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TOEICテストいきなり600点! 横川, 綾子 アルク https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000031491 9784757422414
TOEICテスト中学英文法で600点! 小石, 裕子 アルク https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000031576 9784757428096
TOEIC L&Rテストいきなり600点! 横川, 綾子 アルク https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000044558 9784757430044
写真でわかる小児看護技術 ―小児看護に必要な臨床技術を中心に―
改訂第2版（写真でわかるシリーズ）

山元, 恵子 インターメディカ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000005974 9784899962939

写真でわかる母性看護技術 ―褥婦・新生児の観察とケア、母乳育児を
理解しよう!―（写真でわかるシリーズ）

平澤, 美恵子 インターメディカ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000005975 9784899961871

写真でわかる助産技術 ―妊産婦の主体性を大切にしたケア、安全で母
子に優しい助産のわざ―（写真でわかるシリーズ）

平澤, 美恵子 インターメディカ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000005977 9784899962946

写真でわかる高齢者ケア ―高齢者の心と体を理解し、生活の営みを支
える―（写真でわかるシリーズ）

東京都健康長寿医療セ
ンター看護部

インターメディカ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006258 9784899962700

写真でわかる実習で使える看護技術 ―学生・指導者が、一体となって
ケアを展開するために!―改訂第2版（写真でわかるシリーズ）

吉田, みつ子 インターメディカ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000009276 9784899963233

写真でわかる急変時の看護 ―心肺蘇生法を中心に…処置の流れとポ
イントを徹底理解!―改訂第3版（写真でわかるシリーズ）

村上, 美好 インターメディカ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000009277 9784899963240

Apache Webサーバー 改訂版（Dekiru pro） 辻, 秀典
インプレスＲ＆Ｄ／インプ
レスビジネスメディア

https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025435 9784844333395

基礎Ruby on Rails 改訂3版（Impress kiso series） 黒田, 努
インプレスＲ＆Ｄ／インプ
レスビジネスメディア

https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025463 9784844338154

できるOffice for iPad 井上, 香緒里
インプレスＲ＆Ｄ／インプ
レスビジネスメディア

https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025367 9784844337652

Windows10 ―Googleの提唱する100%Web実践ガイド―（仕事で使える!） 佐藤, 芳樹
インプレスＲ＆Ｄ／インプ
レスビジネスメディア

https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027357 9784802090315

できるWindows10 改訂2版 法林, 岳之
インプレスＲ＆Ｄ／インプ
レスビジネスメディア

https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000031936 9784844381198

できるゼロからはじめるiPad超入門 ―新iPad/Pro/mini 4対応― 法林, 岳之
インプレスＲ＆Ｄ／インプ
レスビジネスメディア

https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000042751 9784295001164

スマホ1つでかんたん作成!LINEスタンプ作り方手帖 primary inc.,
インプレスＲ＆Ｄ／インプ
レスビジネスメディア

https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000045256 9784295002116

実践有用微生物培養のイロハ ―試験管から工業スケールまで― 片倉, 啓雄 エヌ・ティー・エス https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027706 9784864690737
極限環境に生きる生物の知恵 （遺伝 : 生物の科学 Vol.70 No.3） エヌ・ティー・エス https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000030891 9784860434403
光合成を捨てた植物の新戦略 （遺伝 : 生物の科学 Vol.70 No.4） エヌ・ティー・エス https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000030892 9784860434410
植物ホルモンをめぐる最近の話題 ―植物ホルモンをめぐる最近の話題
／動植物の性別決定メカニズムの多様性―（遺伝 : 生物の科学 Vol.70

遺伝学普及会 エヌ・ティー・エス https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000041211 9784860434427

人類の起源と拡散 ―人類の起源と拡散／免疫研究最前線―（遺伝 : 生
物の科学 Vol.70 No.6）

遺伝学普及会 エヌ・ティー・エス https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000041212 9784860434434

地球統計学とクリギング法 ―RとgeoRによるデータ解析― 間瀬, 茂 オーム社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002701 9784274068331
入門統計学 ―検定から多変量解析・実験計画法まで― 栗原, 伸一 オーム社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002712 9784274068553
SPSSによるやさしい統計学  第2版 岸, 学 オーム社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002723 9784274068706
Cによる数値計算とシミュレーション 小高, 知宏 オーム社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002674 9784274067693
海底資源 ―海洋国日本の大きな隠し財産― 石川, 憲二 オーム社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002726 9784274068744
人工光型植物工場 ―世界に広がる日本の農業革命― 古在, 豊樹 オーム社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002730 9784274068805
大人の算数・数学再学習 ―小中高12年― 饒村, 曜 オーム社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000003914 9784274503917
マウス実験の基礎知識 第2版 小出, 剛 オーム社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016469 9784274504570
絵とき機械工学のやさしい知識 改訂2版 小町, 弘 オーム社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000024484 9784274216480
44の例題で学ぶ統計的検定と推定の解き方 上田, 拓治 オーム社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002669 9784274067600
宇宙と物理をめぐる十二の授業 牟田, 淳 オーム社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000003898 9784274068027
創薬科学入門 ―薬はどのようにつくられる?― 佐藤, 健太郎 オーム社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000003901 9784274503610
マンガでわかる流体力学 武居, 昌宏 オーム社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007359 9784274067730
マンガでわかる免疫学 河本, 宏 オーム社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016517 9784274050091
マンガでわかる半導体 渋谷, 道雄 オーム社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016534 9784274068034
機械学習 (マシンラーニング) と深層学習 (ディープラーニング) ―C言語
によるシミュレーション―

小高, 知宏 オーム社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028105 9784274218873

Chainerによる実践深層学習 (ディープラーニング) 新納, 浩幸 オーム社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000034414 9784274219344
アナログ電子回路 （基本を学ぶ） 堀田, 正生 オーム社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007391 9784274214172
おもしろ遺伝子の氏名と使命 島田, 祥輔 オーム社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007399 9784274213656
AutoCAD LT2013機械製図 間瀬, 喜夫 オーム社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027302 9784274069994
Rによるやさしいテキストマイニング 機械学習編 小林, 雄一郎 オーム社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000047764 9784274221002
生まれてこないほうがいい命なんてない ―「出生前診断」によせて― 岩元, 綾 かもがわ出版 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000013296 9784780306774
18トリソミーはるの ―15か月の優しく切ない日記― 宇井, 千穂 かもがわ出版 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000018702 9784780307276
■謎解き英文法　使役 久野, 暲 くろしお出版 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000024050 9784874246382
■謎解き英文法　時の表現 久野, 暲 くろしお出版 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000024049 9784874245934
■謎解き英文法　省略と倒置 久野, 暲 くろしお出版 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000024048 9784874245897
■謎解き英文法　単数か複数か 久野, 暲 くろしお出版 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002087 9784874244524
■謎解き英文法　動詞 久野, 暲 くろしお出版 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000045085 9784874247242
■謎解き英文法　否定 久野, 暲 くろしお出版 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002086 9784874243916
■謎解き英文法　副詞と数量詞 久野, 暲 くろしお出版 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000026538 9784874246672
■謎解き英文法　文の意味 久野, 暲 くろしお出版 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002085 9784874243237
■謎解き英文法　冠詞と名詞 久野, 暲 くろしお出版 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002084 9784874243015
Why does water freeze? ―and other questions about matter―
（Cambridge discovery readers Why is it so? Science ; Level 3）

Rees Peter ケンブリッジ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000040722 9780521137126

Why do raindrops fall? ―and other questions about water and weather
―（Cambridge discovery readers Why is it so? Science ; Level 3）

Rees Peter ケンブリッジ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000040723 9780521137140

Why do leaves change colour? ―and other questions about plants―
（Cambridge discovery readers Why is it so? Science ; Level 3）

Griffiths Rachel ケンブリッジ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000040724 9780521137157

Why do bridges arch? ―and other questions about buildings―
（Cambridge discovery readers Why is it so? Science ; Level 3）

Griffiths Rachel ケンブリッジ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000040725 9780521137171

Why do crocodiles snap? ―and other questions about animals―
（Cambridge discovery readers Why is it so? Science ; Level 3）

Rees Peter ケンブリッジ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000040726 9780521137188

Why do swings swing? ―and other questions about forces―
（Cambridge discovery readers Why is it so? Science ; Level 4）

Rees Peter ケンブリッジ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000040727 9780521137201

Why do magnets attract? ―and other questions about magnetism―
（Cambridge discovery readers Why is it so? Science ; Level 4）

McMahon Michael ケンブリッジ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000040728 9780521137218

Why do the stars shine? ―and other questions about the solar system
―（Cambridge discovery readers Why is it so? Science ; Level 4）

McMahon Michael ケンブリッジ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000040729 9780521137232

Why do spiders live in webs? ―and other questions about habitats―
（Cambridge discovery readers Why is it so? Science ; Level 4）

Brasch Nicolas ケンブリッジ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000040730 9780521137256

Why do shadows change? ―and other questions about light and dark―
（Cambridge discovery readers Why is it so? Science ; Level 5）

Brasch Nicolas ケンブリッジ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000040731 9780521137317

Why is it so loud? ―and other questions about sound―（Cambridge
discovery readers Why is it so? Science ; Level 5）

Brasch Nicolas ケンブリッジ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000040732 9780521137331

Why does thunder clap? ―and other questions about weather―
（Cambridge discovery readers Why is it so? Science ; Level 5）

McMahon Michael ケンブリッジ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000040733 9780521137379

Why do monkeys chatter? ―and other questions about animals―
（Cambridge discovery readers Why is it so? Science ; Level 5）

Bethune Helen ケンブリッジ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000040734 9780521137393

Why do diamonds glitter? ―and other questions about natural
resources―（Cambridge discovery readers Why is it so? Science ; Level

Bethune Helen ケンブリッジ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000040735 9780521137409

Why does my heart pump? ―and other questions about the body―
（Cambridge discovery readers Why is it so? Science ; Level 6）

Bethune Helen ケンブリッジ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000040736 9780521137423

Why do glaciers move? ―and other questions about extreme
environments―（Cambridge discovery readers Why is it so? Science ;

Bethune Helen ケンブリッジ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000040737 9780521137430

Why do balls bounce? ―and other questions about movement―
（Cambridge discovery readers Why is it so? Science ; Level 6）

Moore Rob ケンブリッジ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000040738 9780521137447

Why does it fly? ―and other questions about flight―（Cambridge
discovery readers Why is it so? Science ; Level 6）

Moore Rob ケンブリッジ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000040739 9780521137478

Why does electricity flow? ―and other questions about electricity―
（Cambridge discovery readers Why is it so? Science ; Level 6）

Moore Rob ケンブリッジ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000040740 9780521137485

Why do volcanoes erupt? ―and other questions about rocks―
（Cambridge discovery readers Why is it so? Science ; Level 4）

Brasch Nicolas ケンブリッジ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000040741 9780521138383

The Mayor of Casterbridge American English ed（Cambridge discovery
readers Level 5）

Hardy Thomas ケンブリッジ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000040744 9780521148870

Two worlds American English ed（Cambridge discovery readers level 4） Everett-Camplin Helen ケンブリッジ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000040745 9780521148887
Tasty tales American English ed（Cambridge discovery readers Level 4） Brennan Frank ケンブリッジ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000040746 9780521148894
Robinson Crusoe American English ed（Cambridge discovery readers Defoe Daniel ケンブリッジ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000040747 9780521148900
Bullring kid and country cowboy American English ed（Cambridge
discovery readers Level 4）

Clover Louise ケンブリッジ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000040748 9780521148917

The mind map American English ed（Cambridge discovery readers Level Morrison David ケンブリッジ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000040749 9780521148924
Tales of terror American English ed（Cambridge discovery readers Level Poe Edgar Allan ケンブリッジ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000040750 9780521148931
Scotland American English ed（Cambridge discovery readers Level 3） MacAndrew Richard ケンブリッジ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000040751 9780521148948
A little trouble in the Yorkshire Dales American English ed（Cambridge
discovery readers Level 3）

MacAndrew Richard ケンブリッジ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000040752 9780521148955

Killer bees American English ed（Cambridge discovery readers Level 2） Rollason Jane ケンブリッジ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000040753 9780521148962
Grandad's magic gadgets American English ed（Cambridge discovery
readers Level 2）

Everett-Camplin Helen ケンブリッジ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000040754 9780521148979

A little trouble in Amsterdam American English ed（Cambridge discovery
readers Level 2）

MacAndrew Richard ケンブリッジ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000040755 9780521148986



Amazing young sports people American English ed（Cambridge discovery
readers Level 1）

Loader Mandy ケンブリッジ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000040756 9780521148993

Running wild American English ed（Cambridge discovery readers Level Johnson Margaret ケンブリッジ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000040757 9780521149013
New Zealand American English ed（Cambridge discovery readers Level Johnson Margaret ケンブリッジ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000040758 9780521149020
Gone! American English ed.（Cambridge discovery readers Starter） Johnson Margaret ケンブリッジ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000040759 9780521149044
A little trouble in Dublin American English ed（Cambridge discovery
readers level 1）

MacAndrew Richard ケンブリッジ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000040760 9780521181570

Summer sounds American English ed（Cambridge discovery readers Bentley Marla ケンブリッジ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000040761 9780521181587
Parties and presents ―three short stories―American English ed
（Cambridge discovery readers Level 2）

Mansfield Katherine ケンブリッジ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000040762 9780521181594

Freddie's war American English ed（Cambridge discovery readers Level Rollason Jane ケンブリッジ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000040763 9780521181600
Quick change! American English ed（Cambridge discovery readers
Starter level）

Johnson Margaret ケンブリッジ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000040764 9780521181617

Vinnie's vacation American English ed（Cambridge discovery readers Moses Antoinette ケンブリッジ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000040765 9781107621305
Alone! American English ed（Cambridge discovery readers Level 3） Rollason Jane ケンブリッジ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000040766 9781107637603
A little trouble in California American English ed（Cambridge discovery
readers Starter level）

MacAndrew Richard ケンブリッジ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000040767 9781107683228

Ask Alice American English ed（Cambridge discovery readers Level 2） Johnson Margaret ケンブリッジ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000040768 9781107689978
遺伝子工学概論 （バイオテクノロジー教科書シリーズ 2） 魚住, 武司 コロナ社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000010626 9784339067026
応用酵素学概論 （バイオテクノロジー教科書シリーズ 16） 喜多, 恵子 コロナ社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000010639 9784339067163
エンジニアのための電気化学 林, 茂雄 コロナ社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000017698 9784339066258
海岸工学 （土木系大学講義シリーズ 13） 服部, 昌太郎 コロナ社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002166 9784339050523
応用微生物学 （バイオテクノロジー教科書シリーズ 7） 谷, 吉樹 コロナ社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000010631 9784339067071
材料力学 ―機械設計の基礎― 戸伏, 壽昭 コロナ社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000020202 9784339046359
プロセスバイオテクノロジー入門 太田口, 和久 コロナ社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000020203 9784339067453
事例・演習でよくわかる水理学 ―基本をイメージして理解しよう― 篠田, 成郎 コロナ社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000033527 9784339052466
基礎電気回路 2 （大学講義シリーズ） 羽鳥, 孝三 コロナ社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002125 9784339001273
制御工学 （大学講義シリーズ） 森, 泰親 コロナ社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000010610 9784339001433
解いてなっとく身につく電気回路 中野, 人志 コロナ社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000017694 9784339008340
システム制御のための最適化理論 （システム制御工学シリーズ 21） 延山, 英沢 コロナ社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028108 9784339033212
ディベートで超論理思考を手に入れる 苫米地, 英人 サイゾー https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025304 9784904209134
セルロース利用技術の最先端 磯貝, 明 シーエムシー出版 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000003107 9784781300108
バイオセンサーの先端科学技術と応用 民谷, 栄一 シーエムシー出版 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000003102 9784882319672
細胞分離・操作技術の最前線 （バイオテクノロジーシリーズ） 福田, 敏男 シーエムシー出版 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000013536 9784781300047
次世代医療のための高分子材料工学 （新材料・新素材シリーズ） 秋吉, 一成 シーエムシー出版 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000013546 9784781300559
機能性DDSキャリアの製剤設計 （ファインケミカルシリーズ） 岡田, 弘晃 シーエムシー出版 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000013549 9784781300528
核酸医薬の最前線 （ファインケミカルシリーズ） 和田, 猛 シーエムシー出版 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000014520 9784781300788
マリンメタゲノムの有効利用 （バイオテクノロジーシリーズ） 松永, 是 シーエムシー出版 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023981 9784781301143
機能性ペプチドの最新応用技術 ―食品・化粧品・ペットフードへの展開
―（食品シリーズ）

