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書名 出版社名 冊子版ISBN URL
基礎化学の計算法 （化学計算法シリーズ 1） 東京電機大学出版局 978-4-501-61450-8 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001372

物理化学の計算法 （化学計算法シリーズ 2） 東京電機大学出版局 978-4-501-61540-6 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001373

化学工学の計算法 （化学計算法シリーズ 4） 東京電機大学出版局 978-4-501-61690-8 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001374

アミノ酸 ―タンパク質と生命活動の化学― 東京電機大学出版局 978-4-501-62470-5 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001622

最新食品用機能性包材の開発と応用 シーエムシー出版 978-4-88231-563-6 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001918

気体分離膜・透過膜・バリア膜の最新技術 シーエムシー出版 978-4-88231-680-0 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001923

分離分析化学事典 朝倉書店 978-4-254-14054-5 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000003019

顔料の事典 朝倉書店 978-4-254-25243-9 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000003024

らくらくできるレポート提出  2（極意を伝授） メジカルビュー社 978-4-758-31301-8 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000014835

集中講義解剖学 ―カラーイラストで学ぶ― メジカルビュー社 978-4-758-30088-9 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000014839

臨床栄養にすぐ活かせるイラスト生化学入門
―栄養素の役割がみるみるわかる!―

メディカ出版 978-4-840-44464-4 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000014252

骨軟部画像診断のここが鑑別ポイント  改訂版
（できる!画像診断入門シリーズ）

羊土社 978-4-758-10776-1 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000014654

くり返し聞きたい分子生物学講座 羊土社 978-4-758-12011-1 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000014676

絵ときシグナル伝達入門  改訂版 羊土社 978-4-758-12012-8 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000014677

子育て支援が日本を救う ―政策効果の統計分析― 勁草書房 978-4-326-65400-0 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000030865

教育の大衆化は何をもたらしたか ―フランス社会の階層と格差― 勁草書房 978-4-326-60292-6 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000030866

企業変動における労働法の課題 有斐閣 978-4-641-14484-2 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000030835

薬用植物辞典 エヌ・ティー・エス 9784860434168 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000036836

大脱出 ―健康、お金、格差の起原― みすず書房 9784622078708 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016968

Principles of economics 7th ed センゲージラーニング 9781285165875 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000046726

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― 新曜社 9784788514249 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000043532

F.A.ハイエクの研究 日本経済評論社 9784818810914 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001910

渋沢栄一の経世済民思想 日本経済評論社 9784818814394 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002306

渋沢栄一の企業者活動の研究 ―戦前期企業システムの創出と出資者経営
者の役割―

日本経済評論社 9784818819016 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000004340

21世紀の不平等 東洋経済新報社 9784492314708 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000044858

＜朝倉物理大系＞ 朝倉書店 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/SeriesDetail/Id/3000002985

解析力学 1 （朝倉物理学大系 1） 朝倉書店 978-4-254-13671-5 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002986

解析力学 2 （朝倉物理学大系 2） 朝倉書店 978-4-254-13672-2 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002987

素粒子物理学の基礎 1 （朝倉物理学大系 3） 朝倉書店 978-4-254-13673-9 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002988

素粒子物理学の基礎 2 （朝倉物理学大系 4） 朝倉書店 978-4-254-13674-6 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002989

素粒子標準理論と実験的基礎 （朝倉物理学大系 5） 朝倉書店 978-4-254-13675-3 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002990

高エネルギー物理学の発展 （朝倉物理学大系 6） 朝倉書店 978-4-254-13676-0 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002991

量子力学の数学的構造 1 （朝倉物理学大系 7） 朝倉書店 978-4-254-13677-7 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002992
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量子力学の数学的構造 2 （朝倉物理学大系 8） 朝倉書店 978-4-254-13678-4 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002993

多体問題 ―電子ガス模型からのアプローチ―（朝倉物理学大系 9） 朝倉書店 978-4-254-13679-1 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002994

統計物理学 （朝倉物理学大系 10） 朝倉書店 978-4-254-13680-7 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002995

