電子ブックが増えました！！

■■自宅からもアクセス

ＶＰＮ接続サービス（学内者限定）■■

ＶＰＮ接続サービスを利用すると、自宅等学外からでも学内と同じように、電子ブック、電子ジャーナル、
データベースを利用することができます（学内者限定）。
詳細は、ライブラリーサービスＨＰ左メニューの”資料・情報の入手＞学外からのアクセス“をご覧ください。

問い合わせ先 ： 学術情報総合センター9F 情報推進課 ITヘルプデスク（06-6605-3336）
Webフォーム ： ocu.jp/it-help

■シラバス掲載図書・教員推薦図書
書影

書名

URL

書影

書名
3F開架新体系

The four : GAFA (ガーファ)
: 四騎士が創り変えた世界
スコット・ギャロウェイ著
渡会圭子訳

メタ倫理学入門
: 道徳のそもそもを考える
佐藤岳詩著
勁草書房, 2017.9.

東洋経済新報社, 2018.9.
3F開架新体系

URL

007.35//G17//9374

007.35//G17//9374

3F開架新体系

150//SA85//2273

社会思想史事典

行政判例百選 ①

社会思想史学会編

宇賀克也, 交告尚史, 山本隆司編

丸善出版, 2019.1.

有斐閣, 2017.11

2F参考（一般）

309.02//SH12//2611

民事訴訟法判例百選

第5版

高橋宏志, 高田裕成, 畑瑞穂編
有斐閣, 2015.12

4F開架新体系

4F開架新体系

第7版

323.9//U53//5206

宇沢弘文傑作論文全ファイ
ル : 1928-2014
宇沢弘文著
東洋経済新報社, 2016.11.

327.2//TA33//9234

4F開架新体系

331.04//U99//5167

4F開架新体系

書影

4F開架新体系

327.2//TA33//9234

書名

URL

書影

331.04//U99//5167

書名

URL

計量経済学の第一歩 :

経済学大図鑑

実証分析のススメ

ナイアル・キシテイニーほか著

田中隆一著

小須田健訳

有斐閣, 2015.12

三省堂, [2014.2].

4F開架新体系

4F開架新体系

331.19//TA84//8140

331//KI58//6852

ストラング線形代数イント
線型代数入門

ロダクション

齋藤正彦著

ギルバート・ストラング著

東京大学出版会, 1996.5.

松崎公紀, 新妻弘共訳
近代科学社, 2015.12

3F開架新体系

410.8//KI59//5224

現代解析学への誘い
俣野博著

411.3//ST8//8339

曲線と曲面の微分幾何
改訂版
小林昭七著

岩波書店, 2004.6.

3F開架新体系

3F開架新体系

東京 : 裳華房 , 1995.10

413.3//MA71//7032

3F開架新体系

414.7//KO12//0032

Rによるやさしい統計学

マクスウェル方程式から始

山田剛史, 杉澤武俊, 村井潤一郎

める電磁気学

共著

小宮山進, 竹川敦共著

オーム社, 2008.1.

裳華房, 2015.12.

3F開架新体系

417//Y19//6967

3F開架新体系

427//KO65//8743

第四紀
X線分光法

遠藤邦彦, 小林哲夫著 ; 日本地

辻幸一, 村松康司編著

質学会フィールドジオロジー刊

講談社, 2018.9.

行委員会編
共立出版, 2012.10

3F開架新体系

433.57//TS41//0385

3F開架新体系

入門ロボット工学

交通システム

高田洋吾著

塚口博司 [ほか] 著

森北出版, 2017.11.

オーム社, 2016.5

3F開架新体系

548.3//TA28//1029

455//F25//5214

第2版

4F開架新体系

681//TS52//5098

開架新体系

4F開架新体系

681//TS52//5098

■レポート作成・学習や研究に役立つ図書
書影

書名

URL

書影

書名

URL

実地調査入門

大学生の学習テクニック

: 社会調査の第一歩

第3版

西山敏樹, 常盤拓司, 鈴木亮子著

森靖雄著

慶應義塾大学出版会, 2015.9.

大月書店, 2014.12

4F開架新体系

361.9//N87//5983

4F開架新体系

図解でわかる!理工系のため

はじめての研究生活マニュ

のよい文章の書き方

アル : 解消します!理系大学

: 論文・レポートを自力で書

生の疑問と不安

けるようになる方法

西澤幹雄著

福地健太郎, 園山隆輔著

化学同人, 2015.4.

翔泳社, 2019.2.
3F開架新体系

377.15//MO45//8131

3F開架新体系

407//F74//2989//西田蔵書

407//N87//2759

学生による学生のためのダ

思考を鍛えるレポート・論

メレポート脱出法

文作成法 第3版

慶應義塾大学日吉キャンパス学

井下千以子著

習相談員著

慶應義塾大学出版会, 2019.2.

慶應義塾大学出版会, 2014.10.
3F開架新体系

3F開架新体系 816.5//I56//3078

816.5//KE26//5744

コピペと言われないレポー
大学1年生のための伝わるレ

トの書き方教室 : 3つのス

ポートの書き方

テップ : コピペから正しい引

都筑学著

用へ

有斐閣, 2016.4.

山口裕之著
新曜社, 2013.7.

3F開架新体系

816.5//TS99//0831

3F開架新体系

816.5//Y24//0287

■期間限定利用可能シリーズ
＊期間限定で契約しているシリーズです。カッコ内にそれぞれの契約終了日を記載しています。
シリーズ名

シリーズ名

URL

岩波書店「現代人の教養」

平凡社新書

（期間限定-2021/3/31まで）

（期間限定-2021/9/30まで）

サブスクリプションパッケージ

カスタムサブスクリプション

300タイトル

50タイトル

URL

■英語学習用図書
シリーズ名

シリーズ名

URL

URL

＊電子リソース検

人気の英語多読シリーズ

英語で読む幅広い分野の入門書シリーズ

索で書名

Macmillan Readers

Dummies

「Dummies」で

123タイトル

36タイトル

検索してくださ
い。

＊その他、TOEIC関連図書や辞典類も多数閲覧可能です。例えば、TOEIC関連図書を閲覧したい場合は、
電子リソース検索「電子ブックを探す」タブで書名「TOEIC」で検索してください。
検索方法について、詳しくは「電子ブック利用ガイド」をご覧ください。

例）Maruzen eBook Library

「閲覧」OR「読上」のボタンをクリックする
と、電子ブックのトップページに移ります。

ダウンロードの可否が分かります。（印刷は
ダウンロードをしてからとなります）

例）Kinokuniya Digital Library (KinoDen)

「閲覧開始」ボタンから閲覧で
きます。

印刷・ダウンロードの可否が
分かります。

■■

電子ブックについてのお問合せは…

■■

検索方法等電子ブックについてご不明の点は、学術情報総合センター2Fレファレンスコー
ナー（平日9:00 - 17:00）にお問合せください。また、ライブイラリーサービスHP右メニュー
の

からのお問合せも受け付けています。

