
Maruzen ebook Library(掲示用)

書名 出版年 データダウンロードサイト
データの種類

（音声、過去問など）

電子書籍本文の
ダウンロード
が可能か

その他PCでの操作やダウ
ンロードの条件

1 徹底攻略ITパスポート教科書+模擬問題　令和3年度 https://oiu.idm.oclc.org/login?url=https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000101464 2021 https://book.impress.co.jp/books/1120101022 模試、過去問、電子版等 可 登録が必要

2 文系女子のための日商簿記入門 ―数学が苦手でも安心!―第2版 https://oiu.idm.oclc.org/login?url=https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000101466 2021 https://book.impress.co.jp/books/1120101122 電子版・音声講義等 可 登録が必要

3 1週間で日商簿記3級に合格できるテキスト&問題集 ―書いて覚えて合格できる― https://oiu.idm.oclc.org/login?url=https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000101467 2021 https://book.impress.co.jp/books/1120101121 電子版・動画解説・修正PDF等 可 登録が必要

4
Microsoft Office Specialist Excel 365&2019 Expert対策テキスト&問題集 （よくわかるマ
スター）

https://oiu.idm.oclc.org/login?url=https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000102163 2021 https://www.fom.fujitsu.com/goods/eb/
特典PDF・学習データ・解答動
画等

可

5
Microsoft Office Specialist Word 365&2019 Expert対策テキスト&問題集 （よくわかるマス
ター）

https://oiu.idm.oclc.org/login?url=https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000102164 2021 https://www.fom.fujitsu.com/goods/eb/
特典PDF・学習データ・解答動
画等

可

6 ITパスポート試験対策テキスト&過去問題集　令和2-3年度版 （よくわかるマスター） https://oiu.idm.oclc.org/login?url=https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000086543 2020 https://www.fom.fujitsu.com/goods/eb/ web試験・解説動画 可

7 大学生のための実践的キャリア&就活講座 https://oiu.idm.oclc.org/login?url=https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000086412 2020 なし 可

8
伝わる短い英語 ―アメリカ、イギリス、カナダ、オーストラリア政府公認 : 新しい世界基準
Plain English―

https://oiu.idm.oclc.org/login?url=https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000086513 2020 なし 可

9 初級日本語げんき テキスト1 第3版 【音声付】 https://oiu.idm.oclc.org/login?url=https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000089643 2020
音声データ視聴可能（左記URL
より）

別ビュワー起動

10 初級日本語げんき ワークブック1 第3版 【音声付】 https://oiu.idm.oclc.org/login?url=https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000089644 2020
音声データ視聴可能（左記URL
より）

別ビュワー起動

11 大学生のストレスマネジメント ―自助の力と援助の力― https://oiu.idm.oclc.org/login?url=https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000089908 2020 なし

12 でるとこだけのSPI 2023年度版 https://oiu.idm.oclc.org/login?url=https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000103640 2021 なし 可

13 要点マスター!SPI 2023年度版 https://oiu.idm.oclc.org/login?url=https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000103642 2021 なし 可

14 就活マナー 2022年度版 ―要点マスター!― https://oiu.idm.oclc.org/login?url=https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000090002 2020 なし 可

15 要点マスター!一般常識 2023年度版 https://oiu.idm.oclc.org/login?url=https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000103641 2021 なし 可

16 面接&エントリーシート 2022年度版 ―要点マスター!― https://oiu.idm.oclc.org/login?url=https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000090004 2020 なし 可

17
就職活動がまるごと分かる本 2022年度版 ―いつ?どこで?なにをする?―（内定獲得のメソッ
ド）

https://oiu.idm.oclc.org/login?url=https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000090005 2020 なし 可

18 就活ノートの作り方 2022年度版 （内定獲得のメソッド） https://oiu.idm.oclc.org/login?url=https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000090006 2020 なし 可

19 業界&職種研究ガイド 2022年度版 ―自分に合った仕事は何だろう?―（内定獲得のメソッド） https://oiu.idm.oclc.org/login?url=https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000090007 2020 なし 可

20
インターンシップ 2022年度版 ―仕事のホントを知る!見る!考える!―（内定獲得のメソッ
ド）

https://oiu.idm.oclc.org/login?url=https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000090008 2020 なし 可

