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1 鏡花随筆集 【スマホ・読上】（岩波文庫 緑27-17） 泉　鏡花 岩波書店 9784003127179 2013 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000085538

2 万葉秀歌 上巻 第44刷改版 【スマホ・読上】（岩波新書 赤版 2, R2） 斎藤, 茂吉 岩波書店 9784004000020 1968 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000072841

3 万葉秀歌 下巻 第41刷改版 【スマホ・読上】（岩波新書 赤版 3, R3） 斎藤, 茂吉 岩波書店 9784004000037 1968 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000072842

4 日本人の英語 [正] 【スマホ・読上】（岩波新書 新赤版 18） マーク・ピーターセン 岩波書店 9784004300182 1988 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000072852

5 日本人の英語 続 【スマホ・読上】（岩波新書 新赤版 139） マーク・ピーターセン 岩波書店 9784004301394 1990 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000072853

6 日本語練習帳 【スマホ・読上】（岩波新書 新赤版 596） 大野, 晋 岩波書店 9784004305965 1999 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000072855

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 岩波書店 9784004309154 2004 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000072867

8 山椒大夫・高瀬舟 ―他四篇―改版 【スマホ・読上】（岩波文庫 緑(31)-005-7） 森, 鴎外 岩波書店 9784003100578 2002 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000072965

9 鷗外随筆集 【スマホ・読上】（岩波文庫 緑(31)-006-8） 森, 鴎外 岩波書店 9784003100684 2000 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000072966

10 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 岩波書店 9784003101018 1990 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000072967

11 坊っちゃん 改版 【スマホ・読上】（岩波文庫 緑(31)-010-3） 夏目, 漱石 岩波書店 9784003101032 1989 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000072968

12 こころ 改版 【スマホ・読上】（岩波文庫 緑(31)-011-1） 夏目, 漱石 岩波書店 9784003101117 1989 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000072969

13 五重塔 改版(第88刷) 【スマホ・読上】（岩波文庫 緑(31)-12-1） 幸田, 露伴 岩波書店 9784003101216 1994 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000072970

14 破戒 改版 【スマホ・読上】（岩波文庫 緑(31)-023-2） 島崎, 藤村 岩波書店 9784003102329 2002 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000072971

15 にごりえ ; たけくらべ 改版 【スマホ・読上】（岩波文庫 緑(31)-025-1） 樋口, 一葉 岩波書店 9784003102510 1999 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000072972

16 濹東綺譚 改版 【スマホ・読上】（岩波文庫 緑(31)-41-5） 永井, 荷風 岩波書店 9784003104156 1991 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000072973

17 小僧の神様 ―他十篇―改版 【スマホ・読上】（岩波文庫 緑(31)-046-2） 志賀, 直哉 岩波書店 9784003104620 2002 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000072974

18 銀の匙 改版 【スマホ・読上】（岩波文庫 緑(31)-051-1） 中, 勘助 岩波書店 9784003105115 1999 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000072975

19 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 岩波書店 9784003106211 1981 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000072976

20 出家とその弟子 【スマホ・読上】（岩波文庫 緑(31)-067-1） 倉田, 百三 岩波書店 9784003106716 2003 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000072977

21 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 岩波書店 9784003107010 2002 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000072978

22 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 岩波書店 9784003107614 2007 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000072979

23 伊豆の踊り子 ; 温泉宿 ―他四篇―改版 【スマホ・読上】（岩波文庫 緑(31)-081-1） 川端, 康成 岩波書店 9784003108116 2003 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000072980

24 川端康成随筆集 【スマホ・読上】（岩波文庫 緑(31)-081-5） 川端, 康成 岩波書店 9784003108154 2013 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000072981

25 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 岩波書店 9784003108819 2003 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000072982

26 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 岩波書店 9784003109045 1988 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000072983

27 中原中也詩集 【スマホ・読上】（岩波文庫 緑(31)-097-1） 中原, 中也 岩波書店 9784003109717 1981 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000072984

28 ランボオ詩集 【スマホ・読上】（岩波文庫 緑(31)-097-2） ランボオ 岩波書店 9784003109724 2013 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000072985

29 原民喜全詩集 【スマホ・読上】（岩波文庫 緑(31)-108-2） 原, 民喜 岩波書店 9784003110829 2015 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000072986

30 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 岩波書店 9784003114513 1994 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000072987

31 江戸川乱歩短篇集 【スマホ・読上】（岩波文庫 緑(31)-181-1） 江戸川, 乱歩 岩波書店 9784003118115 2008 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000072988

32 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 岩波書店 9784003118214 2008 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000072989

33 久生十蘭短篇選 【スマホ・読上】（岩波文庫 緑(31)-184-1） 久生, 十蘭 岩波書店 9784003118412 2009 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000072990

34 夫婦善哉 ―正続 : 他十二篇―【スマホ・読上】（岩波文庫 緑(31)-185-2） 織田, 作之助 岩波書店 9784003118528 2013 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000072991