有原, 圭三 シーエムシー出版 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023985 9784781301471

ゲノム解析を中心とした最前線と将来展望 （難培養微生物研究の最新 大熊, 盛也 シーエムシー出版 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023988 9784781301839
メタゲノム解析技術の最前線 （バイオテクノロジーシリーズ） 服部, 正平 シーエムシー出版 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000040064 9784781302539
依存 （脳とこころのプライマリケア 8） 福居, 顕二 シナジー https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002502 9784916166326
地球の歩き方 A01 ヨーロッパ '16-'17 改訂 地球の歩き方編集室 ダイヤモンド社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028870 9784478048948
地球の歩き方 A03 ロンドン '16-'17 改訂 地球の歩き方編集室 ダイヤモンド社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028872 9784478048573
地球の歩き方 A04 湖水地方&スコットランド '16-'17 改訂 地球の歩き方編集室 ダイヤモンド社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028873 9784478049020
地球の歩き方 A05 アイルランド '15-'16 改訂 地球の歩き方編集室 ダイヤモンド社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028874 9784478047552
地球の歩き方 A07 パリ&近郊の町 '16-'17 改訂 地球の歩き方編集室 ダイヤモンド社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028876 9784478048955
地球の歩き方 A08 南仏プロヴァンス コート・ダジュール&モナコ '16-'17 地球の歩き方編集室 ダイヤモンド社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028877 9784478048795
地球の歩き方 A14 ドイツ '16-'17 改訂 地球の歩き方編集室 ダイヤモンド社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028879 9784478048962
地球の歩き方 A18 スイス アルプス・ハイキング '16-'17 改訂 地球の歩き方編集室 ダイヤモンド社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028881 9784478048863
地球の歩き方 A19 オランダ ベルギー ルクセンブルク '16-'17 改訂 地球の歩き方編集室 ダイヤモンド社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028882 9784478049037
地球の歩き方 A20 スペイン '16-'17 改訂 地球の歩き方編集室 ダイヤモンド社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028883 9784478048801
地球の歩き方 A25 中欧 '15-'16 改訂 地球の歩き方編集室 ダイヤモンド社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028885 9784478047712
地球の歩き方 A26 チェコ ポーランド スロヴァキア '16-'17 改訂 地球の歩き方編集室 ダイヤモンド社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028886 9784478048870
地球の歩き方 A29 北欧 デンマーク ノルウェー スウェーデン フィンランド
'16-'17 改訂

地球の歩き方編集室 ダイヤモンド社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028887 9784478048979

地球の歩き方 A34 クロアチア スロヴェニア '16-'17 改訂 地球の歩き方編集室 ダイヤモンド社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028888 9784478047903
地球の歩き方 B01 アメリカ '16-'17 改訂 地球の歩き方編集室 ダイヤモンド社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028889 9784478049044
地球の歩き方 B03 ロスアンゼルス '16-'17 改訂 地球の歩き方編集室 ダイヤモンド社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028891 9784478048887
地球の歩き方 B07 ボストン  ニューイングランド地方6州ガイド '16-'17 地球の歩き方編集室 ダイヤモンド社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028893 9784478048306
地球の歩き方 B08 ワシントンDC ボルチモア アナポリス フィラデルフィ
ア '15-'16 改訂

地球の歩き方編集室 ダイヤモンド社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028894 9784478046982

地球の歩き方 B09 ラスベガス セドナ&グランドキャニオンと大西部 '16- 地球の歩き方編集室 ダイヤモンド社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028895 9784478048467
地球の歩き方 B12 アメリカ南部 ニューオリンズ アトランタ メンフィス 南
部主要都市ガイド '16-'17 改訂

地球の歩き方編集室 ダイヤモンド社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028896 9784478048924

地球の歩き方 B20 中米 グアテマラ コスタリカ ベリーズ エルサルバドル
ホンジュラス ニカラグア パナマ '16-'17 改訂

地球の歩き方編集室 ダイヤモンド社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028898 9784478047835

地球の歩き方 D01 中国 '16-'17 改訂 地球の歩き方編集室 ダイヤモンド社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028903 9784478048719
地球の歩き方 D10 台湾 '16-'17 改訂 地球の歩き方編集室 ダイヤモンド社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028905 9784478048726
地球の歩き方 D17 タイ '16-'17 改訂 地球の歩き方編集室 ダイヤモンド社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028907 9784478048474
地球の歩き方 D23 ラオス '16-'17 改訂 地球の歩き方編集室 ダイヤモンド社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028912 9784478048207
地球の歩き方 D24 ミャンマー(ビルマ) '16-'17 改訂 地球の歩き方編集室 ダイヤモンド社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028913 9784478047873
地球の歩き方 D26 バリ島 '16-'17 改訂 地球の歩き方編集室 ダイヤモンド社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028915 9784478048641
地球の歩き方 D35 バングラデシュ '15-'16 改訂 地球の歩き方編集室 ダイヤモンド社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028918 9784478046470
地球の歩き方 E01 ドバイとアラビア半島の国々 アラブ首長国連邦/オ
マーン/カタール/バーレーン/サウジアラビア/クウェート/イエメン '16-

地球の歩き方編集室 ダイヤモンド社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028919 9784478048740

地球の歩き方 E03 イスタンブールとトルコの大地 '16-'17 改訂 地球の歩き方編集室 ダイヤモンド社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028920 9784478048597
地球の歩き方 E10 南アフリカ ジンバブエ ザンビア ボツワナ ナミビア レ
ソト スワジランド モザンビーク '16-'17 改訂

地球の歩き方編集室 ダイヤモンド社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028921 9784478048757

地球の歩き方 C11 オーストラリア '16-'17 改訂 地球の歩き方編集室 ダイヤモンド社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000029063 9784478049105
地球の歩き方 D09 香港 マカオ 深圳 '16-'17 改訂 地球の歩き方編集室 ダイヤモンド社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000029064 9784478049204
地球の歩き方 D28 インド '16-'17 改訂 地球の歩き方編集室 ダイヤモンド社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000029065 9784478049174
地球の歩き方 D29 ネパールとヒマラヤトレッキング '16-'17 改訂 地球の歩き方編集室 ダイヤモンド社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000032526 9784478049266
地球の歩き方 A23 ポルトガル '16-'17 改訂 地球の歩き方編集室 ダイヤモンド社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000032527 9784478049082
地球の歩き方 A02 イギリス '16-'17 改訂 地球の歩き方編集室 ダイヤモンド社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000032801 9784478049303
地球の歩き方 B16 カナダ '16-'17 改訂 地球の歩き方編集室 ダイヤモンド社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000032802 9784478049334
地球の歩き方 D21 ベトナム '16-'17 改訂 地球の歩き方編集室 ダイヤモンド社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000032803 9784478049280
地球の歩き方 B19 メキシコ '17-'18 改訂 地球の歩き方編集室 ダイヤモンド社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000033860 9784478049433
地球の歩き方 E04 ペトラ遺跡とヨルダン '17-'18 改訂 地球の歩き方編集室 ダイヤモンド社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000033861 9784478049532
地球の歩き方 B04 サンフランシスコとシリコンバレー '16-'17 改訂 地球の歩き方編集室 ダイヤモンド社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000034750 9784478049488
地球の歩き方 B24 キューバ＆カリブの島々 '17-'18 改訂 地球の歩き方編集室 ダイヤモンド社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000034751 9784478049495
地球の歩き方 D19 マレーシア ブルネイ '17-'18 改訂 地球の歩き方編集室 ダイヤモンド社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000040067 9784478049761
地球の歩き方 A17 ウィーンとオーストリア '17-'18 改訂 地球の歩き方編集室 ダイヤモンド社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000040069 9784478049723
地球の歩き方 C04 グアム '17-'18 改訂 地球の歩き方編集室 ダイヤモンド社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000040071 9784478049815
地球の歩き方 D12 韓国 '17-'18 改訂 地球の歩き方編集室 ダイヤモンド社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000040770 9784478049679
地球の歩き方 B02 アメリカ西海岸 ロスアンゼルス サンディエゴ サンフ
ランシスコ ラスベガス シアトル  ポートランド '17-'18 改訂

地球の歩き方編集室 ダイヤモンド社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000040771 9784478049648

地球の歩き方 A24 ギリシアとエーゲ海の島々&キプロス '17-'18 改訂 地球の歩き方編集室 ダイヤモンド社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000040772 9784478049594
地球の歩き方 C10 ニュージーランド '17-'18 改訂 地球の歩き方編集室 ダイヤモンド社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000040773 9784478049600
地球の歩き方 C03 サイパン ロタ&テニアン '16-'17 改訂 地球の歩き方編集室 ダイヤモンド社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000040774 9784478049099
地球の歩き方 A09 イタリア '17-'18 改訂 地球の歩き方編集室 ダイヤモンド社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000040775 9784478049914
地球の歩き方 A06 フランス '17-'18 改訂 地球の歩き方編集室 ダイヤモンド社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000040776 9784478049808
地球の歩き方 D20 シンガポール '17-'18 改訂 地球の歩き方編集室 ダイヤモンド社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000040777 9784478049945
地球の歩き方 D22 アンコール・ワットとカンボジア '17-'18 改訂 地球の歩き方編集室 ダイヤモンド社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000040778 9784478049952
地球の歩き方 D27 フィリピン マニラ セブ '17-'18 改訂 地球の歩き方編集室 ダイヤモンド社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000040779 9784478049969
地球の歩き方 D25 インドネシア '17-'18 改訂 地球の歩き方編集室 ダイヤモンド社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000040780 9784478049860
分子細胞生物学事典 村上, 康文 テコム出版事業部 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000014635 9784863991699
分子から酵素を探す化合物の事典 八木, 達彦 テコム出版事業部 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000014634 9784872119749
卒論・修論を書き上げるための理系作文の六法全書 斎藤, 恭一 テコム出版事業部 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023655 9784872119770
卒論・修論発表会を乗り切るための理系プレゼンの五輪書 斎藤, 恭一 テコム出版事業部 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023656 9784863990234
1・2歳児の自己肯定感の土台を育む ―泣いて笑って育ちあう16人の物
語―（年齢別・保育研究）

芦澤, 清音 ひとなる書房 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000026016 9784894642249

もう手放せない!GLP-1受容体作動薬 ―どのような症例に,どう使うべき 弘世, 貴久 フジメディカル出版 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006057 9784862700452
インクレチン治療 ―GLP-1受容体作動薬とDPP-4阻害薬による新たな
糖尿病治療―

稲垣, 暢也 フジメディカル出版 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000013142 9784862700278

目指せプログラマー!プログラミング超入門 Visual Studio Community・C#
編 ―プログラミング的な考え方をしっかり身につけよう―

掌田, 津耶乃 マイナビ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025206 9784839954338

SPI解法の極意 [2018年度版] （内定獲得のメソッド） マイナビ出版編集部 マイナビ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028927 9784839959357
SPI  [2018年度版] ―要点マスター!― マイナビ出版編集部 マイナビ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028934 9784839959401
インターンシップ 2019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 マイナビ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000043064 9784839962241

エントリーシート完全突破塾 2019年度版 （内定獲得のメソッド） 岡, 茂信 マイナビ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000043065 9784839962821
面接自己PR志望動機 2019年度版 （内定獲得のメソッド） 才木, 弓加 マイナビ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000043066 9784839962838
面接担当者の質問の意図 2019年度版 （内定獲得のメソッド） 才木, 弓加 マイナビ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000043067 9784839962845
自己分析 2019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 マイナビ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000043068 9784839962852



でるとこだけの一般常識&時事 2019年度版
日本キャリアサポートセ
ンター

マイナビ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000043069 9784839962876

一般常識即戦力問題集 2019年度版 （内定獲得のメソッド） マイナビ出版編集部 マイナビ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000043070 9784839962951
SPI解法の極意 2019年度版 （内定獲得のメソッド） マイナビ出版編集部 マイナビ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000043071 9784839962326

SPIテストセンター時短テクニック 2019年度版 （内定獲得のメソッド）
日本キャリアサポートセ
ンター

マイナビ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000043072 9784839962883

でるとこだけのSPI 2019年度版 マイナビ出版編集部 マイナビ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000043073 9784839962869
就活ノートの作り方 2019年度版 （内定獲得のメソッド） 才木, 弓加 マイナビ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000043074 9784839962920
就職活動がまるごと分かる本 2019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 マイナビ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000043075 9784839962937

業界&職種研究ガイド 2019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）

マイナビ編集部 マイナビ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000043076 9784839962944

一般常識 2019年度版 ―要点マスター!― マイナビ出版編集部 マイナビ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000043077 9784839962968
面接&エントリーシート 2019年度版 ―要点マスター!― 才木, 弓加 マイナビ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000043078 9784839962906
就活マナー 2019年度版 ―要点マスター!― 美土路, 雅子 マイナビ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000043079 9784839962913
SPI 2019年度版 ―要点マスター!― マイナビ出版編集部 マイナビ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000043080 9784839962890
美味しいマイナー魚介図鑑 藤原, 昌高 マイナビ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000041851 9784839949419
図説果物の大図鑑 日本果樹種苗協会 マイナビ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000041852 9784839953843
速効!図解Windows10 総合版 川上, 恭子 マイナビ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025208 9784839956998
体が硬い人ほどやせるストレッチ 岩井, 隆彰 マイナビ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000031091 9784839950866
太りやすい人ほどやせるツボ&リンパマッサージ 岩井, 隆彰 マイナビ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000031095 9784839954826
肩甲骨はがしストレッチ ―首、肩、腰の痛み、体の不調が消える!― 杉田, 一寿 マイナビ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000031098 9784839957162
Gulliver's travels in Lilliput （Macmillan readers 1, starter level） Jonathan Swift マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006334 9780230026766
In the frame （Macmillan readers 1, starter level） Polly Sweetnam マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006335 9780230035805
Lucky number （Macmillan readers 1, starter level） John Milne マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006336 9780230035836
Shooting stars （Macmillan readers 1, starter level） Polly Sweetnam マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006337 9780230035874
Ski race （Macmillan readers 1, starter level） Eleanor Jupp マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006338 9780230035881
The lost ship （Macmillan readers 1, starter level） Stephen Colbourn マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006339 9780230035829
The magic barber （Macmillan readers 1, starter level） John Milne マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006340 9780230035843
The umbrella （Macmillan readers 1, starter level） Clare Harris マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006341 9780230035898
A tale of two cities （Macmillan readers 2, beginner level） Charles Dickens マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006343 9780230035089
Anna and the fighter （Macmillan readers 2, beginner level） Elizabeth Laird マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006344 9780230035027
Around the world in eighty days （Macmillan readers 1, starter level） Jules Verne マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006345 9780230026742
Billy Budd （Macmillan readers 2, beginner level） Herman Melville マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006346 9781405072274
Dangerous journey （Macmillan readers 2, beginner level） Alwyn Cox マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006347 9780230035034
Good wives （Macmillan readers 2, beginner level） Louisa M. Alcott マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006348 9781405072304
Hawk-eye, the pathfinder （Macmillan guided readers/Macmillan classics
2, beginner level）