原子分子物理学 （朝倉物理学大系 11） 朝倉書店 978-4-254-13681-4 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002996

量子現象の数理 （朝倉物理学大系 12） 朝倉書店 978-4-254-13682-1 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002997

量子力学特論 （朝倉物理学大系 13） 朝倉書店 978-4-254-13683-8 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002998

原子衝突 （朝倉物理学大系 14） 朝倉書店 978-4-254-13684-5 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002999

高分子物理学 ―巨大イオン系の構造形成―（朝倉物理学大系 16） 朝倉書店 978-4-254-13686-9 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000003000

表面物理学 （朝倉物理学大系 17） 朝倉書店 978-4-254-13687-6 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000003001

原子核構造論 （朝倉物理学大系 18） 朝倉書店 978-4-254-13688-3 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000003002

原子核反応論 （朝倉物理学大系 19） 朝倉書店 978-4-254-13689-0 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000003003

素粒子・原子核・宇宙 ―現代物理学の歴史 1―（朝倉物理学大系 20） 朝倉書店 978-4-254-13690-6 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000003004

物性・生物・数理物理 ―現代物理学の歴史 2―（朝倉物理学大系 21） 朝倉書店 978-4-254-13691-3 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000003005

＜応用化学シリーズ＞ 朝倉書店 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/SeriesDetail/Id/3000003006

無機工業化学 （応用化学シリーズ 1） 朝倉書店 978-4-254-25581-2 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000003007

有機資源化学 （応用化学シリーズ 2） 朝倉書店 978-4-254-25582-9 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000003008

高分子工業化学 （応用化学シリーズ 3） 朝倉書店 978-4-254-25583-6 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000003009

化学工学の基礎 （応用化学シリーズ 4） 朝倉書店 978-4-254-25584-3 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000003010

機能性セラミックス化学 （応用化学シリーズ 5） 朝倉書店 978-4-254-25585-0 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000003011

触媒化学 （応用化学シリーズ 6） 朝倉書店 978-4-254-25586-7 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000003012

電気化学の基礎と応用 （応用化学シリーズ 7） 朝倉書店 978-4-254-25587-4 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000003013

＜新國史大年表＞ 国書刊行会 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/SeriesDetail/Id/3000013113

新國史大年表　第1巻 国書刊行会 9784336048264 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001930

新國史大年表　第2巻 国書刊行会 9784336048271 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001931

新國史大年表　第3巻 国書刊行会 9784336048288 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001932

新國史大年表　第4巻 国書刊行会 9784336048295 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006889

新國史大年表　第5巻-I 国書刊行会 9784336048301 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007353

新國史大年表　第5巻-II 国書刊行会 9784336051073 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007354

新國史大年表　第6巻 国書刊行会 9784336047793 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000006890

新國史大年表　第7巻 国書刊行会 9784336048318 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007355

新國史大年表　第8巻 国書刊行会 9784336048325 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007356

新國史大年表　第9巻 国書刊行会 9784336048332 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000017167

年表太平洋戦争全史 国書刊行会 9784336047199 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000017168

＜空撮写真集　昭和50年代の日本の風景＞ 国書刊行会 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/SeriesDetail/Id/3000007303

沖縄 （空撮写真集　昭和50年代の日本の風景 1） 国書刊行会 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007304

鹿児島 （空撮写真集　昭和50年代の日本の風景 2） 国書刊行会 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007305

宮崎 （空撮写真集　昭和50年代の日本の風景 3） 国書刊行会 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007306

大分 （空撮写真集　昭和50年代の日本の風景 4） 国書刊行会 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007307

熊本 （空撮写真集　昭和50年代の日本の風景 5） 国書刊行会 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007308

長崎 （空撮写真集　昭和50年代の日本の風景 6） 国書刊行会 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007309

佐賀 （空撮写真集　昭和50年代の日本の風景 7） 国書刊行会 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007310

福岡 （空撮写真集　昭和50年代の日本の風景 8） 国書刊行会 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007311
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高知 （空撮写真集　昭和50年代の日本の風景 9） 国書刊行会 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007312

