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書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時１アクセス 

(本体) 
同時３アクセス 

(本体) 
商品コード 

イチからはじめる英文法 東後 幸生 2018 9784860645403 ¥3,850  ¥5,060  1030681240 

ならべかえ中学英語 ―解いて身につく書いて覚える― 坂本 訓隆 2018 9784860645526 ¥4,620  ¥5,940  1030681244 

これで話せる!かんたん英文法トレーニング 坂口 雅彦 2018 9784860645618 ¥4,620  ¥5,940  1030681246 

英語感覚が理屈でわかる読むための英文法 【スマホ・読上】 （※） 久保 聖一 2018 9784860645366 ¥3,850  ¥5,060  1030681254 

バンバン話すための瞬間英作文「基本動詞」トレーニング 
 ―反射的に言える―【スマホ・読上】 （※） 

森沢 洋介 2018 9784860645656 ¥4,950  ¥6,380  1030681271 

超ガチトレ英語スピーキング上達トレーニング 藤井 拓哉 2018 9784860645328 ¥9,680  ¥12,540  1030681237 

朝から晩まで英語漬け 
 ―ビジネスパーソンの英会話ハンドブック―【スマホ・読上】 （※） 

清水 建二 2018 9784860645588 ¥4,400  ¥5,720  1030681267 

16000語レベル最強ボキャブラリービルディング 【スマホ・読上】 （※） 植田 一三 2018 9784860645663 ¥6,600  ¥8,580  1030681272 

イメージで比べてわかる前置詞使い分けBOOK ―豊富な<イラスト図解
>・<例文>詳しい解説で前置詞の感覚がつかめる―【スマホ・読上】 （※） 

すずき ひろし 2018 9784860645434 ¥4,950  ¥6,380  1030681257 

和英対訳 英語で日本昔ばなし : 丁寧な語句解説付き 【スマホ・読上】 （※） 曽根田 憲三 2018 9784860645373 ¥4,950  ¥6,380  1030681255 

LONDON WALKイギリス英語とロンドンの歴史・文化を一緒に学ぶ 
【スマホ・読上】 （※） 

ロイ・ヒギンズ 2018 9784860645458 ¥6,820  ¥8,800  1030681259 

「国際会議・研究発表・学術イベント」書くための英語表現 石井 隆之 2017 9784860645212 ¥6,600  ¥8,580  1030681232 

場面別ディアロークで身につけるドイツ語単語4000 HJ クナウプ 2018 9784860645519 ¥6,050  ¥7,810  1030681243 

フランス語ほんとうに必要なところをまとめました。 関 未玲 2018 9784860645649 ¥4,620  ¥5,940  1030681247 

本気で学ぶ中級韓国語 
 ―一歩すすんだ文法・実践的な会話力をきちんと積み上げる― 

チョ ヒチョル 2018 9784860645410 ¥7,700  ¥10,010  1030681241 

基礎から学ぶ中国語発音レッスン 
 ―写真やイラスト図解で分かりやすい説明― 

青木 隆浩 2018 9784860645427 ¥5,720  ¥7,370  1030681242 

韓国語似ている名詞使い分けブック ―イラストと解説で違いがわかる― 河村 光雅 2018 9784860645564 ¥5,500  ¥7,150  1030681250 

英語と一緒に学ぶドイツ語単語 宍戸 里佳 2017 9784860645304 ¥4,950  ¥6,380  1030681235 

使えるイタリア語単語3700 佐藤 徳和 2017 9784860645281 ¥7,700  ¥10,010  1030681234 

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】 （※） 

著編者名 Nicholas Woo 発行年 2019 

同時1アクセス（本体） ¥4,950 同時3アクセス（本体） ¥6,380 

冊子版ISBN 9784860645700  商品コード 1030681273 

企業や大学などで英語プレゼンの指導をしている著者が、日本人が苦手なところ、足りない知識とテ
クニックをしっかりとカバーして成功するプレゼンに導きます。最初に何を言えばいいのかから最後の
まとめまで、プレゼンテーションの例と一緒に使える基本表現と重要表現を豊富に紹介。事前準備や
練習方法についての解説もついています。「使えるプレゼン表現」が満載の一冊！ 

