
ＰＦ用書名 出版年 著編者名 URL

1 記憶力を強くする ―最新脳科学が語る記憶のしくみと鍛え方―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-1315） 2001 池谷, 裕二 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057236

2
化学・意表を突かれる身近な疑問 ―昆布はなんでダシが海水に溶け出さないの?―【スマホ・読上】（ブルー
バックス B-1336）

2001 日本化学会 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057237

3 自分を見つける心理分析 ―セルフ・カウンセリング入門―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-1405） 2003 渡辺, 康麿 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057239

4 真空とはなんだろう ―無限に豊かなその素顔―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-1406） 2003 広瀬, 立成 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057240

5
脳を活性化する性ホルモン ―記憶・学習と性ホルモンの意外な関係―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-
1408）

2003 鬼頭, 昭三 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057241

6 Q&A食べる魚の全疑問 ―魚屋さんもビックリその正体―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-1409） 2003 高橋, 素子 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057242

7
脳とコンピュータはどう違うか ―究極のコンピュータは意識をもつか―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-
1412）

2003 茂木, 健一郎 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057243

8 寿命を縮める家 ―安全で健康なわが家にする78の対策―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-1416） 2003 直井, 英雄 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057244

9 遺伝子時代の基礎知識 ―ゲノム科学の最先端をぜんぶ見て歩く―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-1424） 2003 東嶋, 和子 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057245

10 新しいリウマチ治療 ―新しい薬・新しい手術―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-1434） 2004 後藤, 眞 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057247

11
エンジニアのための開発生活ガイド ―開発の秘訣からMBA取得まで―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-
1436）

2004 加藤, 肇 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057248

12 がんになる人ならない人 ―科学的根拠に基づくがん予防―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-1437） 2004 津金, 昌一郎 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057249

13 味のなんでも小事典 ―甘いものはなぜ別腹?―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-1439） 2004 日本味と匂学会 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057250

14 ゴルフ上達の科学 ―スコアをもう3つよくする科学的ヒント―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-1445） 2004 大槻, 義彦 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057251

15 カメラ常識のウソ・マコト ―デジカメ時代の賢いつきあい方―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-1446） 2004 千葉, 憲昭 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057252

16
光触媒とはなにか ―21世紀のキーテクノロジーを基本から理解する―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-
1456）

2004 佐藤, しんり https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057253

17 Q&Aご飯とお米の全疑問 ―お米屋さんも知りたかったその正体―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-1457） 2004 高橋, 素子 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057254

18 クェーサーの謎 ―宇宙でもっともミステリアスな天体―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-1458） 2004 谷口, 義明 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057255

19 脳死とは何か ―基本的な理解を深めるために―改訂新版 【スマホ・読上】（ブルーバックス B-1463） 2004 竹内, 一夫 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057256

20
偉人と語るふしぎの化学史 ―化学法則が生み出されるプロセスを追体験する―【スマホ・読上】（ブルーバック
ス B-1464）

2005 松本, 泉 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057257

21
「コレステロール常識」ウソ・ホント ―知ってビックリ!正しい知識と診断基準―【スマホ・読上】（ブルーバックス
B-1465）

2005 田中, 秀一 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057258

22
「日本語から考える英語表現」の技術 ―「言いたいこと」を明確に伝えるための5つの処方箋―【スマホ・読上】
（ブルーバックス B-1471）

2005 柳瀬, 和明 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057259

23
DNA複製の謎に迫る ―正確さといい加減さが共存する不思議ワールド―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-
1477）

2005 武村, 政春 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057260

24 宇宙物理学入門 ―宇宙の誕生と進化の謎を解き明かす―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-1480） 2007 桜井, 邦朋 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057261

25 銀河物理学入門 ―銀河の形成と宇宙進化の謎を解く―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-1481） 2008 祖父江, 義明 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057262

26 暗号の数理 ―作り方と解読の原理―改訂新版 【スマホ・読上】（ブルーバックス B-1490） 2005 一松, 信 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057263

27 手術を受ける前に読む本 ―これだけは知っておきたい基礎知識―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-1495） 2005 佐久間, 哲志 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057264

28 脳の栄養失調 ―脳とダイエットの危険な関係―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-1503） 2005 高田, 明和 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057266

29 新しいアトピー治療 ―誤った治療に振り回されないために―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-1506） 2006 西岡, 清 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057267

30
「複雑ネットワーク」とは何か ―複雑な関係を読み解く新しいアプローチ―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-
1511）