愛媛 （空撮写真集　昭和50年代の日本の風景 10） 国書刊行会 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007313

香川 （空撮写真集　昭和50年代の日本の風景 11） 国書刊行会 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007314

徳島 （空撮写真集　昭和50年代の日本の風景 12） 国書刊行会 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007315

山口 （空撮写真集　昭和50年代の日本の風景 13） 国書刊行会 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007316

広島 （空撮写真集　昭和50年代の日本の風景 14） 国書刊行会 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007317

岡山 （空撮写真集　昭和50年代の日本の風景 15） 国書刊行会 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007318

島根 （空撮写真集　昭和50年代の日本の風景 16） 国書刊行会 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007319

鳥取 （空撮写真集　昭和50年代の日本の風景 17） 国書刊行会 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007320

和歌山 （空撮写真集　昭和50年代の日本の風景 18） 国書刊行会 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007321

奈良 （空撮写真集　昭和50年代の日本の風景 19） 国書刊行会 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007322

兵庫 （空撮写真集　昭和50年代の日本の風景 20） 国書刊行会 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007323

大阪 （空撮写真集　昭和50年代の日本の風景 21） 国書刊行会 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007324

京都 （空撮写真集　昭和50年代の日本の風景 22） 国書刊行会 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007325

滋賀 （空撮写真集　昭和50年代の日本の風景 23） 国書刊行会 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007326

三重 （空撮写真集　昭和50年代の日本の風景 24） 国書刊行会 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007327

愛知 （空撮写真集　昭和50年代の日本の風景 25） 国書刊行会 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007328

静岡 （空撮写真集　昭和50年代の日本の風景 26） 国書刊行会 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007329

岐阜 （空撮写真集　昭和50年代の日本の風景 27） 国書刊行会 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007330

長野 （空撮写真集　昭和50年代の日本の風景 28） 国書刊行会 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007331

山梨 （空撮写真集　昭和50年代の日本の風景 29） 国書刊行会 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007332

福井 （空撮写真集　昭和50年代の日本の風景 30） 国書刊行会 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007333

石川 （空撮写真集　昭和50年代の日本の風景 31） 国書刊行会 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007334

富山 （空撮写真集　昭和50年代の日本の風景 32） 国書刊行会 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007335

新潟 （空撮写真集　昭和50年代の日本の風景 33） 国書刊行会 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007336

神奈川 （空撮写真集　昭和50年代の日本の風景 34） 国書刊行会 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007337

東京　上 （空撮写真集　昭和50年代の日本の風景 35） 国書刊行会 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007338

東京　下 （空撮写真集　昭和50年代の日本の風景 36） 国書刊行会 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007339

千葉 （空撮写真集　昭和50年代の日本の風景 37） 国書刊行会 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007340

埼玉 （空撮写真集　昭和50年代の日本の風景 38） 国書刊行会 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007341

群馬 （空撮写真集　昭和50年代の日本の風景 39） 国書刊行会 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007342

栃木 （空撮写真集　昭和50年代の日本の風景 40） 国書刊行会 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007343

茨城 （空撮写真集　昭和50年代の日本の風景 41） 国書刊行会 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007344

福島 （空撮写真集　昭和50年代の日本の風景 42） 国書刊行会 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007345

山形 （空撮写真集　昭和50年代の日本の風景 43） 国書刊行会 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007346

秋田 （空撮写真集　昭和50年代の日本の風景 44） 国書刊行会 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007347

宮城 （空撮写真集　昭和50年代の日本の風景 45） 国書刊行会 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007348

岩手 （空撮写真集　昭和50年代の日本の風景 46） 国書刊行会 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007349

青森 （空撮写真集　昭和50年代の日本の風景 47） 国書刊行会 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007350

北海道　上 （空撮写真集　昭和50年代の日本の風景 48） 国書刊行会 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007351

北海道　下 （空撮写真集　昭和50年代の日本の風景 49） 国書刊行会 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007352
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＜北斎漫画＞ 大空社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/SeriesDetail/Id/3000022657

