
地磁気逆転X年    岩波ジュニア新書
綱川 秀夫 (著)
価格： ￥819

地震・プレート・陸と海—地学入門
岩波ジュニア新書 (92)
深尾 良夫 (著)
価格： ￥819



リサイクル幻想    文春新書
武田 邦彦 (著)
価格： ￥693

私のエネルギー論    文春新書
池内 了 (著)
価格： ￥725



「超」英語法
野口 悠紀雄 (著)
価格： ￥1,575

日本人の英語    岩波新書
マーク ピーターセン (著)
価格： ￥735



若き数学者のアメリカ    新潮文庫
藤原 正彦 (著)　価格： ￥540 

ご冗談でしょう、ファインマンさん (上)    岩波現代文庫—社会
R.P.ファインマン (著), 大貫 昌子　価格： ￥1,155 



ソフィーの世界—哲学者からの不思議な手紙
ヨースタイン・ゴルデル (著), 池田 香代子
 価格： ￥2,548

哲学の謎    講談社現代新書 (1286)
野矢 茂樹 (著)
価格： ￥714



CODE コードから見たコンピュータのからくり
Charles Petzold (著), 永山 操 (翻訳)
価格： ￥2,625

インターネット    岩波新書
村井 純 (著)
価格： ￥735



生物進化を考える    岩波新書
木村 資生 (著)
価格： ￥819

新しい地球観    岩波新書 青版 779
上田 誠也 (著)
価格： ￥693



理科系の作文技術    中公新書 (624)
木下 是雄 (著)
価格： ￥735

「超」文章法    中公新書
野口 悠紀雄 (著)
価格： ￥819 



Rare Earth: 
Why Complex Life Is Uncommon in the Universe
Peter Ward (著), Donald Brownlee (著)
U.S. 定価： $16.9���価格： ￥1,733

盲目の時計職人
リチャード・ドーキンス (著), 日高 敏隆 (翻訳)
価格： ￥3,150 



カラー版 ハッブル望遠鏡が見た宇宙    岩波新書
野本 陽代 (著), ロバート ウィリアムズ (著)
 価格： ￥987

グランパシフィコ航海記
東京大学海洋研究所
価格： ￥2,940 （税込）



死都日本
石黒 耀 (著)
価格： ￥2,415

火山の話    岩波新書 黄版 35
中村 一明 (著)
価格： ￥693



カオス—新しい科学をつくる    新潮文庫
ジェイムズ・グリック (著), 大貫 昌子 (翻訳)
価格： ￥900 

フェルマーの最終定理
—ピュタゴラスに始まり、ワイルズが証明するまで
サイモン シン (著), Simon Singh (原著), 青木 薫 (翻訳)
価格： ￥2,415



環境リスク学—不安の海の羅針盤
中西 準子 (著)
価格： ￥1,890 （税込）

経済ってそういうことだったのか
会議    日経ビジネス人文庫
佐藤 雅彦 (著), 竹中 平蔵 (著)
価格： ￥630 （税込）



ワンダフル・ライフ—バージェス頁岩と生物進化の物語
ハヤカワ文庫NF　
スティーヴン・ジェイ グールド (著), 渡辺 政隆 (翻訳)
価格： ￥987

絶滅のクレーター—T・レックス最後の日
ウォルター・アルヴァレズ (著), 月森 左知
価格： ￥2,100



アメリカの大学院で成功する方法
—留学準備から就職まで　中公新書
吉原 真里 (著)
 価格： ￥798

英国オックスフォードで学ぶということ
—今もなお豊かに時が積もる街
小川 百合 (著)
価格： ￥1,785 



レイコ@チョート校—アメリカ東部名門プレッ
プスクールの16歳 (新書) 
岡崎 玲子 (著) 

価格：￥ 735 （税込）

挑戦! 米国（アメリカ）教育 (単行本) 

百瀬 皓朗 (著) 
価格￥ 1,365 （税込）



プログラムはなぜ動くのか 
— 知っておきたいプログラミングの基礎知識
矢沢 久雄 (著)
価格： ￥2,520

火山の話    岩波新書 黄版 35
中村 一明 (著)
価格： ￥693



オイラーの贈物—人類の至宝eiπ=-1を学ぶ
    ちくま学芸文庫
吉田 武 (著)
価格： ￥1,575

無限論の教室    講談社現代新書 (1420)
野矢 茂樹 (著)
価格： ￥714 



環境危機をあおってはいけない 地球環境の
ホントの実態
ビョルン・ロンボルグ (著), 山形 浩生 (翻訳)
価格： ￥4,725 

ヤバい経済学 ─悪ガキ教授が世の裏側を探検する
スティーヴン・レヴィット (著), スティーヴン・ダブナー (著), 望
月 衛 (翻訳)
￥1,890 （税込）


