
特集「生き方」
電子ブック100冊

上ケ原キャンパス図書館で人気の特集コーナーを、

自宅のPCやスマホから電子ブックで楽しみましょう！



この「特集『生き方』電子ブック100冊」は、学外からの利用を想定して作成しています。

そのため、ここに掲載されている電子ブックのリンクをクリックしても、学内から利用してい

る場合は、学外アクセスにログインをしないとページが表示されません。なお、学内外い

ずれから利用するときも、以下の「学外アクセス」にログインすれば、正常に作動します。

まずは「学外アクセス」にログイン

大学図書館Webサイトトップページ上部の「学外アクセス」をクリックする

注意事項を読み、「学外アクセス機能を利用する」をクリックする

関西学院システム利用ID・パスワードを入力してログインすれば完了

※１度ログインすれば、いろいろなサービスを
引き続き利用できます
※学外アクセス機能は30分間セッションの更新
がない場合、切断されます

大学図書館に行かずに本が読めたらいいのに…

学外アクセス機能を利用すれば、電子ブックなどを自宅のPCやスマホで、

見ることができます。電子ブックを開く前に、以下の手続きをしてください。
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ログインが完了したら、次のページに
進みましょう。

https://library.kwansei.ac.jp/


電子ブックの特長
１．24 時間いつでも読める

２．図書館まで行かなくていい

３．返却期限や本の紛失の心配がいらない

活字が苦手な人にもおすすめ

一部の電子ブックには、読み上げ機能がついています。これを利用すれば、文
字を読まずに、本の内容を知ることができます。日ごろ本を読まない方も、電子
ブックを活用すれば、気軽に知識が身に付くかも！

※資料情報の横に♪のマークがある資料は、読み上げ機能があります。
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電子ブック利用時の注意点

電子ブックの同一コンテンツには、同時アクセスができる人数に限りがあります。

同時アクセス数の上限に達していた場合は、電子ブックを開くことができません。

時間をあけるか、他のタイトルを利用してください。また、閲覧が終わったときは、

速やかに「閲覧終了」などのボタンをクリックするか、ブラウザを閉じてください。

読みたい資料のタイトルをクリックすれば、資料の詳細画面が開きます。そのあと、

右のようなボタンをクリックしてください。

電子ブックの開き方



大学生活をもっと充実させたい

鷲田小彌太『学生時代、学ばなかった君へ』（丸善出版、2003年）

溝上慎一『大学生の学び・入門』（有斐閣、2006年）

塚谷正彦『大学生の生き方・考え方』（実教出版、2004年）

大学初年次教育研究会『大学１年生からの社会を見る眼のつくり方』（大月書店、2020年）

小林弘司『学問キャリアの作り方』（大学教育出版、2014年）

常盤拓司『大学1年生からのプロジェクト学習の始めかた』（慶應義塾大学出版会、2019年）

横田雅弘ほか『海外留学がキャリアと人生に与えるインパクト』（学文社、2018年）

斎藤憲司『大学生のストレスマネジメント―自助の力と援助の力―』（有斐閣、2020年）

寿山泰二ほか『大学生のためのキャリアガイドブック』（北大路書房、2016年）

土居豊『ハルキとハルヒ』（大学教育出版、2012年）

岩附正明『充実した大学生活のために』（大学教育出版、2009年）

筒井美紀『殻を突き破るキャリアデザイン』（有斐閣、2016年）
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どんな気分？
• 大学生活をもっと充実させたい （P.3）