21 自己分析 2023年度版 ―適職へ導く書き込み式ワークシート―（内定獲得のメソッド） https://oiu.idm.oclc.org/login?url=https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000103646 2021 なし 可

22 エントリーシート完全突破塾 2022年度版 （内定獲得のメソッド） https://oiu.idm.oclc.org/login?url=https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000090010 2020 なし 可

23 一般常識即戦力問題集 2022年度版 （内定獲得のメソッド） https://oiu.idm.oclc.org/login?url=https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000090011 2020 なし 可

24 SPI解法の極意 2023年度版 （内定獲得のメソッド） https://oiu.idm.oclc.org/login?url=https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000103655 2021 なし 可

25 面接自己PR志望動機 2022年度版 （内定獲得のメソッド） https://oiu.idm.oclc.org/login?url=https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000090013 2020 なし 可

26 面接担当者の質問の意図 2022年度版 （内定獲得のメソッド） https://oiu.idm.oclc.org/login?url=https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000090014 2020 なし 可

27 キクタン英検1級ワークブック ―書いて覚える!― https://oiu.idm.oclc.org/login?url=https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000090965 2020 https://www.alc.co.jp/dl/7020014/ 音声データ 可

28 キクタン英検2級ワークブック ―書いて覚える!― https://oiu.idm.oclc.org/login?url=https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000090966 2020 https://www.alc.co.jp/dl/7020015/ 音声データ 可

29 日本語教育に生かす第二言語習得研究 改訂版 https://oiu.idm.oclc.org/login?url=https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000090967 2020 なし 可

30 完全攻略!中検3級 ―8週間の学習プログラム― https://oiu.idm.oclc.org/login?url=https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000090969 2020 https://www.alc.co.jp/dl/7020027/ 音声データ 可

31 TOEIC L&Rテスト究極の模試600問+ https://oiu.idm.oclc.org/login?url=https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000090970 2020 https://www.alc.co.jp/dl/7019067/ 音声データ等 可

32 TOEICスピーキングテスト究極のゼミ https://oiu.idm.oclc.org/login?url=https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000090974 2020 https://www.alc.co.jp/dl/7019028/ 音声データ等 可

33 TOEIC L&RテストPart 5語彙問題だけ555 https://oiu.idm.oclc.org/login?url=https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000090975 2020 https://www.alc.co.jp/dl/7020022/ 音声データ 可

34 TOEIC L&RテストPart7を全部読んでスコアを稼ぐ本 https://oiu.idm.oclc.org/login?url=https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000090976 2020 https://www.alc.co.jp/dl/7020001/ 音声データ 可

35 はじめてのTOEIC S&Wテスト完全攻略 https://oiu.idm.oclc.org/login?url=https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000090977 2020 https://www.alc.co.jp/dl/7020020/ 音声データ・模擬テスト 可

36 完全攻略!英検1級 https://oiu.idm.oclc.org/login?url=https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000090981 2020 https://www.alc.co.jp/dl/7020035/ 音声データ 可

37 語順が決め手!鬼の英文組み立てトレーニング ―通じる英語は語順が命!― https://oiu.idm.oclc.org/login?url=https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000090982 2020 https://www.alc.co.jp/dl/7020038/ 音声データ 可

38 VOAニュースフラッシュ 2020年度版 【音声付】 https://oiu.idm.oclc.org/login?url=https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000090984 2020
音声データ視聴可能（左記URL
より）

可 別ビュワー起動

39 英語の品格　実践編 【スマホ・読上】 https://oiu.idm.oclc.org/login?url=https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000090991 2020 https://www.alc.co.jp/dl/7020032/ 音声データ 本文は別ビュワーで読む

40 キクタンTOEIC L&RテストSCORE 600 【スマホ・読上】（キクタンTOEICシリーズ） https://oiu.idm.oclc.org/login?url=https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000090995 2020 https://www.alc.co.jp/dl/7020012/ 音声データ 本文は別ビュワーで読む

41 キクタンTOEIC L&RテストSCORE 800 【スマホ・読上】（キクタンTOEICシリーズ） https://oiu.idm.oclc.org/login?url=https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000090996 2020 https://www.alc.co.jp/dl/7020011/ 音声データ 本文は別ビュワーで読む

42 キクタンTOEIC L&RテストSCORE 990 【スマホ・読上】（キクタンTOEICシリーズ） https://oiu.idm.oclc.org/login?url=https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000090997 2020 https://www.alc.co.jp/dl/7020010/ 音声データ 本文は別ビュワーで読む