35 死者の書 ; 口ぶえ 【スマホ・読上】（岩波文庫 緑(31)-186-2） 折口, 信夫 岩波書店 9784003118627 2010 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000072992

36 自選谷川俊太郎詩集 【スマホ・読上】（岩波文庫 緑(31)-192-1） 谷川, 俊太郎 岩波書店 9784003119211 2013 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000072993

37 茨木のり子詩集 【スマホ・読上】（岩波文庫 緑(31)-195-1） 茨木, のり子 岩波書店 9784003119518 2014 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000072994

38 化鳥 ; 三尺角 ―他六篇―【スマホ・読上】（岩波文庫 緑(31)-027-18） 泉, 鏡花 岩波書店 9784003127186 2013 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000072995

39 阿Q正伝 ; 狂人日記 ―他十二篇(吶喊)―第77刷改版 【スマホ・読上】（岩波文庫 赤(32)-025-2） 魯迅 岩波書店 9784003202524 2006 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000072996

40 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 岩波書店 9784003210246 1994 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000072997

41 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 岩波書店 9784003210253 1994 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000072998

42 イソップ寓話集 【スマホ・読上】（岩波文庫 赤(32)-103-1） イソップ 岩波書店 9784003210314 1999 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000072999

43 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 岩波書店 9784003212318 2003 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000073000

44 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 岩波書店 9784003220214 2011 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000073001

45 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 岩波書店 9784003220498 2002 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000073002

https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000085538
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000072841
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000072842
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000072852
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000072853
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000072855
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000072867
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000072965
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000072966
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000072967
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000072968
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000072969
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000072970
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000072971
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000072972
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000072973
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000072974
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000072975
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000072976
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000072977
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000072978
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000072979
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000072980
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000072981
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000072982
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000072983
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000072984
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000072985
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000072986
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000072987
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000072988
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000072989
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000072990
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000072991
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000072992
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000072993
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000072994
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000072995
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000072996
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000072997
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000072998
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000072999
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000073000
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000073001
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000073002


書名 著編者名 出版社名 冊子版ISBN 出版年 URL

46 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 岩波書店 9784003220818 2012 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000073003

47 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 岩波書店 9784003220825 2012 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000073004

48 嵐が丘 上 【スマホ・読上】（岩波文庫 赤233-1） エミリー・ブロンテ 岩波書店 9784003223314 2004 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000073005

49 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 岩波書店 9784003223321 2004 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000073006

50 闇の奥 第56刷改版 【スマホ・読上】（岩波文庫 赤248-1, 32-248-1） コンラッド 岩波書店 9784003224816 2010 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000073007

51 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 岩波書店 9784003226247 2009 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000073008

52 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 岩波書店 9784003230619 2009 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000073009

53 森の生活 上 ―ウォールデン―【スマホ・読上】（岩波文庫 赤(32)-307-1） H.D.ソロー 岩波書店 9784003230718 1995 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000073010

54 森の生活 下 ―ウォールデン―【スマホ・読上】（岩波文庫 赤(32)-307-2） H.D.ソロー 岩波書店 9784003230725 1995 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000073011

55 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 岩波書店 9784003240519 2010 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000073012

56 変身 ; 断食芸人 改版 【スマホ・読上】（岩波文庫 赤(32)-438-1） カフカ 岩波書店 9784003243817 2004 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000073013

57 八十日間世界一周 【スマホ・読上】（岩波文庫 赤32-569-3） ジュール・ヴェルヌ 岩波書店 9784003256930 2001 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000073014

58 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 岩波書店 9784003261354 1999 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000073015

59 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 岩波書店 9784003261361 1999 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000073016

60 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 岩波書店 9784003261378 2000 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000073017

61 人生論 25刷改版 【スマホ・読上】（岩波文庫 赤(32)-619-9） トルストイ 岩波書店 9784003261996 2009 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000073018

62 かもめ 【スマホ・読上】（岩波文庫 赤(32)-622-1） チェーホフ 岩波書店 9784003262214 2010 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000073019

63 新編中国名詩選 上 【スマホ・読上】（岩波文庫 赤(32)-033-1） 川合, 康三 岩波書店 9784003700013 2015 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000073020

64 新編中国名詩選 中 【スマホ・読上】（岩波文庫 赤(32)-033-2） 川合, 康三 岩波書店 9784003700020 2015 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000073021

65 新編中国名詩選 下 【スマホ・読上】（岩波文庫 赤(32)-033-3） 川合, 康三 岩波書店 9784003700037 2015 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000073022

66 五輪書 【スマホ・読上】（岩波文庫 青(33)-002-1） 宮本, 武蔵 岩波書店 9784003300213 1985 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000073026

67 学問のすゝめ 改版90刷 【スマホ・読上】（岩波文庫 青(33)-102-3） 福沢, 諭吉 岩波書店 9784003310236 2008 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000073028

