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No. タイトル 出版社名 出版年 URL(リンクあり)
1 新規クロミック材料の設計・機能・応⽤ （新材料シリーズ） シーエムシー出版 2005 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007040
2 TOEICテスト全パート完全攻略 完全改訂版 アルク 2014 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027605
3 TOEIC L&Rテスト⾄⾼の模試600問 ―新形式問題対応― アルク 2017 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000044553
4 3週間で攻略TOEIC L&Rテスト900点! （残り⽇数逆算シリーズ） アルク 2017 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000049120

5 完全攻略!中検4級 ―5週間の学習プログラム―（中国語検定試験で学ぶ中国語シリーズ 2） アルク 2018 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000065148

6
テレワークが未来を創る ―働き⽅改⾰で実現するトランスボーダー社会―（New thinking
and new ways）

インプレスＲ＆Ｄ／インプレスビジネスメディア 2015 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000064039

7 ゲームを作りながら楽しく学べるPythonプログラミング （Future coders） インプレスＲ＆Ｄ／インプレスビジネスメディア 2017 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000064134

8
最新JavaScript開発 ―ES2017対応モダンプログラミング―（技術の泉シリーズ
（NextPublishing））

インプレスＲ＆Ｄ／インプレスビジネスメディア 2017 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000064198

9 スッキリわかるSQL⼊⾨ ―ドリル222問付き!―第2版 インプレスＲ＆Ｄ／インプレスビジネスメディア 2018 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000068390

10
Pythonスクレイピングの基本と実践 ―データサイエンティストのためのWebデータ収集術
―（Impress top gear）

インプレスＲ＆Ｄ／インプレスビジネスメディア 2018 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000072044

11 ディープラーニングG検定ジェネラリスト問題集 （徹底攻略） インプレスＲ＆Ｄ／インプレスビジネスメディア 2019 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000072736
12 いちばんやさしいJavaScriptの教本 ―⼈気講師が教えるWebプログラミング⼊⾨―第2版 インプレスＲ＆Ｄ／インプレスビジネスメディア 2019 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000074392
13 スッキリわかるPython⼊⾨ インプレスＲ＆Ｄ／インプレスビジネスメディア 2019 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000076820
14 茶室設計 （エクスナレッジムック . 世界で⼀番やさしい : 110のキーワードで学ぶ 30） エクスナレッジ 2011 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000063855
15 リファクタリング 新装版 ―既存のコードを安全に改善する― オーム社 2014 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016515
16 地球環境問題がよくわかる本 オーム社 2017 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000047763
17 Chainer v2による実践深層学習 (ディープラーニング) オーム社 2017 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000047765
18 マンガでわかる機械学習 オーム社 2018 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000078550
19 スパースモデリング ―基礎から動的システムへの応⽤― コロナ社 2017 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000063552
20 U-CANの⽂法・語彙問題集for the TOEIC test ユーキャン 2010 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000024110
21 12歳からはじめるゼロからのPython (パイソン) ゲームプログラミング教室 ラトルズ 2017 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000046201
22 わかりやすいコミュニケーション学 ―基礎から応⽤まで―改訂版 三和書籍 2008 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000073247

23
aóre ―アオーレで、会おうれ。"会えるところ"を建築する。 : シティホールプラザアオー
レ⻑岡―

丸善出版 2013 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000008503

24 47都道府県・和菓⼦/郷⼟菓⼦百科 丸善出版 2016 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027667
25 ネットワーク分析 第2版（Rで学ぶデータサイエンス 8） 共⽴出版 2017 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000052984

26
少⼥雑誌に⾒る「少⼥」像の変遷 ―マンガは「少⼥」をどのように描いたのか―（本の未
来を考える=出版メディアパル No. 24）

出版メディアパル 2013 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015776

27 近代⽇本語の形成と欧⽂直訳的表現 勉誠出版 2018 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000061702

28
⼆次元物質の科学 ―グラフェンなどの分⼦シートが⽣み出す新世界―（CSJ Current
Review 25）

化学同⼈ 2017 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000044773

29 ⼼不全緩和ケアチームの作り⽅ ―実践から識る!― 南⼭堂 2018 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000073591
30 実例詳解古典⽂法総覧 和泉書院 2015 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000047833
31 地⽅創⽣まちづくり⼤事典 ―地⽅の未来、⽇本の未来― 国書刊⾏会 2016 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000033868
32 環境にお⾦を払う仕組み ―PES⽣態系サービスへの⽀払いが分かる本― ⼤学教育出版 2019 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000080107
33 ImageJではじめる⽣物画像解析 学研メディカル秀潤社 2016 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027798
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No. タイトル 出版社名 出版年 URL(リンクあり)
34 環境科学 改訂版（専⾨基礎ライブラリー） 実教出版 2014 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000053101
35 オランダの個別教育はなぜ成功したのか ―イエナプラン教育に学ぶ― 平凡社 2006 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000045675
36 オランダの共⽣教育 ―学校が「公共⼼」を育てる― 平凡社 2010 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000045676
37 楽しく学べる味覚⽣理学 ―味覚と⾷⾏動のサイエンス― 建帛社 2017 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000062612