43 桂三輝の英語落語 ―世界15カ国で大絶賛の極上エンターテインメント―【スマホ・読上】 https://oiu.idm.oclc.org/login?url=https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000091000 2020 https://www.alc.co.jp/dl/7020004/ 音声データ 本文は別ビュワーで読む

44 就職四季報企業研究・インターンシップ版 2022年版 https://oiu.idm.oclc.org/login?url=https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000091771 2020 なし 可

45
Microsoft Office Specialist Excel 365&2019 対策テキスト＆問題集 （よくわかるマス
ター）

https://oiu.idm.oclc.org/login?url=https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000092295 2020 https://www.fom.fujitsu.com/goods/eb/
特典PDF・学習データ・解答動
画等

可

46
ITパスポート試験直前対策1週間完全プログラム　シラバスVer.4.1対応 （よくわかるマス
ター）

https://oiu.idm.oclc.org/login?url=https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000092296 2020 なし 可

47
Microsoft Office Specialist Word 365&2019 対策テキスト＆問題集 （よくわかるマス
ター）

https://oiu.idm.oclc.org/login?url=https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000092297 2020 https://www.fom.fujitsu.com/goods/eb/
特典PDF・学習データ・解答動
画等

可

48 ハリウッドスターの英語　5 【スマホ・読上】 https://oiu.idm.oclc.org/login?url=https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000092696 2020 https://www.alc.co.jp/dl/7020009/ 音声データ 本文は別ビュワーで読む

49 起きてから寝るまで子育て英語表現1000 【スマホ・読上】 https://oiu.idm.oclc.org/login?url=https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000092698 2020 https://www.alc.co.jp/dl/7020025/ 音声データ 本文は別ビュワーで読む

50 キクタンTOEIC L&RテストSCORE 500 【スマホ・読上】 https://oiu.idm.oclc.org/login?url=https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000092700 2020 https://www.alc.co.jp/dl/7020052/ 音声データ 本文は別ビュワーで読む

51 カジュアル日本語 ―英語・ベトナム語・ポルトガル語訳付― https://oiu.idm.oclc.org/login?url=https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000092701 2020 可 Youtube用QRコード

52 会社四季報業界地図 2021年版 https://oiu.idm.oclc.org/login?url=https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000092978 2020 なし 可

53 基本語力アップ！ 初級から学ぶ日本語コロケーション https://oiu.idm.oclc.org/login?url=https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000093010 2020 https://audiobook.jp/exchange/kurosio 可 音声DLに会員登録要

54
初級日本語げんき = Genki : an integrated course in elementary Japanese [テキスト] 2
第3版 【音声付】

https://oiu.idm.oclc.org/login?url=https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000094837 2020
音声データ視聴可能（左記URL
より）

55
初級日本語げんき = Genki : an integrated course in elementary Japanese ワークブック
= Workbook 2 第3版 【音声付】

https://oiu.idm.oclc.org/login?url=https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000094838 2020
音声データ視聴可能（左記URL
より）

56 徹底攻略　ネットワークスペシャリスト教科書　令和2年度 https://oiu.idm.oclc.org/login?url=https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000095029 2020 https://book.impress.co.jp/books/1119101138 フォローアップや正誤表 可 登録が必要

57 徹底攻略　データベーススペシャリスト教科書　令和3年度 https://oiu.idm.oclc.org/login?url=https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000095030 2020 https://book.impress.co.jp/books/1120101036 過去問等 可 登録が必要

58 理想のリスニング ―「人間的モヤモヤ」を聞きとる英語の世界― https://oiu.idm.oclc.org/login?url=https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000096534 2020 http://www.utp.or.jp/special/Listening_audio/ 音声データ 可
特設サイト：
http://www.utp.or.jp/sp
ecial/Listening/

59
Microsoft Office Specialist PowerPoint 365&2019  対策テキスト＆問題集 （よくわかるマ
スター）

https://oiu.idm.oclc.org/login?url=https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000098504 2020 https://www.fom.fujitsu.com/goods/eb/ 模試等 可

60 基本情報技術者試験対策テキスト　令和3-4年度版 （よくわかるマスター） https://oiu.idm.oclc.org/login?url=https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000098871 2020 https://www.fom.fujitsu.com/goods/eb/ 模試等 可