• 生や死など「生きる」ことについて考えたい （P.4）

• 自分の人生・将来について考えたい （P.5）

• 生き方や生活に関する社会問題などについて考えたい （P.6,7）

• だれかの生き方を覗いてみたい （P.8,9）

学外アクセスにログインしてから、
タイトルをクリックしてね

http://elib.maruzen.co.jp.kwansei.remotexs.co/elib/html/BookDetail/Id/3000000171?4
http://elib.maruzen.co.jp.kwansei.remotexs.co/elib/html/BookDetail/Id/3000084871?80
http://search.ebscohost.com.kwansei.remotexs.co/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=451363&lang=ja&site=ehost-live
http://kinoden.kinokuniya.co.jp.kwansei.remotexs.co/kwansei/bookdetail/p/KP00029707
http://search.ebscohost.com.kwansei.remotexs.co/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=1287605&lang=ja&site=ehost-live
http://elib.maruzen.co.jp.kwansei.remotexs.co/elib/html/BookDetail/Id/3000085416?77
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/kwansei/bookdetail/p/KP00027446
http://elib.maruzen.co.jp.kwansei.remotexs.co/elib/html/BookDetail/Id/3000089908?74
http://elib.maruzen.co.jp.kwansei.remotexs.co/elib/html/BookDetail/Id/3000082293?35
http://search.ebscohost.com.kwansei.remotexs.co/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=1344353&lang=ja&site=ehost-live
http://search.ebscohost.com.kwansei.remotexs.co/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=1352911&lang=ja&site=ehost-live
http://elib.maruzen.co.jp.kwansei.remotexs.co/elib/html/BookDetail/Id/3000040912?108


生や死など「生きる」ことについて考えたい

ジャン・ドメーニコ・ボラージオ『死ぬとはどのようなことか』（みすず書房、2015年）

石牟礼道子ほか『死を想う われらも終には仏なり』（平凡社、2007年）

盛永審一郎『いまを生きるための倫理学』（丸善出版、2019年）

シリーズ生命倫理学編集委員会『安楽死・尊厳死』（丸善出版、2012年）

橳島次郎『これからの死に方』（平凡社、2016年）♪

トルストイ『人生論』（岩波書店、2009年）♪

松本憲郎『「日本人」の心の深みへ』（新曜社、2016年）

新保哲『日本人の生死観』（大学教育出版、2009年）

岩元綾『生まれてこないほうがいい命なんてない』（かもがわ出版、2014年）

渡辺通弘『死の超越―永遠志向社会の構築―』（丸善プラネット、2017年）

吉川孝『映画で考える生命環境倫理学』（勁草書房、2019年）

竹村洋子『いのちの営みに添う心理臨床』（創元社、2011年）♪

デイビッド・T・ジョンソン『アメリカ人のみた日本の死刑』（岩波書店、2019年）♪

誠文堂新光社『民間人のための戦場行動マニュアル ―もしも戦争に巻き込まれたらこうやって生き

のびる―』（S&T OUTCOMES、2019年）♪
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上ケ原図書館の特集コーナーには、小説などの
文庫本も配架されていて、人気だよ。
ぜひチェックしにいってね。

http://search.ebscohost.com.kwansei.remotexs.co/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=1404244&lang=ja&site=ehost-live
http://kinoden.kinokuniya.co.jp.kwansei.remotexs.co/kwansei/bookdetail/p/KP00014563/
http://elib.maruzen.co.jp.kwansei.remotexs.co/elib/html/BookDetail/Id/3000087260?109
http://elib.maruzen.co.jp.kwansei.remotexs.co/elib/html/BookDetail/Id/3000003609?57
http://kinoden.kinokuniya.co.jp.kwansei.remotexs.co/kwansei/bookdetail/p/KP00014682/
http://elib.maruzen.co.jp.kwansei.remotexs.co/elib/html/BookDetail/Id/3000073018?30
http://elib.maruzen.co.jp.kwansei.remotexs.co/elib/html/BookDetail/Id/3000056894?32
http://search.ebscohost.com.kwansei.remotexs.co/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=1362863&lang=ja&site=ehost-live
http://elib.maruzen.co.jp.kwansei.remotexs.co/elib/html/BookDetail/Id/3000013296?60
http://elib.maruzen.co.jp.kwansei.remotexs.co/elib/html/BookDetail/Id/3000041951?4
http://elib.maruzen.co.jp.kwansei.remotexs.co/elib/html/BookDetail/Id/3000074331?8
http://kinoden.kinokuniya.co.jp.kwansei.remotexs.co/kwansei/bookdetail/p/KP00015272/
http://elib.maruzen.co.jp.kwansei.remotexs.co/elib/html/BookDetail/Id/3000085190?49
http://elib.maruzen.co.jp.kwansei.remotexs.co/elib/html/BookDetail/Id/3000089215?76
http://elib.maruzen.co.jp.kwansei.remotexs.co/elib/html/BookDetail/Id/3000089215?76