北斎漫画　初編 大空社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000022658

北斎漫画　2編 大空社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000022659

北斎漫画　3編 大空社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000022660

北斎漫画　4編 大空社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000022661

北斎漫画　5編 大空社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000022662

北斎漫画　6編 大空社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000022663

北斎漫画　7編 大空社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000022664

北斎漫画　8編 大空社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000022665

北斎漫画　9編 大空社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000022666

北斎漫画　10編 大空社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000022667

北斎漫画　11編 大空社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000022668

北斎漫画　12編 大空社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000022669

北斎漫画　13編 大空社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000022670

北斎漫画　14編 大空社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000022671

北斎漫画　15編 大空社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000022672

＜社史で見る日本経済史 植民地編＞ ゆまに書房 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/SeriesDetail/Id/3000043442

台湾商工銀行誌 ; 台湾商工銀行十年誌 ; 台湾商工銀行現況おしらせ （社
史で見る日本経済史 植民地編 ; 第1巻）

ゆまに書房 9784843304174 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000042454

京城日報社誌 ; 朝鮮郵船株式会社二十五年史 ; 朝鮮米穀倉庫株式会社
（社史で見る日本経済史 植民地編 ; 第2巻）

ゆまに書房 9784843304181 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000042455

朝鮮運送株式会社十年史 （社史で見る日本経済史 植民地編 ; 第3巻） ゆまに書房 9784843304198 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000042456

満洲市場株式会社二十年史 （社史で見る日本経済史 植民地編 ; 第4巻） ゆまに書房 9784843304204 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000042457

満洲中央銀行十年史 （社史で見る日本経済史 植民地編 ; 第5巻） ゆまに書房 9784843304211 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000042458

台湾倉庫株式会社二十年史 （社史で見る日本経済史 植民地編 ; 第6巻） ゆまに書房 9784843305706 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000042459

裏南洋開拓ト南洋興発株式会社 ; 南洋開拓拾年誌 ; 南洋開拓と南洋興発
株式会社の現況 （社史で見る日本経済史 植民地編 ; 第7巻）

ゆまに書房 9784843305713 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000042460

(朝鮮興業株式会社)既往十五年事業概説 ; 朝鮮興業株式会社二十五年誌
; 朝鮮興業株式会社三十周年記念誌 （社史で見る日本経済史 植民地編 ;
第8巻）

ゆまに書房 9784843305720 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000042461

朝鮮勧農株式会社々誌 ; 朝鮮勧農信託株式会社増資改造趣意書増資改造
目論見書営業収支予算書定款 ; 朝鮮土地改良株式会社誌 ; 朝鮮開拓株式
会社沿革 ; (羅津雄基土地興業株式会社)営業案内 （社史で見る日本経済
史 植民地編 ; 第9巻）

ゆまに書房 9784843305737 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000042462

東亜煙草株式会社小史 ; 朝鮮煙草元売捌株式会社誌 （社史で見る日本経
済史 植民地編 ; 第10巻）

ゆまに書房 9784843305744 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000042463

株式会社立石商店廿五年沿革史 （社史で見る日本経済史 植民地編 ; 第11
巻上）

ゆまに書房 9784843305751 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000042464

丁子屋小史 （社史で見る日本経済史 植民地編 ; 第11巻下） ゆまに書房 9784843305751 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000042465

鴨緑江林業誌 （社史で見る日本経済史 植民地編 ; 第12巻） ゆまに書房 9784843305768 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000042466

鞍山製鉄所事業概観 （社史で見る日本経済史 植民地編 ; 第13巻） ゆまに書房 9784843305775 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000042467

満洲電線株式会社開業五周年 （社史で見る日本経済史 植民地編 ; 第14
巻）

ゆまに書房 9784843305782 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000042468
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鮮満拓殖株式会社満鮮拓植株式会社五年史 （社史で見る日本経済史 植民
地編 ; 第15巻）

ゆまに書房 9784843305799 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000042469

新高略史 ; 昭和製糖株式会社十年誌 （社史で見る日本経済史 植民地編 ;
第16巻）

ゆまに書房 9784843309896 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000042470