James Fenimore Cooper
マクミランランゲージハウ
ス

https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006349 9780435273477

Jane Eyre （Macmillan readers 2, beginner level） Charlotte Brontë マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006350 9780230030381
L.A. raid （Macmillan readers 2, beginner ｌevel） Philip Prowse マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006351 9781405072366
Little women （Macmillan guided readers/Macmillan classics 2, beginner
level）

Louisa M. Alcott
マクミランランゲージハウ
ス

https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006352 9780435273347

Lorna Doone （Macmillan readers 2, beginner level） R.D. Blackmore マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006353 9781405072410
Marco （Macmillan readers 2, beginner level） Mike Esplen マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006354 9780230035010
Money for a motorbike （Macmillan readers 2, beginner level） John Milne マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006355 9780230035065
Newspaper boy （Macmillan readers 2, beginner level） John Escott マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006356 9781405072458
Northanger Abbey （Macmillan readers 2, beginner level） Jane Austen マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006357 9780435273392
Picture puzzle （Macmillan readers 2, beginner level） John Escott マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006358 9781405072489
Princess Diana （Macmillan readers 2, beginner level） Anne Collins マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006359 9780230716537
Rich man poor man （Macmillan readers 2, beginner level） T.C. Jupp マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006360 9780230030374
The adventures of Huckleberry Finn （Macmillan readers 2, beginner Mark Twain マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006361 9781405072342
The adventures of Tom Sawyer （Macmillan guided readers/Macmillan
classics 2, beginner level）

Mark Twain
マクミランランゲージハウ
ス

https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006362 9780435273361

The black tulip （Macmillan readers 2, beginner level） Alexandre Dumas マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006363 9781405072281
The house on the hill （Macmillan readers 2, beginner level） Elizabeth Laird マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006364 9780230035041
The last leaf and other stories （Macmillan readers 2, beginner level） O. Henry マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006365 9781405072373
The last of the Mohicans （Macmillan readers 2, beginner level） James Fenimore Cooper マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006366 9780230034990
The long tunnel （Macmillan readers 2, beginner level） John Milne マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006367 9780230030350
The mill on the floss （Macmillan readers 2, beginner level） George Eliot マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006368 9780230035058
The phantom of the opera （Macmillan readers 2. beginner level） Gaston Leroux マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006369 9780230030343
The signalman and the ghost at the trial （Macmillan readers 2, beginner
level）

Charles Dickens
マクミランランゲージハウ
ス

https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006370 9781405072496

The three musketeers （Macmillan readers 2, beginner level） Alexandre Dumas マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006371 9780230716735
The trumpet-major （Macmillan readers 2, beginner level） Thomas Hardy マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006372 9781405072533
The truth machine （Macmillan readers 2, beginner level） Norman Whitney マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006373 9781405072540
This is London （Macmillan readers 2, beginner level） Philip Prowse マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006374 9780230035096
Washington Square （Macmillan readers 2, beginner level） Henry James マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006375 9781405072557
A Christmas carol （Macmillan readers 3, elementary level） Charles Dickens マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006377 9781405072588
Claws （Macmillan readers 3, elementary level） John Landon マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006378 9781405072595
Dr Jekyll and Mr Hyde （Macmillan readers 3, elementary level） Robert Louis Stevenson マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006379 9781405072656
Frankenstein （Macmillan readers 3, elementary level） Mary Shelley マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006380 9780230030435
L.A. winners （Macmillan readers 3, elementary level） Philip Prowse マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006381 9781405072694
Love by design （Macmillan readers 3, elementary level） Kieran McGovern マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006382 9781405072724
Room 13 and other ghost stories （Macmillan readers 3, elementary M.R. James マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006383 9781405072786
Seven stories of mystery and horror （Macmillan readers 3, elementary Edgar Allan Poe マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006384 9781405075336
Silver Blaze and other stories （Macmillan readers 3, elementary level） Sir Arthur Conan Doyle マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006385 9781405072793
Tales of horror （Macmillan readers 3, elementary level） Bram Stoker マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006386 9781405072816
The black cat （Macmillan guided readers/Macmillan original 3,
elementary level）

John Milne
マクミランランゲージハウ
ス

https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006387 9780435271961

The Canterville ghost and other stories （Macmillan guided
readers/Macmillan classics 3, elementary level）

Oscar Wilde
マクミランランゲージハウ
ス

https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006388 9780435272128

The legends of Sleepy Hollow and Rip Van Winkle （Macmillan readers 3,
elementary level）

Washington Irving
マクミランランゲージハウ
ス

https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006389 9780230035119

The lost world （Macmillan readers 3, elementary level） Sir Arthur Conan Doyle マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006390 9781405072717
The picture of Dorian Gray （Macmillan guided readers/Macmillan
classics 3, elementary level）

Oscar Wilde
マクミランランゲージハウ
ス

https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006391 9780435272135

The promise （Macmillan readers 3, elementary level） R.L. Scott-Buccleuch マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006392 9781405072779
The quest （Macmillan readers 3, elementary level） Mandy Loader マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006393 9781405072830
The stranger （Macmillan readers 3, elementary level） Norman Whitney マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006394 9781405072809
Treasure island （Macmillan readers 3, elementary level） Robert Louis Stevenson マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006395 9781405072847
A midsummer night's dream （Macmillan readers 4, pre-intermediate William Shakespeare マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006397 9781405087278
Daisy Miller （Macmillan readers 4, pre-intermediate level） Henry James マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006398 9781405084079
Far from the madding crowd （Macmillan readers 4, pre-intermediate Thomas Hardy マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006399 9781405087094
Gandhi （Macmillan readers . Macmillan biographies 4, pre-intermediate Rachel Bladon マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006400 9780230408388
Heidi （Macmillan readers 4, pre-intermediate level） Johanna Spyri マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006401 9780230026797
Michael Jackson ―the king of pop―（Macmillan readers . Macmillan
biographies 4, pre-intermediate level）

Carl W. Hart
マクミランランゲージハウ
ス

https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006402 9780230406315

Nelson Mandela （Macmillan readers 4, pre-intermediate level） Carl W. Hart マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006403 9780230716599
Owl Creek Bridge and other stories （Macmillan readers 4, pre-
intermediate level）

Ambrose Bierce
マクミランランゲージハウ
ス

https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006404 9780230035171

Owl hall （Macmillan readers 4, pre-intermediate level） Robert Campbell マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006405 9780230422810
Persuasion （Macmillan readers 4, pre-intermediate level） Jane Austen マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006406 9780230735125
Robin Hood （Macmillan readers 4, pre-intermediate level） Stephen Colbourn マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006407 9781405087230
Robinson Crusoe （Macmillan readers 4, pre-intermediate level） Daniel Defoe マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006408 9780230731189
Romeo and Juliet （Macmillan readers 4. pre-intermediate level） William Shakespeare マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006409 9781405087308
Selected short stories by D.H. Lawrence （Macmillan readers 4, pre-
intermediate level）

Anne Collins
マクミランランゲージハウ
ス

https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006410 9781405087353

The call of the wild （Macmillan readers 4, pre-intermediate level） Jack London マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006411 9780230408401
The secret garden （Macmillan readers 4, pre-intermediate level） Frances Hodgson マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006412 9780230026902
The story of the Olympics ―an unofficial history―（Macmillan readers
4, pre-intermediate level）

Rachel Bladon
マクミランランゲージハウ
ス

https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006413 9780230422223

The tenant of Wildfell Hall （Macmillan readers 4, pre-intermediate level） Anne Brontë マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006414 9781405087384
The treasure of Monte Cristo （Macmillan readers 4, pre-intermediate Alexandre Dumas マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006415 9781405084215
The wizard of Oz （Macmillan readers 4, pre-intermediate level） L. Frank Baum マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006416 9781405087124
Bristol murder （Macmillan readers 5, intermediate level） Philip Prowse マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006630 9781405072908
David Copperfield （Macmillan readers 5, intermediate level） Charles Dickens マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006631 9780230026759
Dracula （Macmillan guided readers/Macmillan classics 5, intermediate Bram Stoker マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006632 9780435272203
Emma （Macmillan readers 5, intermediate level） Jane Austen マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006633 9780230035270
Hamlet （Macmillan readers 5, intermediate level） William Shakespeare マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006634 9780230716636
King Arthur and the knights of the round table （Macmillan readers 5,
intermediate level）

Stephen Colbourn
マクミランランゲージハウ
ス

https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006635 9780230026858

Oliver Twist （Macmillan guided readers/Macmillan classics 5,
intermediate level）

Charles Dickens
マクミランランゲージハウ
ス

https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006636 9780435272500

Pride and prejudice （Macmillan guided readers 5, intermediate level） Jane Austen マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006637 9780435272524
The merchant of Venice （Macmillan readers 5, intermediate level） William Shakespeare マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006638 9780230716643
The red and the black （Macmillan readers 5, intermediate level） Stendhal マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006639 9781405074582



The smuggler （Macmillan guided readers/Macmillan originals 5,
intermediate level）

Piers Plowright
マクミランランゲージハウ
ス

https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006640 9780435272425

The speckled band and other stories （Macmillan guided
readers/Macmillan classics 5, intermediate level）

Sir Arthur Conan Doyle
マクミランランゲージハウ
ス

https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006641 9780435272449

Meet me in Istanbul （Macmillan readers 5, intermediate level） Richard Chisholm マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006642 9780230030442
Much ado about nothing （Macmillan readers 5, intermediate level） William Shakespeare マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006643 9780230408593
Sense and sensibility （Macmillan readers 5, intermediate level） Jane Austen マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006644 9780230037526
The space invaders （Macmillan readers 5, intermediate level） Geoffrey Matthews マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006645 9780230035232
The enchanted April （Macmillan readers 5, intermediate level） Elizabeth von Arnim マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006646 9781405072915
The Queen of death （Macmillan readers 5, intermediate level） John Milne マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006647 9780230035201
The woman who disappeared （Macmillan readers 5, intermediate level） Philip Prowse マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006648 9780230035249
The woodlanders （Macmillan readers 5, intermediate level） Thomas Hardy マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006649 9781405073196
Wuthering Heights （Macmillan readers 5, intermediate level） Emily Brontë マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006650 9780230035256
Anna Karenina （Macmillan readers 6, upper intermediate level） Leo Tolstoy マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006652 9781405087247
Bleak House （Macmillan readers 6, upper intermediate level） Charles Dickens マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006653 9781405073219
Great expectations （Macmillan guided readers/Macmillan classics 6,
upper intermediate level）

Charles Dickens
マクミランランゲージハウ
ス

https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006654 9781405073240

Middlemarch （Macmillan readers 6, upper intermediate level） George Eliot マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006655 9780230026865
Moby Dick （Macmillan readers 6, upper intermediate level） Herman Melville マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006656 9780230026872
Officially dead （Macmillan guided readers/Macmillan originals 6, upper
intermediate level）

Richard Prescott
マクミランランゲージハウ
ス

https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006657 9780333757284

Vanity Fair （Macmillan readers 6, upper intermediate level）
William Makepeace
Thackeray

マクミランランゲージハウ
ス

https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006658 9781405083928

L.A. movie （Macmillan readers 6, upper intermediate level） Philip Prowse マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006659 9780230030558
Macbeth （Macmillan readers 6, upper intermediate level） William Shakespeare マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006660 9780230402218
Our mutual friend （Macmillan readers 6, upper intermediate level） Charles Dickens マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006661 9781405073295
Rebecca （Macmillan readers 6, upper intermediate level） Daphne du Maurier マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006662 9780230030541
The cut-glass bowl and other stories （Macmillan readers 6, upper
intermediate level）

F. Scott Fitzgerald
マクミランランゲージハウ
ス

https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006663 9781405073233

The importance of being earnest （Macmillan readers 6, upper
intermediate level）

Oscar Wilde
マクミランランゲージハウ
ス

https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006664 9780230408449

Photo finish （Macmillan readers 1, starter level） Polly Sweetnam マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000009254 9781405072205
L.A. detective （Macmillan readers 1, starter level） Philip Prowse マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000009255 9781405072168
Blue fins （Macmillan readers 1, starter level） Sarah Axten マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000009256 9781405072151
Sara says no! （Macmillan readers 1, starter level） Norman Whitney マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000009257 9781405072212
The man in the iron mask （Macmillan guided readers/The Macmillan
classics 2, beginner level）

Alexandre Dumas
マクミランランゲージハウ
ス

https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000009258 9780333798911

White Fang （Macmillan readers 3, elementary level） Jack London マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000009259 9780230034402
Kick-off! ―the story of football―（Macmillan readers 4, pre-
intermediate level）

Patrick Adams
マクミランランゲージハウ
ス

https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000009260 9780230400504

Tess of the d'Urbervilles （Macmillan readers 5, intermediate level） Thomas Hardy マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000009261 9780230035324
Thérèse Raquin （Macmillan readers 5, intermediate level） Émile Zola マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000009262 9781405075381
外国人が見た「何これ!?ニッポン」 = Culture Shock in Japan （Read
Smart Readers . Read Japanシリーズ 2-1）

アンディー・ブーン
マクミランランゲージハウ
ス

https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000011811 9784777364930

英国ホームステイ日記 = Homestay in the UK （Read Smart Readers .
Read the Worldシリーズ 2-2）

アンディー・ブーン
マクミランランゲージハウ
ス

https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000011812 9784777364978

南極観測所最後の日 = Ice station at the End of the world （Read Smart
Readers . Read Japan シリーズ 2-3）

グレゴリー・ストロング
マクミランランゲージハウ
ス

https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000011813 9784777364947

グローバル日系人社会の実像 = Japanese communities around the
world （Read Smart Readers . Read the world シリーズ 2-4）

グレゴリー・ストロング
マクミランランゲージハウ
ス

https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000011814 9784777364992

ニッポン人の心 ―『散髪』ほか1編 = Haircuts and Another Japanese
Tale―（Read Smart Readers . Read Japan シリーズ 3-1）

ヒュー・アシュトン
マクミランランゲージハウ
ス

https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000011815 9784777364954