自分の人生・将来について考えたい

暉峻淑子『社会人の生き方』（岩波書店、2012年）♪

土屋廣幸『混迷の時代を生きる君へ』（大学教育出版、2011年）

松繁寿和『キャリアのみかた』（有斐閣、2014年）

宮木由貴子『人生１００年時代の「幸せ戦略」』（東洋経済新報社、2019年）♪

リンダ・グラットンほか『Life shift (ライフシフト) ―100年時代の人生戦略―』

（東洋経済新報社、2016年）

アルトゥール・ショーペンハウアー『孤独と人生』（白水社、2010年）♪

国谷裕子『キャスターという仕事』（岩波書店、2017年）♪

栗原康『アナキズム』（岩波書店、2018年）♪

堀田祐三子ほか『これからの住まいとまち』（朝倉書店、2014年）

本田由紀『若者と仕事―「学校経由の就職」を超えて―』（東京大学出版会、2005年）

高橋潔『Jリーグの行動科学―リーダーシップとキャリアのための教訓―』（白桃書房、2010年）

石井まこと『地方に生きる若者たち』（旬報社、2017年）

松井高志『人生に効く！ 話芸のきまり文句』（平凡社、2005年）

佐藤香『ライフデザインと希望』（勁草書房、2017年）

阿部正浩『5人のプロに聞いた!一生モノの学ぶ技術・働く技術』（有斐閣、2017年）
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http://elib.maruzen.co.jp.kwansei.remotexs.co/elib/html/BookDetail/Id/3000072898?24
http://search.ebscohost.com.kwansei.remotexs.co/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=1362901&lang=ja&site=ehost-live
http://search.ebscohost.com.kwansei.remotexs.co/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=1133767&lang=ja&site=ehost-live
http://kinoden.kinokuniya.co.jp.kwansei.remotexs.co/kwansei/bookdetail/p/KP00025953
http://elib.maruzen.co.jp.kwansei.remotexs.co/elib/html/BookDetail/Id/3000079132?33
http://elib.maruzen.co.jp.kwansei.remotexs.co/elib/html/BookDetail/Id/3000079132?33
http://kinoden.kinokuniya.co.jp.kwansei.remotexs.co/kwansei/bookdetail/p/KP00015257/
http://elib.maruzen.co.jp.kwansei.remotexs.co/elib/html/BookDetail/Id/3000072961?2
http://elib.maruzen.co.jp.kwansei.remotexs.co/elib/html/BookDetail/Id/3000085168?55
http://kinoden.kinokuniya.co.jp.kwansei.remotexs.co/kwansei/bookdetail/p/KP00017761/
http://elib.maruzen.co.jp.kwansei.remotexs.co/elib/html/BookDetail/Id/3000046836?13
http://elib.maruzen.co.jp.kwansei.remotexs.co/elib/html/BookDetail/Id/3000032727?1
http://kinoden.kinokuniya.co.jp.kwansei.remotexs.co/kwansei/bookdetail/p/KP00024607/
http://kinoden.kinokuniya.co.jp.kwansei.remotexs.co/kwansei/bookdetail/p/KP00014528/
http://elib.maruzen.co.jp.kwansei.remotexs.co/elib/html/BookDetail/Id/3000042742?94
http://elib.maruzen.co.jp.kwansei.remotexs.co/elib/html/BookDetail/Id/3000048992?28