61 基本情報技術者教科書 令和3年度 （徹底攻略） https://oiu.idm.oclc.org/login?url=https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000099420 2020 https://book.impress.co.jp/books/1120101060 模試等 可 登録が必要

62 応用情報技術者教科書 令和3年度 （徹底攻略） https://oiu.idm.oclc.org/login?url=https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000099421 2020 https://book.impress.co.jp/books/1120101069 模試等 可 登録が必要

63 情報処理安全確保支援士教科書 令和3年度 （徹底攻略） https://oiu.idm.oclc.org/login?url=https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000099422 2020 https://book.impress.co.jp/books/1120101052 過去問等 可 登録が必要

64 合格しようぜ!宅建士基本テキスト 2021年版 https://oiu.idm.oclc.org/login?url=https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000099423 2020 https://book.impress.co.jp/books/1120101075 電子版、音声等 可 登録が必要

65 フォニックス英語リスニング https://oiu.idm.oclc.org/login?url=https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000100519 2020 https://www.cm-language.co.jp/download/phonicslistening-dl/ 音声データ 可

66 写真と動画で見るジェスチャー・ボディランゲージの英語表現 https://oiu.idm.oclc.org/login?url=https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000100520 2020 https://www.cm-language.co.jp/books/gestures/ 動画、音声データ 可
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67 就職四季報女子版 2022年版 https://oiu.idm.oclc.org/login?url=https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000101626 2020 なし 可

68 就職四季報優良・中堅企業版 2022年版 https://oiu.idm.oclc.org/login?url=https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000101627 2020 なし 可

69 聞く英語 （実戦力徹底トレーニング） https://oiu.idm.oclc.org/login?url=https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000072812 2019 https://www.alc.co.jp/dl/7019002/ 音声データ 可

70 読む英語 （実戦力徹底トレーニング） https://oiu.idm.oclc.org/login?url=https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000072813 2019 なし 可

71 話す英語 （実戦力徹底トレーニング） https://oiu.idm.oclc.org/login?url=https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000072814 2019 https://www.alc.co.jp/dl/7019004/ 音声データ 可

72 TOEIC L&Rテストやたらと出る英単語クイックマスター+ （TTT速習シリーズ） https://oiu.idm.oclc.org/login?url=https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000072815 2019 https://www.alc.co.jp/dl/7019013/ 音声データ 可

73 英語でニッポン案内ハンドブック https://oiu.idm.oclc.org/login?url=https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000072816 2019 なし 可

74 最強の英語発音ジム ―「通じる発音」と「聞き取れる耳」をモノにする!― https://oiu.idm.oclc.org/login?url=https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000076236 2019 https://www.alc.co.jp/dl/7019015/ 音声データ 可
https://www.alc.co.jp/d
l/7019015/

75 やりなおし英語習慣化ドリル https://oiu.idm.oclc.org/login?url=https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000076237 2019 https://www.alc.co.jp/dl/7018029/ 音声データ 可

76 書く英語 （実戦力徹底トレーニング） https://oiu.idm.oclc.org/login?url=https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000076240 2019 https://www.alc.co.jp/dl/7019003/ 音声データほか 可

77 VOAニュースフラッシュ 2019年度版 【音声付】 https://oiu.idm.oclc.org/login?url=https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000076243 2019
音声データ視聴可能（左記URL
より）

可 別ビュワー起動

78
TOEIC L&Rテストスコアアップの奥義 ―テクニックを超えろ!―【スマホ・読上】（GOTCHA!新
書）

https://oiu.idm.oclc.org/login?url=https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000076253 2019 なし 別ビュワー起動

79
やりがち英語ミスこっそりチェック帳 ―知ってるつもりで大間違い?「うっかり」ミスを自己
点検―【スマホ・読上】（アルク・ライブラリー）

https://oiu.idm.oclc.org/login?url=https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000076260 2019 なし 別ビュワー起動

80 文系女子のためのはじめての日商簿記3級合格テキスト&仕訳徹底マスター問題集 第3版 https://oiu.idm.oclc.org/login?url=https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000076561 2019 https://book.impress.co.jp/books/1118101144 電子版、音声、動画等 可 登録が必要

81 よくわかる自信がつくビジネスマナー 改訂3版 【動画付】 https://oiu.idm.oclc.org/login?url=https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000072800 2019 https://www.fom.fujitsu.com/goods/eb/にもあり ビデオ視聴可能（左記URLよ
り）

