061543768 化学版これを英語で言えますか? 講談社 2016 齋藤, 勝裕 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028320

9784759819861 フロンティア軌道論で理解する有機化学 化学同人 2019 稲垣, 都士 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000075559

9784254102765 アブストラクトで学ぶ理系英語 ―構造図解50― 朝倉書店 2018 斎藤, 恭一 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000052968

9784254141054 錯体化合物事典 朝倉書店 2019 錯体化学会 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000078517

9784274222511 化学史への招待 オーム社 2020 化学史学会 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000093308

9784274224416 化学のためのPythonによるデータ解析・機械学習入門 オーム社 2020 金子　弘昌 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000093312

9784274225901 LC/MS,LC/MS/MSにおけるスペクトル解析 オーム社 2020

日本分析化学会液体クロ

マトグラフィー研究懇談

会

https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000095971

9784339066418 化学系学生のためのExcel 2016/VBA入門 ―PowerPoint増補版― コロナ社 2018 寺坂, 宏一 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000064836

9784339066494 化学系学生にわかりやすい電気化学 コロナ社 2020 井手本, 康 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000095948

9784339078206 理工系の技術文書作成ガイド コロナ社 2020 白井, 宏 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000087258

9784339078220
工学系卒論の書き方 ―まちがいだらけの文書から卒業しよう : 基

本はここだ!―
コロナ社 2020 別府, 俊幸 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000089580

9784523265238 ICT時代の英語コミュニケーション ―基本ルール― 南雲堂 2015 篠田, 義明 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000022876

9784621077627 化学・薬学のためのX線解析入門 第2版 丸善出版 2012 平山, 令明 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000323

9784621089460 理系のための科学技術者倫理 ―JABEE基準対応― 丸善出版 2015 直江, 清隆 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000026657

9784759810684 人名反応に学ぶ有機合成戦略 化学同人 2019 ラズロー・カーティ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000084868

9784759818390 化学史事典 化学同人 2019 化学史学会 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000078189

9784759819915 電気化学インピーダンス ―数式と計算で理解する基礎理論― 化学同人 2019 城間, 純 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000075556

9784759819960 化学のしごと図鑑 ―きみの未来をさがしてみよう― 化学同人 2019 近畿化学協会 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000076832

9784785335168 しっかり学ぶ化学熱力学 ―エントロピーはなぜ増えるのか― 裳華房 2019 石原, 顕光 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000077158

9784061547759 絵でわかる感染症 with もやしもん （絵でわかるシリーズ） 講談社 2016 岩田, 健太郎 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028324

9784254141023 基礎分析化学 朝倉書店 2016 小熊, 幸一 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027681

9784274213755 化学実験における事故例と安全 オーム社 2013 田村, 昌三 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007398

9784307470490 衛生試験法・注解　2020 金原出版 2020 日本薬学会 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000089237

9784492557945
コーチング・バイブル ―人の潜在力を引き出す協働的コミュニ

ケーション―第4版（Best solution）
東洋経済新報社 2020

ヘンリー・キムジーハウ

ス
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000090807

9784498048782 臨床研究アウトプット術 中外医学社 2020 前田, 圭介 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000089085

9784498109124 実践多職種連携教育 中外医学社 2020 駒沢, 伸泰 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000089084

9784501624705 アミノ酸 ―タンパク質と生命活動の化学―
東京電機大学出版

局
2012 船山, 信次 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001622

9784521747934
アンチ・ドーピング徹底解説スポーツ医薬 ―服薬指導とその根拠

―
中山書店 2020 鈴木, 秀典 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000087309

9784525471217 147処方を味方にする漢方見ひらき整理帳 南山堂 2018 井齋, 偉矢 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000052908

9784525706517 専門薬剤師からみた薬物治療の勘所 ―プロフェッショナルEYE― 南山堂 2020 望月　敬浩 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000090184
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9784525723811 クリニカルファーマコメトリクス = Clinical Pharmacometrics 南山堂 2019 辻, 泰弘 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000078249

9784525776015 医療現場のための薬物相互作用リテラシー 南山堂 2020 大野　能之 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000086116

9784525783518 地域包括ケアで薬立つ4ELEMENTS実践ガイド 南山堂 2020
京都大学医学部附属病院

薬剤部
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000090186

9784621087589 化学実験の事故事例・事故防止ハンドブック 丸善出版 2014 鈴木, 仁美 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000011085

