
岩波書店「現代人の教養」サブスクリプションパッケージ　タイトルリスト
NO. 種類 番号 タイトル 著者
1 岩波新書 赤版R-13 零の発見数学の生い立ち 吉田　洋一

2 岩波新書 赤版R-14
物理学はいかに創られたか
上

アインシュタイン／インフェルト／石原　純
訳

3 岩波新書 赤版R-15
物理学はいかに創られたか
下

アインシュタイン／インフェルト／石原　純
訳

4 岩波新書 青版C-39 日本の思想 丸山　真男
5 岩波新書 青版F-92 論文の書き方 清水　幾太郎
6 岩波新書 青版F-93 知的生産の技術 梅棹　忠夫
7 岩波新書 新赤版18 日本人の英語 マーク・ピーターセン
8 岩波新書 新赤版139 続日本人の英語 マーク・ピーターセン

9 岩波新書 新赤版350
大地動乱の時代　地震学者
は警告する

石橋　克彦

10 岩波新書 新赤版596 日本語練習帳 大野　晋
11 岩波新書 新赤版623 科学の目　科学のこころ 長谷川　眞理子
12 岩波新書 新赤版631 市民科学者として生きる 高木　仁三郎
13 岩波新書 新赤版696 社会的共通資本 宇沢　弘文

14 岩波新書 新赤版703
原発事故はなぜくりかえす
のか

高木　仁三郎

15 岩波新書 新赤版739 宇宙からの贈りもの 毛利　衛
16 岩波新書 新赤版740 異文化理解 青木　保
17 岩波新書 新赤版782 人間回復の経済学 神野　直彦
18 岩波新書 新赤版801 読書力 齋藤　孝
19 岩波新書 新赤版836 豊かさの条件 暉峻　淑子
20 岩波新書 新赤版915 コミュニケーション力 齋藤　孝
21 岩波新書 新赤版986 沖縄現代史　新版 新崎　盛暉
22 岩波新書 新赤版987 歴史のなかの天皇 吉田　孝

23 岩波新書 新赤版1009
社会学入門　人間と社会の
未来

見田　宗介

24 岩波新書 新赤版1073
沖縄密約　「情報犯罪」と日
米同盟

西山　太吉

25 岩波新書 新赤版1139
タンパク質の一生　生命活
動の舞台裏

永田　和宏

26 岩波新書 新赤版1157
子どもの貧困　日本の不公
平を考える

阿部　彩

27 岩波新書 新赤版1161
宇宙論入門　誕生から未来
へ

佐藤　勝彦

28 岩波新書 新赤版1266 知的財産法入門 小泉　直樹
29 岩波新書 新赤版1286 津波災　害減災社会を築く 河田　惠昭
30 岩波新書 新赤版1318 大学とは何か 吉見　俊哉
31 岩波新書 新赤版1329 労働法入門 水町　勇一郎
32 岩波新書 新赤版1331 心と脳　認知科学入門 安西　祐一郎

33 岩波新書 新赤版1333
日本のデザイン　美意識が
つくる未来

原　研哉

34 岩波新書 新赤版1338
就職とは何か〈まともな働き
方〉の条件

森岡　孝二

35 岩波新書 新赤版1342
原発のコスト　エネルギー転
換への視点

大島　堅一

36 岩波新書 新赤版1350
英語で話すヒント　通訳者が
教える上達法

小松　達也

37 岩波新書 新赤版1355 3.11　複合被災 外岡　秀俊
38 岩波新書 新赤版1359 日本の税金　新版 三木　義一
39 岩波新書 新赤版1366 論語入門 井波　律子

40 岩波新書 新赤版1386
構造災　科学技術社会に潜
む危機

松本　三和夫

41 岩波新書 新赤版1388 社会人の生き方 暉峻　淑子
42 岩波新書 新赤版1393 サイバー時代の戦争 谷口　長世

43 岩波新書 新赤版1398
現代日本の政党デモクラ
シー

中北　浩爾

44 岩波新書 新赤版1402 政治的思考 杉田　敦
45 岩波新書 新赤版1403 日本財政　転換の指針 井手　英策

46 岩波新書 新赤版1405
出雲と大和　古代国家の原
像をたずねて

村井　康彦

47 岩波新書 新赤版1413 哲学のヒント 藤田　正勝

48 岩波新書 新赤版1425
新自由主義の帰結　なぜ世
界経済は停滞するのか

服部　茂幸
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49 岩波新書 新赤版1429
在日外国人　第三版　法の
壁，心の溝

田中　宏

50 岩波新書 新赤版1434 先生！ 池上　彰　編
51 岩波新書 新赤版1447 日本経済図説　第四版 宮崎　勇／本庄　真／田谷　禎三
52 岩波新書 新赤版1448 金融政策入門 湯本　雅士
53 岩波新書 新赤版1452 辞書の仕事 増井　元
54 岩波新書 新赤版1460 ヘイト・スピーチとは何か 師岡　康子
55 岩波新書 新赤版1470 憲法への招待　新版 渋谷　秀樹
56 岩波新書 新赤版1482 新・世界経済入門 西川　潤