可 別ビュワー起動

82 外国人留学生のための就職活動テキスト https://oiu.idm.oclc.org/login?url=https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000076824 2019 https://book.impress.co.jp/books/1118101005 ワークシート 可 登録が必要

83 成功するための英語プレゼン ―ネイティブの表現とテクニック―【スマホ・読上】 https://oiu.idm.oclc.org/login?url=https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000077885 2019 https://www.beret.co.jp/books/detail/711
動画視聴可能（本文中に記載の
QRコードより）

別ビュワー起動

84 大学生のためのセーフティーネット ―学生生活支援を考える― https://oiu.idm.oclc.org/login?url=https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000080106 2019 なし 可

85
キクタン<Basic>4000語レベル ―聞いて覚えるコーパス英単語―改訂第2版　【スマホ・読
上】

https://oiu.idm.oclc.org/login?url=https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000082260 2019 https://www.alc.co.jp/dl/7019048/ 音声データ等 可 別ビュワー起動

86
キクタン<Advanced>6000語レベル ―聞いて覚えるコーパス英単語―改訂第2版　【スマホ・読
上】

https://oiu.idm.oclc.org/login?url=https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000082261 2019 https://www.alc.co.jp/dl/7019049/ 音声データ等 可 別ビュワー起動

87
キクタン<Super>12000語レベル ―聞いて覚えるコーパス英単語―改訂第2版　【スマホ・読
上】

https://oiu.idm.oclc.org/login?url=https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000082262 2019 https://www.alc.co.jp/dl/7019047/ 音声データ等 可 別ビュワー起動

88
英語は書いて身につける ―いちばんやさしいディクテーションの本 : 聞いて・書いて・話せ
る!ワークブック―

https://oiu.idm.oclc.org/login?url=https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000083941 2019 https://www.alc.co.jp/dl/7019057/ 音声データ 可

89
日本人の弱点、前置詞をコアイメージで攻略! （アルク・ライブラリー . イメージでわか
る・使える英単語 前置詞編）

https://oiu.idm.oclc.org/login?url=https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000083945 2019 https://www.alc.co.jp/dl/7019046/ 音声データ 可

90
動詞のコアイメージをがっちりつかむ! （アルク・ライブラリー . イメージでわかる・使え
る英単語 動詞編）

https://oiu.idm.oclc.org/login?url=https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000083946 2019 https://www.alc.co.jp/dl/7019045/ 音声データ 可

91 TOEIC L&Rテストリスニングゼロからスコアが稼げるドリル https://oiu.idm.oclc.org/login?url=https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000083947 2019 https://www.alc.co.jp/dl/7019027/ 音声データ 可

92
起きてから寝るまで中国語表現1000 ―1日の「体の動き」「心のつぶやき」を全部中国語で
言って会話力アップ!― 【音声付】

https://oiu.idm.oclc.org/login?url=https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000083953 2019
音声データ視聴可能（左記URL
より）

可 音声は別ビュワー起動

93
ネイティブ語感が身につく52の方法 【スマホ・読上】（English journalアーカイブスシリー
ズ 2）

https://oiu.idm.oclc.org/login?url=https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000083963 2019 https://www.alc.co.jp/dl/9580756/ 音声データ 別ビュワー起動

94 パブロフ流でみんな合格日商簿記2級商業簿記テキスト&問題集 第5版（簿記教科書） https://oiu.idm.oclc.org/login?url=https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000084253 2019 https://www.shoeisha.co.jp/book/download/9784798158297 付属データ 可

95 パブロフ流でみんな合格日商簿記2級商業簿記総仕上げ問題集 第4版（簿記教科書） https://oiu.idm.oclc.org/login?url=https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000084254 2019 https://www.shoeisha.co.jp/book/download/9784798158280 付属データ 可

96 パブロフ流でみんな合格日商簿記3級テキスト&問題集 第4版（簿記教科書） https://oiu.idm.oclc.org/login?url=https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000084255 2019 https://www.shoeisha.co.jp/book/download/9784798158303 付属データ 可

97 パブロフ流でみんな合格日商簿記3級総仕上げ問題集 第3版（簿記教科書） https://oiu.idm.oclc.org/login?url=https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000084256 2019 https://www.shoeisha.co.jp/book/download/9784798158310 付属データ 可