ニッポン人の心 ―『カシャッ』ほか2編 = Click and Other Japanese Tales
―（Read Smart Readers . Read Japan シリーズ 3-2）

ヒュー・アシュトン
マクミランランゲージハウ
ス

https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000011816 9784777364961

これがフェイスブックだ! = This Is Facebook! （Read Smart Readers .
Read the Worldシリーズ 3-3）

アンディー・ブーン
マクミランランゲージハウ
ス

https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000011817 9784777364985

ブラッドフィールドのギャング = The Bradfield Push （Read Smart
Readers . Read the Worldシリーズ 3-4）

ヒュー・アシュトン
マクミランランゲージハウ
ス

https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000011818 9784777365005

ケネディ家の人々 : アイルランドから日本へ = The story of the
Kennedys : from Ireland to Japan （「レベル別」英語ポケット文庫 : Read
Smart Readers . Read the Worldシリーズ 5-1）

ヒュー・アシュトン
マクミランランゲージハウ
ス

https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015455 9784777365173

『赤毛のアン』の世界 = The world of "Anne of Green Gables" （「レベル
別」英語ポケット文庫 : Read Smart Readers . Read the Worldシリーズ

ナディア・マケックニー
マクミランランゲージハウ
ス

https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015456 9784777365180

Kim's pet scoop （Legends in their own lunchbox level 1） Sherryl Clark マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015680 9781458637321
Chaz ―superchef―（Legends in their own lunchbox level 1） James Roy マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015681 9781458637338
Riley clowns around （Legends in their own lunchbox level 1） Bill Condon マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015682 9781458637345
Noob ―crimebuster―（Legends in their own lunchbox level 1） Tristan Bancks マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015683 9781458637352
Lucy in a jam （Legends in their own lunchbox level 1） Paul Collins マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015684 9781458637369
Stella and the pet parade （Legends in their own lunchbox level 1） Meredith Costain マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015685 9781458637376
Kim's tug of war （Legends in their own lunchbox level 1） Sherryl Clark マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015686 9781458637383
Chaz and the missing mayo （Legends in their own lunchbox level 1） James Roy マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015687 9781458637390
Riley versus the giant banana （Legends in their own lunchbox level 1） Bill Condon マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015688 9781458637406
Noob and the librarian supervillain （Legends in their own lunchbox level Tristan Bancks マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015689 9781458637413
Lucy ―kung-fu queen―（Legends in their own lunchbox level 1） Paul Collins マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015690 9781458637420
Stella's got talent （Legends in their own lunchbox level 1） Meredith Costain マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015691 9781458637437
Kim's super science day （Legends in their own lunchbox level 2） Sherryl Clark マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015692 9781458637444
Chaz at the fish market （Legends in their own lunchbox level 2） James Roy マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015693 9781458637451
Riley and the fantastic plan （Legends in their own lunchbox level 2） Bill Condon マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015694 9781458637468
Noob ―amateur dentist―（Legends in their own lunchbox level 2） Tristan Bancks マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015695 9781458637475
Lucy ―the boss―（Legends in their own lunchbox level 2） Paul Collins マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015696 9781458637482
Stella ―circus star―（Legends in their own lunchbox level 2） Meredith Costain マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015697 9781458637499
Kim's fake cake bake （Legends in their own lunchbox level 2） Sherryl Clark マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015698 9781458637505
Chaz ―TV superstar?―（Legends in their own lunchbox level 2） James Roy マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015699 9781458637512
Riley and the treasure （Legends in their own lunchbox level 2） Bill Condon マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015700 9781458637529
Noob ―the boy who could fly―（Legends in their own lunchbox level 2） Tristan Bancks マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015701 9781458637536
Lucy and the red street boyz （Legends in their own lunchbox level 2） Paul Collins マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015702 9781458637543
Stella and the movie star （Legends in their own lunchbox level 2） Meredith Costain マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015703 9781458637550
Kim faces her fears （Legends in their own lunchbox level 3） Sherryl Clark マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015704 9781458637567
Chaz at the aquarium （Legends in their own lunchbox level 3） James Roy マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015705 9781458637574
Riley saves the day （Legends in their own lunchbox level 3） Bill Condon マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015706 9781458637581
Noob's secret weapon （Legends in their own lunchbox level 3） Tristan Bancks マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015707 9781458637598
Lucy to the rescue （Legends in their own lunchbox level 3） Paul Collins マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015708 9781458637604
Stella's house of horrors （Legends in their own lunchbox level 3） Meredith Costain マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015709 9781458637611
Kim's film flops （Legends in their own lunchbox level 3） Sherryl Clark マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015710 9781458637628
Chaz and the hotdogs （Legends in their own lunchbox level 3） James Roy マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015711 9781458637635
Riley and the super plan （Legends in their own lunchbox level 3） Bill Condon マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015712 9781458637642
Noob and the library ghost （Legends in their own lunchbox level 3） Tristan Bancks マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015713 9781458637659
Lucy and the pop princess （Legends in their own lunchbox level 3） Paul Collins マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015714 9781458637666
Stella and the flash mob （Legends in their own lunchbox level 3） Meredith Costain マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015715 9781458637673
The time machine （Get Real! level 1） Phil Kettle マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016705 9781420276862
Ferret attack （Get Real! level 1） Phil Kettle マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016706 9781420276879
Just another day （Get Real! level 1） Phil Kettle マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016707 9781420276886
Planet Snoz （Get Real! level 1） Phil Kettle マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016708 9781420276893
Big city museum （Get Real! level 1） Phil Kettle マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016709 9781420276909
The flying machines （Get Real! level 1） Phil Kettle マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016710 9781420277562
Snooping Snoopalot （Get Real! level 1） Phil Kettle マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016711 9781420277579
The trouble with... （Get Real! level 1） Phil Kettle マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016712 9781420278255
The pirate play （Get Real! level 1） Phil Kettle マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016713 9781420278262
The last day （Get Real! level 1） Phil Kettle マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016714 9781420278279
No laughing matter （Get Real! level 2） Phil Kettle マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016715 9781420290783
The birthday surprise （Get Real! level 2） Phil Kettle マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016716 9781420290790
Radio news （Get Real! level 2） Phil Kettle マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016717 9781420290806
Professor Dribble （Get Real! level 2） Phil Kettle マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016718 9781420290813
Assist professor Toad （Get Real! level 2） Phil Kettle マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016719 9781420290820
The election （Get Real! level 2） Phil Kettle マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016720 9781420290837
Rockball （Get Real! level 2） Phil Kettle マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016721 9781420290844
Having a ball （Get Real! level 2） Phil Kettle マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016722 9781420290851
Crash bang zoom （Get Real! level 2） Phil Kettle マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016723 9781420290868
Going, going, gone! （Get Real! level 2） Phil Kettle マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016724 9781420290875
Park soccer （Boyz rule! level 1） Felice Arena マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016759 9780732989514
Golf legends （Boyz rule! level 1） Felice Arena マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016760 9780732989538
Yabby hunt （Boyz rule! level 1） Felice Arena マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016761 9780732989576
The tree house （Boyz rule! level 1） Felice Arena マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016762 9780732989552
Bike daredevils （Boyz rule! level 1） Felice Arena マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016763 9780732989545
Camping out （Boyz rule! level 1） Felice Arena マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016764 9780732989583
Gone fishing （Boyz rule! level 1） Felice Arena マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016765 9780732989521
Water rats （Boyz rule! level 1） Felice Arena マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016766 9780732989569



Basketball buddies （Boyz rule! level 2） Felice Arena マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016768 9780732989651
Rock star （Boyz rule! level 2） Felice Arena マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016769 9780732989668
Secret agent heroes （Boyz rule! level 2） Felice Arena マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016770 9780732989644
Wet world （Boyz rule! level 2） Felice Arena マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016771 9780732989620
Skateboard dudes （Boyz rule! level 2） Felice Arena マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016772 9780732989590
Bull riding （Boyz rule! level 2） Felice Arena マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016773 9780732989637
Test cricket （Boyz rule! level 2） Felice Arena マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016774 9780732989606
Tennis ace （Boyz rule! level 2） Felice Arena マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016775 9780732989613
Battle of the games （Boyz rule! level 3） Felice Arena マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016777 9780732992545
Halloween gotcha! （Boyz rule! level 3） Felice Arena マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016778 9780732992552
Rotten school day （Boyz rule! level 3） Felice Arena マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016779 9780732992613
Hit the beach （Boyz rule! level 3） Felice Arena マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016780 9780732992569
Race car dreamers （Boyz rule! level 3） Felice Arena マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016781 9780732992606
Olympic champions （Boyz rule! level 3） Felice Arena マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016782 9780732992576
On the farm （Boyz rule! level 3） Felice Arena マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016783 9780732992583
Pirate attack （Boyz rule! level 3） Felice Arena マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016784 9780732992590
Pie-eating champions （Boyz rule! level 4） Felice Arena マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016786 9781420204964
Mega rich （Boyz rule! level 4） Felice Arena マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016787 9781420204919
Kite high （Boyz rule! level 4） Felice Arena マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016788 9781420204940
Paper round （Boyz rule! level 4） Felice Arena マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016789 9781420204926
Mouse hunters （Boyz rule! level 4） Felice Arena マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016790 9781420204957
Space invaders （Boyz rule! level 4） Felice Arena マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016791 9781420204971
Freaky snow dude （Boyz rule! level 4） Felice Arena マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016792 9781420204902
Bird crazy （Boyz rule! level 4） Felice Arena マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016793 9781420204933
Hair scare （Girlz Rock! level 1） Holly Smith Dinbergs マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016831 9780732998790
Diary disaster （Girlz Rock! level 1） Holly Smith Dinbergs マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016832 9780732998783
Netball showdown （Girlz Rock! level 1） Jacqueline Arena マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016833 9780732998844
The sleepover （Girlz Rock! level 1） Julie Mullins マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016834 9780732998868
Bowling buddies （Girlz Rock! level 1） Holly Smith Dinbergs マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016835 9780732998776
School play stars （Girlz Rock! level 1） Julie Mullins マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016836 9780732998851
Pool pals （Girlz Rock! level 1） Holly Smith Dinbergs マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016837 9780732998806
Horsing around （Girlz Rock! level 1） Jacqueline Arena マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016838 9780732998837
Girl pirates （Girlz Rock! level 1） Shey Kettle マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016839 9780732998813
Surf girls （Girlz Rock! level 1） Shey Kettle マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016840 9780732998820
Newspaper scoop （Girlz Rock! level 2） Jacqueline Arena マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016842 9781420204476
Snowball attack （Girlz Rock! level 2） Jacqueline Arena マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016843 9781420204469
Dog on the loose （Girlz Rock! level 2） Holly Smith Dinbergs マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016844 9781420204483
Escalator escapade （Girlz Rock! level 2） Holly Smith Dinbergs マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016845 9781420204490
Cooking catastrophe （Girlz Rock! level 2） Holly Smith Dinbergs マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016846 9781420204506
Talent quest （Girlz Rock! level 2） Shey Kettle マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016847 9781420204513
Wild ride （Girlz Rock! level 2） Shey Kettle マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016848 9781420204520
Camping chaos （Girlz Rock! level 2） Shey Kettle マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016849 9781420204537
Mummy mania （Girlz Rock! level 2） Holly Smith Dinbergs マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016850 9781420204544
Skater chicks （Girlz Rock! level 2） Jacqueline Arena マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016851 9781420204551
Birthday party bedlam （Girlz Rock! level 3） Jacqueline Arena マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016853 9781420261462
Pony club （Girlz Rock! level 3） Jacqueline Arena マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016854 9781420261479
Doubles trouble （Girlz Rock! level 3） Shey Kettle マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016855 9781420261455
Soccer crazy （Girlz Rock! level 3） Shey Kettle マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016856 9781420261448
Dance fever （Girlz Rock! level 3） Holly Smith Dinbergs マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016857 9781420261431
MiniGolf face-off （Girlz Rock! level 3） Holly Smith Dinbergs マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016858 9781420261400
Trapeze dreams （Girlz Rock! level 3） Holly Smith Dinbergs マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016859 9781420261417
Two at the zoo （Girlz Rock! level 3） Holly Smith Dinbergs マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016860 9781420261424
I hop （Springboard Connect level 1a） Daniel Baxter マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023142 9781458639592
The tin （Springboard Connect level 1b） Luke Jackson マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023143 9781458639615
What am I? （Springboard Connect level 1c） Delia Wise マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023144 9781458639608
Where is ted? （Springboard Connect level 1d） Daniel Baxter マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023145 9781458639622
The cat! （Springboard Connect level 1e） Duncan Richardson マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023146 9781458639639
At the park （Springboard Connect level 2a） Luke Jackson マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023148 9781458639646
Up the tree （Springboard Connect level 2b） Daniel Baxter マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023149 9781458639653
My brother （Springboard Connect level 2c） Duncan Richardson マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023150 9781458639660
Fruit （Springboard Connect level 2d） Delia Wise マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023151 9781458639677
It was so hot （Springboard Connect level 2e） Daniel Baxter マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023152 9781458639684
What can you do? （Springboard Connect level 3a） George Ivanoff マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023154 9781458639691
My pop's garden （Springboard Connect level 3b） Duncan Richardson マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023155 9781458639707
The soup （Springboard Connect level 3c） Daniel Baxter マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023156 9781458639714
We go to town （Springboard Connect level 3d） Lynette Evans マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023157 9781458639721
Baby animals （Springboard Connect level 3e） Vaishali Batra マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023158 9781458639738
This family （Springboard Connect level 4a） Grace Cameron マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023160 9781458639769
Our rooftop garden （Springboard Connect level 4b） Lynette Evans マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023161 9781458639745
Night and day （Springboard Connect level 4c） Marie Gabriel マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023162 9781458639752
Sky's new home （Springboard Connect level 4d） Jane McKenzie マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023163 9781458639776
Emma the elephant （Springboard Connect level 4e） Duncan Richardson マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023164 9781458639783
The panda （Springboard Connect level 5a） Marie Gabriel マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023166 9781458639790
Otis is lost （Springboard Connect level 5b） Jane McKenzie マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023167 9781458639806
The meerkats' new Home （Springboard Connect level 5c） Duncan Richardson マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023168 9781458639813
The people museum （Springboard Connect level 5d） Duncan Richardson マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023169 9781458639820
At the market （Springboard Connect level 5e） Marie Gabriel マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023170 9781458639837
When we started school （Springboard Connect level 6a） Marie Gabriel マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023172 9781458639844
Me and my family （Springboard Connect level 6b） George Ivanoff マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023173 9781458639851
What are they? （Springboard Connect level 6c） Pam Rushby マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023174 9781458639868
Changing seasons （Springboard Connect level 6d） Vaishali Batra マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023175 9781458639875
I must be quick （Springboard Connect level 6e） Paul Mason マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023176 9781458639882
Grandma went to school （Springboard Connect level 7a） Marie Gabriel マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023178 9781458639899
The shopping list （Springboard Connect level 7b） Paul Mason マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023179 9781458639905
Tigers （Springboard Connect level 7c） Pam Rushby マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023180 9781458639912
The ice festival （Springboard Connect level 7d） Lynette Evans マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023181 9781458639929
How doctors help （Springboard Connect level 7e） Marie Gabriel マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023182 9781458639936
Monsoon （Springboard Connect level 8a） Pam Rushby マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023184 9781458639943
A fun day （Springboard Connect level 8b） Grace Cameron マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023185 9781458639950
Making things （Springboard Connect level 8c） George Ivanoff マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023186 9781458639967
Special days （Springboard Connect level 8d） Marie Gabriel マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023187 9781458639974
Make a hat and a mask （Springboard Connect level 8e） Victoria St John マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023188 9781458639981
The monkeys go bananas! （Springboard Connect level 9a） Diana Noonnan マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023190 9781458639998
The bell garden （Springboard Connect level 9b） Peter Rees マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023191 9781458640000
Cool bananas （Springboard Connect level 9c） Mary Atkinson マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023192 9781458640017
Being famous （Springboard Connect level 9d） Mary Atkinson マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023193 9781458640024
Fly, baby birds! （Springboard Connect level 9e） Diana Noonan マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023194 9781458640031
Then and now （Springboard Connect level 10a） Mary Atkinson マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023196 9781458640048
Hip-hop! （Springboard Connect level 10b） Diana Neild マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023197 9781458640956
Sailing north （Springboard Connect level 10c） Judy Ling マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023198 9781458640055
Way to go! （Springboard Connect level 10d） Peter Rees マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023199 9781458640062
Car parts （Springboard Connect level 10e） Peter Rees マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023200 9781458640079
No rules day （Springboard Connect level 11a） Diana Neild マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023202 9781458640086
Counting down （Springboard Connect level 11b） Diana Neild マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023203 9781458640093
Bigger and smaller （Springboard Connect level 11c） Mary Atkinson マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023204 9781458640109
The bamboo family （Springboard Connect level 11d） Grace Cameron マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023205 9781458640116
Desert life （Springboard Connect level 11e） Grace Cameron マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023206 9781458640123
Big day out （Springboard Connect level 12a） Peter Rees マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023208 9781458640130
Trip trouble （Springboard Connect level 12b） Peter Rees マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023209 9781458640147
Oily feet （Springboard Connect level 12c） Grace Cameron マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023210 9781458640154
The day sky （Springboard Connect level 12d） Grace Cameron マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023211 9781458640161
Weather tools （Springboard Connect level 12e） Mary Atkinson マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023212 9781458640178
A star named Jade （Springboard Connect level 13a） Grace Cameron マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023214 9781458640185
Dear penpal （Springboard Connect level 13b） Peter Rees マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023215 9781458640192
Insect bodies （Springboard Connect level 13c） Mary Atkinson マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023216 9781458640208
The cake sale （Springboard Connect level 13d） Peter Rees マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023217 9781458640215
Jobs people do （Springboard Connect level 13e） Mary Atkinson マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023218 9781458640222
The ice lantern （Springboard Connect level 14a） Peter Rees マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023220 9781458640277
Lost! （Springboard Connect level 14b） Grace Cameron マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023221 9781458640239
Life of a butterfly （Springboard Connect level 14c） Mary Atkinson マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023222 9781458640246
The lion city （Springboard Connect level 14d） Judy Ling マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023223 9781458640253
Food for all （Springboard Connect level 14e） Mary Atkinson マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023224 9781458640260
Magnet boy （Springboard Connect level 15a） Grace Cameron マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023226 9781458640284
Greedy monkey （Springboard Connect level 15b） Judy Ling マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023227 9781458640291
The eco park （Springboard Connect level 15c） Mary Atkinson マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023228 9781458640307
Living on earth （Springboard Connect level 15d） Grace Cameron マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023229 9781458640314
Let's celebrate （Springboard Connect level 15e） Mary Atkinson マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023230 9781458640321