実践英会話正しく伝えるための技術と表現 【スマホ・読上】 （※） 

著編者名 上田 麻鈴 発行年 2018 

同時1アクセス（本体） ¥4,950 同時3アクセス（本体） ¥6,380 

冊子版ISBN 9784860645601  商品コード 1030681268 

「なんとか通じる」から「正確にきちんと通じる」英会話を目指す人へ。本書は５章構成で、各項目でネイティブの楽しいストー
リー仕立てのスキットを取り上げます。そして日本人が間違いやすい文法をどのように会話の中で使っているのか、多様な表
現をどのように使いわけているのかをわかりやすい解説と豊富な例文、練習問題で確認していきます。４、５章では正確で円
滑なコミュニケーションをとる為の表現やフレーズを数多く紹介。※書籍版付録のCD-ROMは、付いておりません。版元のサイ
トからダウンロードが可能です。詳細は「音声のダウンロード方法」のページをご参照ください。 

新規配信  語学関連  

  ● タイトル末尾の（※）はダウンロード不可です。 
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新規配信  理工関連  
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書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時１アクセス 

(本体) 
同時３アクセス 

(本体) 
商品コード 

「発酵」のことが一冊でまるごとわかる 【スマホ・読上】 （※） 齋藤 勝裕 2019 9784860645717 ¥4,070  ¥5,280  1030681274 

中学校3年分の数学が教えられるほどよくわかる ―なぜ?を解決!― 小杉 拓也 2018 9784860645342 ¥5,170  ¥6,710  1030681238 

「高校の化学」が一冊でまるごとわかる 竹田 淳一郎 2018 9784860645670 ¥5,170  ¥6,710  1030681248 

高校生からわかる複素解析 （専門数学への懸け橋） 涌井 良幸 2018 9784860645595 ¥5,500  ¥7,150  1030681245 

「電波と光」のことが一冊でまるごとわかる 【スマホ・読上】 （※） 井上 伸雄 2018 9784860645496 ¥4,400  ¥5,720  1030681261 

「生物」のことが一冊でまるごとわかる 【スマホ・読上】 （※） 大石 正道 2018 9784860645465 ¥4,070  ¥5,280  1030681260 

植物のたくらみ 香りと色の植物学 【スマホ・読上】 （※） 有村 源一郎 2018 9784860645441 ¥4,070  ¥5,280  1030681258 

生き物はどのように土にかえるのか 
 ―動植物の死骸をめぐる分解の生物学―【スマホ・読上】 （※） 

大園 享司 2018 9784860645335 ¥4,620  ¥5,940  1030681253 

鳥類学者の目のツケドコロ 【スマホ・読上】 （※） 松原 始 2018 9784860645533 ¥4,620  ¥5,940  1030681263 

TEN-DOKUクイズで読み解く天気図 増田 雅昭 2018 9784860645380 ¥2,750  ¥3,630  1030681239 

台風についてわかっていることいないこと 【スマホ・読上】 （※） 筆保 弘徳 2018 9784860645557 ¥4,620  ¥5,940  1030681265 

シミュレート・ジ・アース ―未来を予測する地球科学―【スマホ・読上】 （※） 河宮 未知生 2018 9784860645625 ¥4,620  ¥5,940  1030681269 

地理女子が教えるご当地グルメの地理学 【スマホ・読上】 （※） 尾形 希莉子 2018 9784860645502 ¥4,400  ¥5,720  1030681262 

高校生からわかるベクトル解析 ―専門数学への懸け橋― 涌井 良幸 2017 9784860645311 ¥5,500  ¥7,150  1030681236 

生痕化石からわかる古生物のリアルな生きざま 【スマホ・読上】 （※） 泉 賢太郎 2017 9784860645267 ¥4,070  ¥5,280  1030681251 

はじめて地理学 ―身近なところから地球の「なぜ」を解き明かす―
【スマホ・読上】 （※） 

富田 啓介 2017 9784860645298 ¥4,620  ¥5,940  1030681252 

書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時１アクセス 

(本体) 
同時３アクセス 

(本体) 
商品コード 

日本で1日に起きていることを調べてみた 
 ―数字が明かす現代日本―【スマホ・読上】 （※） 

宇田川 勝司 2018 9784860645397 ¥3,850  ¥5,060  1030681256 

「データセンス」の磨き方 
 ―一瞬で数字を読む力をつける―【スマホ・読上】 （※） 

堀口 智之 2018 9784860645540 ¥4,070  ¥5,280  1030681264 

実感する世界史現代史 ―同時代的感覚で読む―【スマホ・読上】 （※） 大橋 康一 2018 9784860645571 ¥4,950  ¥6,380  1030681266 

