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1
戦場放浪記 【スマホ・読上】（平凡社新書 880） 平凡社

2
新聞の嘘を見抜く : 「ポスト真実」時代のメディア・リテラシー【スマホ・読
上】（平凡社新書 852）

平凡社

3
渋沢栄一の「論語講義」 【スマホ・読上】（平凡社新書 546） 平凡社

4
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

5
平成史 【スマホ・読上】（平凡社新書 908） 平凡社

6
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

7
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

8
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

9
現代語訳渋沢栄一自伝  : 「論語と算盤」を道標として【スマホ・読上】（平
凡社新書 628）

平凡社

10
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

11
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

12
サンデルの政治哲学 : 「正義」とは何か【スマホ・読上】（平凡社新書 553） 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
子どもの連れ去り問題 : 日本の司法が親子を引き裂く【スマホ・読上】（平
凡社新書 576）

平凡社

16
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

17
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

18
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

19
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

20
バブル経済とは何か 【スマホ・読上】（平凡社新書 892） 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
人間が幸福になれない日本の会社 【スマホ・読上】（平凡社新書 809） 平凡社

23
日本の7大商社 : 世界に類をみない最強のビジネスモデル【スマホ・読上】
（平凡社新書 638）

平凡社

24
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

25
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

26
「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

27
虐待された少年はなぜ、事件を起こしたのか 【スマホ・読上】（平凡社新書
911）

平凡社
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28
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

29
集団的自衛権の深層 【スマホ・読上】（平凡社新書 696） 平凡社

30
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

31
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

32
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

33
東京凸凹 (でこぼこ) 地形散歩 : カラー版【スマホ・読上】（平凡社新書
842）

平凡社

34
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

35
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

36
「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

37
テレビは原発事故をどう伝えたのか : ドキュメント【スマホ・読上】（平凡社
新書 631）

平凡社

38
ヒットを生み出す最強チーム術 : キリンビール・マーケティング部の挑戦
【スマホ・読上】（平凡社新書 487）

平凡社

39
最新新幹線事情 : 歴史、技術、サービス、そして未来【スマホ・読上】（平
凡社新書 805）

平凡社

40
ニッポン鉄道の旅68選 【スマホ・読上】（平凡社新書 817） 平凡社

41
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

42
アニメーション学入門 新版 【スマホ・読上】（平凡社新書 836） 平凡社

43
新海誠の世界を旅する : 光と色彩の魔術【スマホ・読上】（平凡社新書
916）

平凡社

44
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

45
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

46
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

47
漢字とカタカナとひらがな : 日本語表記の歴史【スマホ・読上】（平凡社新
書 856）

平凡社

48
通じない日本語 : 世代差・地域差からみる言葉の不思議【スマホ・読上】
（平凡社新書 861）

平凡社

49
漱石と煎茶 【スマホ・読上】（平凡社新書 823） 平凡社

50
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
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