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ISBN 種別 書名 著訳者名
9784003010013 岩波文庫 黄100-1　新訂　方丈記 鴨　長明／市古　貞次　校注
9784003310229 岩波文庫 青102-2　新訂　福翁自伝 福沢　諭吉／富田　正文　校訂
9784003310236 岩波文庫 青102-3　学問のすゝめ 福沢　諭吉
9784003311516 岩波文庫 青115-1　茶の本 岡倉　覚三／村岡　博　訳
9784003311813 岩波文庫 青118-1　武士道 新渡戸　稲造／矢内原　忠雄　訳
9784003311936 岩波文庫 青119-3　代表的日本人 内村　鑑三／鈴木　範久　訳
9784003311943 岩波文庫 青119-4　後世への最大遺物・デンマルク国の話 内村　鑑三
9784003312414 岩波文庫 青124-1　善の研究 西田　幾多郎
9784003313817 岩波文庫 青138-1　遠野物語・山の人生 柳田　国男
9784003314418 岩波文庫 青144-1　古寺巡礼 和辻　哲郎
9784003314425 岩波文庫 青144-2　風土　人間学的考察 和辻　哲郎
9784003314616 岩波文庫 青146-1　「いき」の構造　他二篇 九鬼　周造
9784003315224 岩波文庫 青152-2　漱石詩注 吉川　幸次郎
9784003315712 岩波文庫 青157-1　新版　きけ　わだつみのこえ　日本戦没学生の手記 日本戦没学生記念会　編
9784003315729 岩波文庫 青157-2　新版　第二集　きけ　わだつみのこえ　日本戦没学生の手記 日本戦没学生記念会　編
9784003316412 岩波文庫 青164-1　忘れられた日本人 宮本　常一
9784003316924 岩波文庫 青169-2　手仕事の日本 柳　宗悦
9784003318515 岩波文庫 青185-1　イスラーム文化　その根柢にあるもの 井筒　俊彦
9784003320211 岩波文庫 青202-1　論語 金谷　治　訳注
9784003320518 岩波文庫 青205-1　老子 蜂屋　邦夫　訳注
9784003320716 岩波文庫 青207-1　新訂　孫子 金谷　治　訳注
9784003300213 岩波文庫 青2-1　五輪書 宮本　武蔵／渡辺　一郎　校注
9784003322215 岩波文庫 青222-1　大学・中庸 金谷　治　訳注
9784003330111 岩波文庫 青301-1　ブッダのことば　スッタニパータ 中村　元　訳
9784003330210 岩波文庫 青302-1　ブッダの　真理のことば　感興のことば 中村　元　訳
9784003330319 岩波文庫 青303-1　般若心経・金剛般若経 中村　元　訳註／紀野　一義　訳註
9784003332511 岩波文庫 青325-1　ブッダ最後の旅　大パリニッバーナ経 中村　元　訳
9784003340516 岩波文庫 青405-1　ヘロドトス　歴史　上　全三冊 松平　千秋　訳
9784003340523 岩波文庫 青405-2　ヘロドトス　歴史　中　全三冊 松平　千秋　訳
9784003340530 岩波文庫 青405-3　ヘロドトス　歴史　下　全三冊 松平　千秋　訳
9784003340714 岩波文庫 青407-1　ガリア戦記 カエサル／近山　金次　訳
9784003342015 岩波文庫 青420-1　古代への情熱　シュリーマン自伝 シュリーマン／村田　数之亮　訳
9784003580011 岩波文庫 青427-1　インディアスの破壊についての簡潔な報告 ラス・カサス／染田　秀藤　訳
9784003360118 岩波文庫 青601-1　ソクラテスの弁明　クリトン プラトン／久保　勉　訳
9784003360132 岩波文庫 青601-3　饗宴 プラトン／久保　勉　訳