Crazy wheels day （Springboard Connect level 16a） Grace Cameron マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023232 9781458640338
Animals of the coast （Springboard Connect level 16b） Grace Cameron マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023233 9781458640345
The green house （Springboard Connect level 16c） Mary Atkinson マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023234 9781458640352
Zara and the band （Springboard Connect level 16d） Peter Rees マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023235 9781458640369
The frozen drink （Springboard Connect level 16e） Peter Rees マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023236 9781458640376
Digger's best bone （Springboard Connect level 17a） Melaina Faranda マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023374 9781458640383
Fruits and veggies （Springboard Connect level 17b） Pippa Quam マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023375 9781458640390
Honey from hive to home （Springboard Connect level 17c） Marie Gabriel マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023376 9781458640406
Our earth （Springboard Connect level 17d） Louise Finlay マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023377 9781458640413
Why crow is black （Springboard Connect level 17e） George Ivanoff マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023378 9781458640420
One of a kind （Springboard Connect level 18a） Gordon Coutts マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023380 9781458640437
The real prize （Springboard Connect level 18b） Melaina Faranda マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023381 9781458640444
Kakadu （Springboard Connect level 18c） Andrew Einspruch マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023382 9781458640451
Getting to work （Springboard Connect level 18d） Vaishali Batra マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023383 9781458640468
Making paper （Springboard Connect level 18e） Victoria St John マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023384 9781458640475
Saving the parrots （Springboard Connect level 19a） Diana Noonan マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023386 9781458640482
Mum's new mobile （Springboard Connect level 19b） George Ivanoff マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023387 9781458640499
A world of birds （Springboard Connect level 19c） Greg Pyers マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023388 9781458640505
The rainbow serpent （Springboard Connect level 19d） George Ivanoff マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023389 9781458640512
Creating a cartoon （Springboard Connect level 19e） Jonny Webster マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023390 9781458640529
Hush! （Springboard Connect level 20a） Jim Howes マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023392 9781458640536
At home （Springboard Connect level 20b） Annie Carling マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023393 9781458640543
A sticky problem （Springboard Connect level 20c） Jim Howes マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023394 9781458640550
Great landmarks （Springboard Connect level 20d） Vaishali Batra マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023395 9781458640567
Pen and ink （Springboard Connect level 20e） Louise Finlay マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023396 9781458640574
The ducks of Dinsmore Park （Springboard Connect level 21a） Julie Mitchell マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023398 9781458640581
Snakes alive! （Springboard Connect level 21b） Jerry Alexander マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023399 9781458640598
Where's dad? （Springboard Connect level 21c） Peter Millett マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023400 9781458640604
Bug catchers （Springboard Connect level 21d） Pippa Quam マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023401 9781458640963
Living around the world （Springboard Connect level 21e） Louise Finlay マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023402 9781458640611
Second-hand dog （Springboard Connect level 22a） Pam Rushby マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023404 9781458640628
Simple machines （Springboard Connect level 22b） Vaishali Batra マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023405 9781458640635
My mum the inventor （Springboard Connect level 22c） Jack Gabolinscy マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023406 9781458640642
A frog's life （Springboard Connect level 22d） Greg Pyers マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023407 9781458640659
Health online （Springboard Connect level 22e） Vaishali Batra マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023408 9781458640666
Spencer's blog （Springboard Connect level 23a） Diana Noonan マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023410 9781458640673
The reward （Springboard Connect level 23b） Melaina Faranda マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023411 9781458640680
Days to remember （Springboard Connect level 23c） Andrew Einspruch マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023412 9781458640697
Helping each other （Springboard Connect level 23d） Greg Pyers マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023413 9781458640703
Ice science （Springboard Connect level 23e） Victoria St John マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023414 9781458640710
Giraffe goes to Gibraltar （Springboard Connect level 24a） Janne Galbraith マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023416 9781458648495
Don't sweat it （Springboard Connect level 24b） Deborah Kelly マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023417 9781458648501
Don't trash it （Springboard Connect level 24c） Janne Galbraith マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023418 9781458648518
The new year （Springboard Connect level 24d） Rita Mullick マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023419 9781458648525
Hot, cold, and in-between （Springboard Connect level 24e） Rita Mullick マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023420 9781458648532
The lion lights ―based on a true story―（Springboard Connect level Janine Scott マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023422 9781458648549
Chilly dog! （Springboard Connect level 25b） Kerri Lane マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023423 9781458648556
Heroes of the wilderness （Springboard Connect level 25c） Andrew Einspruch マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023424 9781458648563
The great Christmas Island red crab migration （Springboard Connect
level 25d）

Andrew Einspruch
マクミランランゲージハウ
ス

https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023425 9781458648570

Birds and pterosaurs （Springboard Connect level 25e） Greg Pyers マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023426 9781458648587
A crazy day at the museum （Springboard Connect level 26a） Peter Millett マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023428 9781458648594
Jiro Ono ―sushi master―（Springboard Connect level 26b） John Suzuki マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023429 9781458648600
Extinct and almost extinct （Springboard Connect level 26c） Greg Pyers マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023430 9781458648617
Dynamic dinosaurs! （Springboard Connect level 26d） Jerry Alexander マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023431 9781458648624
What Jack did next （Springboard Connect level 26e） Peter Rees マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023432 9781458648631
The odd-shaped horse （Springboard Connect level 27a） Peter Rees マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023434 9781458648648
Needs and wants （Springboard Connect level 27b） Nerida Frost マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023435 9781458648655
Excellent experiments （Springboard Connect level 27c） Sarah Irvine マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023436 9781458648686
Art rocks （Springboard Connect level 27d） Pippa Quam マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023437 9781458648679
The sundial alien field trip （Springboard Connect level 27e） George Ivanoff マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023438 9781458648662
The children of the sun ―an Inca myth―（Springboard Connect level Pippa Quam マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023440 9781458648693
The sea turtles of Tortuguero （Springboard Connect level 28b） Sarah Irvine マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023441 9781458648709
One supersonic space jump （Springboard Connect level 28c） Pippa Quam マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023442 9781458648716
The greatest reef （Springboard Connect level 28d） Janine Scott マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023443 9781458648723
Sam's great invention （Springboard Connect level 28e） Deborah Kelly マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023444 9781458648730
Penelope Plotter and the perilous pencil （Springboard Connect level Kerri Lane マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023446 9781458648747
The star party （Springboard Connect level 29b） Gordon Coutts マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023447 9781458648754
Connected kids can （Springboard Connect level 29c） Rita Mullick マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023448 9781458648761
Pristine places on earth （Springboard Connect level 29d） Janne Galbraith マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023449 9781458648778
Solutions to pollution （Springboard Connect level 29e） Mary Atkinson マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023450 9781458648785
Mrs Kim's ketchup （Springboard Connect level 30a） Bill Nagelkerke マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023452 9781458648792
Blind triathletes （Springboard Connect level 30b） Jonny Webster マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023453 9781458648808
Cracked! （Springboard Connect level 30c） Janine Scott マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023454 9781458648815
Science at work （Springboard Connect level 30d） Mary Atkinson マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023455 9781458648822
Earth, the Sun, and the Moon （Springboard Connect level 30e） Robert MacDowell マクミランランゲージハウ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023456 9781458648839
キャンプファイヤー怪談集 = Campfire Ghost Stories （「レベル別」英語
ポケット文庫 : Read Smart Readers . Read the Worldシリーズ 1-1）

アンディー・ブーン
マクミランランゲージハウ
ス

https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000026355 9784777365197

世界「とんでも」陰謀説 = Conspiracy Theories （「レベル別」英語ポケット
文庫 : Read Smart Readers . Read the Worldシリーズ 2-7）

アンディー・ブーン
マクミランランゲージハウ
ス

https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000026356 9784777365227

アメリカ・ホームステイ日記 = Homestay in the USA （「レベル別」英語ポ
ケット文庫 : Read Smart Readers . Read the Worldシリーズ 2-6）

グレゴリー・ストロング
マクミランランゲージハウ
ス

https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000026746 9784777365203

オーストラリア・ホームステイ日記 = Homestay in Australia （「レベル別」
英語ポケット文庫 : Read Smart Readers . Read the Worldシリーズ 2-5）

パトリック・ハフェンスタイ
ン

マクミランランゲージハウ
ス

https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000026747 9784777365210

21世紀の資本 トマ・ピケティ みすず書房 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000017583 9784622078760
発達 （第3号） ミネルヴァ書房 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000009977 9784623041664
オミックスで加速するがんバイオマーカー研究の最新動向 ―リスク評価,
早期診断, 治療効果・予後予測を可能にする新しいバイオマーカー―（遺
伝子医学MOOK 29）

山田, 哲司 メディカルドゥ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000034470 9784944157594

遺伝カウンセリングのためのコミュニケーション論 ―京都大学大学院医
学研究科遺伝カウンセラーコース講義―

小杉, 眞司 メディカルドゥ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000034474 9784944157662

トランスポートソーム生体膜輸送機構の全体像に迫る ―基礎,臨床,創薬
応用研究の最新成果―（遺伝子医学MOOK 19）

金井, 好克 メディカルドゥ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015063 9784944157495

ナノバイオ技術と最新創薬応用研究 （遺伝子医学MOOK 20） 橋田, 充 メディカルドゥ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015064 9784944157501
最新ペプチド合成技術とその創薬研究への応用 （遺伝子医学MOOK 木曽, 良明 メディカルドゥ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015065 9784944157518
最新生理活性脂質研究 ―実験手法, 基礎的知識とその応用―（遺伝子
医学MOOK 24）

青木, 淳賢 メディカルドゥ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015068 9784944157549

ますます重要になる細胞周辺環境 (細胞ニッチ) の最新科学技術 （遺伝
子医学MOOK 別冊）

田畑, 泰彦 メディカルドゥ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015072 9784944157846

ペプチド・タンパク性医薬品の新規DDS製剤の開発と応用 （遺伝子医学
MOOK 別冊）

山本, 昌 メディカルドゥ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015075 9784944157778

細胞死研究の今 ―疾患との関わり, 創薬に向けてのアプローチ―（遺伝
子医学MOOK 別冊）

辻本, 賀英 メディカルドゥ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015078 9784944157730

次世代ペプチド医薬創製 （遺伝子医学MOOK 別冊） 赤路, 健一 メディカルドゥ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015081 9784944157686
薬物の消化管吸収予測研究の最前線 （遺伝子医学MOOK 別冊） 山下, 伸二 メディカルドゥ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000034472 9784944157815
ここまで広がるドラッグ徐放技術の最前線 ―古くて新しいドラッグデリバ
リーシステム(DDS)―（遺伝子医学MOOK 別冊）

田畑, 泰彦 メディカルドゥ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000034473 9784944157747

術前術後ケアポイント80 ―チェックリスト&図解でサクッと理解!― 足羽, 孝子 メディカ出版 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000013488 9784840440769
写真でトコトン!いちばんはじめの整形外科きほんの看護技術 ―オール
カラー―（整形外科看護 2014春季増刊(通巻235号)）

萩野, 浩 メディカ出版 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000014253 9784840447805

ICU・手術室の薬鎮痛・鎮静薬・循環器用薬・呼吸器用薬・抗菌薬・・・は
や調べノート

西, 信一 メディカ出版 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000030903 9784840449571

