
Maruzen ebook Libraryタイトルリスト　平凡社新書

No. タイトル 出版社

1
中高年がキレる理由 (わけ)  【スマホ・読上】 （平凡社新書 806）

平凡社

2
イスラーム化する世界 : グローバリゼーション時代の宗教 【スマホ・読上】 （平凡
社新書 682） 平凡社

3
風土記から見る日本列島の古代史  【スマホ・読上】 （平凡社新書 883）

平凡社

4
平成史  【スマホ・読上】 （平凡社新書 908）

平凡社

5
世界史のなかの文化大革命  【スマホ・読上】 （平凡社新書 891）

平凡社

6
ルネサンス再入門 : 複数形の文化 【スマホ・読上】 （平凡社新書 859）

平凡社

7
象徴天皇の旅  : 平成に築かれた国民との絆 【スマホ・読上】 （平凡社新書 889）

平凡社

8
ベトナムの微笑み : ハノイ暮らしはこんなに面白い  【スマホ・読上】  （平凡社新書
029） 平凡社

9
テレビに映らない北朝鮮  【スマホ・読上】 （平凡社新書 870）

平凡社

10
ルポ隠された中国 : 習近平「一強体制」の足元 【スマホ・読上】 （平凡社新書 855）

平凡社

11
内閣総理大臣の沖縄問題  【スマホ・読上】 （平凡社新書 898）

平凡社

12
アメリカの排外主義 : トランプ時代の源流を探る 【スマホ・読上】 （平凡社新書
902） 平凡社

13
世の中がわかる憲法ドリル  【スマホ・読上】 （平凡社新書 393）

平凡社

14
憲法九条の軍事戦略  【スマホ・読上】 （平凡社新書 679）

平凡社

15
戦争する国にしないための中立国入門  【スマホ・読上】 （平凡社新書 832）

平凡社

16
知っておきたい入管法 : 増える外国人と共生できるか 【スマホ・読上】 （平凡社新
書 906） 平凡社

17
企業家精神とは何か : シュンペーターを超えて 【スマホ・読上】 （平凡社新書 829）

平凡社

18
経済指標はこう読む : わかる・使える45項  【スマホ・読上】  （平凡社新書 339）

平凡社

19
入門資本主義経済  【スマホ・読上】 （平凡社新書 866）

平凡社

20
国家が個人資産を奪う日  【スマホ・読上】 （平凡社新書 681）

平凡社

21
EUはどうなるか : Brexit (ブレグジット) の衝撃 【スマホ・読上】 （平凡社新書 831）

平凡社

22
内部告発の時代  【スマホ・読上】 （平凡社新書 813）

平凡社

23
フィンテック革命の衝撃 : 日本の産業、金融、株式市場はどう変わるか 【スマホ・
読上】 （平凡社新書 843） 平凡社

24
日銀を知れば経済がわかる 改訂新版  【スマホ・読上】 （平凡社新書 844）

平凡社

25
日本会議の正体  【スマホ・読上】 （平凡社新書 818）

平凡社

26
遺伝か、能力か、環境か、努力か、運なのか : 人生は何で決まるのか 【スマホ・読
上】 （平凡社新書 860） 平凡社

27
超高齢社会2.0 : クラウド時代の働き方革命 【スマホ・読上】 （平凡社新書 838）

平凡社
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28
「おもてなし」という残酷社会 : 過剰・感情労働とどう向き合うか 【スマホ・読上】
（平凡社新書 839） 平凡社

29
自己実現という罠 : 悪用される「内発的動機づけ」 【スマホ・読上】 （平凡社新書
877） 平凡社

30
親を棄てる子どもたち : 新しい「姨捨山」のかたちを求めて 【スマホ・読上】 （平凡
社新書 904） 平凡社

31
目に見えない世界を歩く : 「全盲」のフィールドワーク 【スマホ・読上】 （平凡社新
書 862） 平凡社

32
暮らしのなかのニセ科学  【スマホ・読上】 （平凡社新書 847）

平凡社

33
地球はもう温暖化していない  : 科学と政治の大転換へ 【スマホ・読上】 （平凡社
新書 791） 平凡社

34
日本人はどんな大地震を経験してきたのか : 地震考古学入門 【スマホ・読上】
（平凡社新書 614） 平凡社

35
家族を看取る : 心がそばにあればいい 【スマホ・読上】 （平凡社新書 499）

平凡社

36
これからの死に方 : 葬送はどこまで自由か 【スマホ・読上】 （平凡社新書 808）

平凡社

37
ペニシリンはクシャミが生んだ大発見 : 医学おもしろ物語25話 【スマホ・読上】 （平
凡社新書 508） 平凡社

38
iPS細胞 : 世紀の発見が医療を変える 増補  【スマホ・読上】 （平凡社新書 607）

平凡社

39
「脱原発」への攻防 : 追いつめられる原子力村 【スマホ・読上】（平凡社新書 867）

平凡社

40
日本はなぜ脱原発できないのか : 「原子力村」という利権 【スマホ・読上】 （平凡社
新書 803） 平凡社

41
ニッポン鉄道の旅68選  【スマホ・読上】 （平凡社新書 817）

平凡社

42
ニッポン終着駅の旅  【スマホ・読上】 （平凡社新書 881）

平凡社

43
マンガはなぜ規制されるのか : 「有害」をめぐる半世紀の攻防 【スマホ・読上】 （平
凡社新書 556） 平凡社

44
90年代テレビドラマ講義  【スマホ・読上】 （平凡社新書 871）

平凡社

45
スポーツビジネス15兆円時代の到来  【スマホ・読上】 （平凡社新書 915）

平凡社

46
同時通訳はやめられない  【スマホ・読上】 （平凡社新書 822）

平凡社

47
声と話し方のトレーニング   【スマホ・読上】  （平凡社新書 454）

平凡社

48
ミステリーで読む戦後史  【スマホ・読上】 （平凡社新書 901）

平凡社

49
死を想う : われらも終には仏なり 新版  【スマホ・読上】 （平凡社新書 884）

平凡社

50
日記で読む日本文化史  【スマホ・読上】 （平凡社新書 825）

平凡社
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