
Online
ミニ展示

2022年度シラバスに記載のある主な
教科書を電子ブックで購入しました！

共通教養科目

国際商学部

この授業履修しようかな！

この授業の教科書も
電子か！！

https://opac.yokohama-cu.ac.jp/drupal/?q=ja/node/486
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000045064
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000022752
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000075532
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000067716
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016374
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000042566


Online
ミニ展示

理学部 データサイエンス学部

国際教養学部

色々あるよ!!

【注意!!】
同時に閲覧はできないので、見られなかったら時間をおいてアクセスしてね!!

https://opac.yokohama-cu.ac.jp/drupal/?q=ja/node/486
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000087016
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000045062
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/yculib/bookdetail/p/KP00025576/
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/yculib/bookdetail/p/KP00006237/
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/yculib/bookdetail/p/KP00012323/
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000017878
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000081708


Online
ミニ展示

医学部医学科

【電子ブックを利用するときは、学内ネットワークへの接続が
必要となります！！】
※学内にいるときは、実習室等のPCを利用又はYCUの無線LAN（YCUWL）
に接続してください。

※学外にいるときは、 VPNに接続してください（要Office365へのログ
イン）。

医学部看護学科

資料にアクセスする場合は、表紙か
リストの書名をクリックしてください。

医学部の教科書も
あるよ!!

https://opac.yokohama-cu.ac.jp/drupal/?q=ja/node/486
https://www-user.yokohama-cu.ac.jp/~ictpromo/ycuwl_connect_manual
https://www-user.yokohama-cu.ac.jp/~ictpromo/forti-vpn
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/yculib/bookdetail/p/KP00019302/
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000078455
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000086280
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000074547
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/yculib/bookdetail/p/KP00020573/
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000102579


電子ブックを利用できる教科書一覧

講義名 書名 著者名 出版社名 ISBN
共通教養科目

基礎ゼミ（人間科学A） 『よくわかる心理統計』
山田剛史・村井潤

一郎(2004)

ミネルヴァ書

房
9784623039999

基礎ゼミ（人間科学A） 『大学生のためのリサーチリテラシー入門』
山田剛史・林 創

(2011)

ミネルヴァ書

房
	9784623060450

基礎ゼミ（国際文化C）
『大学生のための「読む・書く・プレゼン・ディベー

ト」の方法』

松本茂、河野哲也

（2007）

玉川大学出版

部
9784472201707

国際社会学入門 『国際社会学』
宮島・佐藤・小ヶ

谷編（2015）
有斐閣 9784641174061

国際商学部開講科目

環境法 『環境法』 北村　喜宣(2019) 有斐閣 9784641150638

金融システム論 『金融の仕組みと働き』

岡村・田中・野

間・播磨谷・藤原

著(2017)

有斐閣 9784641184374

経営学入門Ⅱa、経営学

入門Ⅱc
『経験から学ぶ経営学入門　第2版』

上林憲雄・奥林康

司・團泰雄・開本

浩矢・森田雅也・

竹林明（2018）

有斐閣 9784641184435

公会計論 『公会計テキスト』 黒木淳編著 (2019) 中央経済社 9784502295218

中小企業論 『第3版　21世紀中小企業論』 渡辺幸男他(2013) 有斐閣 9784641220096

国際教養学部開講科目

演習Ⅰ(陳)
『アカデミック・スキルズ－大学生のための知的技法入

門－』

佐藤　望、湯川

武（編著）

（2020）

慶應義塾大学

出版会
9784766426564

演習Ⅰ(有井) 『はじめての言語獲得』 杉崎鉱司(2015) 岩波書店 9784000058391

演習Ⅰ(吉田) 『国際開発学入門ー開発学の学際的構築』
大坪滋、木村宏

恒、伊東早苗編
頸草書房  9784326503278

演習Ⅲ(佐藤) 『よくわかる卒論の書き方　第２版』
白井利明・高橋一

郎(2013)

ミネルヴァ書

房
9784623065721

非営利組織論 『公会計テキスト』 黒木淳編著 (2019) 中央経済社 9784502295218

応用言語論a 『Doing Applied Linguistics: A guide for students』

Groom, N. &

Littlemore, J.