生き方や生活に関する社会問題などに
ついて考えたい

白波瀬佐和子『生き方の不平等―お互いさまの社会に向けて―』（岩波書店、2010年）♪

目黒輝美ほか『生きている働いている』（大学教育出版、2012年）♪

草柳千早『「曖昧な生きづらさ」と社会』（世界思想社教学社、2004年）

鳥山敏子『生きる力をからだで学ぶ』（トランスビュー、2001年）

ノートルダム清心女子大学人間生活学科『ケアを生きる私たち』（大学教育出版、2016年）

今田高俊ほか『シナジー社会論―他者とともに生きる―』（東京大学出版会、2014年）

ゴードン・マシューズほか『人生に生きる価値を与えているものは何か』（三和書籍、2001年）

小谷敏『二十一世紀の若者論―あいまいな不安を生きる―』（世界思想社教学社、

2017年）

杉村宏『人間らしく生きる―現代の貧困とセーフティネット―』（左右社、2010年）

ヘレン・ピアソン『ライフ・プロジェクト 7万人の一生からわかったこと』（みすず書房、

2017年）

荒牧草平『学歴の階層差はなぜ生まれるか』（勁草書房、2016年）

乙部由子『女性のキャリア継続―正規と非正規のはざまで―』（勁草書房、2010年）

速水由紀子『家族卒業』（紀伊國屋書店、1999年）

日本家政学会『現代家族を読み解く12章』（丸善出版、2018年）
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http://elib.maruzen.co.jp.kwansei.remotexs.co/elib/html/BookDetail/Id/3000085156?2
http://elib.maruzen.co.jp.kwansei.remotexs.co/elib/html/BookDetail/Id/3000058348?3
http://elib.maruzen.co.jp.kwansei.remotexs.co/elib/html/BookDetail/Id/3000044649?1
https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=304274&lang=ja&site=ehost-livesessmgr01&bdata=Jmxhbmc9amEmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#AN=304274&db=nlebk
http://elib.maruzen.co.jp.kwansei.remotexs.co/elib/html/BookDetail/Id/3000032121?6
http://elib.maruzen.co.jp.kwansei.remotexs.co/elib/html/BookDetail/Id/3000072198?25
http://elib.maruzen.co.jp.kwansei.remotexs.co/elib/html/BookDetail/Id/3000077669?23
http://elib.maruzen.co.jp.kwansei.remotexs.co/elib/html/BookDetail/Id/3000044632?26
http://elib.maruzen.co.jp.kwansei.remotexs.co/elib/html/BookDetail/Id/3000044632?26
http://elib.maruzen.co.jp.kwansei.remotexs.co/elib/html/BookDetail/Id/3000051262?27
http://kinoden.kinokuniya.co.jp.kwansei.remotexs.co/kwansei/bookdetail/p/KP00022861/
http://kinoden.kinokuniya.co.jp.kwansei.remotexs.co/kwansei/bookdetail/p/KP00022861/
http://kinoden.kinokuniya.co.jp.kwansei.remotexs.co/kwansei/bookdetail/p/KP00009646/
http://elib.maruzen.co.jp.kwansei.remotexs.co/elib/html/BookDetail/Id/3000079111;jsessionid=DFDDDA5C3DBB10EB3445372B3888CF63?0
http://search.ebscohost.com.kwansei.remotexs.co/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=190766&lang=ja&site=ehost-live
http://elib.maruzen.co.jp.kwansei.remotexs.co/elib/html/BookDetail/Id/3000068381?1


