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西洋文芸と映画／文芸講読Ⅲ ロミオとジュリエット （対訳・注解研究社シェイクスピア選集 5） シェイクスピア https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000364

コンピュータ・イン・リサーチＢ Rによるやさしい統計学 山田,剛史 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002659

インテリアエレメント演習、インテリアデ

ザイン実習Ⅲ
インテリアコーディネーター2次試験完全攻略 石川, はるな https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000013380

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

現代の教養Ⅱ／（進化から考える人間らしさ） 肥満は進化の産物か? ―遺伝子進化が病気を生み出すメカニズム―（DOJIN選書 41） 颯田, 葉子 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016559

■こころの科学　検索用 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/SeriesDetail/Id/3000017419

個別の教育支援計画論 18トリソミー ―子どもへのよりよい医療と家族支援をめざして― 櫻井, 浩子 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000018461

不安の力 ―不確かさに立ち向かうこころ― 坂野, 登 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000018852

個別の教育支援計画論 病弱・虚弱児の医療・療育・教育 改訂3版 宮本, 信也 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000022910

行動を起こし、持続する力 ―モチベーションの心理学― 外山, 美樹 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023016

授業づくり、学級づくりの勘どころ ―教室を知的に、楽しく!― 吉川, 芳則 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023911

第二言語習得と英語教育 ことばの習得 ―母語獲得と第二言語習得― 鈴木, 孝明 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000024074

アジア史 中国の歴史 ―東アジアの周縁から考える―（有斐閣アルマ . 世界に出会う各国=地域史 Interest） 濱下, 武志 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025048

発酵学 発酵食品学 小泉, 武夫 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028517

生活行動論 視覚世界の謎に迫る ―脳と視覚の実験心理学―（ブルーバックス B-1501） 山口, 真美 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028846

化粧心理学 顔の百科事典 日本顔学会 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000030966

TOEICテスト中学英文法で600点! 小石, 裕子 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000031576

日本語学の研究／日本語学を学ぶＡ、日本

語日本文化第一演習Ｂ
現代意味論入門 吉本, 啓 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000033354

司法・犯罪心理学／非行・犯罪心理学 犯罪心理学事典 日本犯罪心理学会 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000034366

病弱児の心理・生理・病理Ⅰ 子どもたちの笑顔を支える小児緩和ケア 多田羅, 竜平 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000039314

「特別企画」家族療法とブリーフセラピー （こころの科学 176） 東, 豊 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000040096

TOEIC TEST文法・語彙出るとこだけ!問題集 小石, 裕子 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000041234

基礎生物 楽しくわかる生物・化学・物理 ―解剖生理や生化学をまなぶ前の― 岡田, 隆夫 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000041366

ぜんぶ絵で見る医療統計 ―身につく!研究手法と分析力― 比江島, 欣愼 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000042262

卒業研究 コピペと言われないレポートの書き方教室 ―3つのステップ : コピペから正しい引用へ― 山口, 裕之 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000043534

完全攻略!英検準1級 神部, 孝 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000044556

多文化共生論応用／多文化共生論Ｂ オランダ流ワーク・ライフ・バランス ―「人生のラッシュアワー」を生き抜く人々の技法― 中谷, 文美 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000044640

卒業研究 よくわかる卒論の書き方 第2版（やわらかアカデミズム・「わかる」シリーズ） 白井, 利明 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000045062

Ｓｔｕｄｙ　Ａｂｒｏａｄ　Ｐｒｅｐａｒ

ａｔｉｏｎ　Ⅲ／中期留学スキルズ
はじめてのホームステイ英会話 ―留学・ホームステイをリアルに体感!― 小林, 奈々子 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000045623

■歴史文化ライブラリー　全巻検索用 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/SeriesDetail/Id/3000046879

日本語文法史／日本語史Ｂ 実例詳解古典文法総覧 小田, 勝 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000047833
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食生活論 大学で学ぶ食生活と健康のきほん 吉澤, みな子 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000048138

完全攻略!英検3級 Evine https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000049116

完全攻略!英検準2級 増補版 Evine https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000049118

完全攻略!英検2級 神部, 孝 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000049119

ファッションプロデュース論 マーケティング ―「顧客ファースト」の時代を生き抜く新しいルール―（MarkeZine BOOKS . デジタル時代の基礎知識） 逸見, 光次郎 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000052454

ファッションプロデュース論 リサーチ ―多彩なデータから顧客の「すべて」を知る新しいルール―（MarkeZine BOOKS . デジタル時代の基礎知識） 石渡, 佑矢 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000052455

都市生活演習Ａ 経験から学ぶ人的資源管理 新版（有斐閣ブックス 456） 上林, 憲雄 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000052967

心理学上級演習Ⅰ 心理学 新版（New liberal arts selection） 無藤, 隆 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000055919

キリスト教と諸宗教 一神教とは何か ―キリスト教、ユダヤ教、イスラームを知るために―【スマホ・読上】（平凡社新書 865） 小原, 克博 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000058075