(2011)

Routledge 9780415566421

理学部開講科目

基礎量子力学 『基礎からの量子力学』
上村　洸・山本貴

博 共著(2013)
裳華房 9784785322427

データサイエンス学部開講科目

プログラミング演習Ⅱ
『 Python言語によるプログラミングイントロダクション

第2版: データサイエンスとアプリケーシ』

John V. Guttag著/

麻生敏正 [ほか] 訳

(2017)

近代科学社 9784764905184

プログラミング演習Ⅱ 『Python言語によるビジネスアナリティクス 』 久保幹雄他(2016) 近代科学社 9784764905160

国際マネジメント研究科開講科目

都市・環境政策論特講６

（公共政策論）
『政治学の方法』 加藤淳子他(2014) 有斐閣 9784641220379

研究指導Ⅰ 『Economics of Strategy 7th』

Besanko,D.,

Dranove, D.,

Shanley, M., and

Schaefer, S(2017)

John Wiley &

Sons, Inc
9781119042310

データサイエンス研究科開講科目

時系列データ解析特論 『計量経済学』

西山慶彦・新谷元

嗣・川口大司・奥

井亮（2019）

有斐閣 9784641053854

https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000042566
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000045064
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000107502
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000107502
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000022752
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000075532
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000048120
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000067716
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/yculib/bookdetail/p/KP00025576/
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000016374
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000087016
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000087016
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/yculib/bookdetail/p/KP00026976/
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/yculib/bookdetail/p/KP00019460/
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000045062
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/yculib/bookdetail/p/KP00025576/
https://www.taylorfrancis.com/books/9781136672149
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/yculib/bookdetail/p/KP00006237/
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/yculib/bookdetail/p/KP00012323/
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/yculib/bookdetail/p/KP00012323/
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/yculib/bookdetail/p/KP00012321/
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000017878
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000065653
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000081708


講義名 書名 著者名 出版社名 ISBN
医学部医学科開講科目

耳鼻咽喉科・頭頚部外科

学
『イラスト耳鼻咽喉科』 森満保著(2012) 文光堂 9784830633287

神経内科学・脳卒中医学
『医学生・研修医のための神経内科学 = Textbook of

neurology for medical students and residents』
神田隆 [著](2018) 中外医学社 9784498328143

神経内科学・脳卒中医学
『内科学書 = Standard textbook of internal medicine(6.

血液・造血器疾患 神経疾患)』

南学正臣総編集 ;

伊藤裕 [ほか] 部門

編集 ; 山田俊幸基

準値一覧編集 ; 塩

沢昌英編集協力

(2019)

中山書店 9784521747491

呼吸器内科学
『COPD慢性閉塞性肺疾患(呼吸器疾患診断治療アプロー

チ )』
金子猛専門編集(2019)中山書店 9784521745299

呼吸器内科学 『気管支喘息(呼吸器疾患診断治療アプローチ)』
井上博雅専門編集

(2017)
中山書店 9784521745251

呼吸器内科学 『禁煙学 = Tobacco control advocacy』
日本禁煙学会編

(2019)
南山堂 9784525201746

血液学 『血液細胞アトラス』
通山薫, 張替秀郎編

(2018)
文光堂 9784830614262

血液学 『血液疾患』
できった編集委員

会編著(2011)

医学教育出版

社
9784871634564

呼吸器内科学
『肺癌(癌診療指針のための病理診断プラクティス / 青笹

克之総編集)』

青笹克之総編集 ;

松原修専門編集

2011

中山書店 9784521733333

皮膚科学 『皮膚科学』
上野賢一原著 ; 大

塚藤男著(2016)
金芳堂 9784765316880

臨床薬理学・東洋医学 『基本がわかる漢方医学講義』
日本漢方医学教育

協議会編(2020)
羊土社 9784758118750

感染症学 『深在性真菌症の診断・治療ガイドライン』

深在性真菌症のガ

イドライン作成委

員会編(2016)