57 岩波新書 新赤版1486
仕事道楽　新版　スタジオジ
ブリの現場

鈴木　敏夫

58 岩波新書 新赤版1491 集団的自衛権と安全保障 豊下　楢彦／古関　彰一
59 岩波新書 新赤版1496 ものの言いかた西東 小林　隆／澤村　美幸
60 岩波新書 新赤版1499 二〇世紀の歴史 木畑　洋一
61 岩波新書 新赤版1500 哲学の使い方 鷲田　清一
62 岩波新書 新赤版1501 日本の年金 駒村　康平
63 岩波新書 新赤版1504 女の一生 伊藤　比呂美
64 岩波新書 新赤版1509 保育とは何か 近藤　幹生
65 岩波新書 新赤版1512 グローバル経済史入門 杉山　伸也
66 岩波新書 新赤版1513 コーポレート・ガバナンス 花崎　正晴
67 岩波新書 新赤版1520 学校で教えてくれない音楽 大友　良英
68 岩波新書 新赤版1527 外交ドキュメント　歴史認識 服部　龍二
69 岩波新書 新赤版1528 在日朝鮮人　歴史と現在 水野　直樹／文京洙
70 岩波新書 新赤版1536 学校の戦後史 木村　元

71 岩波新書 新赤版1541
多数決を疑う　社会的選択
理論とは何か

坂井　豊貴

72 岩波新書 新赤版1550
ポスト資本主義　科学・人
間・社会の未来

広井　良典

73 岩波新書 新赤版1551
鈴木さんにも分かるネットの
未来

川上　量生

74 岩波新書 新赤版1553 右傾化する日本政治 中野　晃一
75 岩波新書 新赤版1554 会社法入門　新版 神田　秀樹

76 岩波新書 新赤版1573
〈文化〉を捉え直す　カル
チュラル・セキュリティの発
想

渡辺　靖

77 岩波新書 新赤版1575 村上春樹は，むずかしい 加藤　典洋

78 岩波新書 新赤版1583
日本病　長期衰退のダイナ
ミクス

金子　勝／児玉　龍彦

79 岩波新書 新赤版1587 南海トラフ地震 山岡　耕春
80 岩波新書 新赤版1592 首都直下地震 平田　直
81 岩波新書 新赤版1600 憲法の無意識 柄谷　行人
82 岩波新書 新赤版1611 科学者と戦争 池内　了
83 岩波新書 新赤版1621 ルポ　貧困女子 飯島　裕子

84 岩波新書 新赤版1622
経済学のすすめ　人文知と
批判精神の復権

佐和　隆光

85 岩波新書 新赤版1623
魚と日本人　食と職の経済
学

濱田　武士

86 岩波新書 新赤版1636 キャスターという仕事 国谷　裕子

87 岩波新書 新赤版1650
日本の近代とは何であった
か　問題史的考察

三谷　太一郎

88 岩波新書 新赤版1657 ミクロ経済学入門の入門 坂井　豊貴
89 岩波新書 新赤版1713 データサイエンス入門 竹村彰通
90 岩波新書 新赤版1725 賢い患者 山口育子

91 岩波新書 新赤版1717
EVと自動運転　クルマをどう
変えるか

鶴原吉郎

92 岩波新書 新赤版1035
新型インフルエンザ　世界
がふるえる日

山本　太郎

93 岩波新書 新赤版102
原発はなぜ危険か　元設計
技師の証言

田中　三彦

94 岩波新書 新赤版745 放射線と健康 舘野　之男
95 岩波新書 新赤版805 旬の魚はなぜうまい 岩井　保
96 岩波新書 新赤版977 日本の地震災害 伊藤　和明

97 岩波新書 新赤版1328
脱原子力社会へ　電力をグ
リーン化する

長谷川　公一

98 岩波新書 新赤版1387
川と国土の危機　水害と社
会

高橋　裕
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99 岩波新書 新赤版1401
自閉症スペクトラム障害　療
育と対応を考える

平岩　幹男

100 岩波新書 新赤版1458 医学的根拠とは何か 津田　敏秀
101 岩波新書 新赤版1478 算数的思考法 坪田　耕三
102 岩波新書 新赤版1492 医療の選択 桐野　高明

103 岩波新書 新赤版1529
医学探偵の歴史事件簿
ファイル2

小長谷　正明

104 岩波新書 新赤版1538
異常気象と地球温暖化　未
来に何が待っているか

鬼頭　昭雄

105 岩波新書 青版D-44 孔子 貝塚　茂樹
106 岩波新書 黄版329 外国語上達法 千野　栄一
107 岩波新書 青版C-95 漢字　生い立ちとその背景 白川　静
108 岩波新書 青版E-28 平家物語 石母田　正
109 岩波新書 黄版386 子どもの宇宙 河合　隼雄
110 岩波新書 青版F-87 読書論 小泉　信三
111 岩波新書 青版G-4 数学入門　上 遠山　啓
112 岩波新書 青版G-5 数学入門　下 遠山　啓