ファッションプロデュース論 ブランディング ―「顧客体験」で差がつく時代の新しいルール―（MarkeZine BOOKS . デジタル時代の基礎知識） 山口, 義宏 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000058376

ファッションプロデュース論 PR思考 ―人やメディアが「伝えたくなる」新しいルール―（MarkeZine BOOKS . デジタル時代の基礎知識） 伊澤, 佑美 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000058377

形式意味論入門 （開拓社叢書 27） 田中, 拓郎 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000060285

日本語音韻史／日本語史Ａ 日本語の誕生 ―古代の文字と表記―（歴史文化ライブラリー 151） 沖森, 卓也 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000060398

日本語日本文化第一演習Ａ＆B 働きたくないイタチと言葉がわかるロボット ―人工知能から考える「人と言葉」― 川添, 愛 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000061760

管理栄養士国家試験受験必修応用力試験問題集 第3版
女子栄養大学管理栄養士

国家試験対策委員会
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000062454

管理栄養士国家試験受験必修データ・資料集 第7版
女子栄養大学管理栄養士

国家試験対策委員会
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000062455

世界の文芸ⅡＢ 美女と野獣 ―オリジナル版―【スマホ・読上】
ガブリエル=シュザン

ヌ・ド・ヴィルヌーヴ
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000062591

学校図書館概論 学校司書の役割と活動 ―学校図書館の活性化の視点から― 金沢, みどり https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000063074

保育相談支援 保育士・幼稚園教諭のための保護者支援 ―保育ソーシャルワークで学ぶ相談支援―新版（これからの保育シリーズ） 永野, 典詞 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000063714

■平凡社新書　【スマホ・読上】　全巻検索用 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/SeriesDetail/Id/3000064478

心理学上級演習Ⅱ 公認心理師・臨床心理士大学院対策鉄則10&キーワード25 心理統計編 宮川, 純 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000064594

心理学上級演習Ⅱ 公認心理師・臨床心理士大学院対策鉄則10&サンプル18 研究計画書編 渋谷, 寛子 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000064595

心理学上級演習Ⅱ 公認心理師・臨床心理士大学院対策鉄則10&過去問30 院試実戦編 坂井, 剛 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000064596

心理学上級演習Ⅱ 公認心理師・臨床心理士大学院対策鉄則10&キーワード100 心理学編 【スマホ・読上】 宮川, 純 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000064597

完全攻略!TOEFL iBTテストリーディングリスニング コチェフ アレクサンダー https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000065156

完全攻略!TOEFL iBTテストスピーキングライティング コチェフ アレクサンダー https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000065157

らくらく合格秘書検定2・3級テキスト&問題集 （秘書教科書） 西村, この実 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000067569

ファッションプロデュース論 デジタル時代の基礎知識『商品企画』 ―「インサイト」で多様化するニーズに届ける新しいルール―（MarkeZine BOOKS） 富永, 朋信 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000067581

組織論 経営学入門 ―経験から学ぶ―第2版（有斐閣ブックス 449） 上林, 憲雄 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000067716

消費者法 大学生が知っておきたい消費生活と法律 細川, 幸一 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000067732

■マイナビ2021就活BOOK　全巻検索用 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/SeriesDetail/Id/3000076111

就職活動がまるごと分かる本 2021年度版 ―いつ?どこで?なにをする?―（内定獲得のメソッド） 岡, 茂信 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000076113

就活ノートの作り方 2021年度版 （内定獲得のメソッド） 才木, 弓加 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000076114

業界＆職種研究ガイド 2021年度版 ―自分に合った仕事は何だろう?―（内定獲得のメソッド） マイナビ出版編集部 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000076115

インターンシップ 2021年度版 ―仕事のホントを知る!見る!考える!―（内定獲得のメソッド） 岡, 茂信 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000076116

自己分析 2021年度版 ―適職へ導く書きこみ式ワークシート―（内定獲得のメソッド） 岡, 茂信 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000076117
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エントリーシート完全突破塾 2021年度版 （内定獲得のメソッド） 岡, 茂信 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000076118

一般常識即戦力問題集 2021年度版 （内定獲得のメソッド） マイナビ出版編集部 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000076119

SPI解法の極意 2021年度版 （内定獲得のメソッド） マイナビ出版編集部 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000076120

面接自己PR志望動機 2021年度版 （内定獲得のメソッド） 才木, 弓加 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000076121

面接担当者の質問の意図 2021年度版 （内定獲得のメソッド） 才木, 弓加 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000076122

でるとこだけのSPI 2021年度版 マイナビ出版編集部 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000076123

就活マナー 2021年度版 ―要点マスター!― 美土路, 雅子 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000076124

SPI 2021年度版 ―要点マスター!― マイナビ出版編集部 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000076125

要点マスター!一般常識 2021年度版 マイナビ出版編集部 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000076126

面接&エントリーシート 2021年度版 ―要点マスター!― 才木, 弓加 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000076127

