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1 経済学部 異文化間コミュニケーション論
異文化理解入門 : グローバルな時代を生きるための / 原沢伊都夫
著

https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023744

2 経済学部 金融イノベーション論 Rによる計量経済学 / 秋山裕著 第2版 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000078549
3 経済学部 経営戦略論 企業の本質 / 周佐喜和 [ほか] 執筆 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007488
4 経済学部 経営戦略論 経営戦略 : 論理性・創造性・社会性の追求 / 大滝精一 [ほか] 著 第3版 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027848
5 経済学部 経済政策論Ⅰ ミクロ経済学Expressway / 八田達夫著 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015584

6 経済学部 経済政策論Ⅱ
マンキューマクロ経済学 / N・グレゴリー・マンキュー著 ; 足立英
之 [ほか] 訳

第4版 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000048958

7 経済学部 現代国際関係史 国際政治学をつかむ / 村田晃嗣 [ほか] 著 新版 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027196
8 経済学部 交通論Ⅱ ミクロ経済学Expressway / 八田達夫著 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015584

9 経済学部 社会政策
地方に生きる若者たち : インタビューからみえてくる仕事・結
婚・暮らしの未来 / 石井まこと, 宮本みち子, 阿部誠編

https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000076446

10 経済学部 初級マクロ経済学
マンキューマクロ経済学 / N・グレゴリー・マンキュー著 ; 足立英
之 [ほか] 訳

第4版 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000048958

11 経済学部 証券市場論 証券論 / 大村敬一, 俊野雅司著 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016377

12 経済学部 進化経済学Ⅱ
社会科学者のための進化ゲーム理論 : 基礎から応用まで / 大浦宏
邦著

https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000093611

13 経済学部 人事システム論Ⅱ
組織行動の考え方 : ひとを活かし組織力を高める9つのキーコンセ
プト / 金井壽宏, 高橋潔著

https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000044923

14 経済学部 人事システム論Ⅱ
ハーバードあなたを成長させるフィードバックの授業 / ダグラ
ス・ストーン, シーラ・ヒーン著 ; 花塚恵訳

https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000044842

15 経済学部 製品開発論
グローバル・環境・情報化社会とマネジメント / 周佐喜和 [ほか]
執筆

https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007489

16 経済学部 地域分析論Ⅰ
現代インドネシアを知るための60章 / 村井吉敬, 佐伯奈津子, 間瀬
朋子編著

https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000014681

17 経済学部 統計学 統計学 / 森棟公夫 [ほか] 著 改訂版 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027199

18 経済学部 法学入門
法学 : 人の一生と法律とのかかわり / 小川富之, 下田大介編著 ; 青
野篤 [ほか執筆]

https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000078369

19 経済学部 民法Ⅲ 債権総論 / 野村豊弘 [ほか] 著 第4版 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000055914
20 教育学部  幾何学Ⅱ 岩波数学辞典 / 日本数学会編集 第4版 https://japanknowledge.com/lib/search/basic/?cids=58010
21 教育学部  人体解剖学 ステップアップ解剖生理学ノート / 増田敦子監修 第2版 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000091029
22 教育学部  政治学特講 国際政治学をつかむ / 村田晃嗣 [ほか] 著 新版 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027196

23 教育学部 特別活動の指導法
学級・学校文化を創る特別活動 / 文部科学省国立教育政策研究所
教育課程研究センター著

https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000095466

24 教育学部  被服学Ⅱ 衣服製作の科学 / 松山容子編著 ; 猪又美栄子 [ほか] 共著 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000062610

25 教育学部  病弱児の心理・生理・病理
慢性疾患の子どもの学校生活 : 学校の先生にも知ってほしい / 満
留昭久編

https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000017856
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26 教養教育 応用数学Ｂ(Applied Mathematics B)
Excelで学ぶオペレーションズリサーチ / 大野勝久, 逆瀬川浩孝, 中
出康一著

https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000039299

27 教養教育 基礎ハングルII ポケットプログレッシブ韓日・日韓辞典 / 油谷幸利[ほか]編 http://japanknowledge.com/lib/search/basic/index.html?cids=46650%2C46651
28 教養教育 科学倫理(Ethics of Science) 大学講義技術者の倫理入門 / 杉本泰治, 高城重厚著 第5版 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027441
29 教養教育 教養ハングルⅡ ポケットプログレッシブ韓日・日韓辞典 / 油谷幸利[ほか]編 http://japanknowledge.com/lib/search/basic/index.html?cids=46650%2C46651
30 教養教育 経営学の基礎 企業の本質 / 周佐喜和 [ほか] 執筆 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007488

31 教養教育 経営学の基礎
グローバル・環境・情報化社会とマネジメント / 周佐喜和 [ほか]
執筆

https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007489

32 教養教育 現代国際政治と日本 国際政治学をつかむ / 村田晃嗣 [ほか] 著 新版 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027196
33 教養教育 社会福祉学・高齢者介護を中心に よくわかる社会福祉 / 山縣文治, 岡田忠克編 第11版 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000045059