98 30時間でマスターOffice 2019 ―Windows10対応― https://oiu.idm.oclc.org/login?url=https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000086454 2019 https://www.jikkyo.co.jp/download/detail/94/9992658943 データ 可

99
日本人の英文法完全治療クリニック ―ベテランの英文法ドクターがあなたの実力を引き上げ
る―【スマホ・読上】（アルクライブラリー）

https://oiu.idm.oclc.org/login?url=https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000086884 2019 なし 別ビュワー起動

100
英文法のトリセツ　とことん攻略編 ―英語負け組を卒業できる取扱説明書―新装版　【スマ
ホ・読上】

https://oiu.idm.oclc.org/login?url=https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000086887 2019 なし 別ビュワー起動

101
英文法のトリセツ　中学レベル完結編 ―英語勝ち組を生む納得の取扱説明書―新装版　【ス
マホ・読上】

https://oiu.idm.oclc.org/login?url=https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000086888 2019 なし 別ビュワー起動

102
起きてから寝るまで英会話口慣らし練習帳 ―288個の基本表現×4種のエクササイズで確かな
会話力がぐんぐん伸びる―改訂第2版　【スマホ・読上】

https://oiu.idm.oclc.org/login?url=https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000086889 2019 https://www.alc.co.jp/dl/7019065/ 音声データ等 別ビュワー起動

103 「世界の英語」リスニング ―グローバル時代の必須英語―　【スマホ・読上】 https://oiu.idm.oclc.org/login?url=https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000086890 2019 https://www.alc.co.jp/dl/7019066/ 音声データ 別ビュワー起動

104 起きてから寝るまで英語表現1000　海外旅行編 【スマホ・読上】 https://oiu.idm.oclc.org/login?url=https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000086896 2019 https://www.alc.co.jp/dl/7019074/ 音声データ 別ビュワー起動

105 教養としての簿記 ―ゼロから学ぶ簿記理論― https://oiu.idm.oclc.org/login?url=https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000087345 2019 なし 可

106 キクタン日本語 日本語能力試験N1 ―聞いて覚える日本語単語帳― https://oiu.idm.oclc.org/login?url=https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000087705 2019 https://www.alc.co.jp/dl/7019033/ 音声データ 可

107 TOEIC L&Rテスト「直前」模試3回分 ―「直前」の技術を定着させる極上の600問!― https://oiu.idm.oclc.org/login?url=https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000087713 2019 https://www.alc.co.jp/dl/7019035/ 音声データ 可

108 キクタン英検準1級ワークブック ―書いて覚える!― https://oiu.idm.oclc.org/login?url=https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000087717 2019 https://www.alc.co.jp/dl/7019071/ 音声データ 可

109 ことばも心も「通じる」英語の話し方 https://oiu.idm.oclc.org/login?url=https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000087718 2019 https://www.alc.co.jp/dl/7019081/ 音声データ 可

110 7日間完成英検1級予想問題ドリル 5訂版 https://oiu.idm.oclc.org/login?url=https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000090239 2019 https://www.obunsha.co.jp/support/ebook 音声データ 可 デ－タ解凍にPW要

111 7日間完成英検準1級予想問題ドリル 5訂版 https://oiu.idm.oclc.org/login?url=https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000090240 2019 https://www.obunsha.co.jp/support/ebook 音声データ 可 デ－タ解凍にPW要

112 7日間完成英検2級予想問題ドリル 5訂版 https://oiu.idm.oclc.org/login?url=https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000090241 2019 https://www.obunsha.co.jp/support/ebook 音声データ 可 デ－タ解凍にPW要

113 7日間完成英検準2級予想問題ドリル 5訂版 https://oiu.idm.oclc.org/login?url=https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000090242 2019 https://www.obunsha.co.jp/support/ebook 音声データ 可 デ－タ解凍にPW要

114 正しく書いて読むための英文法用語事典 https://oiu.idm.oclc.org/login?url=https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000094787 2019 なし 可

115 接遇英語のプロが教える「出だし」だけ+ジェスチャーからはじめるおもてなし英語 https://oiu.idm.oclc.org/login?url=https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000049616 2018 https://www.alc.co.jp/dl/7018002/ 音声データ 可

116 TOEIC L&Rテスト直前の技術 https://oiu.idm.oclc.org/login?url=https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000049618 2018 https://www.alc.co.jp/dl/7018006/ 音声データ等 可