日本語教育よくわかる教授法 ―「コース・デザイン」から「外国語教授法の史的変遷」まで― 小林, ミナ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000076242

給食経営管理実習Ⅰなど はじめての大量調理 ―イラストでみる― 殿塚, 婦美子 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000076358

文系女子のためのはじめての日商簿記3級合格テキスト&仕訳徹底マスター問題集 第3版 江頭, 幸代 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000076561

消費生活コンサルティング論 消費生活アドバイザー受験合格対策 2019年版 ―国家資格「消費生活相談員」が同時習得できる― 大矢野, 由美子 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000076612

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

公認心理師試験必勝キーワード66 ―313の関連キーワードでさくさく学べる予想問題付き―（こころJob Books） 長内, 優樹 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000078005

公認心理師技法ガイド ―臨床の場で役立つ実践のすべて― 伊藤, 絵美 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000078430

■新・基本保育シリーズ　全巻検索用 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/SeriesDetail/Id/3000080528

社会的養護Ⅰ 社会的養護 1 （新・基本保育シリーズ 6） 相澤, 仁 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000080535

管理栄養士国家試験頻出ワード別一問一答 2019 ―出るトコ徹底分析―
管理栄養士国試対策研

究会
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000080553

データ処理法Ⅱ 質的社会調査の方法 ―他者の合理性の理解社会学―【スマホ・読上】（有斐閣ストゥディア） 岸, 政彦 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000080852

発達障害教育総論 知的障害教育におけるカリキュラム・マネジメント 丹野　哲也 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000081387

算数科授業づくりの基礎・基本 坪田　耕三 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000081399

心理学統計法／統計基礎論 本当にわかりやすいすごく大切なことが書いてあるごく初歩の統計の本 本編 吉田, 寿夫 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000082950

心理学統計法／統計基礎論 本当にわかりやすいすごく大切なことが書いてあるごく初歩の統計の本 補足1 吉田, 寿夫 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000082951

心理学統計法／統計基礎論 本当にわかりやすいすごく大切なことが書いてあるごく初歩の統計の本 補足2 吉田, 寿夫 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000082952

心理学統計法／統計基礎論 本当にわかりやすいすごく大切なことが書いてあるちょっと進んだ心に関わる統計的研究法の本 1 吉田, 寿夫 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000082953

心理学統計法／統計基礎論 本当にわかりやすいすごく大切なことが書いてあるちょっと進んだ心に関わる統計的研究法の本 2 吉田, 寿夫 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000082954

心理学統計法／統計基礎論 本当にわかりやすいすごく大切なことが書いてあるちょっと進んだ心に関わる統計的研究法の本 3 吉田, 寿夫 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000082955

日本語教育能力検定試験合格するための問題集 新版 アルク日本語編集部 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000083942

日本語教育能力検定試験に合格するための用語集 改訂版 岩田, 一成 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000083943

日本語教育能力検定試験に合格するための基礎知識 改訂版 岡田, 英夫 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000083954

パブロフ流でみんな合格日商簿記2級商業簿記テキスト&問題集 第5版（簿記教科書） よせだ　あつこ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000084253

パブロフ流でみんな合格日商簿記2級商業簿記総仕上げ問題集 第4版（簿記教科書） よせだ　あつこ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000084254

パブロフ流でみんな合格日商簿記3級テキスト&問題集 第4版（簿記教科書） よせだ　あつこ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000084255

パブロフ流でみんな合格日商簿記3級総仕上げ問題集 第3版（簿記教科書） よせだ　あつこ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000084256
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管理栄養士国家試験合格のためのワークノート150日 第8版
女子栄養大学管理栄養

士国家試験対策委員会
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000084299

管理栄養士国家試験受験必修過去問集 2020
女子栄養大学管理栄養

士国家試験対策委員会
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000084300

忙しい人のための公認心理師試験対策問題集 上巻 青山, 有希 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000084305

忙しい人のための公認心理師試験対策問題集 下巻 青山, 有希 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000084306

心理療法／心理療法 時間のかかる営みを、時間をかけて学ぶための心理療法入門 【スマホ・読上】 小松　貴弘 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000084958

管理栄養士国家試験過去問解説集 2020 ―5年分徹底解説―
管理栄養士国試対策

研究会
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000085650

家族法 ―民法を学ぶ―第4版 窪田　充見 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000087235

卒業研究 最新英語論文によく使う表現　基本編 【スマホ・読上】 崎村　耕二 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000087507

卒業研究 最新英語論文によく使う表現　発展編 【スマホ・読上】 崎村　耕二 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000087508

日本語教授法応用Ａ 日本語教育文法講義ノート ―書き込み式でよくわかる―改訂版（日本語教師ハンドブック） 山下　暁美 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000087719

日本語検定公式過去問題集1級　令和2年度版 日本語検定委員会 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000088618

日本語検定公式過去問題集2級　令和2年度版 日本語検定委員会 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000088619

日本語検定公式過去問題集3級　令和2年度版 日本語検定委員会 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000088620
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