京城電気株式会社二十年沿革史 ; 伸び行く京城電気 ; 開城電気株式会社
沿革史 （社史で見る日本経済史 植民地編 ; 第17巻）

ゆまに書房 9784843309902 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000042471

平壌電気府営誌 ; 新義州電気株式会社二十五年史 （社史で見る日本経済
史 植民地編 ; 第18巻）

ゆまに書房 9784843309919 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000042472

咸南合同電気株式会社沿革史 ; 江界水力電気株式会社沿革史 （社史で見
る日本経済史 植民地編 ; 第19巻）

ゆまに書房 9784843309926 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000042473

撫順炭坑 （社史で見る日本経済史 植民地編 ; 第20巻） ゆまに書房 9784843309933 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000042474

大連汽船株式会社二十年略史 （社史で見る日本経済史 植民地編 ; 第21
巻）

ゆまに書房 9784843309940 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000042475

国際運輸株式会社二十年史 （社史で見る日本経済史 植民地編 ; 第22巻） ゆまに書房 9784843309957 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000042476

大田電気株式会社沿革史 ; 朝鮮瓦斯電気株式会社発達史 （社史で見る日
本経済史 植民地編 ; 第23巻）

ゆまに書房 9784843314449 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000042477

大興電気株式会社発達史 ; 大興電気株式会社沿革史 （社史で見る日本経
済史 植民地編 ; 第24巻）

ゆまに書房 9784843314456 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000042478

株式会社朝鮮商業銀行沿革史 ; 朝鮮信託株式会社十年史 ; (共濟無盡株
式会社)創業弐拾週年を迎へて ; 釜山無盡株式会社二十年史 （社史で見る
日本経済史 植民地編 ; 第25巻）

ゆまに書房 9784843314463 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000042479

株式会社仁川米豆取引所沿革 ; 株式会社京城株式現物取引市場沿革誌 :
附業績一覧 ; (釜山米穀取引所)新興の釜山米界 : 米取謎の卅年史 ; 朝鮮
取引所史 （社史で見る日本経済史 植民地編 ; 第26巻）

ゆまに書房 9784843314470 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000042480

朝鮮棉業株式会社沿革史 ; 朝鮮棉花株式会社三十年史 ; (朝鮮油脂株式
会社)事業概要 ; (龍山工作株式会社)営業案内他 （社史で見る日本経済史
植民地編 ; 第27巻）

ゆまに書房 9784843314487 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000042481

満洲興業銀行誌 ; 満洲興業銀行実務誌 （社史で見る日本経済史 植民地編
; 第28巻）

ゆまに書房 9784843314494 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000042482

満業並在満関係会社事業概要 ; 満業ノ概要 ; 大陸に雄飛する満業と関係諸
会社之全貌 ; 満洲重工業資源開発の現状 （社史で見る日本経済史 植民地
編 ; 第29巻）

ゆまに書房 9784843314500 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000042483

東亜勧業株式会社拾年史 （社史で見る日本経済史 植民地編 ; 第30巻） ゆまに書房 9784843314517 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000042484

東亜旅行社満洲支部十五年誌 （社史で見る日本経済史 植民地編 ; 第31
巻）

ゆまに書房 9784843314524 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000042485

原田商事四十年史 （社史で見る日本経済史 植民地編 ; 第32巻） ゆまに書房 9784843314531 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000042486

大連取引所信託株式会社略史 ; 満洲生活必需品株式会社概要(康徳七・八
年) ; 日満商事株式会社概要 ; 電電の十年 （社史で見る日本経済史 植民地
編 ; 第33巻）

ゆまに書房 9784843314548 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000042487

台湾日日三十年史 ―附臺灣の言論界―（社史で見る日本経済史 植民地編
; 第34巻）

ゆまに書房 9784843314555 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000042488

(基隆軽鉄株式会社)創業二十年史 ; 台湾畜産株式会社十・二十周年誌 （社
史で見る日本経済史 植民地編 ; 第35巻）

ゆまに書房 9784843314562 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000042489
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＜社史で見る日本のモノづくり＞ ゆまに書房 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/SeriesDetail/Id/3000043444