2006 増田, 直紀 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057268

31 猫のなるほど不思議学 ―知られざる生態の謎に迫る―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-1513） 2006 岩崎, るりは https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057269



32 競走馬の科学 ―速い馬とはこういう馬だ―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-1516） 2006
JRA競走馬総合
研究所

https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057270

33 ダイヤモンドの科学 ―美しさと硬さの秘密―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-1517） 2006 松原, 聰 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057271

34
セキュリティはなぜ破られるのか ―10年使える「セキュリティの考え方」―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-
1524）

2006 岡嶋, 裕史 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057272

35 誰が本当の発明者か ―発明をめぐる栄光と挫折の物語―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-1525） 2006 志村, 幸雄 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057273

36 他人を許せないサル ―IT世間につながれた現代人―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-1526） 2006 正高, 信男 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057274

37 光化学の驚異 ―日本がリードする「次世代技術」の最前線―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-1527） 2006 光化学協会 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057275

38 皮膚感覚の不思議 ―「皮膚」と「心」の身体心理学―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-1531） 2006 山口, 創 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057276

39 新・ひざの痛い人が読む本 ―「変形性膝関節症」痛み解消Q&A―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-1533） 2006 井上, 和彦 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057277

40 入門たのしい植物学 ―植物たちが魅せるふしぎな世界―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-1539） 2007 田中, 修 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057278

41 なぜヒトの脳だけが大きくなったのか ―人類進化最大の謎に挑む―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-1540） 2007 浜田, 穣 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057279

42 生命のセントラルドグマ ―RNAがおりなす分子生物学の中心教義―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-1544） 2007 武村, 政春 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057280

43 前頭葉は脳の社長さん? ―意思決定とホムンクルス問題―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-1546） 2007 坂井, 克之 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057281

44 長生きする入れ歯 ―科学的根拠に基づく知識と治療法―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-1548） 2007 早川, 巖 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057282

45 ゲノムサイエンス ―ゲノム解読から生命システムの解明へ―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-1554） 2007 榊, 佳之 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057283

46 物理のABC ―光学から特殊相対論まで―新装版 【スマホ・読上】（ブルーバックス B-1555） 2007 福島, 肇 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057284

47 生物が子孫を残す技術 ―生物界の大胆な愛と性―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-1559） 2007 吉野, 孝一 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057285

48
植木屋さんも知らないたくましいその生き方 【スマホ・読上】（ブルーバックス . これでナットク!植物の謎 B-
1565）

2007
日本植物生理学
会

https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057286

49
ナノカーボンの科学 ―セレンディピティーから始まった大発見の物語―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-
1566）

2007 篠原, 久典 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057287

50 富士山噴火 ―ハザードマップで読み解く「Xデー」―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-1576） 2007 鎌田, 浩毅 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057288

51 構造化するウェブ ―ウェブの理想型を実現する技術とは―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-1577） 2007 岡嶋, 裕史 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057289

52 がんはなぜ生じるか ―原因と発生のメカニズムを探る―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-1581） 2007 永田, 親義 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057290

53
アレルギーはなぜ起こるか ―ヒトを傷つける過剰な免疫反応のしくみ―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-
1585）

2008 斎藤, 博久 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057291

54 見えないものを見る技術 ―五感を超えた診断の技術―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-1587） 2008 伊藤, 泰郎 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057292

55
デジタル時代の「よい音」の楽しみ方 【スマホ・読上】（ブルーバックス . オーディオ常識のウソ・マコト ; 続 B-
1590）

2008 千葉, 憲昭 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057293

56
新・進化論が変わる ―ゲノム時代にダーウィン進化論は生き残るか―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-
1594）

2008 中原, 英臣 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057294

57 がん治療の常識・非常識 ―患者にとっての最良の選択とは?―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-1597） 2008 田中, 秀一 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057295

58 これならわかるネットワーク ―インターネットはなぜつながるのか?―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-1599） 2008 長橋, 賢吾 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057296

59
ストレスとはなんだろう ―医学を革新した「ストレス学説」はいかにして誕生したか―【スマホ・読上】（ブルー
バックス B-1604）

2008 杉, 晴夫 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057297

60 化学トリック=だまされまいぞ! ―化学推理クイズ―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-1608） 2008 山崎, 昶 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057298