117 TOEIC L&Rテスト全パート攻略絶対突破!500点 https://oiu.idm.oclc.org/login?url=https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000049619 2018 https://www.alc.co.jp/dl/7018084/ 音声データ 可

118 はじめて受けるTOEIC L&Rテスト全パート完全攻略 https://oiu.idm.oclc.org/login?url=https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000053282 2018 https://www.alc.co.jp/dl/7018001/ 音声データ等 可

119
Mr.Evineの中学英文法を修了するドリル 2 ―中学+α「高校コア文法」 : 1カ月でやり直し英
語の総仕上げ!―

https://oiu.idm.oclc.org/login?url=https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000053283 2018 https://www.alc.co.jp/dl/7018005/ 音声データ等 可

120 英語4技能テストの選び方と使い方 ―妥当性の観点から―（アルク選書シリーズ） https://oiu.idm.oclc.org/login?url=https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057040 2018 なし 可

121 しごとの日本語FOR BEGINNERS 会話編 https://oiu.idm.oclc.org/login?url=https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000060724 2018 https://www.alc.co.jp/dl/7018086/ 音声データ 可

122 TOEIC L&RテストPart3&4鬼の変速リスニング 1 （TTT速習シリーズ） https://oiu.idm.oclc.org/login?url=https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000060728 2018 https://www.alc.co.jp/dl/7018024/ 音声データ 可

123 TOEIC L&RテストPart3&4鬼の変速リスニング 2 （TTT速習シリーズ） https://oiu.idm.oclc.org/login?url=https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000060729 2018 https://www.alc.co.jp/dl/7018025/ 音声データ 可

124 英語多読 ―すべての悩みは量が解決する!― https://oiu.idm.oclc.org/login?url=https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000060730 2018 https://tadoku.org/english/alc リンク集を掲載（右記URL） 可

125 中国語を歩く パート3 ―辞書と街角の考現学―（東方選書 49） https://oiu.idm.oclc.org/login?url=https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000061707 2018 なし 可

126 写真で見る看板・標識・ラベル・パッケージの英語表現 https://oiu.idm.oclc.org/login?url=https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000064621 2018 なし 可

127 完全攻略!中検準4級 ―4週間の学習プログラム―（中国語検定試験で学ぶ中国語シリーズ 1） https://oiu.idm.oclc.org/login?url=https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000065147 2018 https://www.alc.co.jp/dl/7018008/ 音声データ 可

128 完全攻略!中検4級 ―5週間の学習プログラム―（中国語検定試験で学ぶ中国語シリーズ 2） https://oiu.idm.oclc.org/login?url=https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000065148 2018 https://www.alc.co.jp/dl/7018009/ 音声データ 可

129 新ユメサク ―夢をかなえる英作文―（英語の超人になる!アルク学参シリーズ） https://oiu.idm.oclc.org/login?url=https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000065154 2018 https://www.alc.co.jp/dl/7018037/ 音声データ 可

130
日本語ロジカルトレーニング 初級 ―考える・理解する・伝える力が身につく : logical
thinking in Japanese―

https://oiu.idm.oclc.org/login?url=https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000065161 2018 なし 可
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131
日本語ロジカルトレーニング 中級 ―考える・理解する・伝える力が身につく : logical
thinking in Japanese―

https://oiu.idm.oclc.org/login?url=https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000065162 2018 なし 可

132 An A-Z of common English errors for Japanese learners Japanese edition https://oiu.idm.oclc.org/login?url=https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000066267 2018 なし 可

133 中国語 （ニュー　エクスプレス　プラス） https://oiu.idm.oclc.org/login?url=https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000073584 2018 https://audiobook.jp/exchange/hakusuisha 音声データ 可 登録が必要

134
外国人から日本についてよく聞かれる質問200 ―外国人観光客からはよく聞かれるのに日本人
には想定外の質問あれこれ―【音声付】

https://oiu.idm.oclc.org/login?url=https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000075291 2018 https://www.cm-language.co.jp/books/questionsaboutjapan/ 音声データ 可

135
すき間時間に動詞で文法基礎固め超短トレーニング×100 （アルク・ライブラリー . 1分間英
語(イングリッシュ) グラマー「動詞表現」編）

https://oiu.idm.oclc.org/login?url=https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000076245 2018 PWが必要（p6がない） 可