江間有沙『AI社会の歩き方 : 人工知能とどう付き合うか』（化学同人、2019年）

長田久雄『超高齢社会を生きる―老いに寄り添う心理学―』（誠信書房、2016年）

数土直紀『格差社会のなかの自己イメージ』（勁草書房、2018年）

武岡暢『生き延びる都市―新宿歌舞伎町の社会学―』（新曜社、2017年）

高木修『無縁社会のゆくえ―人々の絆はなぜなくなるの?』（誠信書房、2015年）

小林盾『ライフスタイルの社会学』（東京大学出版会、2017年）

ディーン・カーランほか『善意で貧困はなくせるのか?』（みすず書房、2013年）

アビジット・V・バナジーほか『貧乏人の経済学』（みすず書房、2012年）

辻幸恵『こだわりと日本人―若者の新生活感 : 選択基準と購買行動―』（白桃書房、2013年）

小檜山ルイ『結婚の比較文化』（勁草書房、2001年）

小笠原泰ほか『2050老人大国の現実』（岩波書店、2012年）

大塚明子『『主婦の友』にみる日本型恋愛結婚イデオロギー』（勁草書房、2018年）

齋藤直子『結婚差別の社会学』（勁草書房、2017年）

平井晶子『出会いと結婚』（日本経済評論社、2017年）

佐藤郡衛『多文化社会に生きる子どもの教育』（明石書店、2019年）

佐藤文香『ジェンダーについて大学生が真剣に考えてみた』（明石書店、2019年）

大野祥子『「家族する」男性たち』（東京大学出版会、2016年）
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http://elib.maruzen.co.jp.kwansei.remotexs.co/elib/html/BookDetail/Id/3000074396?2
http://elib.maruzen.co.jp.kwansei.remotexs.co/elib/html/BookDetail/Id/3000079583?7
http://elib.maruzen.co.jp.kwansei.remotexs.co/elib/html/BookDetail/Id/3000052256?9
http://elib.maruzen.co.jp.kwansei.remotexs.co/elib/html/BookDetail/Id/3000079076?11
http://elib.maruzen.co.jp.kwansei.remotexs.co/elib/html/BookDetail/Id/3000079578?12
http://elib.maruzen.co.jp.kwansei.remotexs.co/elib/html/BookDetail/Id/3000072189?15
http://search.ebscohost.com.kwansei.remotexs.co/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=1404252&lang=ja&site=ehost-live
http://search.ebscohost.com.kwansei.remotexs.co/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=1404251&lang=ja&site=ehost-live
http://elib.maruzen.co.jp.kwansei.remotexs.co/elib/html/BookDetail/Id/3000048414?18
http://elib.maruzen.co.jp.kwansei.remotexs.co/elib/html/BookDetail/Id/3000045440?33
http://elib.maruzen.co.jp.kwansei.remotexs.co/elib/html/BookDetail/Id/3000015449?38
http://kinoden.kinokuniya.co.jp.kwansei.remotexs.co/kwansei/bookdetail/p/KP00022688/
http://elib.maruzen.co.jp.kwansei.remotexs.co/elib/html/BookDetail/Id/3000043498?40
http://kinoden.kinokuniya.co.jp.kwansei.remotexs.co/kwansei/bookdetail/p/KP00013539/
http://elib.maruzen.co.jp.kwansei.remotexs.co/elib/html/BookDetail/Id/3000079050?110
http://kinoden.kinokuniya.co.jp.kwansei.remotexs.co/kwansei/bookdetail/p/KP00024424/
http://elib.maruzen.co.jp.kwansei.remotexs.co/elib/html/BookDetail/Id/3000040174?114


だれかの生き方を覗いてみたい

バルタサール・グラシアン『処世の智恵 賢く生きるための300の箴言』（白水社、2011年）♪

鈴木敏夫『仕事道楽―スタジオジブリの現場―』（岩波書店、2014年）♪

下川裕治『「生き場」を探す日本人』（平凡社、2011年）

丸山里美『女性ホームレスとして生きる』（世界思想社教学社、2013年）

山岸明子『つらさを乗り越えて生きる―伝記・文学作品から人生を読む―』（新曜社、2017年）

マーク・ボイルほか『ぼくはお金を使わずに生きることにした』（紀伊國屋書店、2011年）

羽生清『装うこと生きること 女性たちの日本近代』（勁草書房、2004年）

エレーナ・ムーヒナ『レーナの日記 レニングラード包囲戦を生きた少女』（みすず書房、2017年）

志村和次郎『先駆者の光と影人生の転機』（大学教育出版、2015年）

安田裕子『不妊治療者の人生選択』（新曜社、2012年）

ニコライ・ネフスキー『月と不死』（平凡社、1971年）

佐倉智美『明るいトランスジェンダー生活』（トランスビュー、2004年）

脇英世『ビル・ゲイツＩ マイクロソフト帝国の誕生』（東京電機大学出版局、2015年）

脇英世『ビル・ゲイツⅡ そしてライバルは誰もいなくなった』（東京電機大学出版局、2016年）

諏訪勝則『明智光秀の生涯』（吉川弘文館、2019年）
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http://kinoden.kinokuniya.co.jp.kwansei.remotexs.co/kwansei/bookdetail/p/KP00015217/
http://elib.maruzen.co.jp.kwansei.remotexs.co/elib/html/BookDetail/Id/3000072924?34
http://kinoden.kinokuniya.co.jp.kwansei.remotexs.co/kwansei/bookdetail/p/KP00014642/
http://elib.maruzen.co.jp.kwansei.remotexs.co/elib/html/BookDetail/Id/3000044641?16
http://elib.maruzen.co.jp.kwansei.remotexs.co/elib/html/BookDetail/Id/3000079086?21
http://kinoden.kinokuniya.co.jp.kwansei.remotexs.co/kwansei/bookdetail/p/KP00018133/
http://kinoden.kinokuniya.co.jp.kwansei.remotexs.co/kwansei/bookdetail/p/KP00009831/
http://kinoden.kinokuniya.co.jp.kwansei.remotexs.co/kwansei/bookdetail/p/KP00022860/
http://search.ebscohost.com.kwansei.remotexs.co/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=1362834&lang=ja&site=ehost-live
http://kinoden.kinokuniya.co.jp.kwansei.remotexs.co/kwansei/bookdetail/p/KP00004652/
http://japanknowledge.com.kwansei.remotexs.co/lib/display/?lid=80010V0185P0003
http://search.ebscohost.com.kwansei.remotexs.co/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=324297&lang=ja&site=ehost-live
http://search.ebscohost.com.kwansei.remotexs.co/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=1351782&lang=ja&site=ehost-live
http://kinoden.kinokuniya.co.jp.kwansei.remotexs.co/kwansei/bookdetail/p/KP00007562/
http://elib.maruzen.co.jp.kwansei.remotexs.co/elib/html/BookDetail/Id/3000085349?54