9784621304037 臨床薬物動態学 ―薬物治療の適正化のために―第4版 丸善出版 2019 緒方, 宏泰 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000081787

9784627245518 基礎からわかる分析化学 （物質工学入門シリーズ） 森北出版 2016 加藤, 正直 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000032897

9784627245617 基礎からわかる機器分析 （物質工学入門シリーズ） 森北出版 2016 加藤, 正直 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000032898

9784757436084
多文化共生のコミュニケーション ―日本語教育の現場から―改訂

版
アルク 2020 徳井 厚子 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000090968

9784758102483 医療統計解析使いこなし実践ガイド ―臨床研究で迷わないQ&A― 羊土社 2020 対馬, 栄輝 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000090799

9784758109413
128症例で身につける臨床薬学ハンドブック ―薬物治療の考え方

と服薬指導のポイント―改訂第3版
羊土社 2019 越前, 宏俊 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000084638

9784758109444 薬を扱うなら知っておきたい！薬剤経済はじめの一歩 羊土社 2020 赤沢　学 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000086479

9784758118668
臨床現場で必要な力が試される感染症の「リアル」問題集 （抗菌

薬ドリル 実践編）
羊土社 2020 羽田野, 義郎 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000089515

9784758118699 ABC of医療プロフェッショナリズム 羊土社 2020 宮田　靖志 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000087298

9784758118705
ABC of 臨床コミュニケーション ―医療をスムーズにする"伝える/

聞き取る"技術―
羊土社 2020 Nicola Cooper https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000089967

9784758121071
科研費獲得の方法とコツ ―実例とポイントでわかる申請書の書き

方と応募戦略―改訂第7版
羊土社 2020 児島, 将康 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000091799

9784758122047
もっとよくわかる!医療ビッグデータ ―オミックス、リアルワール

ドデータ、AI医療・創薬―（実験医学 別冊）
羊土社 2020 田中, 博 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000089963

9784759813845
医療・診断・創薬の化学 ―医療分野に挑む革新的な化学技術―

（CSJ Current Review 24）
化学同人 2018 日本化学会 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000049380

9784759813913
分子アーキテクトニクス ―単分子技術が拓く新たな機能―（CSJ

Current Review 31）
化学同人 2019 日本化学会 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000075562

9784759813937
超分子ポリマー ―超分子・自己組織化の基礎から先端材料への応

用まで―（CSJ Current Review 33）
化学同人 2019 日本化学会 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000081769

9784759813944
持続可能社会をつくるバイオプラスチック ―バイオマス材料と生

分解性機能の実用化と普及へ向けて―（CSJ Current Review 34）
化学同人 2020 日本化学会 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000091714

9784759813968
生体分子反応を制御する ―化学的手法による機構と反応場の解明

―（CSJ Current Review 36）
化学同人 2020 日本化学会 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000091715

9784759813975
高機能性金属錯体が拓く触媒科学 ―革新的分子変換反応の創出を

めざして―（CSJ Current Review 37）
化学同人 2020 日本化学会 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000091716

9784759814170
フロー・マイクロ合成 ―基礎から実際の合成・製造まで―（Dojin

academic series 7）
化学同人 2015 吉田, 潤一 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000018577

9784759819458 困ったときの有機化学 上 第2版 化学同人 2019 D.R. クライン https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000072740
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9784759819465 困ったときの有機化学 下 第2版 化学同人 2019 D.R.クライン https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000075558

9784759819670 13歳からの研究倫理 ―知っておこう!科学の世界のルール― 化学同人 2018 大橋, 淳史 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000067788

9784759819755 失敗しない液クロ分析 ―試料前処理と溶離液作成のコツ― 化学同人 2018 松下, 至 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000068397

9784759820362 時間栄養学 ―時計遺伝子、体内時計、食生活をつなぐ― 化学同人 2020 柴田, 重信 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000091712

9784764411838
Q&Aですらすらわかる体内時計健康法 ―時間栄養学・時間運動

学・時間睡眠学から解く健康―
杏林書院 2020 田原, 優 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000090386

9784765318167 生命倫理と医療倫理 第4版 金芳堂 2020 伏木, 信次 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000092953