61
大人が知らない子どもの体の不思議 ―子どもは大人のミニチュアではない!―【スマホ・読上】（ブルーバックス
B-1616）

2008 榊原, 洋一 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057299

62 「流れる臓器」血液の科学 ―血球たちの姿と働き―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-1618） 2009 中竹, 俊彦 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057300

63 コンクリートなんでも小事典 ―固まるしくみから、強さの秘密まで―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-1624） 2008
土木学会関西支
部

https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057301

64 進化から見た病気 ―「ダーウィン医学」のすすめ―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-1626） 2009 栃内, 新 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057302



65 国際宇宙ステーションとはなにか ―仕組みと宇宙飛行士の仕事―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-1628） 2009 若田, 光一 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057303

66
伝承農法を活かす家庭菜園の科学 ―自然のしくみを利用した栽培術―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-
1630）

2009 木嶋, 利男 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057304

67 「人工冬眠」への挑戦 ―「命の一時停止」の医学応用―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-1634） 2009 市瀬, 史 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057305

68
見えない巨大水脈地下水の科学 ―使えばすぐには戻らない「意外な希少資源」―【スマホ・読上】（ブルーバッ
クス B-1639）

2009 日本地下水学会 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057306

69 インフルエンザパンデミック ―新型ウイルスの謎に迫る―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-1647） 2009 河岡, 義裕 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057307

70 イカはしゃべるし、空も飛ぶ ―面白いイカ学入門―新装版 【スマホ・読上】（ブルーバックス B-1650） 2009 奥谷, 喬司 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057308

71 細胞発見物語 ―その驚くべき構造の解明からiPS細胞まで―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-1655） 2009 山科, 正平 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057309

72 地球環境を映す鏡南極の科学 ―氷に覆われた大陸のすべて―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-1659） 2009 神沼, 克伊 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057311

73 森が消えれば海も死ぬ ―陸と海を結ぶ生態学―第2版 【スマホ・読上】（ブルーバックス B-1670） 2010 松永, 勝彦 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057312

74 小事典からだの手帖 ―薬よりよく効く101話―新装版 【スマホ・読上】（ブルーバックス B-1718） 2011 高橋, 長雄 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057313

75 宇宙は本当にひとつなのか ―最新宇宙論入門―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-1731） 2011 村山, 斉 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057314

76 新・材料化学の最前線 ―未来を創る「化学」の力―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-1692） 2010
首都大学東京都
市環境学部分子
応用化学研究会

https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057315

77
放射光が解き明かす驚異のナノ世界 ―魔法の光が拓く物質世界の可能性―【スマホ・読上】（ブルーバックス
B-1737）

2011 日本放射光学会 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057316

78 データで検証地球の資源 ―未来はほんとうに大丈夫なのか?―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-1749） 2011 井田, 徹治 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057317

79
東日本大震災石巻災害医療の全記録 ―「最大被災地」を医療崩壊から救った医師の7ヵ月―【スマホ・読上】
（ブルーバックス B-1758）

2012 石井, 正 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057318

80 声のなんでも小事典 ―発声のメカニズムから声の健康まで―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-1761） 2012 和田, 美代子 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057319

81
巨大津波は生態系をどう変えたか ―生きものたちの東日本大震災―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-
1767）

2012 永幡, 嘉之 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057320

82
ロボットはなぜ生き物に似てしまうのか ―工学に立ちはだかる「究極の力学構造」―【スマホ・読上】（ブルー
バックス B-1768）

2012 鈴森, 康一 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057321

83 地球外生命9の論点 ―存在可能性を最新研究から考える―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-1775） 2012 立花, 隆 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057323

84 脳からみた認知症 ―不安を取り除き、介護の負担を軽くする―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-1790） 2012 伊古田, 俊夫 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057324

85
いつか罹る病気に備える本 ―100の病気への不安が軽くなる基礎知識―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-
1794）

2012 塚﨑, 朝子 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057325

86 ヒッグス粒子の発見 ―理論的予測と探究の全記録―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-1798） 2013 イアン・サンプル https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057326

87 宇宙になぜ我々が存在するのか ―最新素粒子論入門―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-1799） 2013 村山, 斉 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057327

88 ゲノムが語る生命像 ―現代人のための最新・生命科学入門―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-1800） 2013 本庶, 佑 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057328

89 新しいウイルス入門 ―単なる病原体でなく生物進化の立役者?―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-1801） 2013 武村, 政春 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057329

90 海はどうしてできたのか ―壮大なスケールの地球進化史―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-1804） 2013 藤岡, 換太郎 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057330