34 教養教育 日本語４文法Ⅰ
日本語文法辞典【中級編】 : A Dictionary of Intermediate
Japanese Grammar

https://kinoden.kinokuniya.co.jp/oitauniv/bookdetail/p/KP00024235/

35 教養教育 日本語４文法Ⅰ 日本語基本文法辞典 : A Dictionary of Basic Japanese Grammar https://kinoden.kinokuniya.co.jp/oitauniv/bookdetail/p/KP00024234/
36 教養教育 日本国憲法 憲法を楽しむ / 憲法を楽しむ研究会編 ; 民谷渉 [ほか著] https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000091371
37 教養教育 波動と光(Wave and light) 振動と波動 / 吉岡大二郎著 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000046856

38 福祉健康科学部
基礎ゼミ（理学療法コース）
(Introduction to academic literacy)

大学生のための知的技法入門 / 佐藤望編著 ; 湯川武, 横山千晶, 近
藤明彦著

第3版 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000087016

39 福祉健康科学部
行動分析学（学習・言語心理学）
(Behavior Analysis（Psychology of
Learning and Language）)

行動分析学 : 行動の科学的理解をめざして / 坂上貴之, 井上雅彦著 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000054057

40 福祉健康科学部
心理的アセスメント(Psychological
Assessment)

高次脳機能障害学 / 石合純夫著 第2版 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000108178

41 福祉健康科学部
神経心理学(神経・生理心理学)(Neuro-
and Physiological Psychology)

脳神経心理学 / 利島保編 http://www.netLibrary.com/urlapi.asp?action=summary&v=1&bookid=263723

42 福祉健康科学部 生理学(Physiology) 生理学テキスト / 大地陸男著 第8版 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000053755

43 理工学部
ＣＡＤ演習(Seminar on Computer
Aided Design)

SolidWorksによる3次元CAD : modeling drawing robocon =
Three dimensional CAD by SolidWorks / 門脇重道 [ほか] 執筆

第2版 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000031661

44 理工学部 システム制御(System Control) 基礎制御工学 / 小林伸明, 鈴木亮一著 増補版 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000033531
45 理工学部 バイオメカニズム(Biomechanisms) 生体情報工学 / 赤澤堅造著 http://www.netLibrary.com/urlapi.asp?action=summary&v=1&bookid=217063

46 理工学部 プログラミング(programming)
プログラミング言語C : ANSI規格準拠 / B.W. カーニハン, D.M.
リッチー著 ; 石田晴久訳

第2版 [訳
書訂正版]

https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000084906

47 理工学部 プログラミング(programming) 学生のための基礎C / 若山芳三郎著 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001414
48 理工学部 遺伝子科学(Genetic Science) 生物の多様性と進化の驚異 / 井出利憲著 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001025

49 理工学部 遺伝子科学(Genetic Science)
細胞生物学と生化学の基礎から生物が成り立つしくみを知ろう /
井出利憲著

https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001023

50 理工学部 遺伝子科学(Genetic Science)
発生・分化や再生のしくみと癌,老化を個体レベルで理解しよう /
井出利憲著

https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001022
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51 理工学部 遺伝子科学(Genetic Science)
代謝と遺伝学の基礎を知り,生命を維持するしくみを学ぼう / 井出
利憲著

https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001024

52 理工学部 遺伝子科学(Genetic Science) 細胞の増殖とシグナル伝達の細胞生物学を学ぼう / 井出利憲著 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001021

53 理工学部 遺伝子科学(Genetic Science)
教科書だけじゃ足りない絶対必要な生物学的背景から最新の分子
生物学まで楽しく学べる名物講義 / 井出利憲著

https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001020

54 理工学部
応用プログラミング演習１(Advanced
Programming Laboratory 1)

プログラミング言語C : ANSI規格準拠 / B.W. カーニハン, D.M.
リッチー著 ; 石田晴久訳

第2版 [訳
書訂正版]

https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000084906

55 理工学部 意思決定のための数理
Excelで学ぶオペレーションズリサーチ / 大野勝久, 逆瀬川浩孝, 中
出康一著

https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000039299

56 理工学部 技術者倫理(Engineering Ethics)
技術者倫理とリスクマネジメント : 事故はどうして防げなかった
のか? / 中村昌允著

https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002724

57 理工学部 線形システム(Signals & Systems) 制御工学 : フィードバック制御の考え方 / 斉藤制海, 徐粒共著 第2版 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000032975
58 理工学部 解析学２展望(Practical Calculus 2) 解析入門 / 杉浦光夫著 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000046843
59 理工学部 幾何学Ｂ(Geometry B) 曲線と曲面の微分幾何 / 小林昭七著 改訂版 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000077156
60 理工学部 幾何学Ｂ(Geometry B) 岩波数学辞典 / 日本数学会編集 第4版 https://japanknowledge.com/lib/search/basic/?cids=58010