知られざるキューバ  
―外交官が見たキューバのリアル―【スマホ・読上】 （※） 

渡邉 優 2018 9784860645632 ¥4,950  ¥6,380  1030681270 

新規配信  人文社会関連  

その問題、数理モデルが解決します 
 ―社会を解き明かす数理モデル入門― 

著編者名 浜田 宏 発行年 2018 

同時1アクセス（本体） ¥5,170 同時3アクセス（本体） ¥6,710 

冊子版ISBN 9784860645687  商品コード 1030681249 

対話形式で、数理モデルの基礎が身につく入門書。数理モデルとは、現実の世界で起こる様々な現象を数式で
表したものです。数式にすることで、その現象の性質を理解したり、その現象に何か変化があるときに、どのよう
に変化するか予測したりできます。商品レビューの信頼度をどう評価するか、ある条件の変化が売り上げの変
化の原因かどうかなど、身近なテーマを題材に数理モデルを丁寧に解説。とっつきやすいのに本格派な一冊。 

「物理・化学」の単位・記号がまとめてわかる事典 
 ―単位・記号の意味がわかれば物理・化学がわかる― 

著編者名 齋藤 勝裕 発行年 2017 

同時1アクセス（本体） ¥4,620 同時3アクセス（本体） ¥5,940 

冊子版ISBN 9784860645274  商品コード 1030681233 

『「物理・化学」の法則・原理・公式がまとめてわかる事典』の姉妹編です。物理の世界では「単位」の知識が不可
欠です。化学のジャンルでも、元素など「記号」の意味をしっかり考えながら理解できるようまとめました。まず第
0章で単位、文字の基本的な知識を整理します。第1章から第7章でＳＩ単位について学び、以降の章から量子の
世界、周期表、工学、宇宙などにまつわる単位をわかりやすくまとめています。 
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書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時１アクセス 

(本体) 
同時３アクセス 

(本体) 
商品コード 

やさしい英語で話がはずむ!外国人が喜ぶ日本のトピック108 【スマホ・読上】 （※） 坂口  雅彦 2017 9784860645038 ¥4,950  ¥6,380  1028154443 

イメージでつかむ似ている英語使い分けBOOK 清水  建二 2017 9784860645083 ¥4,950  ¥6,380  1025269588 

由来とつながりがわかる英単語語源マップ 【スマホ・読上】 （※） 臼井  俊雄 2017 9784860645144 ¥5,170  ¥6,710  1028154446 

SOEL ―Sentence-oriented English learning : 文法・構文・単語・熟語4in1― 佐藤  智寛 2017 9784860645113 ¥6,050  ¥7,810  1028154431 

中学3年分の英語チャレンジワークシート 【スマホ・読上】 （※） 横田  直美 2017 9784860645045 ¥3,850  ¥5,060  1028154444 

IT・デジタルワーカーのための英会話 長澤  大輔 2016 9784860644635 ¥5,170  ¥6,710  1028154429 

日常会話の英語ディスカッション Nicholas Woo 2015 9784860644321 ¥4,400  ¥5,720  1022469959 

英語は早ければたった1日で話せるようになる （Beret books） 宗形  諭史 2015 9784860644451 ¥3,850  ¥5,060  1022469963 

英語は早ければたった1日で話せるようになる 【スマホ・読上】
（Beret books） （※） 

宗形  諭史 2015 9784860644451 ¥3,850  ¥5,060  1028154433 

心をなごませる感じのよい英会話 （CD book） 原島  一男 2015 9784860644413 ¥4,400  ¥5,720  1028154428 

簡単!楽しい!シンプル英会話練習帳 （CD book） 平山  篤 2015 9784860644277 ¥4,950  ¥6,380  1028154426 

類語使い分けマップ ―発信型英語―（Beret books） 植田  一三 2015 9784860644253 ¥5,280  ¥6,820  1022469958 

語源で増やす政治・経済・社会の英単語 （Beret books） 清水  建二 2015 9784860644406 ¥5,060  ¥6,160  1022469961 

スティーブ・ジョブズのスタンフォード大学卒業式講演 ―英文徹底解読― 畠山  雄二 2015 9784860644437 ¥3,850  ¥5,060  1022469962 

一生モノの英文法complete ―ゆるぎない基礎英語力を獲得するための
最短ルート―（Beret books） 

澤井  康佑 2015 9784860644390 ¥6,050  ¥7,810  1028154427 

TOEIC TEST速読WPMトレーニング （Beret books） 西村  恵美 2015 9784860644369 ¥4,180  ¥5,280  1022469960 