38 グラウンデッド・セオリー・アプローチ ―理論を⽣みだすまで―改訂版（ワードマップ） 新曜社 2016 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000056893

39 グラム染⾊道場 ―肺炎診療に⽣かす喀痰グラム染⾊の⾒⽅・考え⽅― ⽇本医事新報社 2019 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000072753
40 再開発は誰のためか ―住⺠不在の都市再⽣― ⽇本経済評論社 2016 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000045991
41 計量経済学の第⼀歩 ―実証分析のススメ―（有斐閣ストゥディア） 有斐閣 2015 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027426
42 はじめての⾏政学 （有斐閣ストゥディア） 有斐閣 2016 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000040910
43 解説⺠法 (債権法) 改正のポイント 有斐閣 2017 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000054036
44 ⽇本の労働市場 ―経済学者の視点― 有斐閣 2017 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000064806
45 ⽇本企業における失敗の研究 ―ダイナミック戦略論による薄型TVウォーズの敗因分析― 有斐閣 2019 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000078477
46 ⾷⾏動の科学 ―「⾷べる」を読み解く―（⾷と味嗅覚の⼈間科学） 朝倉書店 2017 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000049362
47 教育と社会階層 ―ESSM全国調査からみた学歴・学校・格差― 東京⼤学出版会 2018 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000072184
48 ジャイロセンサ技術 ―ポイント解説― 東京電機⼤学出版局 2011 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001696
49 MBA100の基本 東洋経済新報社 2017 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000050903

50 職場のお荷物か? ―戦⼒か? : ワーキングマザー―（週刊東洋経済eビジネス新書 No.44） 東洋経済新報社 2013 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000058159

51 The four ―GAFA (ガーファ) : 四騎⼠が創り変えた世界― 東洋経済新報社 2018 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000061447

52
僕らが毎⽇やっている最強の読み⽅ ―新聞・雑誌・ネット・書籍から「知識と教養」を⾝
につける70の極意―

東洋経済新報社 2016 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000064934

53 制御⼯学 ―フィードバック制御の考え⽅―第2版 森北出版 2015 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000032975
54 世界のラーニング・コモンズ ―⼤学教育と「学び」の空間モデル― 樹村房 2015 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000045655
55 ファシリテーションの技法 ―アクティブ・ラーニング時代の造形ワークショップ― 武蔵野美術⼤学出版局 2019 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000078865
56 国際的難⺠保護と負担分担 ―新たな難⺠政策の可能性を求めて― 法律⽂化社 2018 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000054194
57 債権各論 新版（新ハイブリッド⺠法 4） 法律⽂化社 2018 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000064583
58 TOEICテスト完全教本新形式問題対応 研究社 2016 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000034677
59 タネと内臓 ―有機野菜と腸内細菌が⽇本を変える― 築地書館 2018 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000072138
60 ⽊々は歌う ―植物・微⽣物・⼈の関係性で解く森の⽣態学― 築地書館 2019 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000077814
61 森林未来会議 ―森を活かす仕組みをつくる― 築地書館 2019 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000077815
62 はじめての半導体デバイス 近代科学社 2017 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000042114
63 アルゴリズムイントロダクション 第3版, 総合版（世界標準MIT教科書） 近代科学社 2013 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000049372
64 ⽊材 （エクスナレッジムック . 世界で⼀番やさしい : キーワードで学ぶ 25） エクスナレッジ 2010 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000063851
65 住宅設計と環境デザイン オーム社 2015 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000018552
66 IoT時代のデータ処理の基本と実践 ―スマホ内蔵センサ取得データを⽤いて― コロナ社 2018 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000072748
67 昆⾍類 （動物系統分類学 . 節⾜動物 7下A） 中⼭書店 1970 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006907

68
ビッグデータ解析の現在と未来 ―Hadoop, NoSQL, 深層学習からオープンデータまで―
（共⽴スマートセレクション = Kyoritsu smart selection 20）