協和企画 (発

売)
9784877941796

リハビリテーション科学
『イラストと写真でわかる実践装具療法 : 装具の選択と

疾患別使用例』

久保俊一, 田島文博

編82015)
金芳堂 9784765316576

医療倫理学 『入門・医療倫理』
赤林朗編 ; 稲葉一

人 [ほか著](2017)
勁草書房 9784326102600

法医学 『死体検案ハンドブック』
近藤稔和, 木下博之

編著(2020)
金芳堂 9784765318235

脳神経外科学(医学3年) 『脳神経外科学2』

太田富雄原著 ; 松

谷雅生, 野崎和彦編

集(2021)

金芳堂 9784765318655

脳神経外科学(医学3

年)、脳神経外科学(医学

科5・6年生)

『図解脳神経外科』 黒岩敏彦 [ほか] 編著(2009)金芳堂 9784765313889

脳神経外科学(医学3

年)、脳神経外科学(医学

科5・6年生)

『脳神経外科学1』

太田富雄原著 ; 松

谷雅生, 野崎和彦編

集(2021)

金芳堂 9784765318655

臨床検査部
『最新腹部超音波検査の実践 : 基礎から造影検査まで(診

療画像検査法)』

金森勇雄 [ほか] 編

著(2008)
医療科学社 9784860033880

臨床検査部 『外科病理学』

深山正久, 森永正二

郎編集主幹 ; 小田

義直 [ほか] 編集

(2020)

文光堂 9784830604812

https://kinoden.kinokuniya.co.jp/yculib/bookdetail/p/KP00027283/
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000074547
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000074547
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000078033
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000078033
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/yculib/bookdetail/p/KP00025435/
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/yculib/bookdetail/p/KP00025435/
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/yculib/bookdetail/p/KP00010697/
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/yculib/bookdetail/p/KP00026206/
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/yculib/bookdetail/p/KP00020573/
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/yculib/bookdetail/p/KP00014893/
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/yculib/bookdetail/p/KP00010613/
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/yculib/bookdetail/p/KP00010613/
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/yculib/bookdetail/p/KP00018716/
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000101489
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000089133
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/yculib/bookdetail/p/KP00018650/
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/yculib/bookdetail/p/KP00018650/
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/yculib/bookdetail/p/KP00009605/
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/yculib/bookdetail/p/KP00029594/
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000102579
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000002220
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000102579
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000012660
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000012660
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/yculib/bookdetail/p/KP00031149/


講義名 書名 著者名 出版社名 ISBN
医学部看護学科開講科目

看護生化学 『はじめの一歩の生化学・分子生物学』
前野正夫, 磯川桂太

郎著(2016)
羊土社 9784758120722

臨床病態看護学Ⅰ、Ⅱ 『臨床病態学 : 看護のための』
浅野嘉延, 吉山直樹

編(2020)
南山堂 9784525505141

家族看護学 『新しい家族看護学 : 理論・実践・研究』
法橋尚宏編著

(2010)

メヂカルフレ

ンド社
9784839213558

在宅看護方法論Ⅱ 『在宅看護過程 : 関連図で理解する』
正野逸子, 本田彰子

編著(2018)

メヂカルフレ

ンド社
9784839216290

在宅看護方法論Ⅱ
『写真でわかる訪問看護アドバンス : 訪問看護の世界を

写真と動画で学ぶ!』

押川真喜子監修

(2020)

インターメ

ディカ
9784899964117

母性看護学実習
『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)』

平澤美惠子, 村上睦

子監修(2020)

インターメ

ディカ
9784899964100

https://kinoden.kinokuniya.co.jp/yculib/bookdetail/p/KP00046543/
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/yculib/bookdetail/p/KP00043964/
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/yculib/bookdetail/p/KP00019302/
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000078455
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000086278
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000086278
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000086280
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000086280