世界でいちばん愉快に人工呼吸管理がわかる本 ―ナース・研修医のた 古川, 力丸 メディカ出版 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000041781 9784840445085
世界でいちばん簡単に血ガスがわかる、使いこなせる本 ―ナース・研修
医のための―

古川, 力丸 メディカ出版 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000041791 9784840454384

Orchids for dummies （--For dummies） Steven A. Frowine
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

https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000030085 9780764567599

神経変性疾患 ―研究と診療の進歩―（別冊・医学のあゆみ） 辻, 省次 医歯薬出版 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000026388
不整脈に対する薬物治療の現状と未来 （不整脈治療update 第4巻） 池田, 隆徳 医薬ジャーナル社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023796 9784753227501
マンガで学ぶ生命倫理 ―わたしたちに課せられた「いのち」の宿題― 児玉, 聡 化学同人 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000013479 9784759815429
1分子生物学 （Dojin bioscience series 17） 原田, 慶恵 化学同人 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000018580 9784759815184
依存症の科学 ―いちばん身近なこころの病― 岡本, 卓 化学同人 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027685 9784759818154
今度こそ理解できる!シュレーディンガー方程式入門 榛葉, 豊 化学同人 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000034370 9784759818307
植物たちの静かな戦い ―化学物質があやつる生存競争―（DOJIN選書 藤井, 義晴 化学同人 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000034372 9784759816716
樹木医学の基礎講座 樹木医学会 海青社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000026023 9784860992972



ティンバーメカニクス ―木材の力学理論と応用―
日本木材学会木材強度・
木質構造研究会

海青社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000026022 9784860992897

この木なんの木 佐伯, 浩 海青社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015291 9784906165513
文化政策の展開 ―アーツ・マネジメントと創造都市― 野田, 邦弘 学芸出版社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025521 9784761525705
マイファーム荒地からの挑戦 ―農と人をつなぐビジネスで社会を変える 西辻, 一真 学芸出版社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000010113 9784761513061
Dr.大塚の血液ガスのなぜ?がわかる ―基礎から学ぶ酸塩基平衡と酸素
化の評価―

大塚, 将秀 学研メディカル秀潤社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000005889 9784780910810

分子生物学実験の基礎 （細胞工学 . 別冊 . 目で見る実験ノートシリーズ
. バイオ実験イラストレイテッド 1）

中山, 広樹 学研メディカル秀潤社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007575 9784879621481

遺伝子解析の基礎 （細胞工学 . 別冊 . 目で見る実験ノートシリーズ . バ
イオ実験イラストレイテッド 2）

中山, 広樹 学研メディカル秀潤社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007576 9784879621498

特集アミロイドーシスの画像診断update （画像診断 Vol. 32, No. 12） 学研メディカル秀潤社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000014952 9784780900354
やさしくわかる!麻酔科研修 讃岐, 美智義 学研メディカル秀潤社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027794 9784780909043
ImageJではじめる生物画像解析 三浦, 耕太 学研メディカル秀潤社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027798 9784780909364
神経放射線診断Update"Knowledge is power" （画像診断 vol. 35, no. 4
臨時増刊号）

大場, 洋 学研メディカル秀潤社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027949 9784780909081

本当にふえるPCR  新版（細胞工学 . 別冊 . 目で見る実験ノートシリーズ
. バイオ実験イラストレイテッド 3）

中山, 広樹 学研メディカル秀潤社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007577 9784879621825

苦労なしのクローニング （細胞工学 . 別冊 . 目で見る実験ノートシリーズ
. バイオ実験イラストレイテッド 4）

真壁, 和裕 学研メディカル秀潤社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007578 9784879621726

タンパクなんてこわくない （細胞工学 . 別冊 . 目で見る実験ノートシリー
ズ . バイオ実験イラストレイテッド 5）

西方, 敬人 学研メディカル秀潤社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007579 9784879621665

すくすく育て細胞培養 （細胞工学 . 別冊 . 目で見る実験ノートシリーズ .
バイオ実験イラストレイテッド 6）

渡邊, 利雄 学研メディカル秀潤社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007580 9784879621627

使おう酵母できるtwo hybrid （細胞工学 . 別冊 . 目で見る実験ノートシ
リーズ . バイオ実験イラストレイテッド 7）

水野, 貴之 学研メディカル秀潤社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007581 9784879622655

次世代シークエンサーDRY解析教本 （細胞工学 別冊） 清水, 厚志 学研メディカル秀潤社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027783 9784780909203
医師のためのモバイル仕事術 ―iPad/iPhoneを使い倒す!― 新版 讃岐, 美智義 学研メディカル秀潤社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002196 9784780908596
エキスパートの診断過程を学ぶ中枢神経系の画像診断 （画像診断 vol.
36, no. 6(2016-05)）

学研メディカル秀潤社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000042077 9784780900781

薬剤と画像 ―画像所見から薬剤による変化を想起する―（画像診断
vol. 36, no. 12(2016-10)）

学研メディカル秀潤社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000042450 9784780900835

免疫染色至適条件決定法 鴨志田, 伸吾 学際企画 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000033339 9784906514731
入門生徒指導 ―「生徒指導提要」から「いじめ防止対策推進法」まで― 片山, 紀子 学事出版 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000024202 9784761920494
脳単 (ノウタン) （語源から覚える解剖学英単語集 脳・神経編） 原島, 広至 丸善 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025131 9784860430757
発達心理学事典 日本発達心理学会 丸善出版 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006234 9784621085790
有機スペクトル解析 ―MS・IR・NMRデータを読む― 臼杵, 克之助 丸善出版 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000012874 9784621087602
ニッポン技術者の使命 飯田, 汎 丸善出版 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000291 9784621076682
機械系技術者のためのものづくりべからず集105 ものづくり懇話会 丸善出版 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000010492 9784621083802
47都道府県・地鶏百科 成瀬, 宇平 丸善出版 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000013607 9784621088012
乾燥地を救う知恵と技術 ―砂漠化・土地劣化・干ばつ問題への対処法 恒川, 篤史 丸善出版 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000017490 9784621087534
有機合成実験法ハンドブック 第2版 有機合成化学協会 丸善出版 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027063 9784621089484
いかにして問題をとくか・実践活用編 芳沢, 光雄 丸善出版 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000003042 9784621085295
情報科教育法 第2版 岡本, 敏雄 丸善出版 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000022768 9784621089071
大学講義技術者の倫理入門 第5版 杉本, 泰治 丸善出版 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027441 9784621300169
黄砂 ―健康・生活環境への影響と対策― 黒崎, 泰典 丸善出版 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027865 9784621300299
高分子化学 （化学マスター講座 合成編） 中條, 善樹 丸善出版 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000009041 9784621082591
虫・コレ ―自然がつくりだした色とデザイン― 海野, 和男 丸善出版 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000009039 9784621083703
ウイルス ―ミクロの賢い寄生体―（サイエンス・パレット 016） Dorothy H. Crawford 丸善出版 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000018528 9784621088166
ジャンクDNA ―ヒトゲノムの98%はガラクタなのか?― ネッサ・キャリー 丸善出版 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027868 9784621300039
顔の百科事典 日本顔学会 丸善出版 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000030966 9784621089583
海から生まれた毒と薬 Anthony T. Tu 丸善出版 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000030967 9784621085981
ヒトゲノムと遺伝子治療 （丸善ライブラリー 358） 本橋, 登 丸善出版 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000155 9784621053584
生殖医療のすべて  新版 堤, 治 丸善出版 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000164 9784621070994
看護の倫理学  第2版（現代社会の倫理を考える 1） 石井, トク 丸善出版 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000175 9784621078655
味覚と嗜好のサイエンス （京大人気講義シリーズ） 伏木, 亨 丸善出版 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000281 9784621079713
医療のための安全学入門 ―事例で学ぶヒューマンファクター― 篠原, 一彦 丸善出版 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000292 9784621075265
機能性食品の作用と安全性百科 上野川, 修一 丸善出版 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000640 9784621085523
不明熱を減らすための外来発熱診療ガイド ―症候別の診かた・考えか 大滝, 純司 丸善出版 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001929 9784621085899

ストレス百科事典 （1）
ストレス百科事典翻訳刊
行委員会

丸善出版 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000004189

ストレス百科事典 （2）
ストレス百科事典翻訳刊
行委員会

丸善出版 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000004190

ストレス百科事典 （3）
ストレス百科事典翻訳刊
行委員会

丸善出版 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000004191

ストレス百科事典 （4）
ストレス百科事典翻訳刊
行委員会

丸善出版 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000004192

ストレス百科事典 （5）
ストレス百科事典翻訳刊
行委員会

丸善出版 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000004193

生命と医療の倫理学  第2版（現代社会の倫理を考える 2） 伊藤, 道哉 丸善出版 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000005633 9784621086728
伊東毒性病理学 高橋, 道人 丸善出版 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006237 9784621086421
健康・医療の情報を読み解く ―健康情報学への招待― 第2版（京大人
気講義シリーズ）

中山, 健夫 丸善出版 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000013156 9784621087329

SJF関節ファシリテーション 第2版 宇都宮, 初夫 丸善出版 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000026659 9784621088456
膠原病学 ―免疫学・リウマチ性疾患の理解のために―改訂6版 塩沢, 俊一 丸善出版 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000026660 9784621089453
極論で語る神経内科 河合, 真 丸善出版 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000026661 9784621088524
結晶転位論 ―鉄から窒化ガリウムまで― 坂, 公恭 丸善出版 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000026667 9784621089637
医学の歴史 （サイエンス・パレット 029） William Bynum 丸善出版 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027218 9784621089422
教養としての生命倫理 村松, 聡 丸善出版 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027867 9784621300244
看護過程から理解する看護診断 改訂2版 滝島, 紀子 丸善出版 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000040079 9784621300183
脳はいかにして数学を生みだすのか 武田, 暁 丸善出版 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000041280 9784621301029
終末期医療を考えるために ―検証オランダの安楽死から― 盛永, 審一郎 丸善出版 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000041281 9784621301142
プラクティカル解剖実習四肢体幹頭頚部 千田, 隆夫 丸善出版 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000043972 9784621301401
プラクティカル解剖実習脳 千田, 隆夫 丸善出版 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000044012 9784621086148
耳科学アトラス ―形態と計測値―第4版 野村, 恭也 丸善出版 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000047776 9784621301913
線形モデルからの出発 ―統計学の基礎 1―（統計科学のフロンティア 竹村, 彰通 岩波書店 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000004237 9784000068413
経済時系列の統計 ―その数理的基礎―（統計科学のフロンティア 8） 刈屋, 武昭 岩波書店 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000004244 9784000068482
漱石全集 第6巻 ―それから・門― 夏目, 漱石 岩波書店 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000008243 9784000918060
泉鏡花集 （新日本古典文学大系 明治編 ; 20） 泉, 鏡花 岩波書店 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000029110 9784002402208
Canon EOS Kiss X5基本&便利ガイド （今すぐ使えるかんたんmini） 北村, 智史 技術評論社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000032194 9784774148748
微生物学辞典 日本微生物学協会 技報堂出版 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000018595 9784765500203
新・生細胞蛍光イメージング 原口, 徳子 共立出版 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027874 9784320057791
竜巻のふしぎ ―地上最強の気象現象を探る― 森田, 正光 共立出版 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000026676 9784320047273
ニュートリノ物理 ―ニュートリノで探る素粒子と宇宙―（基本法則から読
み解く物理学最前線 9）

中家, 剛 共立出版 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000034396 9784320035294

Rのパッケージおよびツールの作成と応用 （シリーズUseful R 10） 石田, 基広 共立出版 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027226 9784320123731
Rで楽しむ統計 （Wonderful R 1） 奥村, 晴彦 共立出版 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000042714 9784320112414
やさしい電子回折と初等結晶学 ―電子回折図形の指数付け, 収束電子
回折の使い方―改訂新版

田中, 通義 共立出版 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027742 9784320034716

発達支援学 ―その理論と実践 : 育ちが気になる子の子育て支援体系 全国児童発達支援協議 協同医書出版社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023854 9784763921314
現代の大学・高等教育 ―教育の制度と機能― 喜多村, 和之 玉川大学出版部 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002595 9784472110214
未来形の大学 （高等教育シリーズ 106） 市川, 昭午 玉川大学出版部 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002601 9784472302589
戦後大学政策の展開  新版（高等教育シリーズ 102） 黒羽, 亮一 玉川大学出版部 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002617 9784472402470
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 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000033197 9784764905160

ナノバイオ・メディシン ―細胞核内反応とゲノム編集―（シリーズ : 未来
を創るナノ・サイエンス&テクノロジー 第4巻）

宇理須, 恒雄 近代科学社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000043092 9784764950283

牛病学 第3版 明石, 博臣 近代出版 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000020141 9784874021965
獣医薬理学 （獣医学教育モデル・コア・カリキュラム準拠） 日本比較薬理学・毒性学 近代出版 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000020144 9784874021903
獣医毒性学 （獣医学教育モデル・コア・カリキュラム準拠） 日本比較薬理学・毒性学 近代出版 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000020145 9784874021927
薬物依存とアディクション精神医学 松本, 俊彦 金剛出版 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025313 9784772412391
アディクション臨床入門 ―家族支援は終わらない― 信田, さよ子 金剛出版 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000033852 9784772414098
CRAFT薬物・アルコール依存症からの脱出 ―あなたの家族を治療につ
なげるために―

吉田, 精次 金剛出版 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000033853 9784772413954

Dr.レイの病理学講義  改訂2版 高橋, 玲 金芳堂 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007188 9784765315371
診断のゲシュタルトとデギュスタシオン 岩田, 健太郎 金芳堂 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007191 9784765315661
診断のゲシュタルトとデギュスタシオン 2 岩田, 健太郎 金芳堂 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000022901 9784765316163
カラー図解　人体発生学講義ノート 金芳堂 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000026567 9784765316538
放射線基礎医学  第12版（Minor textbook） 青山, 喬 金芳堂 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007223 9784765315593
アカデミックライティング入門 ―英語論文作成法―第2版 吉田, 友子 慶應義塾大学出版会 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000018747 9784766422122
情報セキュリティ入門  第3版 羽室, 英太郎 慶應義塾大学出版会 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016977 9784766421651

バイオインフォマティクス入門
日本バイオインフォマティ
クス学会

慶應義塾大学出版会 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000026634 9784766422511

庭/家 ―ともに取り組む理想の住まい―（庭 : Niwa : 庭の未来へ 第213 建築資料研究社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016635
社宅・寮 ―企業の家族寮・独身寮―（建築設計資料 37） 建築思潮研究所 建築資料研究社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000005174 9784874603529
病院 2 ―21世紀の病院像―（建築設計資料 72） 建築思潮研究所 建築資料研究社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000005209 9784874606179
生化学・分子生物学  第2版（管理栄養士講座） 伊東, 蘆一 建帛社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015540 9784767904856



アミノ酸の機能特性 ―ライフサイエンスにおける新しい波― 矢ヶ崎, 一三 建帛社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002058 9784767961118
TOEICテスト魔法の単語帳 白野, 伊津夫 研究社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015499 9784327430641
HSPと分子シャペロン ―生命を守る驚異のタンパク質―（ブルーバック
ス B-1774）

水島, 徹 講談社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028121 9784062577748