TOEIC TEST速読WPMトレーニング 【スマホ・読上】（Beret books） （※） 西村  恵美 2015 9784860644369 ¥4,180  ¥5,280  1029044874 

留学不要の英語勉強法 ―留学はゼロ。それでもTOEIC975点。 
英検1級。通訳案内士国家試験合格。―（Beret books） 

坂口  雅彦 2014 9784860643959 ¥3,850  ¥5,060  1018868324 

英語の常識力チェック&チャレンジ1800問 大井  光隆 2014 9784860644185 ¥4,180  ¥5,280  1022469957 

英会話出だしパターンつぶやきトレーニング （CD book） 清水  建二 2014 9784860643843 ¥4,950  ¥6,380  1028154421 

語学関連  –英語 -  
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語学関連  –英語 -  

書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時１アクセス 

(本体) 
同時３アクセス 

(本体) 
商品コード 

教養としての理系の英語 ―数式の英語の読み方から理系の英語
表現・語彙―（CD book） 

臼井  俊雄 2014 9784860644130 ¥6,820  ¥8,800  1028154423 

英語でSNSトーク ―そのまま使えるネイティブ表現800― Nicholas Woo 2014 9784860644079 ¥3,630  ¥4,620  1022469953 

覚えやすくまとめちゃっ単語 
 ―より実践的で高いレベルへ飛躍するための『2冊目の単語帳』― 

鈴木  貴士 2014 9784860644147 ¥4,400  ¥5,720  1028154424 

前置詞の意味と使い分けがわかるマスターブック （Beret books） 大島  さくら子 2014 9784860643966 ¥4,400  ¥5,720  1022469950 

TOEIC TEST最終チェックとウォーミングアップ 石井  辰哉 2014 9784860644024 ¥4,180  ¥5,280  1022469952 

英語が激伸びする10の条件 石井  辰哉 2013 9784860643607 ¥3,850  ¥5,060  1018868325 

これならわかる!英語ができるワークブック 清水  建二 2013 9784860643461 ¥4,070  ¥5,280  1028154418 

外国人とどんどん話せる英会話トレーニングbook ―コミュニケー
ション能力が飛躍的にupする―【スマホ・読上】（Beret books） （※） 

高橋  正彦 2013 9784860643546 ¥6,050  ¥7,810  1028154436 

単語で通じる英会話 ―失礼にならないミニ英会話表現 : One-word 
English for beginners―【スマホ・読上】（CD book） （※） 

原島  一男 2013 9784860643553 ¥4,070  ¥5,280  1028154437 

英米人のものの見方を理解するための教養の英語 = An introduction to 
cultured English knowledge as liberal arts （Beret books） 

臼井  俊雄 2013 9784860643782 ¥5,280  ¥6,820  1022469949 

英語で経済・政治・社会を討論する技術と表現 ―「科学技術」「環境問
題」「医療問題」などさまざまな分野を英語で発信する―（Beret books） 

植田  一三 2013 9784860643478 ¥6,050  ¥7,810  1028154419 

本気で鍛える英語 ―ビジネスマンに必須の英語表現と語彙を一気
に習得する―（Beret books） 

臼井  俊雄 2012 9784860643331 ¥6,050  ¥7,810  1028154415 

ミニダイアローグで覚える英会話 石渡  一秀 2012 9784860643324 ¥5,170  ¥6,710  1028154414 

英語で円滑に〔世間話〕をするための会話術 = Smarten up your day in English! ―何気
ない「おしゃべり」がスムーズにできる6つのルールと960例文―（CD book） 

濱田  伊織 2012 9784860643362 ¥5,170  ¥6,710  1028154417 

アピールする英文を書く技術 ―相手をぐっとひきつける英文を書く 
7つのワザ―（Beret books） 

黒川  裕一 2012 9784860643270 ¥4,620  ¥6,050  1018868326 

今度こそ必ずモノにする!英語習得プランニングノート ―書き込み式
話す聞く読む書く>>>>4技能習得プログラム―（Beret books） 

土屋  雅稔 2011 9784860642938 ¥3,520  ¥4,620  1018868330 

ネイティブならこう書くこう返すEメール英語表現 ―ネット上のコミュ
ニティでやりとりされているリアルな表現が満載!―（Beret books） 

Nicholas Woo 2011 9784860642914 ¥4,620  ¥6,050  1018868329 

「なぜ」がわかる動詞+前置詞 ―イメージと理屈でわかる句動詞 : 前置
詞・副詞のイメージをおさえれば使えるイディオムが飛躍的に増える。― 

中川  右也 2011 9784860642969 ¥4,070  ¥5,280  1018868328 

スーパーレベルパーフェクト英文法 ―発信型英語―（Beret books） 植田  一三 2011 9784860642907 ¥5,170  ¥6,710  1018868331 