91 不完全性定理とはなにか ―ゲーデルとチューリングの考えたこと―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-1810） 2013 竹内, 薫 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057331

92 栄養学を拓いた巨人たち ―「病原菌なき難病」征服のドラマ―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-1811） 2013 杉, 晴夫 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057332

93
からだの中の外界腸のふしぎ ―最大の免疫器官にして第二のゲノム格納庫―【スマホ・読上】（ブルーバック
ス B-1812）

2013 上野川, 修一 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057333

94 牛乳とタマゴの科学 ―完全栄養食品の秘密―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-1814） 2013 酒井, 仙吉 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057334

95 東京鉄道遺産 ―「鉄道技術の歴史」をめぐる―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-1817） 2013 小野田, 滋 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057335

96 リンパの科学 ―第二の体液循環系のふしぎ―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-1820） 2013 加藤, 征治 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057336

97 日本の深海 ―資源と生物のフロンティア―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-1824） 2013 瀧澤, 美奈子 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057337

98 メールはなぜ届くのか ―インターネットのしくみがよくわかる―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-1825） 2014 草野, 真一 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057338



99 海に還った哺乳類イルカのふしぎ ―イルカは地上の夢を見るか―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-1826） 2013 村山, 司 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057339

100 大栗先生の超弦理論入門 ―九次元世界にあった究極の理論―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-1827） 2013 大栗, 博司 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057340

101 エピゲノムと生命 ―DNAだけでない「遺伝」のしくみ―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-1829） 2013 太田, 邦史 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057341

102
新薬に挑んだ日本人科学者たち ―世界の患者を救った創薬の物語―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-
1831）

2013 塚﨑, 朝子 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057342

103 ネットオーディオ入門 ―オーディオ史上最高の音質を楽しむ―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-1835） 2013 山之内, 正 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057343

104 真空のからくり ―質量を生み出した空間の謎―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-1836） 2013 山田, 克哉 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057344

105 死なないやつら ―極限から考える「生命とは何か」―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-1844） 2013 長沼, 毅 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057345

106
宇宙最大の爆発天体ガンマ線バースト ―どこから来るのか、なぜ起こるのか―【スマホ・読上】（ブルーバック
ス B-1857）

2014 村上, 敏夫 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057346

107 天体衝突 ―斉一説から激変説へ地球、生命、文明史―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-1862） 2014 松井, 孝典 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057347

108 新幹線50年の技術史 ―高速鉄道の歩みと未来―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-1863） 2014 曽根, 悟 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057348

109 基準値のからくり ―安全はこうして数字になった―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-1868） 2014 村上, 道夫 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057349

110
おいしい穀物の科学 ―コメ、ムギ、トウモロコシからソバ、雑穀まで―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-
1869）

2014 井上, 直人 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057350

111
もの忘れの脳科学 ―最新の認知心理学が解き明かす記憶のふしぎ―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-
1874）

2014 苧阪, 満里子 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057351

112 山に登る前に読む本 ―運動生理学からみた科学的登山術―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-1877） 2014 能勢, 博 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057352

113 世界はなぜ月をめざすのか ―月面に立つための知識と戦略―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-1878） 2014 佐伯, 和人 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057353

114 火薬のはなし ―爆発の原理から身のまわりの火薬まで―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-1879） 2014 松永, 猛裕 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057354

115
驚異の小器官耳の科学 ―聞こえる仕組みから、めまい、耳掃除まで―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-
1884）

2014 杉浦, 彩子 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057355

116 川はどうしてできるのか ―地形のミステリーツアーへようこそ―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-1885） 2014 藤岡, 換太郎 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057356

117 関西鉄道遺産 ―私鉄と国鉄が競った技術史―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-1886） 2014 小野田, 滋 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057357

118
小惑星探査機「はやぶさ2」の大挑戦 ―太陽系と生命の起源を探る壮大なミッション―【スマホ・読上】（ブルー
バックス B-1887）

2014 山根, 一眞 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057358

119 社会脳からみた認知症 ―徴候を見抜き、重症化をくい止める―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-1889） 2014 伊古田, 俊夫 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057359

120 「進撃の巨人」と解剖学 ―その筋肉はいかに描かれたか―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-1892） 2014 布施, 英利 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057360

121 エントロピーをめぐる冒険 ―初心者のための統計熱力学―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-1894） 2014 鈴木, 炎 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057361