たんぱく質入門 ―どう作られ、どうはたらくのか―（ブルーバックス B- 武村, 政春 講談社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028122 9784062577304
研究発表のためのスライドデザイン ―「わかりやすいスライド」作りの
ルール―（ブルーバックス B-1813）

宮野, 公樹 講談社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028125 9784062578134

イラストでみる犬の病気 小野, 憲一郎 講談社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028173 9784061537101
オンライン機械学習 = Online machine learning （MLP機械学習プロフェッ
ショナルシリーズ）

海野, 裕也 講談社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028183 9784061529038

サポートベクトルマシン = Support vector machine （MLP機械学習プロ
フェッショナルシリーズ）

竹内, 一郎 講談社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028192 9784061529069

トピックモデル = Topic models （MLP機械学習プロフェッショナルシリー 岩田, 具治 講談社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028228 9784061529045
マンガおはなし物理学史 ―物理学400年の流れを概観する―（ブルー
バックス B-1912）

小山, 慶太 講談社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028289 9784062579124

ミトコンドリア・ミステリー ―驚くべき細胞小器官の働き―（ブルーバック
ス B-1391）

林, 純一 講談社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028292 9784062573917

異常検知と変化検知 = Anomaly detection and change detection （MLP
機械学習プロフェッショナルシリーズ）

井手, 剛 講談社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028311 9784061529083

絵でわかる感染症 with もやしもん （絵でわかるシリーズ） 岩田, 健太郎 講談社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028324 9784061547759
確率を攻略する ―ギャンブルから未来を決める最新理論まで―（ブルー
バックス B-1927）

小島, 寛之 講談社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028334 9784062579278

確率的最適化 = Stochastic optimization （MLP機械学習プロフェッショナ
ルシリーズ）

鈴木, 大慈 講談社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028335 9784061529076

機械学習のための確率と統計 = Probability and statistics for machine
learning （MLP機械学習プロフェッショナルシリーズ）

杉山, 将 講談社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028344 9784061529014

深層学習 = Deep learning （MLP機械学習プロフェッショナルシリーズ） 岡谷, 貴之 講談社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028365 9784061529021
世界で生きぬく理系のための英文メール術 ―短く、正確に、要点を押さ
えて―（ブルーバックス B-1934）

吉形, 一樹 講談社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028403 9784062579346

脱入門者のExcel VBA ―自力でプログラミングする極意を学ぶ―（ブ
ルーバックス B-1962）

立山, 秀利 講談社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028439 9784062579629

直感を裏切るデザイン・パズル ―脳と勝負する―（ブルーバックス B- 馬場, 雄二 講談社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028496 9784062579285
発表の技法 ―計画の立て方からパソコン利用法まで―（ブルーバックス
B-1099）

諏訪, 邦夫 講談社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028518 9784062570992

分子からみた生物進化 ―DNAが明かす生物の歴史―（ブルーバックス
B-1849）

宮田, 隆 講談社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028528 9784062578493

理系のための英語最重要「キー動詞」43 ―600超の例文で独特の用法
を完全マスター!―（ブルーバックス B-1915）

原田, 豊太郎 講談社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028543 9784062579155

理系のための英語論文執筆ガイド ―ネイティブとの発想のズレはどこ
か?―（ブルーバックス B-1364）

原田, 豊太郎 講談社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028545 9784062573641

論理が伝わる世界標準の「プレゼン術」 ―一生モノの「説得技法」―（ブ
ルーバックス B-1847）

倉島, 保美 講談社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028569 9784062578479

論理が伝わる世界標準の「議論の技術」 ―Win-Winへと導く5つの技法
―（ブルーバックス B-1914）

倉島, 保美 講談社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028570 9784062579148

論理が伝わる世界標準の「書く技術」 ―「パラグラフ・ライティング」入門
―（ブルーバックス B-1793）

倉島, 保美 講談社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028571 9784062577939

好きになる生理学 ―からだについての身近な疑問―（好きになるシリー 田中, 越郎 講談社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028800 9784061534377
好きになる病理学 ―るみと健太の病理学教室訪問記―（好きになるシ 早川, 欽哉 講談社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028802 9784061541511
好きになる免疫学 ―「私」が「私」であるしくみ―（好きになるシリーズ） 萩原, 清文 講談社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028805 9784061534353
量子コンピューター （今度こそわかるシリーズ） 西野, 友年 講談社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028828 9784061566057
山はどうしてできるのか ―ダイナミックな地球科学入門―（ブルーバック
ス B-1756）

藤岡, 換太郎 講談社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028836 9784062577564

算法勝負!「江戸の数学」に挑戦 ―どこまで解ける?「算額」28題―（ブ
ルーバックス B-1897）

山根, 誠司 講談社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028838 9784062578974

『ネイチャー』を英語で読みこなす ―本物の科学英語を身につける―（ブ
ルーバックス B-1413）

竹内, 薫 講談社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028165 9784062574136

なっとくする有機化学 秋葉, 欣哉 講談社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028263 9784061545298
はじめての制御工学 佐藤, 和也 講談社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028275 9784061557918
今日から使える物理数学 （今日から使えるシリーズ） 岸野, 正剛 講談社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028830 9784061556515
分子進化のほぼ中立説 ―偶然と淘汰の進化モデル―（ブルーバックス
B-1637）

太田, 朋子 講談社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028134 9784062576376

「分かりやすい話し方」の技術 ―言いたいことを相手に確実に伝える15
の方法―（ブルーバックス B-1478）

吉田, たかよし 講談社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028163 9784062574785

生物の超技術 ―あっと驚く木や虫たちの智恵―（ブルーバックス B- 志村, 史夫 講談社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028407 9784062572644
好きになる生化学 ―生体内で進み続ける化学反応―（好きになるシリー 田中, 越郎 講談社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028799 9784061541573
アナフィラキシーショック （For professional anesthesiologists） 光畑, 裕正 克誠堂出版 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023885 9784771903449
鳥取 （空撮写真集　昭和50年代の日本の風景 17） 渡部, まなぶ 国書刊行会 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007320
rTMSと集中的作業療法による手指機能回復へのアプローチ ―脳卒中
上肢麻痺の最新リハビリテーション―

安保, 雅博 三輪書店 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000008676 9784895903646

図解による簿記・会計・財務のしくみ  第2版 阿部, 健夫 自由国民社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007774 9784426115678
例解多変量解析 鈴木, 義一郎 実教出版 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000004540 9784407022377
畜産入門 （基礎シリーズ） 渡辺, 昭三 実教出版 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000004408 9784407031799
農業経営入門 （基礎シリーズ） 五味, 仙衛武 実教出版 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000004409 9784407031881
教養のための図説生化学 紺野, 邦夫 実教出版 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000004558 9784407022667
工業科教育法の研究 ―新しい観点と実践に基づく― 池守, 滋 実教出版 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000004449 9784407310566
「農業」から教育を拓く 佐野, 明 実教出版 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000004457 9784407301175
電気・電子製図  改訂版 狩集, 住義 実教出版 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000004560 9784407022728
初級C言語 ―やさしいC― 後藤, 良和 実教出版 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007543 9784407320893
30時間でマスターパーフェクト演習Excel2013 杉本, くみ子 実教出版 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028140 9784407337280
電気回路 （専門基礎ライブラリー） 高田, 進 実教出版 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007482 9784407313161
機械製図入門 （First Stageシリーズ 機械） 林, 洋次 実教出版 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000018575 9784407335453
制御工学 ―技術者のための、理論・設計から実装まで―（専門基礎ライ
ブラリー）

寺嶋, 一彦 実教出版 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000031649 9784407325751

12人の優しい「書店人」 山本, 明文 商業界 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000005707 9784785503864
造園用語辞典  第3版 東京農業大学造園科学 彰国社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016083 9784395100477
建築・都市ブックガイド21世紀 （建築文化シナジー） 五十嵐, 太郎 彰国社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000013529 9784395241095
イラスト基礎からわかる生化学 ―構造・酵素・代謝― 坂本, 順司 裳華房 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023922 9784785358549
図解分子細胞生物学 浅島, 誠 裳華房 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023925 9784785358419
動物の発生と分化 （新・生命科学シリーズ） 浅島, 誠 裳華房 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023930 9784785358495
数値計算 （理工系の数理） 柳田, 英二 裳華房 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023933 9784785315603
遺伝子操作の基本原理 （新・生命科学シリーズ） 赤坂, 甲治 裳華房 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023927 9784785358563
コア講義生物学 田村, 隆明 裳華房 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023916 9784785352189
動物の系統分類と進化 （新・生命科学シリーズ） 藤田, 敏彦 裳華房 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023929 9784785358426
発生・変態・リズム ―時―（ホルモンから見た生命現象と進化シリーズ 天野, 勝文 裳華房 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000042541 9784785351151
成長・成熟・性決定 ―継―（ホルモンから見た生命現象と進化シリーズ 伊藤, 道彦 裳華房 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000042542 9784785351168
求愛・性行動と脳の性分化 ―愛―（ホルモンから見た生命現象と進化シ
リーズ 4）

小林, 牧人 裳華房 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000042543 9784785351175

ホメオスタシスと適応 ―恒―（ホルモンから見た生命現象と進化シリー 海谷, 啓之 裳華房 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000042544 9784785351182
天才を生んだ孤独な少年期 ―ダ・ヴィンチからジョブズまで― 熊谷, 高幸 新曜社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000043532 9784788514249
数値計算法 新装版 第2版 三井田, 惇郎 森北出版 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025634 9784627801530
例題と演習で学ぶ電気回路 [正] 服藤, 憲司 森北出版 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000032936 9784627735811
基礎からの微分方程式 ―実例でよくわかる― 稲岡, 毅 森北出版 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025614 9784627076716
やさしく学べる制御工学 新版 今井, 弘之 森北出版 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025640 9784627916821
電気回路の基礎 [正] 第3版 西巻, 正郎 森北出版 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025629 9784627732537
電気回路の基礎 続 第3版 西巻, 正郎 森北出版 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025630 9784627733039
基礎電気回路 新装版 第2版 伊佐, 弘 森北出版 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000043436 9784627732933
例題と演習で学ぶ電気回路 続 第2版 服藤, 憲司 森北出版 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000047781 9784627735927
参加型アクションリサーチ(CBPR)の理論と実践 ―社会変革のための研
究方法論―（関西学院大学研究叢書 第168編）

武田, 丈 世界思想社教学社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000033409 9784790716587

世界の美しき鳥の羽根 ―鳥たちが成し遂げてきた進化が見える― 藤井, 幹 誠文堂新光社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000040717 9784416715536
学生・院生のためのレポート・論文の作成マニュアル 瀧川, 好夫 税務経理協会 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006203 9784419057299
Dr.石松の輸液のなぜ?がスッキリわかる本 石松, 伸一 総合医学社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000014886 9784883788637
救急・集中治療のための輸液管理Q&A ―研修医からの質問385―第3 岡元, 和文 総合医学社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000043048 9784883788965
アメリカを知るための18章 ―超大国を読み解く―（アメリカ研究シリーズ 杉田, 米行 大学教育出版 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000032120 9784864292375
見ても聞いてもわかるバリアフリー英文法 山下, 広司 大学教育出版 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000034456 9784864293679
英語で知るアメリカ ―8つのテーマで超大国の実情に迫る―（アメリカ研
究シリーズ No.1）

杉田, 米行 大学教育出版 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000034457 9784864292313

道徳教育法・特別活動指導法 梨木, 昭平 大学教育出版 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000034463 9784864293051
農業・食料問題入門 田代, 洋一 大月書店 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025995 9784272140602
依存症者を治療につなげる ―対人援助職のための初期介入(インタベ
ンション)入門―

水沢, 都加佐 大月書店 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023499 9784272420179

デートDVと恋愛 伊田, 広行 大月書店 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000026003 9784272350346
ランニングリテラシー ―走って読んで再発見!― ランニング学会 大修館書店 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000026503 9784469267211
先生、洞窟でコウモリとアナグマが同居しています! （「鳥取環境大学」の
森の人間動物行動学）

小林, 朋道 築地書館 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000026116 9784806714941

先生、ワラジムシが取っ組みあいのケンカをしています! （「鳥取環境大
学」の森の人間動物行動学）

小林, 朋道 築地書館 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000026117 9784806714750



神経疾患 ―at a glance diagnosis― 田中, 真 中外医学社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000026129 9784498228061
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ー 福居, 顯二 中山書店 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000017522 9784521732435
頭のなかをのぞく ―神経解剖学入門― 万年, 甫 中山書店 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000019001 9784521737713
ゴロから覚える筋肉&神経 高橋, 仁美 中山書店 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000020255 9784521737003
アルコール・薬物依存症の看護 （精神看護エクスペール 14） 坂田, 三允 中山書店 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000026764 9784521602714
免疫性神経疾患 ―病態と治療のすべて―（アクチュアル脳・神経疾患 吉良, 潤一 中山書店 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000026860 9784521743318
認知症 ―神経心理学的アプローチ―（アクチュアル脳・神経疾患の臨 河村, 満 中山書店 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000031203 9784521734392
小脳と運動失調 ―小脳はなにをしているのか―（アクチュアル脳・神経
疾患の臨床）

西沢, 正豊 中山書店 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000031206 9784521734422

すべてがわかるALS (筋萎縮性側索硬化症)・運動ニューロン疾患 （アク
チュアル脳・神経疾患の臨床）

祖父江, 元 中山書店 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000031207 9784521734439

パーキンソン病と運動異常(movement disorders) （アクチュアル脳・神経
疾患の臨床）

高橋, 良輔 中山書店 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000031208 9784521734446

脳血管障害の治療最前線 （アクチュアル脳・神経疾患の臨床） 鈴木, 則宏 中山書店 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000031209 9784521734453
神経感染症を究める （アクチュアル脳・神経疾患の臨床） 水澤, 英洋 中山書店 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000031210 9784521734460
識る診る治す頭痛のすべて （アクチュアル脳・神経疾患の臨床） 鈴木, 則宏 中山書店 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000031202 9784521734385
すべてがわかる神経難病医療 （アクチュアル脳・神経疾患の臨床） 西澤, 正豊 中山書店 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000031211 9784521734477
神経疾患治療ストラテジー ―既存の治療・新規治療・今後の治療と考え
方―（アクチュアル脳・神経疾患の臨床NEXT）

祖父江, 元 中山書店 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000046075 9784521745435