9784003361016 岩波文庫 青610-1　マルクス・アウレーリウス　自省録 神谷　美恵子　訳
9784003361122 岩波文庫 青611-2　老年について キケロー／中務　哲郎　訳
9784003361139 岩波文庫 青611-3　友情について キケロー／中務　哲郎　訳
9784003361313 岩波文庫 青613-1　方法序説 デカルト／谷川　多佳子　訳
9784003361429 岩波文庫 青614-2　パンセ　（上） パスカル／塩川　徹也　訳
9784003361436 岩波文庫 青614-3　パンセ　（中） パスカル／塩川　徹也　訳
9784003361443 岩波文庫 青614-4　パンセ　（下） パスカル／塩川　徹也　訳
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9784003361542 岩波文庫 青615-4　スピノザ　エチカ　上　（倫理学）　全二冊 畠中　尚志　訳
9784003361559 岩波文庫 青615-5　スピノザ　エチカ　下　（倫理学）　全二冊 畠中　尚志　訳
9784003362211 岩波文庫 青622-1　エミール　上　全三冊 ルソー／今野　一雄　訳
9784003362228 岩波文庫 青622-2　エミール　中　全三冊 ルソー／今野　一雄　訳
9784003362235 岩波文庫 青622-3　エミール　下　全三冊 ルソー／今野　一雄　訳
9784003362594 岩波文庫 青625-9　永遠平和のために カント／宇都宮　芳明　訳
9784003363225 岩波文庫 青632-2　読書について　他二篇 ショウペンハウエル／斎藤　忍随　訳
9784003363539 岩波文庫 青635-3　死に至る病 キェルケゴール／斎藤　信治　訳
9784003363928 岩波文庫 青639-2　ツァラトゥストラは　こう言った　上　全二冊 ニーチェ／氷上　英廣　訳
9784003363935 岩波文庫 青639-3　ツァラトゥストラは　こう言った　下　全二冊 ニーチェ／氷上　英廣　訳
9784003364536 岩波文庫 青645-3　笑い ベルクソン／林　達夫　訳
9784003365625 岩波文庫 青656-2　アラン　幸福論 神谷　幹夫　訳
9784003366110 岩波文庫 青661-1　日本の弓術 オイゲン・ヘリゲル　述／柴田　治三郎　訳
9784003368916 岩波文庫 青689-1　論理哲学論考 ウィトゲンシュタイン／野矢　茂樹　訳
9784003381311 岩波文庫 青813-1　コーラン　上　全三冊 井筒　俊彦　訳
9784003381328 岩波文庫 青813-2　コーラン　中　全三冊 井筒　俊彦　訳
9784003381335 岩波文庫 青813-3　コーラン　下　全三冊 井筒　俊彦　訳
9784003390917 岩波文庫 青909-1　ロウソクの科学 ファラデー／竹内　敬人　訳
9784003393413 岩波文庫 青934-1　アインシュタイン　相対性理論 アインシュタイン／内山　龍雄　訳・解説
9784003394311 岩波文庫 青943-1　生物から見た世界

ユクスキュル／クリサート／日高　敏隆　訳
／羽田　節子　訳

9784003810422 岩波文庫 青N104-2　政治の世界　他十篇 丸山　眞男／松本　礼二　編注
9784003810439 岩波文庫 青N104-3　超国家主義の論理と心理　他八篇 丸山　眞男／古矢　旬　編
9784003210246 岩波文庫 赤102-4　ホメロス　オデュッセイア　上　全二冊 松平　千秋　訳
9784003210253 岩波文庫 赤102-5　ホメロス　オデュッセイア　下　全二冊 松平　千秋　訳
9784003210314 岩波文庫 赤103-1　イソップ寓話集 イソップ／中務　哲郎　訳
9784003212318 岩波文庫 赤123-1　ギリシア・ローマ名言集 柳沼　重剛　編
