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1
論文の書き方 第94刷改版 【スマホ・読上】（岩波新書 青版

F92）
清水, 幾太郎 2015 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000072848

2 知的生産の技術 【スマホ・読上】（岩波新書 青版 F93） 梅棹, 忠夫 1969 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000072849

3 日本語練習帳 【スマホ・読上】（岩波新書 新赤版 596） 大野, 晋 1999 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000072855

4
科学の目科学のこころ 【スマホ・読上】（岩波新書 新赤版

623）
長谷川, 真理子 1999 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000072856

5 異文化理解 【スマホ・読上】（岩波新書 新赤版 740） 青木, 保 2001 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000072861

6 読書力 【スマホ・読上】（岩波新書 新赤版 801） 斉藤, 孝 2002 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000072864

7
コミュニケーション力 【スマホ・読上】（岩波新書 新赤版

915）
斉藤, 孝 2004 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000072867

8
日本の不公平を考える 【スマホ・読上】（岩波新書 . 子ども

の貧困 ; [1] 新赤版 1157）
阿部, 彩 2008 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000072879

9 大学とは何か 【スマホ・読上】（岩波新書 新赤版 1318） 吉見, 俊哉 2011 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000072885

10
就職とは何か ―「まともな働き方」の条件―【スマホ・読

上】（岩波新書 新赤版 1338）
森岡, 孝二 2011 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000072889

11
新自由主義の帰結 ―なぜ世界経済は停滞するのか―【スマ

ホ・読上】（岩波新書 新赤版 1425）
服部, 茂幸 2013 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000072909

12
新・ローマ帝国衰亡史 【スマホ・読上】（岩波新書 新赤版

1426）
南川, 高志 2013 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000072910

13
在日外国人 ―法の壁, 心の溝―第3版 【スマホ・読上】（岩波

新書 新赤版 1429）
田中, 宏 2013 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000072911

14 イギリス史10講 【スマホ・読上】（岩波新書 1464） 近藤, 和彦 2013 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000072921

15
新・世界経済入門 【スマホ・読上】（岩波新書 新赤版

1482）
西川, 潤 2014 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000072923

16
集団的自衛権と安全保障 【スマホ・読上】（岩波新書 新赤版

1491）
豊下, 楢彦 2014 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000072925

17 二〇世紀の歴史 【スマホ・読上】（岩波新書 新赤版 1499） 木畑, 洋一 2014 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000072927

18 女の一生 【スマホ・読上】（岩波新書 新赤版 1504） 伊藤, 比呂美 2014 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000072930

19
多数決を疑う ―社会的選択理論とは何か―【スマホ・読上】

（岩波新書 新赤版 1541）
坂井, 豊貴 2015 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000072940

20
生きて帰ってきた男 ―ある日本兵の戦争と戦後―【スマホ・

読上】（岩波新書 新赤版 1549）
小熊, 英二 2015 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000072942

21
ポスト資本主義 ―科学・人間・社会の未来―【スマホ・読

上】（岩波新書 新赤版 1550）
広井, 良典 2015 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000072943

22 人間・始皇帝 【スマホ・読上】（岩波新書 新赤版 1563） 鶴間, 和幸 2015 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000072947

23
「文化」を捉え直す ―カルチュラル・セキュリティの発想―

【スマホ・読上】（岩波新書 新赤版 1573）
渡辺, 靖 2015 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000072948

24 憲法の無意識 【スマホ・読上】（岩波新書 新赤版 1600） 柄谷, 行人 2016 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000072954

25 科学者と戦争 【スマホ・読上】（岩波新書 新赤版 1611） 池内, 了 2016 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000072955

26 ルポ貧困女子 【スマホ・読上】（岩波新書 新赤版 1621） 飯島, 裕子 2016 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000072957

27
吾輩は猫である 改版 【スマホ・読上】（岩波文庫 緑(31)-

010-1）
夏目, 漱石 1990 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000072967

28
坊っちゃん 改版 【スマホ・読上】（岩波文庫 緑(31)-010-

3）
夏目, 漱石 1989 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000072968

29 こころ 改版 【スマホ・読上】（岩波文庫 緑(31)-011-1） 夏目, 漱石 1989 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000072969

30
萩原朔太郎詩集 改版 【スマホ・読上】（岩波文庫 緑-62-1,

31-062-1）
萩原, 朔太郎 1981 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000072976

31
羅生門 ; 鼻 ; 芋粥 ; 偸盗 改版 【スマホ・読上】（岩波文庫 .

