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1
日本人は本当に無宗教なのか 【スマホ・読上】（平凡社新書 924） 平凡社

2
今を生きるための仏教100話 【スマホ・読上】（平凡社新書 927） 平凡社

3
ぼくは縄文大工  : 石斧でつくる丸木舟と小屋【スマホ・読上】（平凡社新書
955）

平凡社

4
さし絵で楽しむ江戸のくらし 【スマホ・読上】（平凡社新書 919） 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
自分史のすすめ : 未来を生きるための文章術【スマホ・読上】（平凡社新
書 879）

平凡社

7
信長家臣明智光秀 【スマホ・読上】（平凡社新書 923） 平凡社

8
地図とデータでみる都道府県と市町村の成り立ち 【スマホ・読上】（平凡社
新書 940）

平凡社

9
中国人の本音 : 日本をこう見ている【スマホ・読上】（平凡社新書 845） 平凡社

10
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

11
憲法九条の軍事戦略 【スマホ・読上】（平凡社新書 679） 平凡社

12
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

13
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

14
「共に生きる」ための経済学 【スマホ・読上】（平凡社新書 820） 平凡社

15
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

16
麦酒 (ビール) とテポドン  : 経済から読み解く北朝鮮【スマホ・読上】（平凡
社新書 900）

平凡社

17
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

18
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

19
「ネコ型」人間の時代 : 直感こそAIに勝る【スマホ・読上】（平凡社新書
874）

平凡社

20
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

21
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

22
昭和なつかし食の人物誌 【スマホ・読上】（平凡社新書 824） 平凡社

23
集団的自衛権の深層 【スマホ・読上】（平凡社新書 696） 平凡社

24
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

25
コロナ禍で暴かれた日本医療の盲点 【スマホ・読上】（平凡社新書 957） 平凡社

26
コロナ不安に向き合う : 精神科医からのアドバイス【スマホ・読上】（平凡社
新書 954）

平凡社

27
京都近現代建築ものがたり 【スマホ・読上】（平凡社新書 985） 平凡社
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28
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

29
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

30
コンビニおいしい進化史  : 売れるトレンドのつくり方【スマホ・読上】（平凡
社新書 929）

平凡社

31
日航機123便墜落  : 最後の証言【スマホ・読上】（平凡社新書 885） 平凡社

32
さよならテレビ : ドキュメンタリーを撮るということ【スマホ・読上】（平凡社新
書 976）

平凡社

33
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

34
『陸軍分列行進曲』とふたつの『君が代』 : 出陣学徒は敵性音楽で戦場に
送られた【スマホ・読上】（平凡社新書 953）

平凡社

35
バッハ : 「音楽の父」の素顔と生涯【スマホ・読上】（平凡社新書 878） 平凡社

36
映画講義ロマンティック・コメディ 【スマホ・読上】（平凡社新書 938） 平凡社

37
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

38
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

39
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

40
江戸落語で知る四季のご馳走 【スマホ・読上】（平凡社新書 926） 平凡社

41
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

42
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

43
日本語の連続/不連続 : 百年前の「かきことば」を読む【スマホ・読上】（平
凡社新書 935）

平凡社

44
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

45
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

46
文学に描かれた「橋」 : 詩歌・小説・絵画を読む【スマホ・読上】（平凡社新
書 922）

平凡社

47
古典つまみ読み : 古文の中の自由人たち【スマホ・読上】（平凡社新書
920）

平凡社

48
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

49
日記で読む日本文化史 【スマホ・読上】（平凡社新書 825） 平凡社

50
「星の王子さま」物語 【スマホ・読上】（平凡社新書 584） 平凡社
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