有山輝雄『甲子園野球と日本人 メディアのつくったイベント』（吉川弘文館、2017年）

田中貴子『日本ファザコン文学史』（紀伊國屋書店、1998年）

上川あや『変えてゆく勇気―「性同一性障害」の私から―』（岩波書店、2007年）

ダン・サヴェージ『誓います―結婚できない僕と彼氏が学んだ結婚の意味―』

（みすず書房、2017年）

秋山豊『漱石という生き方』（トランスビュー、2006年）

大野哲也『旅を生きる人びと―バックパッカーの人類学―』（世界思想社、2012年）

ニケシュ・シュクラ『よい移民 現代イギリスを生きる２１人の物語』（創元社、2019年）♪

左地亮子『現代フランスを生きるジプシー』（世界思想社教学社、2017年）

笠井献一『科学者の卵たちに贈る言葉 : 江上不二夫が伝えたかったこと』（岩波書店、2013年）

前田良『パパは女子高生だった』（明石書店、2019年）

藤田貴史『砂原茂一さんの『リハビリテーション』を読む』（協同医書出版社、2016年）

シモーヌ・ヴェイユ『工場日記』（みすず書房、2019年）

内田百間『百鬼園戰前・戰中日記上』（慶應義塾大学出版会、2019年）

内田百間『百鬼園戰前・戰中日記下』（慶應義塾大学出版会、2019年）

菊地高弘『オレたちは「ガイジン部隊」なんかじゃない! ―野球留学生ものがたり―』

（インプレスＲ＆Ｄ、2020年）
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http://kinoden.kinokuniya.co.jp.kwansei.remotexs.co/kwansei/bookdetail/p/KP00012837/
http://search.ebscohost.com.kwansei.remotexs.co/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=190792&lang=ja&site=ehost-live
http://elib.maruzen.co.jp.kwansei.remotexs.co/elib/html/BookDetail/Id/3000085154?3
http://elib.maruzen.co.jp.kwansei.remotexs.co/elib/html/BookDetail/Id/3000043933?30
http://elib.maruzen.co.jp.kwansei.remotexs.co/elib/html/BookDetail/Id/3000043933?30
http://search.ebscohost.com.kwansei.remotexs.co/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=399099&lang=ja&site=ehost-live
http://kinoden.kinokuniya.co.jp.kwansei.remotexs.co/kwansei/bookdetail/p/KP00019095/
http://kinoden.kinokuniya.co.jp.kwansei.remotexs.co/kwansei/bookdetail/p/KP00025939
http://elib.maruzen.co.jp.kwansei.remotexs.co/elib/html/BookDetail/Id/3000044631;jsessionid=7B0F213DBD4DD2F3F864FD0896D1A8A7?0
http://elib.maruzen.co.jp.kwansei.remotexs.co/elib/html/BookDetail/Id/3000073124?111
http://kinoden.kinokuniya.co.jp.kwansei.remotexs.co/kwansei/bookdetail/p/KP00025407
http://elib.maruzen.co.jp.kwansei.remotexs.co/elib/html/BookDetail/Id/3000044054?9
http://elib.maruzen.co.jp.kwansei.remotexs.co/elib/html/BookDetail/Id/3000084572?16
http://elib.maruzen.co.jp.kwansei.remotexs.co/elib/html/BookDetail/Id/3000077922?17
http://elib.maruzen.co.jp.kwansei.remotexs.co/elib/html/BookDetail/Id/3000077923?18
http://elib.maruzen.co.jp.kwansei.remotexs.co/elib/html/BookDetail/Id/3000089041?63
http://elib.maruzen.co.jp.kwansei.remotexs.co/elib/html/BookDetail/Id/3000089041?63


もっと電子ブックを読みたい

学外アクセスログイン後すぐの画面にある「電子ブック」をクリックする

タイトル欄にキーワードを入力するなどして検索して、読みたい資料をクリックする

「本文を見る」の下にある をクリックする

資料詳細の画面で、 などの

ボタンをクリックする。
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大学図書館では、多くの電子ブックを提供しています。
キーワードで検索をすれば、読みたい本が見つかるかもしれません。