英語ネイティブスピードリーディング ―全速力のマーキングを使っ
たリーディング・トレーニングで英文速読能力が格段にアップする!― 

黒川  裕一 2011 9784860642860 ¥4,950  ¥6,490  1018868332 
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(本体) 
同時３アクセス 

(本体) 
商品コード 

TOEFL TEST必須英単語5600 ―TOEFL iBT TEST対策決定版―
改訂新版（Beret books） 

林  功 2011 9784860642822 ¥5,720  ¥7,370  1028973188 

中上級者がぶつかる壁を破る英語学習最強プログラム 土屋  雅稔 2010 9784860642686 ¥4,070  ¥5,280  1018868333 

辞書を引いてもうまく訳せない人のための英単語イメージノート 渡部  学 2010 9784860642730 ¥4,400  ¥5,720  1022469964 

日本の都道府県の知識と英語を身につける ―日本の世界遺産・宗
教について、日本の都道府県について英語で説明する― 

石井  隆之 2009 9784860642273 ¥5,830  ¥7,590  1022469946 

世界の歴史の知識と英語を身につける 
 ―発信型英語 : 世界のことを英語で発信する― 

植田  一三 2009 9784860642402 ¥5,830  ¥7,590  1022469947 

「なぜ」がわかる英文法 中川  右也 2009 9784860642372 ¥3,850  ¥5,060  1018868334 

具体的・効率的英語学習最強プログラム （Beret books） 土屋  雅稔 2008 9784860642129 ¥3,850  ¥5,060  1018868335 

日本の地理・歴史の知識と英語を身につける ―発信型英語 : 日本
のことを英語で発信する―（Beret books） 

植田  一三 2007 9784860641610 ¥5,830  ¥7,590  1022469945 

新TOEICテスト実践勉強法 石井  辰哉 2007 9784860641511 ¥3,520  ¥4,620  1018868336 

発信型英語スーパーレベルライティング ―日本人学習者の弱点を
克服する技術とトレーニング―（Beret books） 

植田  一三 2005 9784860640781 ¥5,170  ¥6,710  1020454542 

英語上達完全マップ ―初級からTOEIC900点レベルまでの効果的
勉強法―（Beret books） 

森沢  洋介 2005 9784860641023 ¥3,850  ¥5,060  1018868338 

英語で意見を論理的に述べる技術とトレーニング ―発信型英語スー
パースピーキング : 英検1級、通訳ガイド試験、TOEFLやGRE対策として
も有効なスピーキング対策決定版―（Beret books） 

植田  一三 2004 9784860640484 ¥5,170  ¥6,710  1018868339 

採用される英語面接 ―対策と実例集―（Beret books） 田上  達夫 2004 9784860640491 ¥4,950  ¥6,380  1028973185 

アメリカで生活する英語表現集 （Beret books） 長井  千枝子 2002 9784860640033 ¥6,050  ¥7,810  1028973187 