共⽴出版 2017 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000064855

69 因果推論 ―実世界のデータから因果を読む―（岩波データサイエンス vol. 3） 岩波書店 2016 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000044464
70 スパースモデリングと多変量データ解析 （岩波データサイエンス vol. 5） 岩波書店 2017 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000044466
71 データ分析をマスターする12のレッスン （有斐閣アルマ Basic） 有斐閣 2017 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000048986
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No. タイトル 出版社名 出版年 URL(リンクあり)
72 森林・林業を学ぶ100問 （⽊⼒検定 3） 海⻘社 2014 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000032541
73 窒素固定の科学 ―化学と⽣物学からの挑戦― 裳華房 2014 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023943
74 ⽴体化学 （有機化学スタンダード） 裳華房 2017 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000060368
75 基礎からわかる建築材料と維持管理の知識 ⿅島出版会 2019 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000079442
76 世界地名⼤事典 1 アジア・オセアニア・極1(ア-テ) 朝倉書店 2017 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000081186
77 世界地名⼤事典 2 アジア・オセアニア・極2(ト-ン) 朝倉書店 2017 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000081187
78 世界地名⼤事典 3 中東・アフリカ 朝倉書店 2012 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000081188
79 世界地名⼤事典 4 ヨーロッパ・ロシア1(ア-コ) 朝倉書店 2016 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000081189
80 世界地名⼤事典 5 ヨーロッパ・ロシア2(サ-ハ) 朝倉書店 2016 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000081190
81 世界地名⼤事典 6 ヨーロッパ・ロシア3(ヒ-ワ) 朝倉書店 2016 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000081191
82 世界地名⼤事典 7 北アメリカ1(ア-テ) 朝倉書店 2013 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000081192
83 世界地名⼤事典 8 北アメリカ2(ト-ワ) 朝倉書店 2013 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000081193
84 世界地名⼤事典 9 中南アメリカ 朝倉書店 2014 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000081194
85 防災⼯学 （環境・都市システム系教科書シリーズ 20） コロナ社 2014 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000018875
86 有機化学 （化学マスター講座） 丸善出版 2010 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000009042
87 集団⽣物学 （シリーズ現代の⽣態学 1） 共⽴出版 2015 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000048005

88
⽣物をシステムとして理解する ―細胞とラジオは同じ!?―（共⽴スマートセレクション =
Kyoritsu smart selection 27）

共⽴出版 2018 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000078580

89 統計解析ハンドブック 朝倉書店 1995 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002945
90 ゲノム編集⼊⾨ ―ZFN・TALEN・CRISPR-Cas9― 裳華房 2016 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000048293

91
切り花の鮮度・品質保持基礎と実践 ―⽇持ちが消費のカギになる―（農業の知識シリー
ズ）

誠⽂堂新光社 2016 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000044122

92 植物学の百科事典 丸善出版 2016 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000033493
93 犯罪⼼理学事典 丸善出版 2016 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000034366
94 加速器ハンドブック 丸善出版 2018 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000055250
95 環境経済・政策学事典 丸善出版 2018 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000058111
96 光学ハンドブック ―基礎と応⽤― 岩波書店 2015 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000081895
97 ⼤学事典 平凡社 2018 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000079523
98 ⽇本語⼤事典 上 朝倉書店 2014 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000026190
99 ⽇本語⼤事典 下 朝倉書店 2014 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000026191
100 ⾃然地理学事典 朝倉書店 2017 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000048157
101 ⼤気環境の事典 朝倉書店 2019 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000083808
102 AI事典 第3版 近代科学社 2019 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000085388
103 ⾼電圧⼯学 （OHM⼤学テキスト） オーム社 2013 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016494
104 例解UNIX/Linuxプログラミング教室 ―システムコールを使いこなすための12講― オーム社 2018 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000055937
105 ⾏動データの計算論モデリング ―強化学習モデルを例として― オーム社 2018 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000078551

106
プログラミングコンテストチャレンジブック ―問題解決のアルゴリズム活⽤⼒とコーディ
ングテクニックを鍛える―第2版

マイナビ出版 2012 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025224

107 ⼈⼝学事典 丸善出版 2018 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000072249
108 動物学の百科事典 丸善出版 2018 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000074408
109 ⿂類学の百科事典 丸善出版 2018 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000075574
110 東南アジア⽂化事典 丸善出版 2019 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000085658
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No. タイトル 出版社名 出版年 URL(リンクあり)
111 現代地政学事典 丸善出版 2020 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000087312
112 認知篇 （シリーズ新・⼼の哲学 1） 勁草書房 2014 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016207
113 意識篇 （シリーズ新・⼼の哲学 2） 勁草書房 2014 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016208
114 情動篇 （シリーズ新・⼼の哲学 3） 勁草書房 2014 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016209
115 ベイズ推論とMCMCのフリーソフト （岩波データサイエンス vol. 1） 岩波書店 2015 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000044462
116 統計的⾃然⾔語処理 ―ことばを扱う機械―（岩波データサイエンス vol. 2） 岩波書店 2016 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000044463
117 地理空間情報処理 （岩波データサイエンス vol. 4） 岩波書店 2016 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000044465
118 財政学をつかむ 新版（Textbooks tsukamu） 有斐閣 2015 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027050
119 インクジェット （シリーズ「デジタルプリンタ技術」） 東京電機⼤学出版局 2008 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001325
120 ディジタル信号処理 第2版 森北出版 2014 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025623
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