9784003220214 岩波文庫 赤202-1　ユートピア トマス・モア／平井　正穂　訳
9784003220498 岩波文庫 赤204-9　ハムレット シェイクスピア　作／野島　秀勝　訳
9784003220528 岩波文庫 赤205-2　マクベス シェイクスピア　作／木下　順二　訳
9784003220566 岩波文庫 赤205-6　ロミオとジューリエット シェイクスピア／平井　正穂　訳
9784003220818 岩波文庫 赤208-1　ロビンソン・クルーソー　上 デフォー／平井　正穂　訳
9784003220825 岩波文庫 赤208-2　ロビンソン・クルーソー　下 デフォー／平井　正穂　訳
9784003223314 岩波文庫 赤233-1　嵐が丘　上　全二冊 エミリー・ブロンテ／河島　弘美　訳
9784003223321 岩波文庫 赤233-2　嵐が丘　下　全二冊 エミリー・ブロンテ／河島　弘美　訳
9784003224526 岩波文庫 赤245-2　サロメ オスカー・ワイルド／福田　恆存　訳
9784003224816 岩波文庫 赤248-1　闇の奥 コンラッド／中野　好夫　訳
9784003202524 岩波文庫 赤25-2　阿Q正伝・狂人日記　他十二篇　吶　喊 魯迅／竹内　好　訳
9784003226247 岩波文庫 赤262-4　動物農場　おとぎばなし ジョージ・オーウェル　作／川端　康雄　訳
9784003230114 岩波文庫 赤301-1　フランクリン自伝 松本　慎一　訳／西川　正身　訳
9784003230619 岩波文庫 赤306-1　黒猫・モルグ街の殺人事件　他五篇 ポオ／中野　好夫　訳
9784003230718 岩波文庫 赤307-1　森の生活　上　（ウォールデン） ソロー／飯田　実　訳
9784003230725 岩波文庫 赤307-2　森の生活　下　（ウォールデン） ソロー／飯田　実　訳

2 / 6 ページ



電子図書館LibrariE（岩波文庫・科学ライブラリーリスト） 令和2(2020)年7月

ISBN 種別 書名 著訳者名
9784003230817 岩波文庫 赤308-1　白鯨　上　全三冊 メルヴィル／八木　敏雄　訳
9784003230824 岩波文庫 赤308-2　白鯨　中　全三冊 メルヴィル／八木　敏雄　訳
9784003230831 岩波文庫 赤308-3　白鯨　下　全三冊 メルヴィル／八木　敏雄　訳
9784003231227 岩波文庫 赤312-2　新編　悪魔の辞典 ビアス／西川　正身　編訳
9784003233016 岩波文庫 赤330-1　オー・ヘンリー傑作選 大津　栄一郎　訳
9784003700013 岩波文庫 赤33-1　新編　中国名詩選　（上） 川合　康三　編訳
9784003700020 岩波文庫 赤33-2　新編　中国名詩選　（中） 川合　康三　編訳
9784003700037 岩波文庫 赤33-3　新編　中国名詩選　（下） 川合　康三　編訳
9784003240519 岩波文庫 赤405-1　若きウェルテルの悩み ゲーテ／竹山　道雄　訳
9784003240915 岩波文庫 赤409-1　ゲーテとの対話　上　全三冊 エッカーマン／山下　肇　訳
9784003240922 岩波文庫 赤409-2　ゲーテとの対話　中　全三冊 エッカーマン／山下　肇　訳
9784003240939 岩波文庫 赤409-3　ゲーテとの対話　下　全三冊 エッカーマン／山下　肇　訳
9784003243527 岩波文庫 赤435-2　車輪の下 ヘルマン・ヘッセ／実吉　捷郎　訳
9784003243817 岩波文庫 赤438-1　変身・断食芸人 カフカ／山下　肇　訳／山下　萬里　訳
9784003243831 岩波文庫 赤438-3　カフカ短篇集 池内　紀　編訳
9784003243848 岩波文庫 赤438-4　カフカ寓話集 池内　紀　編訳
9784003251010 岩波文庫 赤510-1　ラ・ロシュフコー箴言集 二宮　フサ　訳