9784765318341
経済学を知らずに医療ができるか!? ―医療従事者のための医療経

済学入門―
金芳堂 2020 康永, 秀生 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000092954

9784765318365
ホンモノの薬歴の書き方 ―薬歴ってどう書くの?薬剤師のお悩み

解決!―
金芳堂 2020 岡村, 祐聡 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000092955

9784765318433
医学論文の活かし方 ―1日1論文、30日で、薬剤師としてレベル

アップ!―
金芳堂 2020 児島, 悠史 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000095980

9784767960814 新食品分析ハンドブック 建帛社 2013 菅原, 龍幸 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000005659

9784785335069 薬学系のための基礎化学 裳華房 2020 齋藤　勝裕 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000090954

9784785335151 スタンダード分析化学 裳華房 2020 角田　欣一 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000090936

9784840465793
Dr.イワケンのねころんで読める英語論文 ―ナース・研修医必見!

海外論文がすらすら読めるようになるヒケツ―
メディカ出版 2018 岩田, 健太郎 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000064861

9784840468541
CDCガイドラインの使い方感染対策 ―You Can Do it! : 誰でも

サッとできる!―
メディカ出版 2019 矢野, 邦夫 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000074418

9784840471954 訪問看護師のための在宅感染予防テキスト オールカラー改訂2版 メディカ出版 2020
HAICS研究会　PICSプ

ロジェクト
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000087291

9784883787128 救急医療のための新型コロナウイルス感染症COVID-19診療ガイド 総合医学社 2020 太田　凡 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000093380

9784897754130 おもしろ医学論文イッキ読み ―デマ情報にもう負けない!―
ライフサイエンス

出版
2020 青島　周一 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000092166

9784906844166 5W1H×感染対策 ―6つの要素で対策の肝をつかもう!― リーダムハウス 2019 矢野, 邦夫 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000074716

情報倫理ハンドブック 2020年度版 ｎｏａ出版 2020 noa出版 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000086878

9784326654024 ロールズと自由な社会のジェンダー ―共生への対話― 勁草書房 2016 金野, 美奈子 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000031939

9784492974346 就職四季報企業研究・インターンシップ版 2022年版 東洋経済新報社 2020 東洋経済新報社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000091771

9784589039705 教養のためのセクシュアリティ・スタディーズ 法律文化社 2019 風間, 孝 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000075865

9784621305126 「やさしい日本語」表現事典 丸善出版 2020 庵, 功雄 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000094770

9784757430037 相手と場面で使い分ける英語表現ハンドブック アルク 2017 高橋, 朋子 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000044554

9784757436008
キクタンTOEIC L&RテストSCORE 600 【スマホ・読上】（キク

タンTOEICシリーズ）
アルク 2020 一杉 武史 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000090995

9784757436015
キクタンTOEIC L&RテストSCORE 800 【スマホ・読上】（キク

タンTOEICシリーズ）
アルク 2020 一杉 武史 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000090996

9784757436022
キクタンTOEIC L&RテストSCORE 990 【スマホ・読上】（キク

タンTOEICシリーズ）
アルク 2020 一杉 武史 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000090997

9784757436039 TOEIC L&RテストPart 5語彙問題だけ555 アルク 2020 西嶋　愉一 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000090975
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9784757436114 はじめてのTOEIC S&Wテスト完全攻略 アルク 2020 横川 綾子 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000090977

9784757436169 TOEIC L&RテストPart7を全部読んでスコアを稼ぐ本 アルク 2020 岩重 理香 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000090976

9784757436404 キクタンTOEIC L&RテストSCORE 500 【スマホ・読上】 アルク 2020 一杉　武史 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000092700

9784758922425 英語クラスターハンドブック ―基本単語のつながり用例辞典― 開拓社 2018 安井, 稔 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000060289

9784782104354 大学生のための化学の教科書 改訂 幸書房 2020 松本　一嗣 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000090872

9784790716419 大学新入生ハンドブック ―大学生活これだけは知っておきたい!― 世界思想社教学社 2015 世界思想社編集部 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025236

9784790717072 大学生学びのハンドブック ―勉強法がよくわかる!―4訂版 世界思想社教学社 2018 世界思想社編集部 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000063219

9784895900812
国際学会英語表現辞典 ―congress English : 即戦力・ポケット版

―
三輪書店 2012 大井, 静雄 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000579
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