
         

日外アソシエーツ トピックス年表事典シリーズの 

電子書籍コンテンツを精選してお届け致します 

日外アソシエーツ 

トピックス年表事典シリーズ 

スマートフォンでも 
快適に閲覧可能 

未所蔵タイトルは試し読みやリクエストが可能。 
リクエストに基づく選書で利用される電子図書館に 

KinoDenは、紀伊國屋書店がご提供する学術和書電子図書館サービスです。
読みやすいビューア、未購入タイトルも含めた全文検索、試し読み・リクエスト機
能など、長年の経験を活かし「本当に使われる電子図書館」をご提供致します。 

KinoDenのメリット 

書き込みやマークが
出来る!無料アプリ 

※実際の画面をご覧になりたい場合はお気軽に紀伊國屋書店までお問い合わせ下さい 

精選21タイトル 

同時アクセス1： 

 872,300円(本体価) 

同時アクセス3： 

 1,308,450円(本体価) 
※1点からご購入可 

No.KD0033 

2019年3月 



書名 Product　ID 出版社名
底本刊行

年月
フォーマット

同時

アクセス1

本体価

同時

アクセス2

本体価

同時

アクセス3

本体価

著者 ISBN

日本議会政治史事典

トピックス1881-2015
KP00019139

日外アソシエーツ 201601 PDF ¥47,300 - ¥70,950

日外アソシエーツ編集部【編】 9784816925825

日本安全保障史事典

トピックス1945-2017
KP00019140

日外アソシエーツ 201806 PDF ¥46,200 - ¥69,300

日外アソシエーツ【編】 9784816927232

国際紛争・内戦史事典

トピックス1901-2009
KP00019141

日外アソシエーツ 201006 PDF ¥47,300 - ¥70,950

日外アソシエーツ編集部【編】 9784816922558

日本経済史事典

トピックス1945-2008
KP00009285

日外アソシエーツ 200812 PDF ¥19,800 - ¥29,700

日外アソシエーツ【編】 9784816921506

日本交通史事典

トピックス1868-2009
KP00019142

日外アソシエーツ 201003 PDF ¥46,200 - ¥69,300

日外アソシエーツ編集部【編】 9784816922381

資源・エネルギー史事典

トピックス1712-2014
KP00019143

日外アソシエーツ 201507 PDF ¥46,200 - ¥69,300

日外アソシエーツ編集部【編】 9784816925535

海洋・海事史事典

トピックス古代-2014
KP00019144

日外アソシエーツ 201501 PDF ¥46,200 - ¥69,300

日外アソシエーツ編集部【編】 9784816925191

日本女性史事典

トピックス1868-2015
KP00019145

日外アソシエーツ 201604 PDF ¥46,200 - ¥69,300

日外アソシエーツ編集部【編】 9784816925986

日本国際交流史事典

トピックス1853-2008
KP00019146

日外アソシエーツ 200901 PDF ¥47,300 - ¥70,950

日外アソシエーツ編集部【編】 9784816921551

日本教育史事典

トピックス1868-2010
KP00019147

日外アソシエーツ 201105 PDF ¥47,300 - ¥70,950

日外アソシエーツ編集部【編】 9784816923166

日本ジャーナリズム・報道史事典

トピックス1861-2011
KP00019148

日外アソシエーツ 201210 PDF ¥47,300 - ¥70,950

日外アソシエーツ編集部【編】 9784816923814

NO 書影

内容紹介

1
1881年から2015年まで､日本の議会政治に関するトピック4,690件を年月日順に掲載した記録事典｡帝国議

会･国会の召集､衆議院･参議院の選挙､法案の審議､政党の変遷､疑獄事件など幅広いテーマを収録｡｢分野別

索引｣｢事項名索引｣付き｡

4
日本経済63年間の出来事を概観する｡1945年から2008年まで､8281件のトピックを年月日順に掲載｡経済政

策から法令まで幅広く収録｡巻末には｢テーマ別一覧｣｢人名索引｣｢企業･団体名索引｣付き｡

5
1868年から2009年まで､交通に関するトピック4,536件を年月日順に掲載した記録年表｡法整備､国際交渉､

技術開発､業界･企業動向､事故など幅広いテーマを収録｡｢分野別索引｣｢事項名索引｣付き｡

2
1945年から2017年まで､日本の安全保障に関するトピック2,932件を年月日順に掲載した記録事典｡｢日米安

保条約｣の締結と改正､政府の国防政策､防衛庁･防衛省の組織､自衛隊の活動､近隣国の動向や各国の防衛

相との会談など幅広いテーマを収録｡｢分野別索引｣｢事項名索引｣付き｡

3
1901～2009年までの国際紛争･内戦･テロ事件などがわかる記録事典｡国際紛争､戦争､内戦､革命､クーデ

ター､反体制運動､暗殺､テロなど､紛争･内戦に関する主要なトピックス3,254件を年月日順に収録｡国名やキー

ワードから検索できる｢国名索引｣｢事項名索引｣付き｡事件の経過を辿ったり､同種･同地域の出来事を通覧したり

することができる｡

8
1868年から2015年まで､日本の女性に関するトピック3,302件を年月日順に掲載した記録事典｡女性に関する