9784003253311 岩波文庫 赤533-1　モンテ・クリスト伯　1　全七冊 アレクサンドル・デュマ／山内　義雄　訳
9784003253328 岩波文庫 赤533-2　モンテ・クリスト伯　2　全七冊 アレクサンドル・デュマ／山内　義雄　訳
9784003253335 岩波文庫 赤533-3　モンテ・クリスト伯　3　全七冊 アレクサンドル・デュマ／山内　義雄　訳
9784003253342 岩波文庫 赤533-4　モンテ・クリスト伯　4　全七冊 アレクサンドル・デュマ／山内　義雄　訳
9784003253359 岩波文庫 赤533-5　モンテ・クリスト伯　5　全七冊 アレクサンドル・デュマ／山内　義雄　訳
9784003253366 岩波文庫 赤533-6　モンテ・クリスト伯　6　全七冊 アレクサンドル・デュマ／山内　義雄　訳
9784003253373 岩波文庫 赤533-7　モンテ・クリスト伯　7　全七冊 アレクサンドル・デュマ／山内　義雄　訳
9784003253380 岩波文庫 赤533-8　三銃士　上　全二冊 デュマ／生島　遼一　訳
9784003253397 岩波文庫 赤533-9　三銃士　下　全二冊 デュマ／生島　遼一　訳
9784003750865 岩波文庫 赤548-1　マラルメ詩集 渡辺　守章　訳
9784003256930 岩波文庫 赤569-3　八十日間世界一周 ジュール・ヴェルヌ　作／鈴木　啓二　訳
9784003261354 岩波文庫 赤613-5　罪と罰　上　全三冊 ドストエフスキー／江川　卓　訳
9784003261361 岩波文庫 赤613-6　罪と罰　中　全三冊 ドストエフスキー／江川　卓　訳
9784003261378 岩波文庫 赤613-7　罪と罰　下　全三冊 ドストエフスキー／江川　卓　訳
9784003261811 岩波文庫 赤618-1　戦争と平和　（一） トルストイ／藤沼　貴　訳
9784003261828 岩波文庫 赤618-2　戦争と平和　（二） トルストイ／藤沼　貴　訳
9784003261835 岩波文庫 赤618-3　戦争と平和　（三） トルストイ／藤沼　貴　訳
9784003261842 岩波文庫 赤618-4　戦争と平和　（四） トルストイ／藤沼　貴　訳
9784003261859 岩波文庫 赤618-5　戦争と平和　（五） トルストイ／藤沼　貴　訳
9784003261866 岩波文庫 赤618-6　戦争と平和　（六） トルストイ／藤沼　貴　訳
9784003261934 岩波文庫 赤619-3　イワン・イリッチの死 トルストイ／米川　正夫　訳
9784003261996 岩波文庫 赤619-9　人生論 トルストイ／中村　融　訳
9784003262214 岩波文庫 赤622-1　かもめ チェーホフ　作／浦　雅春　訳
9784003206812 岩波文庫 赤68-1　バガヴァッド・ギーター 上村　勝彦　訳
9784003272114 岩波文庫 赤721-1　ドン・キホーテ　前篇一 セルバンテス　作／牛島　信明　訳
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9784003272121 岩波文庫 赤721-2　ドン・キホーテ　前篇二 セルバンテス　作／牛島　信明　訳
9784003272138 岩波文庫 赤721-3　ドン・キホーテ　前篇三 セルバンテス／牛島　信明　訳
9784003272145 岩波文庫 赤721-4　ドン・キホーテ　後篇一 セルバンテス／牛島　信明　訳
9784003272152 岩波文庫 赤721-5　ドン・キホーテ　後篇二 セルバンテス　作／牛島　信明　訳
9784003272169 岩波文庫 赤721-6　ドン・キホーテ　後篇三 セルバンテス　作／牛島　信明　訳
9784003273319 岩波文庫 赤733-1　プラテーロとわたし J．R．ヒメーネス／長南　実　訳