肝・胆・膵腫瘍 （癌診療指針のための病理診断プラクティス） 坂元, 亨宇 中山書店 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000046939 9784521736761
経済と金融の数理 ―やさしい微分方程式―（シリーズ数学の世界 5） 青木, 憲二 朝倉書店 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002961 9784254115659
分離分析化学事典 日本分析化学会 朝倉書店 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000003019 9784254140545
植物保護 （新農学シリーズ） 一谷, 多喜郎 朝倉書店 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006580 9784254405101
算法助術 ―新解説・和算公式集― 土倉, 保 朝倉書店 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000022797 9784254111446
無機工業化学 （応用化学シリーズ 1） 太田, 健一郎 朝倉書店 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000003007 9784254255812
分子運動30講 （物理学30講シリーズ 5） 戸田, 盛和 朝倉書店 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002883 9784254136357
光の物理的基礎 （現代光科学 1） 大津, 元一 朝倉書店 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006570 9784254210262
植物の遺伝と育種 （新農学シリーズ） 米澤, 勝衛 朝倉書店 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006579 9784254405095
ホルモンの事典 清野, 裕 朝倉書店 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002942 9784254300741
栄養・生化学辞典 野口, 忠 朝倉書店 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002951 9784254430752
生活害虫の事典 佐藤, 仁彦 朝倉書店 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002955 9784254640311
花粉学事典 日本花粉学会 朝倉書店 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006568 9784254171389
害虫防除 （新農学シリーズ） 中筋, 房夫 朝倉書店 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006578 9784254405088
時間生物学事典 石田, 直理雄 朝倉書店 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000017183 9784254171303
理系英語で使える強力動詞60 太田, 真智子 朝倉書店 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000020205 9784254102666
植物ウイルス大事典 日比, 忠明 朝倉書店 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028114 9784254420401
分子細胞生物学 第2版 多賀谷, 光男 朝倉書店 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000040948 9784254171624
内科學 合本 第10版 矢崎, 義雄 朝倉書店 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000031199 9784254322606
アメリカ20世紀史 秋元, 英一 東京大学出版会 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000020 9784130220200
マックス・ヴェーバーとポーランド問題 ―ヴィルヘルム期ドイツ・ナショナ
リズム研究序説―

今野, 元 東京大学出版会 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000052 9784130362207

競争秩序のポリティクス ―ドイツ経済政策思想の源流― 雨宮, 昭彦 東京大学出版会 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000065 9784130402200
日本の高等教育システム ―変革と創造― 天野, 郁夫 東京大学出版会 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000081 9784130513067
生き物の描き方 （自然観察の技法 [1]） 盛口, 満 東京大学出版会 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000024788 9784130633352
植物の描き方 （自然観察の技法 3） 盛口, 満 東京大学出版会 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028059 9784130633437
機械製作法要論 （理工学講座） 臼井, 英治 東京電機大学出版局 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001218 9784501414702
ネットメディアと「コミュニティ」形成 遠藤, 薫 東京電機大学出版局 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001261 9784501622701
「工学」のおもしろさを学ぶ  第2版 東京電機大学 東京電機大学出版局 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001687 9784501626105
技術士第一次・第二次試験「機械部門」要点解説 ―一冊でマスター!― 飯島, 拓也 東京電機大学出版局 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001730 9784501419400
自動車の走行性能と試験法 茄子川, 捷久 東京電機大学出版局 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001566 9784501416706
3次元画像処理入門 村上, 伸一 東京電機大学出版局 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001643 9784501327309
フィードバック制御の基礎 ―制御工学 ; 上― 改訂版（理工学講座） 小川, 鉱一 東京電機大学出版局 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001199 9784501106508
水圏の環境 有田, 正光 東京電機大学出版局 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001362 9784501616304
基礎化学の計算法 （化学計算法シリーズ 1） 浦田, 哲男 東京電機大学出版局 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001372 9784501614508
電気法規と電気施設管理 平成28年度版 竹野, 正二 東京電機大学出版局 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000033029 9784501117405
現代制御理論の基礎 ―制御工学 ; 下―（理工学講座） 大庭, 勝実 東京電機大学出版局 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001200 9784501106607
図解機械材料  第３版 打越, 二弥 東京電機大学出版局 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001315 9784501415303
初めて学ぶ現代制御の基礎 江口, 弘文 東京電機大学出版局 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001320 9784501416300
シリコンバレー ―スティーブ・ジョブズの揺りかご― 脇, 英世 東京電機大学出版局 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000014164 9784501552107
スティーブ・ジョブズ ―青春の光と影― 脇, 英世 東京電機大学出版局 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000022829 9784501552800
制御工学の基礎 足立, 修一 東京電機大学出版局 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000042576 9784501117504
オーシャン・メタル ―資源戦争の新次元― 谷口, 正次 東洋経済新報社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015664 9784492762103
プロフェッショナル農業人 ―"儲かる農業"をどうつくるか― 大澤, 信一 東洋経済新報社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023272 9784492780336
「嫌消費」世代の研究 ―経済を揺るがす「欲しがらない」若者たち― 松田, 久一 東洋経済新報社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000015418 9784492395219

2016年日本はこうなる
三菱UFJリサーチ&コン
サルティング

東洋経済新報社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027296 9784492396230

図解クラウド仕事術 ―もうここまで来ている、Android/iPhone/iPadで実
践するモバイルクラウド全案内―

山名, 一郎 東洋経済新報社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000042295 9784492092941

3D anatomy 新装版 ―腹部エコー・CTを立体的に読む― 第2版 加藤, 高明 日本医事新報社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002262 9784784941865
新発生学  改訂第4版（Qシリーズ） 白澤, 信行 日本医事新報社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000004700 9784784911899
新生理学 フルカラー新装版 第6版（Qシリーズ） 竹内, 昭博 日本医事新報社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000042767 9784784911707
農業経営学の現代的眺望 李, 哉泫 日本経済評論社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025848 9784818823334
日本農村の女性たち ―抑圧と差別の歴史― 光岡, 浩二 日本経済評論社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000013026 9784818813588
老化という生存戦略 ―進化におけるトレードオフ―（日評ベーシック・シ 近藤　祥司 日本評論社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000042102 9784535806542
生命進化のシステムバイオロジー ―進化システム生物学入門―（日評
ベーシック・シリーズ）

田中　博 日本評論社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000042103 9784535806566

図集・植物バイテクの基礎知識 新版 大澤, 勝次 農山漁村文化協会 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000024507 9784540042324
日本の神々 7(山陰) ―神社と聖地― 新装復刊 谷川, 健一 白水社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000012678 9784560025079
SNSトラブル回避術 ―ソーシャルメディアガイドラインの作り方― 富士通エフ・オー・エム 富士通エフ・オ－・エム https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000012922 9784865100785
学生に役立つMicrosoft Excel 2013 応用 富士通エフ・オー・エム 富士通エフ・オ－・エム https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000012924 9784865101140
学生に役立つMicrosoft PowerPoint 2013 応用 富士通エフ・オー・エム 富士通エフ・オ－・エム https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000012928 9784865101188
よくわかるズバリ解決Microsoft Word & Microsoft Excel 2013 富士通エフ・オー・エム 富士通エフ・オ－・エム https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000012929 9784865101126
よくわかるズバリ解決ビジネスマンのためのWindowsタブレット 富士通エフ・オー・エム 富士通エフ・オ－・エム https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000012934 9784865101119
見て学ぶ!LINE超入門ガイド 富士通エフ・オー・エム 富士通エフ・オ－・エム https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000012939 9784865101195
見て学ぶ!Facebook超入門ガイド 富士通エフ・オー・エム 富士通エフ・オ－・エム https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000012940 9784865101331
わかりやすい内科学 第4版 井村, 裕夫 文光堂 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000031637 9784830620300
世界の花蓮図鑑 = 世界花莲图鉴 = Photographic reference book of
world lotus flowers

三浦, 功大 勉誠出版 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006096 9784585240044

デジタル書物学事始め ―グーテンベルク聖書とその周辺―（ネットワー
ク時代の図書館情報学）

安形, 麻理 勉誠出版 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000046083 9784585054290

くいもの ―食の語源と博物誌― 小林, 祥次郎 勉誠出版 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000047845 9784585280040
原色日本新菌類図鑑 （原色図鑑）Ｉ 今関, 六也 保育社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007844 9784586085194
原色日本新菌類図鑑 （原色図鑑）ＩＩ 今関, 六也 保育社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007845 9784586085187
たたかうLGBT&アート ―同性パートナーシップからヘイトスピーチまで,
人権と表現を考えるために―（URP先端的都市研究シリーズ 7）

山田, 創平 法律文化社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000030959 9784589037336

原色樹木大圖鑑 新訂版 邑田, 仁 北隆館 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000017251 9784832608115
原色牧野和漢薬草大圖鑑 新訂 和田, 浩志 北隆館 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000017252 9784832608108
はじめての法律学 ―HとJの物語― 第4版（有斐閣アルマ Basic） 松井, 茂記 有斐閣 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016308 9784641220225
原因を推論する ―政治分析方法論のすゝめ = Causal inference and
political analysis―

久米, 郁男 有斐閣 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016365 9784641149076

社会福祉をつかむ 改訂版（Textbooks tsukamu） 稲沢, 公一 有斐閣 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000017485 9784641177215
政治学の方法 （有斐閣アルマ Advanced） 加藤, 淳子 有斐閣 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000017878 9784641220379
基本的人権の事件簿 ―憲法の世界へ―第5版（有斐閣選書 [185]） 棟居, 快行 有斐閣 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000026793 9784641281356
法定債権の法 （新基本民法 6 ; 不法行為編） 大村, 敦志 有斐閣 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027035 9784641137219
大学1年生のための伝わるレポートの書き方 都筑, 学 有斐閣 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000034365 9784641174207
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 （分子生物学講義中継 Part1）

井出, 利憲 羊土社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001020 9784897062808

細胞の増殖とシグナル伝達の細胞生物学を学ぼう （分子生物学講義中
継 Part2）

井出, 利憲 羊土社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001021 9784897068763

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 （分子生
物学講義中継 Part3）

井出, 利憲 羊土社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001022 9784897068770

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 （分子生
物学講義中継 Part0 上巻）

井出, 利憲 羊土社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001023 9784897064918

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 （分子生物
学講義中継 Part0 下巻）

井出, 利憲 羊土社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001024 9784897064932

生物の多様性と進化の驚異 （分子生物学講義中継  番外編） 井出, 利憲 羊土社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001025 9784758120142
バイオ実験超基本Q&A ―意外に知らない、いまさら聞けない― 改訂版 大藤, 道衛 羊土社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006134 9784758120159
バイオ実験トラブル解決超基本Q&A 大藤, 道衛 羊土社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006135 9784897062761
バイオ実験誰もがつまずく失敗&ナットク解決法 大藤, 道衛 羊土社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006136 9784758107273
最適な実験を行うためのバイオ実験の原理 ―分子生物学的・化学的・
物理的原理にもとづいたバイオ実験の実践的な考え方―

大藤, 道衛 羊土社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006137 9784758108034

バイオ実験の知恵袋 ―効率アップとピンチ脱出のワザ350+― 小笠原, 道生 羊土社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006138 9784758107105
バイオ試薬調製ポケットマニュアル ―欲しい溶液・試薬がすぐつくれる
データと基本操作―

田村, 隆明 羊土社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006140 9784897068756

バイオ実験法&必須データポケットマニュアル ―ラボですぐに使える基
本操作といつでも役立つ重要データ―

田村, 隆明 羊土社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006141 9784758108027



ライフサイエンス試薬活用ハンドブック ―特性,使用条件,生理機能など
の重要データがわかる―

田村, 隆明 羊土社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006142 9784758107334

最新生命科学キーワードブック ―よくわかるキーワード辞典― 野島, 博 羊土社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001033 9784758107143
脳神経科学イラストレイテッド ―分子・細胞から実験技術まで― 改訂第 真鍋, 俊也 羊土社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000014673 9784758120401
Dr.岩田健太郎のスーパー指導術 ―劇的に効果が出る“教えるコツ"“教
わるコツ"―

岩田, 健太郎 羊土社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000024671 9784758117258

もっとよくわかる!幹細胞と再生医療 （実験医学 別冊） 長船, 健二 羊土社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000024680 9784758122030
ES・iPS細胞実験スタンダード ―再生・創薬・疾患研究のプロトコールと
臨床応用の必須知識―（実験医学 別冊）

末盛, 博文 羊土社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000024681 9784758101899

発表が楽しくなる!研究者の劇的プレゼン術 ―見てくれスライド論&よって
らっしゃいポスター論と聴衆の心をつかむ講演技術―

堀口, 安彦 羊土社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000024685 9784758108140

Dr.竜馬の病態で考える人工呼吸管理 ―人工呼吸器設定の根拠を病態
から理解し、ケーススタディで実践力をアップ!―

田中, 竜馬 羊土社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027244 9784758117562

100倍楽しくなる麻酔科研修30日ドリル 青山, 和義 羊土社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027687 9784758111126
■ライフサイエンス英語シリーズ　必須英和・和英辞典 = Life science
English-Japanese Japanese-English dictionary  改訂第3版

ライフサイエンス辞書プ
ロジェクト

羊土社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000008229 9784758108393

■ライフサイエンス英語シリーズ　英語動詞使い分け辞典 河本, 健 羊土社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000008236 9784758108430
■ライフサイエンス英語シリーズ　英語表現使い分け辞典 河本, 健 羊土社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000008231 9784758108355
■ライフサイエンス英語シリーズ　英語類語使い分け辞典 河本, 健 羊土社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000008230 9784758108010
■ライフサイエンス英語シリーズ　組み合わせ英単語 ―類語・関連語が
一目でわかる―

河本, 健 羊土社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000008235 9784758108416

■ライフサイエンス英語シリーズ　文例で身につける英単語・熟語 河本, 健 羊土社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000008233 9784758108379
■ライフサイエンス英語シリーズ　論文を書くための英作文&用例500 河本, 健 羊土社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000008234 9784758108386
■ライフサイエンス英語シリーズ　論文作成のための英文法 河本, 健 羊土社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000008232 9784758108362
免疫学最新イラストレイテッド  改訂第2版 小安, 重夫 羊土社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000014674 9784758120012
免疫学はやっぱりおもしろい 小安, 重夫 羊土社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000014675 9784758107242
くり返し聞きたい分子生物学講座 坂口, 謙吾 羊土社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000014676 9784758120111
絵ときシグナル伝達入門  改訂版 服部, 成介 羊土社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000014677 9784758120128
キホンのキ 改訂版（実験で使うとこだけ生物統計 1） 池田, 郁男 羊土社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000045510 9784758120760
キホンのホン 改訂版（実験で使うとこだけ生物統計 2） 池田, 郁男 羊土社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000045511 9784758120777
ライフサイエンス英語表現使い分け辞典 第2版 河本, 健 羊土社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028119 9784758108478
トライアングルモデルで身につける感染症診療の考え型 佐田, 竜一 羊土社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000027901 9784758117890
研修医になったら必ずこの手技を身につけてください。 ―消毒、注射、
穿刺、気道管理、鎮静、エコーなどの方法を解剖とあわせて教えます―
（レジデントノート別冊）

上嶋, 浩順 羊土社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000042738 9784758118088

Dr.竜馬のやさしくわかる集中治療 内分泌・消化器編 ―内科疾患の重
症化対応に自信がつく!―

田中, 竜馬 羊土社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000043466 9784758118101

脳神経ペディア ―「解剖」と「機能」が見える・つながる事典 : カラー図解 渡辺, 雅彦 羊土社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000043990 9784758120821
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5版

児島, 将康 羊土社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000045512 9784758120814

Rとグラフで実感する生命科学のための統計入門 石井, 一夫 羊土社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000045513 9784758120791
2025年の日本 ―破綻か復活か― 駒村, 康平 勁草書房 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000034344 9784326550746
Rで学ぶ空間計量経済学入門 ジュセッペ・アルビア 勁草書房 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000034350 9784326504251
グリム童話のメタファー ―固定観念を覆す解釈― 野口, 芳子 勁草書房 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000034353 9784326800582
言語哲学入門 服部, 裕幸 勁草書房 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000024256 9784326153695
ニューカマーの子どもと学校文化 ―日系ブラジル人生徒の教育エスノグ
ラフィー―

児島, 明 勁草書房 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000024264 9784326250523