122 「育つ土」を作る家庭菜園の科学 ―有機物や堆肥をどう活かすか―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-1895） 2014 木嶋, 利男 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057362

123 新しい免疫入門 ―自然免疫から自然炎症まで―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-1896） 2014 審良, 静男 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057363

124 哺乳類誕生 ―乳の獲得と進化の謎 : 驚異の器官がうまれるまで―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-1898） 2015 酒井, 仙吉 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057364

125 エネルギーとはなにか ―そのエッセンスがゼロからわかる―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-1899） 2015
ロジャー・G・
ニュートン

https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057365

126 99.996%はスルー ―進化と脳の情報学―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-1901） 2015 竹内, 薫 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057366

127 巨大ウイルスと第4のドメイン ―生命進化論のパラダイムシフト―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-1902） 2015 武村, 政春 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057367

128
創薬が危ない ―早く・安く・安全な薬を届けるドラッグ・リポジショニングのすすめ―【スマホ・読上】（ブルーバッ
クス B-1903）

2015 水島, 徹 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057368

129
デジタル・アーカイブの最前線 ―知識・文化・感性を消滅させないために―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-
1904）

2015 時実, 象一 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057369

130 あっと驚く科学の数字 ―最新宇宙論から生命の不思議まで―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-1905） 2015
数から科学を読
む研究会

https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057370

131 サイエンス異人伝 ―科学が残した「夢の痕跡」―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-1908） 2015 荒俣, 宏 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057371



132
飛行機事故はなぜなくならないのか ―55の事例でわかった本当の原因―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-
1909）

2015 青木, 謙知 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057372

133 研究を深める5つの問い ―「科学」の転換期における研究者思考―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-1910） 2015 宮野, 公樹 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057373

134 新しい航空管制の科学 ―宇宙から見守る「空の交通整理」―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-1916） 2015 園山, 耕司 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057374

135 世界を動かす技術思考 ―要素からシステムへ―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-1918） 2015 木村, 英紀 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057375

136
理系のための研究ルールガイド ―上手に付き合い、戦略的に使いこなす―【スマホ・読上】（ブルーバックス
B-1920）

2015 坪田, 一男 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057376

137 分子レベルで見た触媒の働き ―反応はなぜ速く進むのか―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-1922） 2015 松本, 吉泰 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057377

138 コミュ障動物性を失った人類 ―正しく理解し能力を引き出す―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-1923） 2015 正高, 信男 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057378

139 謎解き・津波と波浪の物理 ―波長と水深のふしぎな関係―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-1924） 2015 保坂, 直紀 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057379

140 地球を突き動かす超巨大火山 ―新しい「地球学」入門―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-1925） 2015 佐野, 貴司 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057380

141 SNSって面白いの? ―何が便利で、何が怖いのか―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-1926） 2015 草野, 真一 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057381

142 心臓の力 ―休めない臓器はなぜ「それ」を宿したのか―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-1929） 2015 柿沼, 由彦 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057382

143
光と重力 ―ニュートンとアインシュタインが考えたこと : 一般相対性理論とは何か―【スマホ・読上】（ブルー
バックス B-1930）

2015 小山, 慶太 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057383

144 薬学教室へようこそ ―いのちを守るクスリを知る旅―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-1931） 2015 二井, 将光 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057384

145
天野先生の「青色LEDの世界」 ―光る原理から最先端応用技術まで―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-
1932）

2015 天野, 浩 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057385

146 日本酒の科学 ―水・米・麹の伝統の技―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-1935） 2015 和田, 美代子 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057386

147 Q&A火山噴火127の疑問 ―噴火の仕組みを理解し災害に備える―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-1936） 2015 日本火山学会 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057387

148 輪廻する宇宙 ―ダークエネルギーに満ちた宇宙の将来―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-1937） 2015 横山, 順一 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057388

149 門田先生の3Dプリンタ入門 ―何を作れるのか、どう役立つのか―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-1938） 2015 門田, 和雄 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057389

150
灯台の光はなぜ遠くまで届くのか ―時代を変えたフレネルレンズの軌跡―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-
1939）

2015 テレサ・レヴィット https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057390

151
すごいぞ!身のまわりの表面科学 ―ツルツル、ピカピカ、ザラザラの不思議―【スマホ・読上】（ブルーバックス
B-1940）

2015 日本表面科学会 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057391

152 神経とシナプスの科学 ―現代脳研究の源流―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-1943） 2015 杉, 晴夫 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057392