9784003279632 岩波文庫 赤796-3　密林の語り部 バルガス＝リョサ　作／西村　英一郎　訳
9784003910115 岩波文庫 白116-10　大学教育について J．S．ミル／竹内　一誠　訳
9784003412459 岩波文庫 白124-5　マルクス　エンゲルス　共産党宣言 大内　兵衛　訳／向坂　逸郎　訳
9784003414514 岩波文庫 白145-1　雇用，利子および貨幣の一般理論　（上） ケインズ／間宮　陽介　訳
9784003414521 岩波文庫 白145-2　雇用，利子および貨幣の一般理論　（下） ケインズ／間宮　陽介　訳
9784003420935 岩波文庫 白209-3　プロテスタンティズムの 倫理と資本主義の精神 マックス・ヴェーバー／大塚　久雄　訳
9784003420959 岩波文庫 白209-5　職業としての学問 マックス・ウェーバー／尾高　邦雄　訳
9784003402214 岩波文庫 白22-1　危機の二十年　理想と現実 E．H．カー／原　彬久　訳
9784003402818 岩波文庫 白28-1　モーゲンソー　国際政治　（上）　権力と平和 原　彬久　監訳
9784003402825 岩波文庫 白28-2　モーゲンソー　国際政治　（中）　権力と平和 原　彬久　監訳
9784003402832 岩波文庫 白28-3　モーゲンソー　国際政治　（下）　権力と平和 原　彬久　監訳
9784003400319 岩波文庫 白3-1　君主論 マキアヴェッリ／河島　英昭　訳
9784003400777 岩波文庫 白7-7　完訳　統治二論 ジョン・ロック／加藤　節　訳
9784003101001 岩波文庫 緑10-0　漱石文芸論集 夏目　漱石／磯田　光一　編
9784003101018 岩波文庫 緑10-1　吾輩は猫である 夏目　漱石
9784003101032 岩波文庫 緑10-3　坊っちゃん 夏目　漱石
9784003101049 岩波文庫 緑10-4　草枕 夏目　漱石
9784003101056 岩波文庫 緑10-5　虞美人草 夏目　漱石
9784003101063 岩波文庫 緑10-6　三四郎 夏目　漱石
9784003101070 岩波文庫 緑10-7　それから 夏目　漱石
9784003101087 岩波文庫 緑10-8　門 夏目　漱石
9784003110829 岩波文庫 緑108-2　原民喜全詩集
9784003101094 岩波文庫 緑10-9　彼岸過迄 夏目　漱石
9784003101100 岩波文庫 緑11-0　行人 夏目　漱石
9784003101117 岩波文庫 緑11-1　こころ 夏目　漱石
9784003111109 岩波文庫 緑11-10　漱石文明論集 三好　行雄　編
9784003190012 岩波文庫 緑11-11　倫敦塔・幻影の盾　他五篇 夏目　漱石
9784003190029 岩波文庫 緑11-12　漱石日記 平岡　敏夫　編
9784003190036 岩波文庫 緑11-13　漱石書簡集 三好　行雄　編
9784003190043 岩波文庫 緑11-14　漱石俳句集 坪内　稔典　編
9784003111161 岩波文庫 緑11-16　漱石・子規往復書簡集 和田　茂樹　編
9784003600191 岩波文庫 緑11-19　坑夫 夏目　漱石　作
9784003101124 岩波文庫 緑11-2　硝子戸の中 夏目　漱石
9784003600238 岩波文庫 緑11-20　漱石紀行文集 藤井　淑禎　編
9784003101131 岩波文庫 緑11-3　道草 夏目　漱石
9784003101148 岩波文庫 緑11-4　明暗 夏目　漱石
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9784003101162 岩波文庫 緑11-6　思い出す事など　他七篇 夏目　漱石
9784003101193 岩波文庫 緑11-9　夢十夜　他二篇 夏目　漱石