61 理工学部
機械計測工学(Measurement
Engineering)

計測システム工学の基礎 / 松田康広, 西原主計共著 第4版 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000096535

62 理工学部 機械物理学(Physics of Machinery) 工業力学入門 / 伊藤勝悦著 第3版 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000032914

63 理工学部 科学倫理(Ethics of Science)
技術者倫理とリスクマネジメント : 事故はどうして防げなかった
のか? / 中村昌允著

https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002724

64 理工学部
計算機科学概論(Introduction to
Computer Science)

インターネットの光と影 : 被害者・加害者にならないための情報
倫理入門 / 情報教育学研究会(IEC)・情報倫理教育研究グループ編

Ver. 6 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000082294

65 理工学部
計測工学１(Instrumentation
Engineering 1)

メカトロニクス計測の基礎 : 新SI対応 / 石井明, 木股雅章, 金子透
共著

改訂版 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000096105

66 理工学部 共生社会論 江戸の親子 : 父親が子どもを育てた時代 / 太田素子著 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000043958

67 理工学部
現代制御工学(Modern Control System
Theory and Design)

MATLABによる制御理論の基礎 / 野波健蔵編著 ; 西村秀和共著 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001439

68 理工学部
現代制御工学(Modern Control System
Theory and Design)

現代制御論 / 吉川恒夫, 井村順一共著 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000099633

69 理工学部 錯体化学(Complex Chemistry) 錯体化学の基礎と応用 / 湯浅真, 秋津貴城共著 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000026464
70 理工学部 錯体化学(Complex Chemistry) 錯体化学 / 佐々木陽一, 柘植清志著 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000048317

71 理工学部
情報セキュリティ演習(Cybersecurity
Seminar)

コンピュータネットワークセキュリティ / 八木毅, 秋山満昭, 村山
純一著

https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027076

72 理工学部 情報ネットワーク(Computer Network)
基礎からわかるTCP/IPネットワークコンピューティング入門 / 村
山公保著

第3版 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000018548
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73 理工学部 情報ネットワーク(Computer Network)
ネットワーク : 目には見えないしくみを構成する技術 / 井口信和
著

https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000032989

74 理工学部
情報職業指導(Careers Guidance on
Information Industries)

情報と職業 / 駒谷昇一, 辰己丈夫共著 改訂2版 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000031981

75 理工学部
数理科学英語(English skills for
Mathematical Sciences)

数学英和・和英辞典 / 小松勇作編 増補版 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000033529

76 理工学部
有機機能化学(Functional Organic
Chemistry )

有機工業化学 / 井上祥平著 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000048315

77 理工学部 制御工学(Control Engineering) 演習で学ぶ基礎制御工学 / 森泰親著 新装版 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000032952

78 理工学部
制御工学１(Control Systems
Engineering 1)

初めて学ぶ基礎制御工学 / 森政弘, 小川鑛一共著 第2版 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001314

79 理工学部 線形システム(Signals & Systems) 信号処理の基礎 / 横田康成著 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000032987

80 理工学部
数理科学特別講義Ａ(Special Course in
Mathematical Sciences A)

発見・予想を積み重ねる--それが整数論 / 安福悠著 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000041287

81 理工学部 電気回路１(Electric Circuit 1) 電気回路の基礎 / 西巻正郎, 森武昭, 荒井俊彦共著 第3版 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025629
82 理工学部 電気機器１(Electrical Machine 1) 電気機器工学 / 前田勉, 新谷邦弘共著 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000090260
83 理工学部 電気磁気学１(Electromagnetics 1) 電気磁気学 : その物理像と詳論 / 小塚洋司著 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000032933

84 理工学部
電気電子計測工学(Electrical and
Electronic Measurement Engineering)

電気・電子計測 / 阿部武雄, 村山実共著 第4版 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000083840

85 理工学部
電気電子材料(Electrical and
Electronic Materials)

現代電気電子材料 / 山本秀和, 小田昭紀共著 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000017739

86 理工学部
電気電子数学(Mathematics for
Electrical and Electronic Engineering)

物理数学の直観的方法 : 理工系で学ぶ数学「難所突破」の特効薬 /
長沼伸一郎著

普及版 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028526

87 理工学部 電子回路２(Electronic Circuits 2) 基礎から学べる論理回路 / 速水治夫著 第2版 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025636

88 理工学部
熱・流体工学(Thermal /Fluid
Engineering)

伝熱工学 / 庄司正弘著 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000049444

89 理工学部 波動と光 振動と波動 / 吉岡大二郎著 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000046856

90 理工学部
有機工業化学(Industrial Organic
Chemistry)

有機工業化学 / 井上祥平著 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000048315

91 理工学部
計測工学２(Instrumentation
Engineering 2)

センサ入門 / 雨宮好文著 改訂2版 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027719

92 理工学部
流体エネルギー工学(Fluid Energy
Engineering)

流体機械の基礎 / 井上雅弘, 鎌田好久共著 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002149
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