153 細胞の中の分子生物学 ―最新・生命科学入門―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-1944） 2016 森, 和俊 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057393

154 芸術脳の科学 ―脳の可塑性と創造性のダイナミズム―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-1945） 2015 塚田, 稔 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057394

155 50ヵ国語習得法 ―誰にでもできる、いまからでも間に合う―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-1947） 2015 新名, 美次 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057395

156
自分では気づかない、ココロの盲点 ―本当の自分を知る練習問題80―完全版 【スマホ・読上】（ブルーバック
ス B-1953）

2016 池谷, 裕二 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057396

157 発達障害の素顔 ―脳の発達と視覚形成からのアプローチ―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-1954） 2016 山口, 真美 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057397

158 コーヒーの科学 ―「おいしさ」はどこで生まれるのか―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-1956） 2016 旦部, 幸博 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057398

159
図解・燃料電池自動車のメカニズム ―水素で走るしくみから自動運転の未来まで―【スマホ・読上】（ブルー
バックス B-1959）

2016 川辺, 謙一 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057399

160 超対称性理論とは何か ―宇宙をつかさどる究極の対称性―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-1960） 2016 小林, 富雄 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057400

161 交流のしくみ ―三相交流からパワーエレクトロニクスまで―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-1963） 2016 森本, 雅之 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057401

162 脳からみた自閉症 ―「障害」と「個性」のあいだ―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-1964） 2016 大隅, 典子 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057402

163
理系のための論理が伝わる文章術 ―実例で学ぶ読解・作成の手順―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-
1965）

2016 成清, 弘和 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057403

164 サッカー上達の科学 ―いやでも巧くなるトレーニングメソッド―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-1966） 2016 村松, 尚登 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057404

165 脳・心・人工知能 ―数理で脳を解き明かす―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-1968） 2016 甘利, 俊一 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057406



166 四色問題 ―どう解かれ何をもたらしたのか―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-1969） 2016 一松, 信 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057407

167 へんな星たち ―天体物理学が挑んだ10の恒星―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-1971） 2016 鳴沢, 真也 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057408

168 「健康食品」ウソ・ホント ―「効能・効果」の科学的根拠を検証する―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-1972） 2016 高橋, 久仁子 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057409

169 海の教科書 ―波の不思議から海洋大循環まで―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-1974） 2016 柏野, 祐二 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057411

170 不妊治療を考えたら読む本 ―科学でわかる「妊娠への近道」―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-1976） 2016 浅田, 義正 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057412

171
夢の新エネルギー「人工光合成」とは何か ―世界をリードする日本の科学技術―【スマホ・読上】（ブルーバッ
クス B-1980）

2016 光化学協会 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057414

172
宇宙は「もつれ」でできている ―「量子論最大の難問」はどう解き明かされたか―【スマホ・読上】（ブルーバック
ス B-1981）

2016
ルイーザ・ギル
ダー

https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057415

173 重力波とはなにか ―「時空のさざなみ」が拓く新たな宇宙論―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-1983） 2016 安東, 正樹 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057416

174 経済数学の直観的方法 マクロ経済学編 【スマホ・読上】（ブルーバックス B-1984） 2016 長沼, 伸一郎 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057417

175 経済数学の直観的方法 確率・統計編 【スマホ・読上】（ブルーバックス B-1985） 2016 長沼, 伸一郎 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057418

176
40歳からの「認知症予防」入門 ―リスクを最小限に抑える考え方と実践法―【スマホ・読上】（ブルーバックス
B-1988）

2016 伊古田, 俊夫 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057421

177 チーズの科学 ―ミルクの力、発酵・熟成の神秘―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-1993） 2016 齋藤, 忠夫 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057423

178 つながる脳科学 ―「心のしくみ」に迫る脳研究の最前線―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-1994） 2016
理化学研究所脳
科学総合研究セ
ンター

https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057424

179
活断層地震はどこまで予測できるか ―日本列島で今起きていること―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-
1995）

2016 遠田, 晋次 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057425

180
体の中の異物「毒」の科学 ―ふつうの食べものに含まれる危ない物質―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-
1996）

2016 小城, 勝相 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057426

181
欧米人とはこんなに違った日本人の「体質」 ―科学的事実が教える正しいがん・生活習慣病予防―【スマホ・
読上】（ブルーバックス B-1997）

2016 奥田, 昌子 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057427

182 日本列島100万年史 ―大地に刻まれた壮大な物語―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-2000） 2017 山崎, 晴雄 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057430