9784003101216 岩波文庫 緑12-1　五重塔 幸田　露伴
9784003101230 岩波文庫 緑12-3　努力論 幸田　露伴
9784003112427 岩波文庫 緑124-2　雪 中谷　宇吉郎
9784003114513 岩波文庫 緑145-1　山月記・李陵　他九篇 中島　敦
9784003118115 岩波文庫 緑181-1　江戸川乱歩短篇集 千葉　俊二　編
9784003118214 岩波文庫 緑182-1　堕落論・日本文化私観　他22篇 坂口　安吾
9784003118221 岩波文庫 緑182-2　桜の森の満開の下・白痴　他12篇 坂口　安吾
9784003118412 岩波文庫 緑184-1　久生十蘭短篇選 川崎　賢子　編
9784003118627 岩波文庫 緑186-2　死者の書・口ぶえ 折口　信夫　作
9784003119211 岩波文庫 緑192-1　自選　谷川俊太郎詩集 谷川　俊太郎　作
9784003119518 岩波文庫 緑195-1　茨木のり子詩集 谷川　俊太郎　選
9784003102329 岩波文庫 緑23-2　破戒 島崎　藤村
9784003102510 岩波文庫 緑25-1　にごりえ　たけくらべ 樋口　一葉
9784003600122 岩波文庫 緑28-10　回想　子規・漱石 高浜　虚子
9784003104156 岩波文庫 緑41-5　〓東綺譚＊（ボクトウキダン） 永井　荷風
9784003104620 岩波文庫 緑46-2　小僧の神様　他十篇 志賀　直哉
9784003105115 岩波文庫 緑51-1　銀の匙 中　勘助
9784003100561 岩波文庫 緑5-6　阿部一族　他二篇 森　鴎外　作
9784003100578 岩波文庫 緑5-7　山椒大夫　高瀬舟　他四篇 森　鴎外
9784003100585 岩波文庫 緑5-8　渋江抽斎 森　鴎外
9784003106211 岩波文庫 緑62-1　萩原朔太郎詩集 三好　達治　選
9784003106716 岩波文庫 緑67-1　出家とその弟子 倉田　百三　作
9784003107010 岩波文庫 緑70-1　羅生門　鼻　芋粥　偸盗 芥川　竜之介
9784003107072 岩波文庫 緑70-7　蜘蛛の糸・杜子春・トロッコ　他十七篇 芥川　竜之介
9784003107614 岩波文庫 緑76-1　宮沢賢治詩集 谷川　徹三　編
9784003107638 岩波文庫 緑76-3　童話集　銀河鉄道の夜　他十四篇 宮沢　賢治／谷川　徹三　編
9784003108116 岩波文庫 緑81-1　伊豆の踊子・温泉宿　他4篇 川端　康成　作
9784003109045 岩波文庫 緑90-4　人間失格　グッド・バイ　他一篇 太宰　治
9784003109717 岩波文庫 緑97-1　中原中也詩集 大岡　昇平　編
9784003109724 岩波文庫 緑97-2　ランボオ詩集 中原　中也　訳
9784000074544 科学ライブラリー 宇宙怪人しまりす医療統計を学ぶ 佐藤俊哉
9784000066006 科学ライブラリー 外国語学習に成功する人、しない人 白井恭弘
9784000296595 科学ライブラリー ちいさい言語学者の冒険 広瀬友紀
9784000296441 科学ライブラリー 音とことばのふしぎな世界 川原繁人
9784000065733 科学ライブラリー 心の理論 子安増生
9784000295840 科学ライブラリー 医学と仮説 津田敏秀
9784000296113 科学ライブラリー 勉強法の科学 市川伸一
9784000074520 科学ライブラリー 皮膚は考える 傳田光洋
9784000296090 科学ライブラリー 脳に刻まれたモラルの起源 金井良太
9784000074414 科学ライブラリー エピジェネティクス入門 佐々木裕之
9784000296342 科学ライブラリー 新版アフォーダンス 佐々木正人;
