
No. 書名 著者名 出版社 シリーズタイトル 巻号 刊年１ 電子B/J URL1

1 クレオール事始 西成彦 1955- 紀伊國屋書店 1999 http://www.netLibrary.com/urlapi.asp?action=summary&v=1&bookid=143050

2 オトメの祈り : 近代女性イメージの誕生 川村邦光 1950- 紀伊國屋書店 1993 http://www.netLibrary.com/urlapi.asp?action=summary&v=1&bookid=143052

3 日本の子守唄 : 民俗学的アプローチ 松永伍一 1930- 紀伊國屋書店 精選復刻紀伊國屋新書 1994 http://www.netLibrary.com/urlapi.asp?action=summary&v=1&bookid=190718

4 ヨーロッパ美術紀行 坂崎乙郎 紀伊國屋書店 精選復刻紀伊國屋新書 1994 http://www.netLibrary.com/urlapi.asp?action=summary&v=1&bookid=190720

5 会津八一 宮川寅雄 1908- 紀伊國屋書店 精選復刻紀伊國屋新書 1994 http://www.netLibrary.com/urlapi.asp?action=summary&v=1&bookid=190728

6 日本人のパーソナリティ 世良正利 1918- 紀伊國屋書店 精選復刻紀伊國屋新書 1994 http://www.netLibrary.com/urlapi.asp?action=summary&v=1&bookid=190735

7 葬送の倫理 久野昭 1930- 紀伊國屋書店 精選復刻紀伊國屋新書 1994 http://www.netLibrary.com/urlapi.asp?action=summary&v=1&bookid=190744

8 日本医療のゆくえ 水野肇 1927- 紀伊國屋書店 1999 http://www.netLibrary.com/urlapi.asp?action=summary&v=1&bookid=190764

9 新聞と民衆 : 日本型新聞の形成過程 山本武利 1940- 紀伊國屋書店 精選復刻紀伊國屋新書 2005 http://www.netLibrary.com/urlapi.asp?action=summary&v=1&bookid=190753

10 遊戯と労働の弁証法 大沢正道 1927- 紀伊國屋書店 精選復刻紀伊國屋新書 1994 http://www.netLibrary.com/urlapi.asp?action=summary&v=1&bookid=190754

11 社会保障のグランド・デザイン 水野肇 1927- 紀伊國屋書店 2000 http://www.netLibrary.com/urlapi.asp?action=summary&v=1&bookid=190756

12 漱石のリアル : 測量としての文学 若林幹夫 1962- 紀伊國屋書店 2002 http://www.netLibrary.com/urlapi.asp?action=summary&v=1&bookid=190758

13 日本語類義表現使い分け辞典 泉原省二 研究社 2007 http://www.netlibrary.com/urlapi.asp?action=summary&v=1&bookid=296788

14 オトメの身体 : 女の近代とセクシュアリティ 川村邦光 1950- 紀伊國屋書店 1994 http://www.netLibrary.com/urlapi.asp?action=summary&v=1&bookid=190762

15 オトメの行方 : 近代女性の表象と闘い 川村邦光 1950- 紀伊國屋書店 2003 http://www.netLibrary.com/urlapi.asp?action=summary&v=1&bookid=190763

Maruzen e-BookLibrary

No. 書名 著者名 出版社 シリーズタイトル 巻号 刊年１ 電子B/J URL1

1 看護を語ることの意味 : "ナラティブ"に生きて 川島 みどり 看護の科学社 2007 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000539

2 チーム医療と看護 : 専門性と主体性への問い 川島 みどり 看護の科学社 2011 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000545

3 ドロセア・E. オレムにおける看護のセルフケア不足理論の基礎的研究 : ケアリング・学習・援助を中心にして 金子 史代 看護の科学社 2004 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002065

4 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 山元 恵子 インターメディカ 写真でわかるシリーズ 2011 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000005974

5 ストレスマネジメント : 「これまで」と「これから」 竹中 晃二 ゆまに書房 シリーズこころとからだの処方箋 1 2005 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002504

6 ボーダーラインの人々 : 多様化する心の病 織田 尚生 ゆまに書房 シリーズこころとからだの処方箋 2 2005 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002505

7 成人期の危機と心理臨床 : 壮年期に灯る危険信号とその援助 岡本 祐子 ゆまに書房 シリーズこころとからだの処方箋 3 2005 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002506

8 家族心理臨床の実際 : 保育カウンセリングを中心に 滝口 俊子 ゆまに書房 シリーズこころとからだの処方箋 16 2008 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002519

9 迷走する若者のアイデンティティ : フリーター、パラサイト・シングル、ニート、ひきこもり 白井 利明 ゆまに書房 シリーズこころとからだの処方箋 4 2005 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002507

10 青少年のこころの闇 : 情報社会の落とし穴 町沢 静夫 ゆまに書房 シリーズこころとからだの処方箋 5 2006 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002508

11 高齢者の「生きる場」を求めて : 福祉、心理、介護の現場から 野村 豊子 ゆまに書房 シリーズこころとからだの処方箋 6 2006 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002509

12 思春期の自己形成 : 将来への不安のなかで 都筑 学 ゆまに書房 シリーズこころとからだの処方箋 7 2006 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002510

13 睡眠とメンタルヘルス : 睡眠科学への理解を深める 白川 修一郎 ゆまに書房 シリーズこころとからだの処方箋 8 2006 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002511

14 高齢期の心を活かす : 衣・食・住・遊・眠・美と認知症・介護予防 田中 秀樹 ゆまに書房 シリーズこころとからだの処方箋 9 2006 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002512

15 抑うつの現代的諸相 : 心理的・社会的側面から科学する 北村 俊則 ゆまに書房 シリーズこころとからだの処方箋 10 2006 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002513

EBSCOhosto eBook Collection（NetLibrary）

http://www.netlibrary.com/urlapi.asp?action=summary&v=1&bookid=143050
http://www.netlibrary.com/urlapi.asp?action=summary&v=1&bookid=143052
http://www.netlibrary.com/urlapi.asp?action=summary&v=1&bookid=190718
http://www.netlibrary.com/urlapi.asp?action=summary&v=1&bookid=190720
http://www.netlibrary.com/urlapi.asp?action=summary&v=1&bookid=190728
http://www.netlibrary.com/urlapi.asp?action=summary&v=1&bookid=190735
http://www.netlibrary.com/urlapi.asp?action=summary&v=1&bookid=190744
http://www.netlibrary.com/urlapi.asp?action=summary&v=1&bookid=190764
http://www.netlibrary.com/urlapi.asp?action=summary&v=1&bookid=190753
http://www.netlibrary.com/urlapi.asp?action=summary&v=1&bookid=190754
http://www.netlibrary.com/urlapi.asp?action=summary&v=1&bookid=190756
http://www.netlibrary.com/urlapi.asp?action=summary&v=1&bookid=190758
http://www.netlibrary.com/urlapi.asp?action=summary&v=1&bookid=296788
http://www.netlibrary.com/urlapi.asp?action=summary&v=1&bookid=190762
http://www.netlibrary.com/urlapi.asp?action=summary&v=1&bookid=190763
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000539
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000000545
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002065
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000005974
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002504
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002505
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002506
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002519
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002507
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002508
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002509
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002510
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002511
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002512
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002513