136
すき間時間に身に付く頻出熟語200超短トレーニング×100 （アルク・ライブラリー . 1分間
英語(イングリッシュ) 日常会話イディオム編）

https://oiu.idm.oclc.org/login?url=https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000076246 2018 https://www.alc.co.jp/dl/7018055/dioms5.html 音声データ 可 PWが必要

137 濵﨑流TOEIC L&Rテストの鍛え方 ―英語は格闘技!―【スマホ・読上】（GOTCHA!新書） https://oiu.idm.oclc.org/login?url=https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000076250 2018 なし

138 英検準1級単語・熟語問題 改訂版（英検分野別ターゲット） https://oiu.idm.oclc.org/login?url=https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000080612 2018 なし 可

139 英検準1級リーディング問題 改訂版（英検分野別ターゲット） https://oiu.idm.oclc.org/login?url=https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000080613 2018 https://www.obunsha.co.jp/service/eikentarget_p1/reading/index.html 音声データ 可 PWが必要

140 英検準1級リスニング問題 改訂版（英検分野別ターゲット） https://oiu.idm.oclc.org/login?url=https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000080614 2018 https://www.obunsha.co.jp/support/ebook/4 音声データ 可 PWが必要

141 英検準1級ライティング問題 （英検分野別ターゲット） https://oiu.idm.oclc.org/login?url=https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000080615 2018 https://eiken.obunsha.co.jp/target/p1q/authenticate.html 音声データ等 可 PWが必要

142 HSK成語用法 ―解釈・例文・練習― https://oiu.idm.oclc.org/login?url=https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000080952 2018 なし 可

143 ハングル能力検定試験3級直前模試 ―新試験形式対応―（ハン検合格特訓シリーズ） https://oiu.idm.oclc.org/login?url=https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000080956 2018 http://www.hakuteisha.co.jp/news/n27444.html 音声データ 可

144 ハングル能力検定試験準2級直前模試 ―新試験形式対応―（ハン検合格特訓シリーズ） https://oiu.idm.oclc.org/login?url=https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000080957 2018 http://www.hakuteisha.co.jp/news/n27329.html 音声データ 可

145 英語で聞く力。 ―81のサンプル・リスニングで鍛える!―【音声付】 https://oiu.idm.oclc.org/login?url=https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000087364 2018
音声データ視聴可能（左記URL
より）

可

146 キクタン中国語会話 入門編 ―聞いてマネしてすらすら話せる― https://oiu.idm.oclc.org/login?url=https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000065146 2017 https://www.alc.co.jp/dl/7017002/ 音声データ 可

147 大学生のためのアルバイト・就活トラブルQ&A https://oiu.idm.oclc.org/login?url=https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000091855 2017 なし 可

148 キクタン日本語「日本語能力試験N2」 ―聞いて覚える日本語単語帳―【音声付】 https://oiu.idm.oclc.org/login?url=https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000041235 2016 https://www.alc.co.jp/dl/7016071/ 視聴可能+音声データDL可 可

149 キクタン日本語「日本語能力試験N3」 ―聞いて覚える日本語単語帳―【音声付】 https://oiu.idm.oclc.org/login?url=https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000041236 2016 https://www.alc.co.jp/dl/7016072/ 視聴可能+音声データDL可 可

150 HSKも中検もこの一冊!単語マスターパーフェクトガイド ―初中級― https://oiu.idm.oclc.org/login?url=https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000061714 2016 https://www.toho-shoten.co.jp/soundbox/2860132153.html 音声データ 可

151 英語通ならこれだけは知っておきたい72の表現 【音声付】 https://oiu.idm.oclc.org/login?url=https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000061793 2016
音声データ視聴可能（左記URL
より）

可 音声は別ビュワー起動

152 三文字エクササイズ中国語1200 ―伝わる!使える!三文字会話・フレーズ集― https://oiu.idm.oclc.org/login?url=https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000025600 2015 なし 可

153 セレブたちの卒業式スピーチ ―次世代に贈る言葉 : 対訳―【音声付】 https://oiu.idm.oclc.org/login?url=https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000061817 2015
音声データ視聴可能（左記URL
より）

可 音声は別ビュワー起動

154 英語で伝える日本の文化・観光・世界遺産 https://oiu.idm.oclc.org/login?url=https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000023592 2015 なし 可
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