芥川竜之介王朝物全集 ; 1 緑(31)-070-1）
芥川, 龍之介 2002 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000072978

32
宮沢賢治詩集 第74刷改版 【スマホ・読上】（岩波文庫 緑

(31)-076-1）
宮沢, 賢治 2007 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000072979

33 川端康成随筆集 【スマホ・読上】（岩波文庫 緑(31)-081-5） 川端, 康成 2013 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000072981
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34
蟹工船 ; 一九二八・三・一五 改版 【スマホ・読上】（岩波文

庫 緑(31)-088-1）
小林, 多喜二 2003 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000072982

35
人間失格 ; グッド・バイ ―他一篇―【スマホ・読上】（岩波

文庫 緑-90-4, 緑(31)-090-4）
太宰, 治 1988 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000072983

36
山月記 ; 李陵 ―他九篇―【スマホ・読上】（岩波文庫 緑-

145-1, 31-145-1）
中島, 敦 1994 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000072987

37
堕落論 ; 日本文化私観 ―他二十二篇―【スマホ・読上】（岩

波文庫 緑(31)-182-1）
坂口, 安吾 2008 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000072989

38
オデュッセイア 上 【スマホ・読上】（岩波文庫 赤(32)-102-

4）
ホメロス 1994 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000072997

39
オデュッセイア 下 【スマホ・読上】（岩波文庫 赤(32)-102-

5）
ホメロス 1994 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000072998

40 イソップ寓話集 【スマホ・読上】（岩波文庫 赤(32)-103-1） イソップ 1999 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000072999

41
ギリシア・ローマ名言集 【スマホ・読上】（岩波文庫 赤123-

1, 32-123-1）
柳沼, 重剛 2003 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000073000

42
ユートピア 改版 【スマホ・読上】（岩波文庫 赤(32)-202-

1）
トマス・モア 2011 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000073001

43 ハムレット 【スマホ・読上】（岩波文庫 赤(32)-204-9） シェイクスピア 2002 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000073002

44
ロビンソン・クルーソー 上 改版 【スマホ・読上】（岩波文

庫 赤(32)-208-1）
デフォー 2012 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000073003

45
ロビンソン・クルーソー 下 改版 【スマホ・読上】（岩波文

庫 赤(32)-208-2）
デフォー 2012 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000073004

46 嵐が丘 上 【スマホ・読上】（岩波文庫 赤233-1）
エミリー・ブロン

テ
2004 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000073005

47 嵐が丘 下 【スマホ・読上】（岩波文庫 赤233-2, 32-233-2）
エミリー・ブロン

テ
2004 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000073006

48
動物農場 ―おとぎばなし―【スマホ・読上】（岩波文庫 赤

(32)-262-4）

ジョージ・オー

ウェル
2009 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000073008

49
黒猫 ; モルグ街の殺人事件 ―他五篇―第39刷改版 【スマホ・

読上】（岩波文庫 赤(32)-306-1）
ポオ 2009 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000073009

50
若きウェルテルの悩み 第85刷改版 【スマホ・読上】（岩波文

庫 32-405-1, 赤405-1）
ゲーテ 2010 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000073012

51
変身 ; 断食芸人 改版 【スマホ・読上】（岩波文庫 赤(32)-

438-1）
カフカ 2004 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000073013

52 罪と罰 上 【スマホ・読上】（岩波文庫 赤(32)-613-5） ドストエフスキー 1999 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000073015

53 罪と罰 中 【スマホ・読上】（岩波文庫 赤(32)-613-6） ドストエフスキー 1999 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000073016

54 罪と罰 下 【スマホ・読上】（岩波文庫 赤(32)-613-7） ドストエフスキー 2000 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000073017

55
文学とは何か 上 ―現代批評理論への招待―【スマホ・読上】

（岩波文庫 赤N(37)-204-1）

テリー・イーグル

トン
2014 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000073023

56
文学とは何か 下 ―現代批評理論への招待―【スマホ・読上】

（岩波文庫 赤N(37)-204-2）

テリー・イーグル

トン
2014 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000073024

57
茶の本 第105刷改版 【スマホ・読上】（岩波文庫 33-115-1,

青115-1）
岡倉, 覚三 2007 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000073029

58 善の研究 改版 【スマホ・読上】（岩波文庫 青(33)-124-1） 西田, 幾多郎 2012 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000073032

59
遠野物語 ; 山の人生 第47刷改版 【スマホ・読上】（岩波文庫

青(33)-138-1）
柳田, 国男 2007 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000073034

60
ガリア戦記 改版 【スマホ・読上】（岩波文庫 青(33)-407-

1）
カエサル 2010 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000073048

61
古代への情熱 ―シュリーマン自伝―第81刷改版 【スマホ・読

上】（岩波文庫 青(33)-420-1）
シュリーマン 2007 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000073049

62
ソクラテスの弁明 ; クリトン 第92刷改版 【スマホ・読上】

（岩波文庫 33-601-1, 青601-1）
プラトン 2007 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000073050

63 方法序説 【スマホ・読上】（岩波文庫 青(33)-613-1） デカルト 1997 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000073053

64
エチカ 上 ―倫理学―第56刷改版 【スマホ・読上】（岩波文

庫 青(33)-615-4）
スピノザ 2011 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000073054

65
エチカ 下 ―倫理学―第51刷改版 【スマホ・読上】（岩波文

庫 青(33)-615-5）
スピノザ 2011 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000073055

66
死に至る病 第98刷改版 【スマホ・読上】（岩波文庫 33-635-

3,青635-3）
キェルケゴール 2010 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000073058

67
善悪の彼岸 第50刷改版 【スマホ・読上】（岩波文庫 青(33)-

639-5）
ニーチェ 2010 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000073059
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68
超国家主義の論理と心理 ―他八篇―【スマホ・読上】（岩波

文庫 青N(38)-104-3）
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