味の素沿革史 （社史で見る日本のモノづくり 1） ゆまに書房 9784843310533 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000042490

明星食品30年の歩み ―めんづくり味づくり―（社史で見る日本のモノづくり
2）

ゆまに書房 9784843310540 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000042491

野田醤油株式会社二十年史 （社史で見る日本のモノづくり 3） ゆまに書房 9784843310557 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000042492

神鋼三十年史 （社史で見る日本のモノづくり 4） ゆまに書房 9784843310564 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000042493

松下電器産業株式会社創業三十五年史 （社史で見る日本のモノづくり 5） ゆまに書房 9784843310571 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000042494

川崎造船所四十年史 （社史で見る日本のモノづくり 6） ゆまに書房 9784843310588 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000042495

日本鋼管株式会社三十年史 （社史で見る日本のモノづくり 7） ゆまに書房 9784843310595 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000042496

大日本印刷株式会社史 ―七十五年の歩み―（社史で見る日本のモノづくり
8）

ゆまに書房 9784843310601 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000042497

＜経済思想＞ 日本経済評論社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/SeriesDetail/Id/3000001889

経済学の現在 1 （経済思想 1） 日本経済評論社 9784818817081 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001890

経済学の現在 2 （経済思想 2） 日本経済評論社 9784818817319 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001891

黎明期の経済学 （経済思想 3） 日本経済評論社 9784818817609 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001892

経済学の古典的世界 1 （経済思想 4） 日本経済評論社 9784818817654 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001893

経済学の古典的世界 2 （経済思想 5） 日本経済評論社 9784818817890 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001894

社会主義と経済学 （経済思想 6） 日本経済評論社 9784818817999 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001895

経済思想のドイツ的伝統 （経済思想 7） 日本経済評論社 9784818818118 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001896

20世紀の経済学の諸潮流 （経済思想 8） 日本経済評論社 9784818818224 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001897

日本の経済思想 1 （経済思想 9） 日本経済評論社 9784818818521 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001898

日本の経済思想 2 （経済思想 10） 日本経済評論社 9784818818781 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001899

非西欧圏の経済学 ―土着・伝統的経済思想とその変容―（経済思想 11） 日本経済評論社 9784818818897 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000001900

＜週刊東洋経済eビジネス新書＞ 東洋経済新報社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/SeriesDetail/Id/3000042700

女子の貧困 （週刊東洋経済eビジネス新書 No.118） 東洋経済新報社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000043766

ビジネスに効く!「世界史」 （週刊東洋経済eビジネス新書 No.122） 東洋経済新報社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000043770

生涯未婚 （週刊東洋経済eビジネス新書 No.178） 東洋経済新報社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000043826

がんとお金 （週刊東洋経済eビジネス新書 No.181） 東洋経済新報社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000043829

学び直し日本史 （週刊東洋経済eビジネス新書 No.183） 東洋経済新報社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000043831

「子なし」の真実 （週刊東洋経済eビジネス新書 No.186） 東洋経済新報社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000043834

いまを読み解く「世界史」 （週刊東洋経済eビジネス新書 No.188） 東洋経済新報社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000043836

松下幸之助40の言葉 （週刊東洋経済eビジネス新書 No.191） 東洋経済新報社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000043839

使える!経済学 （週刊東洋経済eビジネス新書 No.194） 東洋経済新報社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000043842

「脳」を知る （週刊東洋経済eビジネス新書 No.195） 東洋経済新報社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000043843

近現代史 （週刊東洋経済eビジネス新書 No.211） 東洋経済新報社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000044032

バブル全史 （週刊東洋経済eビジネス新書 No.225） 東洋経済新報社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000047807

北朝鮮のリアル （週刊東洋経済eビジネス新書 No.228） 東洋経済新報社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000047887

最強のコミュ力 （週刊東洋経済eビジネス新書 No.230） 東洋経済新報社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000048183

定年後の仕事選び （週刊東洋経済eビジネス新書 No.235） 東洋経済新報社 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000049097

城西大学水田記念図書館


	Web用