68 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 岩波書店 9784003311516 2007 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000073029

69 武士道 第91刷改版 【スマホ・読上】（岩波文庫 青(33)-118-1） 新渡戸, 稲造 岩波書店 9784003311813 2007 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000073030

70 代表的日本人 【スマホ・読上】（岩波文庫 青(33)-119-3） 内村, 鑑三 岩波書店 9784003311936 1995 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000073031

71 善の研究 改版 【スマホ・読上】（岩波文庫 青(33)-124-1） 西田, 幾多郎 岩波書店 9784003312414 2012 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000073032

72 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 岩波書店 9784003313817 2007 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000073034

73 詩のこころを読む 第68刷改版 【スマホ・読上】（岩波ジュニア新書 9） 茨木, のり子 岩波書店 9784005000098 2009 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000073073

74 漢字のはなし 【スマホ・読上】（岩波ジュニア新書 421） 阿辻, 哲次 岩波書店 9784005004218 2003 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000073076

75 古典和歌入門 【スマホ・読上】（岩波ジュニア新書 775） 渡部, 泰明 岩波書店 9784005007752 2014 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000073106

76 西遊記(1) 【スマホ・読上】（岩波文庫 赤20-1） 呉　承恩 岩波書店 9784003202012 2005 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000085043

77 西遊記(2) 【スマホ・読上】（岩波文庫 赤20-2） 呉　承恩 岩波書店 9784003202029 2005 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000085044

78 西遊記(3) 【スマホ・読上】（岩波文庫 赤20-3） 呉　承恩 岩波書店 9784003202036 2005 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000085045

79 西遊記(4) 【スマホ・読上】（岩波文庫 赤20-4） 呉　承恩 岩波書店 9784003202043 2005 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000085046

80 西遊記(5) 【スマホ・読上】（岩波文庫 赤20-5） 呉　承恩 岩波書店 9784003202050 2005 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000085047

81 西遊記(6) 【スマホ・読上】（岩波文庫 赤20-6） 呉　承恩 岩波書店 9784003202067 2005 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000085048

82 西遊記(7) 【スマホ・読上】（岩波文庫 赤20-7） 呉　承恩 岩波書店 9784003202074 2005 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000085049

83 西遊記(8) 【スマホ・読上】（岩波文庫 赤20-8） 呉　承恩 岩波書店 9784003202081 2005 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000085050

84 西遊記(9) 【スマホ・読上】（岩波文庫 赤20-9） 呉　承恩 岩波書店 9784003202098 2005 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000085051

85 西遊記(10) 【スマホ・読上】（岩波文庫 赤20-10） 呉　承恩 岩波書店 9784003202104 2005 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000085052

86 オイディプス王 【スマホ・読上】（岩波文庫 赤105-2） ソポクレス 岩波書店 9784003210529 1967 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000085053

87 アラビアのロレンス　改訂版 【スマホ・読上】（岩波新書 赤版R-19） 中野好夫 岩波書店 9784004000198 1986 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000085057

88 経済を見る眼 【スマホ・読上】（岩波新書 青版B-0） 岩波書店 9784007701641 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000085065

89 コンプレックス 【スマホ・読上】（岩波新書 青版C-73） 河合隼雄 岩波書店 9784004120735 1984 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000085082
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90 ことばと文化 【スマホ・読上】（岩波新書 青版C-98） 鈴木　孝夫 岩波書店 9784004120988 2006 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000085084

91 文学入門 【スマホ・読上】（岩波新書 青版E-1） 桑原武夫 岩波書店 9784004140016 1993 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000085102

92 古事記の世界 【スマホ・読上】（岩波新書 青版E-23） 西郷信綱 岩波書店 9784004140238 1967 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000085105

93 平家物語 【スマホ・読上】（岩波新書 青版E-28） 石母田　正 岩波書店 9784004140283 1957 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000085107

94 読書論 【スマホ・読上】（岩波新書 青版F-87） 小泉信三 岩波書店 9784004150879 1950 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000085113

95 日本語 新版　上 【スマホ・読上】（岩波新書 新赤版2） 金田一春彦 岩波書店 9784004300021 1988 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000085139

96 日本語 新版　下 【スマホ・読上】（岩波新書 新赤版3） 金田一春彦 岩波書店 9784004300038 1988 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000085140

97 フランス現代史 【スマホ・読上】（岩波新書 新赤版1751） 小田中　直樹 岩波書店 9784004317517 2018 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000085174

98 平成の終焉　退位と天皇・皇后 【スマホ・読上】（岩波新書 新赤版1763） 原　武史 岩波書店 9784004317630 2019 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000085182

99 イタリア史10講 【スマホ・読上】（岩波新書 新赤版1766） 北村　暁夫 岩波書店 9784004317661 2019 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000085184

100 平成時代 【スマホ・読上】（岩波新書 新赤版1777） 吉見　俊哉 岩波書店 9784004317777 2019 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000085189
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