書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時１アクセス 

(本体) 
同時３アクセス 

(本体) 
商品コード 

ジョークで楽しく学ぶスペイン語 （CD book） 渡邉  優 2017 9784860645151 ¥5,170  ¥6,710  1028154432 

英語と一緒に学ぶ中国語 植田  一三 2017 9784860645069 ¥4,950  ¥6,380  1025269589 

韓国語似ている形容詞・副詞使い分けブック 河村  光雅 2017 9784860645021 ¥5,500  ¥7,150  1025269590 

しっかり学ぶ中級ドイツ語文法 ―パターンで覚える文法徹底攻略― 
（CD book . Basic language learning series） 

宍戸  里佳 2014 9784860643898 ¥6,270  ¥8,140  1028154422 

日記を書いて身につけるドイツ語 真岩  啓子 2014 9784860644178 ¥4,730  ¥6,160  1022469956 

日記を書いて身につけるスペイン語 秋枝  ひろこ 2014 9784860644123 ¥4,950  ¥6,380  1022469955 

本気で学ぶ中国語作文 （Beret books） 趙  玲華 2014 9784860644116 ¥5,500  ¥7,040  1022469954 

韓国語似ている動詞使い分けブック 
 ―豊富なイラストと解説で違いがわかる―改訂版（Beret books） 

河村  光雅 2014 9784860644017 ¥5,280  ¥6,820  1022469951 

日記を書いて身につける韓国語 小西  明子 2013 9784860643737 ¥4,730  ¥6,160  1022469948 

語学関連  –英語 -  

語学関連  –各国語 -  

語学関連  –各国語 -  
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一般相対性理論を一歩一歩数式で理解する 石井  俊全 2017 9784860644987 ¥9,570  ¥12,430  1025269591 

雨はどのような一生を送るのか 
 ―降る前から降った後までのメカニズム―【スマホ・読上】 （※） 

三隅  良平 2017 9784860645120 ¥4,620  ¥5,940  1028154445 

個性は遺伝子で決まるのか = Do genes determine personality? ―行動遺伝
学からわかってきたこと―【スマホ・読上】（Beret science） （※） 

小出  剛 2015 9784860644574 ¥4,070  ¥5,280  1028154442 

語りかける高校数学 数II編 高橋  一雄 2015 9784860644215 ¥7,150  ¥9,240  1028154425 

数学の教科書が言ったこと、言わなかったこと （Beret science） 南  みや子 2014 9784860643904 ¥4,620  ¥5,940  1025269592 

宇宙のことがだいたいわかる通読できる宇宙用語集 【スマホ・読
上】（Beret science） （※） 

郷田  直輝 2014 9784860643836 ¥4,070  ¥5,280  1028154441 

学んでみると生命科学はおもしろい 【スマホ・読上】（Beret science） （※） 田口  英樹 2014 9784860643829 ¥4,070  ¥5,280  1028154435 

語りかける高校数学 数I編 増補改訂版 高橋  一雄 2013 9784860643492 ¥7,150  ¥9,240  1028154420 

観察する目が変わる昆虫学入門 （Beret science） 野村  昌史 2013 9784860643584 ¥4,620  ¥5,940  1025269593 

地図はどのようにして作られるのか ―まるごとわかる地図の教科
書―【スマホ・読上】 （※） 

山岡  光治 2013 9784860643683 ¥4,620  ¥5,940  1028154438 

地底の科学 ―地面の下はどうなっているのか?―【スマホ・読上】
（Beret science） （※） 

後藤  忠徳 2013 9784860643706 ¥4,620  ¥5,940  1028154439 

「地球システム」を科学する 【スマホ・読上】（Beret science） （※） 伊勢  武史 2013 9784860643768 ¥4,620  ¥5,940  1028154440 

語りかける中学数学 増補改訂版 高橋  一雄 2012 9784860643355 ¥7,920  ¥10,230  1028154416 

物理学、まだこんなに謎がある （Beret science） 小谷  太郎 2012 9784860643164 ¥3,850  ¥5,060  1025269595 

学んでみると量子論はおもしろい 【スマホ・読上】（Beret science） （※） 牟田  淳 2012 9784860643232 ¥4,070  ¥5,280  1028154434 

異端の植物「水草」を科学する ―水草はなぜ水中を生きるのか?―
（Beret science） 

田中  法生 2012 9784860643287 ¥4,620  ¥5,940  1025269594 

相対性理論の式を導いてみよう、そして、人に話そう 小笠  英志 2011 9784860642679 ¥4,620  ¥5,940  1025269597 

一冊で読む宇宙の歴史としくみ （Beret science） 半田  利弘 2011 9784860643034 ¥4,070  ¥5,280  1025269596 

Quizでわかる化学 （なぜ?がわかれば面白い） 碧山  隆幸 2005 9784860640798 ¥3,850  ¥5,060  1028973186 

書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時１ 

アクセス 
(本体) 

同時３ 
アクセス 
(本体) 

商品コード 

ラテン語を読む 
 ―キケロー「スキーピオーの夢」― 

山下  太郎 2017 9784860645106 ¥7,920  ¥10,230  1028154430 

キリスト教・ユダヤ教・イスラム教の知識と
英語を身につける （Beret books） 

石井  隆之 2011 9784860642990 ¥5,500  ¥7,150  1018868327 

理工関連  

人文社会関連  
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