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9784000074629 科学ライブラリー クマムシ？！ 鈴木忠
9784000065429 科学ライブラリー 愛は脳を活性化する 松本元
9784000074445 科学ライブラリー ウイルスと人間 山内一也
9784000074735 科学ライブラリー 「あっ、忘れてた」はなぜ起こる 梅田聡
9784000074896 科学ライブラリー GoogleEarthでみる地球の歴史 後藤和久
9784000295802 科学ライブラリー かけ算には順序があるのか 高橋誠（フリーライター）
9784000074681 科学ライブラリー こんどこそ！わかる数学 新井紀子（数学）
9784000296083 科学ライブラリー 記憶をコントロールする 井ノ口馨
9784000296106 科学ライブラリー 科学者の卵たちに贈る言葉 笠井献一
9784000296267 科学ライブラリー 協力と罰の生物学 大槻久
9784000296212 科学ライブラリー ヒトはなぜ絵を描くのか 齋藤亜矢
9784000296625 科学ライブラリー 歌うカタツムリ 千葉聡
9784000296144 科学ライブラリー 仲間とかかわる心の進化 平田聡
9784000296410 科学ライブラリー 大人の直観vs子どもの論理 辻本悟史
9784000074971 科学ライブラリー 猿橋勝子という生き方 米沢富美子
9784000296373 科学ライブラリー ハトはなぜ首を振って歩くのか 藤田祐樹
9784000074919 科学ライブラリー ハダカデバネズミ 吉田重人/岡ノ谷一夫
9784000074797 科学ライブラリー 新型インフルエンザＨ５Ｎ１ 岡田晴恵/田代眞人
9784000296168 科学ライブラリー 原発事故と科学的方法 牧野淳一郎
9784000074711 科学ライブラリー 科学の社会化シンドローム 石黒武彦
9784000074513 科学ライブラリー 予想脳PredictingBrains 藤井直敬
9784000296229 科学ライブラリー 数学想像力の科学 瀬山士郎
9784000296014 科学ライブラリー サボり上手な動物たち 佐藤克文/森阪匡通
9784000065351 科学ライブラリー 数学者の視点 深谷賢治
9784000295871 科学ライブラリー 触感をつくる 仲谷正史/筧康明/白土寛和
9784000296182 科学ライブラリー iPS細胞はいつ患者に届くのか再生医療のフロンティア 塚崎朝子
9784000296151 科学ライブラリー 転倒を防ぐバランストレーニングの科学 田中敏明
9784000296663 科学ライブラリー 日本の地下で何が起きているのか 鎌田浩毅
9784000296427 科学ライブラリー 時を刻む湖 中川毅
9784000296519 科学ライブラリー なぜ蚊は人を襲うのか 嘉糠洋陸
9784000296458 科学ライブラリー 菌世界紀行 星野保
9784000296397 科学ライブラリー 見捨てられた初期被曝 study200
9784000296601 科学ライブラリー 深読み！絵本『せいめいのれきし』 真鍋真
9784000295994 科学ライブラリー 犬のココロをよむ 菊水健史/永澤美保
9784000295987 科学ライブラリー ナメクジの言い分 足立則夫
9784000295796 科学ライブラリー 量子力学の反常識と素粒子の自由意志 筒井泉
9784000065719 科学ライブラリー 一億個の地球 井田茂/小久保英一郎
9784000295864 科学ライブラリー 決着！恐竜絶滅論争 後藤和久
9784000296236 科学ライブラリー 勝てる野球の統計学セイバーメトリクス 鳥越規央
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