113 岩波新書 青版C-41
現代日本の思想　その五つ
の渦

久野　収／鶴見　俊輔

114 岩波新書 黄版199
バナナと日本人　フィリピン
農園と食卓のあいだ

鶴見　良行

115 岩波新書 新赤版203 臨床の知とは何か 中村　雄二郎
116 岩波新書 青版C-11 現象学 木田　元
117 岩波新書 青版D-1 歴史とは何か E．H．カー／清水　幾太郎　訳
118 岩波新書 青版E-33 日本の近代小説 中村　光夫

119 岩波新書 黄版29
イギリスと日本　その教育と
経済

森嶋　通夫

120 岩波新書 黄版175 ことばと国家 田中　克彦
121 岩波新書 黄版276 術語集　―気になることば 中村　雄二郎
122 岩波新書 新赤版2 日本語　上　新版 金田一　春彦
123 岩波新書 新赤版3 日本語　下　新版 金田一　春彦
124 岩波新書 青版C-73 コンプレックス 河合　隼雄
125 岩波新書 赤版R-60 日本文化の問題 西田　幾多郎
126 岩波新書 新赤版20 エビと日本人 村井　吉敬
127 岩波新書 青版F-28 沖縄ノート 大江　健三郎
128 岩波新書 黄版53 日本語の文法を考える 大野　晋
129 岩波新書 黄版119 イスラーム哲学の原像 井筒　俊彦
130 岩波新書 新赤版101 日本語と外国語 鈴木　孝夫
131 岩波新書 赤版R-20 禅と日本文化 鈴木　大拙/北川　桃雄　訳
132 岩波新書 青版E-86 二十世紀の音楽 吉田　秀和
133 岩波新書 黄版187 日本文化史　第2版 家永　三郎
134 岩波新書 青版C-98 ことばと文化 鈴木　孝夫
135 岩波新書 青版F-27 ヒロシマ・ノート 大江　健三郎
136 岩波新書 青版G-7 数学の学び方・教え方 遠山　啓
137 岩波新書 黄版204 文化人類学への招待 山口　昌男
138 岩波新書 青版C-150 仏教　第2版 渡辺照宏
139 岩波新書 青版E-22 日本文学の古典　第2版 西郷信綱／永積安明／広末保
140 岩波新書 青版C-28 朱子学と陽明学 島田　虔次
141 岩波新書 青版D-88 日本神話 上田　正昭
142 岩波新書 青版E-26 源氏物語 秋山　虔
143 岩波新書 青版D-95 京都 林屋　辰三郎

144 岩波新書 青版A-2
近代の政治思想　その現実
的・理論的諸前提

福田　歓一

145 岩波新書 青版A-34 憲法講話 宮沢　俊義
146 岩波新書 黄版179 子どもとことば 岡本　夏木
147 岩波新書 青版B-68 資本論入門 向坂　逸郎
148 岩波新書 黄版63 相対性理論入門 内山　龍雄
149 岩波新書 青版B-47 自動車の社会的費用 宇沢　弘文
150 岩波新書 新赤版85 豊かさとは何か 暉峻　淑子
151 岩波新書 青版B-79 ユダヤ人 J‐P．サルトル／安堂信也　訳
152 岩波新書 青版C-14 現代論理学入門 沢田允茂
153 岩波新書 新赤版544 法とは何か　新版 渡辺洋三
154 岩波新書 青版B-0 経済を見る眼 都留重人
155 岩波新書 新赤版148 日本列島の誕生 平　朝彦
156 岩波新書 新赤版 1299 魯迅 東アジアを生きる文学 藤井 省三

3/4



NO. 種類 番号 タイトル 著者

157 岩波新書 新赤版1735
初期仏教 ブッダの思想をた
どる

馬場 紀寿

158 岩波新書 新赤版1617
やさしい日本語－多文化共
生社会へ

庵　功雄

159 岩波新書 新赤版1742 サイバーセキュリティ 谷脇　康彦

160 岩波新書 新赤版1747
幸福の増税論－財政はだ
れのために

井手　英策

161 岩波新書 新赤版1748 給食の歴史 藤原　辰史

162 岩波新書 新赤版1245
生き方の不平等－お互いさ
まの社会に向けて

白波瀬　佐和子

163 岩波新書 新赤版1749 認知症フレンドリー社会 徳田　雄人
164 岩波新書 新赤版1752 保育の自由 近藤　幹生

165 岩波新書 新赤版1753
物流危機は終わらない－暮
らしを支える労働のゆくえ

首藤　若菜

166 岩波新書 新赤版1064
変えてゆく勇気－「性同一性
障害」の私から

上川　あや
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