183
人工知能はいかにして強くなるのか? ―対戦型AIで学ぶ基本のしくみ―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-
2001）

2017 小野田, 博一 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057431

184 地学ノススメ ―「日本列島のいま」を知るために―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-2002） 2017 鎌田, 浩毅 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057432

185
人類と気候の10万年史 ―過去に何が起きたのか、これから何が起こるのか―【スマホ・読上】（ブルーバック
ス B-2004）

2017 中川, 毅 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057434

186
ランニングする前に読む本 ―最短で結果を出す科学的トレーニング―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-
2005）

2017 田中, 宏暁 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057435

187
宇宙に「終わり」はあるのか ―最新宇宙論が描く、誕生から「10の100乗年」後まで―【スマホ・読上】（ブルー
バックス B-2006）

2017 吉田, 伸夫 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057436

188 痛覚のふしぎ ―脳で感知する痛みのメカニズム―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-2007） 2017 伊藤, 誠二 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057437

189
地球はなぜ「水の惑星」なのか ―水の「起源・分布・循環」から読み解く地球史―【スマホ・読上】（ブルーバック
ス B-2008）

2017 唐戸, 俊一郎 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057438

190 理化学研究所 ―100年目の巨大研究機関―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-2009） 2017 山根, 一眞 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057439

191
生物はウイルスが進化させた ―巨大ウイルスが語る新たな生命像―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-
2010）

2017 武村, 政春 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057440

192 巨大ブラックホールの謎 ―宇宙最大の「時空の穴」に迫る―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-2011） 2017 本間, 希樹 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057441

193 自閉症の世界 ―多様性に満ちた内面の真実―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-2014） 2017
スティーブ・シル
バーマン

https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057442

194 三つの石で地球がわかる ―岩石がひもとくこの星のなりたち―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-2015） 2017 藤岡, 換太郎 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057443

195 お茶の科学 ―「色・香り・味」を生み出す茶葉のひみつ―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-2016） 2017 大森, 正司 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057444



196 人はどのように鉄を作ってきたか ―4000年の歴史と製鉄の原理―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-2017） 2017 永田, 和宏 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057445

197
カラー図解古生物たちのふしぎな世界 ―繁栄と絶滅の古生代3億年史―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-
2018）

2017 土屋, 健 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057446

198 時空のからくり ―時間と空間はなぜ「一体不可分」なのか―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-2019） 2017 山田, 克哉 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057447

199 「香り」の科学 ―匂いの正体からその効能まで―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-2020） 2017 平山, 令明 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057448

200 海に沈んだ大陸の謎 ―最新科学が解き明かす激動の地球史―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-2021） 2017 佐野, 貴司 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057449

201
アルツハイマー病は「脳の糖尿病」 ―2つの「国民病」を結ぶ驚きのメカニズム―【スマホ・読上】（ブルーバック
ス B-2025）

2017 鬼頭, 昭三 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057451

202 睡眠の科学 ―なぜ眠るのかなぜ目覚めるのか―改訂新版 【スマホ・読上】（ブルーバックス B-2026） 2017 桜井, 武 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057452

203
重力波で見える宇宙のはじまり ―「時空のゆがみ」から宇宙進化を探る―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-
2027）

2017
ピエール・ビネト
リュイ

https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057453

204 生命を支えるATPエネルギー ―メカニズムから医療への応用まで―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-2029） 2017 二井, 将光 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057454

205 時間とはなんだろう ―最新物理学で探る「時」の正体―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-2031） 2017 松浦, 壮 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057455

206 DNAの98%は謎 ―生命の鍵を握る「非コードDNA」とは何か―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-2034） 2017 小林, 武彦 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057458

207
我々はなぜ我々だけなのか ―アジアから消えた多様な「人類」たち―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-
2037）

2017 川端, 裕人 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057461

208 城の科学 ―個性豊かな天守の「超」技術―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-2038） 2017 萩原, さちこ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057462

209
ペンローズのねじれた四次元 ―時空はいかにして生まれたのか―増補新版 【スマホ・読上】（ブルーバックス
B-2040）

2017 竹内, 薫 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057464

210 時計の科学 ―人と時間の5000年の歴史―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-2041） 2017 織田, 一朗 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057465

211
日本人のための声がよくなる「舌力」のつくり方 ―声のプロが教える正しい「舌の強化法」―【スマホ・読上】（ブ
ルーバックス B-2042）

2018 篠原, さなえ https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057466

212 サイバー攻撃 ―ネット世界の裏側で起きていること―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-2045） 2018 中島, 明日香 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057468

213 最新ウイスキーの科学 ―熟成の香味を生む驚きのプロセス―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-2047） 2018 古賀, 邦正 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057470

214 E=mc[2]のからくり ―エネルギーと質量はなぜ「等しい」のか―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-2048） 2018 山田, 克哉 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057471

215 世界を救った日本の薬 ―画期的新薬はいかにして生まれたのか?―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-2050） 2018 塚﨑, 朝子 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057473

216 「おいしさ」の科学 ―素材の秘密・味わいを生み出す技術―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-2051） 2018 佐藤, 成美 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057474

217 鳥!驚異の知能 ―道具をつくり、心を読み、確率を理解する―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-2053） 2018
ジェニファー・アッ
カーマン

https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057476

218 もうひとつの脳 ―ニューロンを支配する陰の主役「グリア細胞」―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-2054） 2018
R・ダグラス・
フィールズ

https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057477

219
理系のための「実戦英語力」習得法 ―最速でネイティブの感覚が身につく―【スマホ・読上】（ブルーバックス
B-2055）

2018 志村, 史夫 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057478

220 パンの科学 ―しあわせな香りと食感の秘密―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-2058） 2018 吉野, 精一 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057480

221 科学者はなぜ神を信じるのか ―コペルニクスからホーキングまで―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-2061） 2018 三田, 一郎 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057483

222 「がん」はなぜできるのか ―そのメカニズムからゲノム医療まで―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-2062） 2018
国立がん研究セ
ンター研究所

https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057484

223 カラー版ビールの科学 ―麦芽とホップが生み出す「旨さ」の秘密―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-2063） 2018 渡, 淳二 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057485

224 すごい分子 ―世界は六角形でできている―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-2080） 2019 佐藤　健太郎 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000086328

225 ブロックチェーン ―相互不信が実現する新しいセキュリティ―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-2083） 2019 岡嶋　裕史 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000086329

226 不自然な宇宙 ―宇宙はひとつだけなのか?―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-2084） 2019 須藤　靖 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000086330

227 「超」入門相対性理論 ―アインシュタインは何を考えたのか―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-2087） 2019 福江　純 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000086331

228 植物たちの戦争 ―病原体との5億年サバイバルレース―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-2088） 2019
日本植物病理学
会

https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000086332



229 世界標準のスイングが身につく科学的ゴルフ上達法 【スマホ・読上】（ブルーバックス B-2089） 2019 板橋　繁 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000086333

230
いやでも物理が面白くなる ―「止まれ」の信号はなぜ世界共通で赤なのか?―新版　【スマホ・読上】（ブルー
バックス B-2091）

2019 志村　史夫 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000086334

231 いやでも数学が面白くなる ―「勝利の方程式」は解けるのか?―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-2092） 2019 志村　史夫 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000086335

232 富士山噴火と南海トラフ ―海が揺さぶる陸のマグマ―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-2094） 2019 鎌田　浩毅 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000086336

233 深海-極限の世界 ―生命と地球の謎に迫る―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-2095） 2019 藤倉　克則 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000086337

234 2つの粒子で世界がわかる ―量子力学から見た物質と力―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-2096） 2019 森　弘之 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000086338

235 地球をめぐる不都合な物質 ―拡散する化学物質がもたらすもの―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-2097） 2019 日本環境化学会 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000086339

236 王家の遺伝子 ―DNAが解き明かした世界史の謎―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-2099） 2019 石浦　章一 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000086340

237 我々は生命を創れるのか ―合成生物学が生みだしつつあるもの―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-2103） 2019 藤崎　慎吾 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000086341

238 麵の科学 ―粉が生み出す豊かな食感・香り・うまみ―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-2105） 2019 山田　昌治 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000086342

239 DNA鑑定 ―犯罪捜査から新種発見、日本人の起源まで―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-2108） 2019 梅津　和夫 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000086343

240 作曲の科学 ―美しい音楽を生み出す「理論」と「法則」―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-2111） 2019
フランソワ・デュ
ボワ

https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000086344

241 ウォーキングの科学 ―10歳若返る、本当に効果的な歩き方―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-2113） 2019 能勢　博 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000086345

242 免疫力を強くする ―最新科学が語るワクチンと免疫のしくみ―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-2119） 2019 宮坂　昌之 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000086346