政策･制度･法律､女性関係団体の活動､働く女性､結婚･出産･育児､女子教育､女性文化など幅広いテーマを

収録｡｢分野別索引｣｢事項名索引｣付き｡

9
黒船来航以来の日本と外国の国際交流に関する出来事を年月日順に一望できる記録事典｡外交､戦争･紛争､

貿易､文化交流､著名人の来日､オリンピックなど各分野の主要なトピックス7,713件を収録｡｢国別索引｣｢分野別

索引｣｢人名索引｣付き｡

6
1712年から2014年まで、資源・エネルギーに関するトピック3,930件を年月日順に掲載した記録事典。石炭、石

油、ガス、核燃料などの資源と、熱エネルギー、電力、火力、原子力、再生可能エネルギーなどのエネルギー史に関

する重要なトピックとなる出来事を幅広く収録。「分野別索引」「事項名索引」付き。

7
古代から2014年まで､海洋･海事に関するトピック3,357件を年月日順に掲載した記録事典｡造船､海運､航海､

海難事故など船の歴史から､潮汐､海底資源､海洋汚染､深海生物など海洋学､生物学､さらには軍事､海洋レ

ジャーまで｢海｣に関する出来事を幅広く収録｡｢分野別索引｣｢国名索引｣｢事項名索引｣付き｡

10
1868～2010年の､日本の教育に関するトピック3,776件を年月日順に掲載した記録事典｡教育政策･制度､関

連の法律､学校設立､教育現場の事件など幅広いテーマを収録｡関連する事柄が一覧できる｢分野別索引｣｢人名

索引｣｢事項名索引｣付き｡

11
日本初の新聞が長崎で発行された1861年から､テレビの地上波がデジタル放送へ移行した2011年までの日本の

ジャーナリズム･報道の歴史を辿る｡マスコミ各社の創業､メディアの発達と普及､言論統制､放送･通信技術の発

達､事件報道などジャーナリズム･報道に関する主要なトピックス4,454件を収録｡｢分野別索引｣｢事項名索引｣付

き｡



書名 Product　ID 出版社名
底本刊行

年月
フォーマット

同時

アクセス1

本体価

同時

アクセス2

本体価

同時

アクセス3

本体価

著者 ISBN

NO 書影

内容紹介

日本出版文化史事典

トピックス1868-2010
KP00019149

日外アソシエーツ 201012 PDF ¥47,300 - ¥70,950

日外アソシエーツ編集部【編】 9784816922923

日本音楽史事典

トピックス1868-2014
KP00019150

日外アソシエーツ 201412 PDF ¥46,200 - ¥69,300

日外アソシエーツ編集部【編】 9784816925085

日本芸能事典

50年の記録
KP00019155

日外アソシエーツ 200802 PDF ¥47,300 - ¥70,950

日外アソシエーツ編集部【編】 9787816920912

日本スポーツ事典

トピックス1964-2005
KP00009283

日外アソシエーツ 200608 PDF ¥17,600 - ¥26,400

日外アソシエーツ編集部【編】 9784816919855

スポーツ史事典

トピックス2006-2016 日本/世界
KP00019151

日外アソシエーツ 201701 PDF ¥45,100 - ¥67,650

日外アソシエーツ【編】 9784816926402

日本児童文学史事典

トピックス1945-2015
KP00019152

日外アソシエーツ 201605 PDF ¥46,200 - ¥69,300

日外アソシエーツ編集部【編】 9784816925993

日本医療史事典

トピックス1722-2012
KP00019153

日外アソシエーツ 201309 PDF ¥47,300 - ¥70,950

日外アソシエーツ編集部【編】 9784816924316

環境史事典

トピックス1927-2006
KP00009284

日外アソシエーツ 200706 PDF ¥19,800 - ¥29,700

日外アソシエーツ編集部【編】 9784816920332

科学技術史事典

トピックス原始時代-2013
KP00019154

日外アソシエーツ 201402 PDF ¥46,200 - ¥69,300

日外アソシエーツ編集部【編】 9784816924613

天文・宇宙開発事典

トピックス古代-2009
KP00010180

日外アソシエーツ 200910 PDF ¥22,000 - ¥33,000

日外アソシエーツ編集部【編】 9784816922039

12
1868～2010年の､日本の出版文化に関するトピック5,538件を年月日順に掲載した記録事典｡出版関連企業

の創業､主要な文学作品の刊行や文学賞の受賞状況､業界動向など幅広いテーマを収録｡関連する事柄が一覧

できる｢人名索引｣｢作品名索引｣｢事項名索引｣付き｡

13
1868～2014年の､日本の音楽に関するトピック5,014件を年月日順に掲載した記録事典｡西洋音楽の輸入､

流行歌･歌謡曲の話題､有名音楽家の来日､音楽教育改革､音楽技術の発展など音楽に関する幅広いテーマを

収録｡｢分野別索引｣｢事項名索引｣付き｡

16

2006年～2016年秋に開催された国内外の主要大会の記録､トピックス､事件など3,944件を年月日順に一覧

できる年表事典｡大会記録は夏季･冬季五輪､世界選手権､Ｗ杯､ゴルフのメジャートーナメント､テニスのグランドス

ラム大会､北米4大スポーツリーグから国内の野球､サッカー､ラグビー､卓球､バレーボール､アイスホッケー､陸上､体

操､競泳､スピードスケートまで幅広い競技の主要大会の結果を収録｡事件･出来事はFIFA汚職事件､ドーピング

問題､錦織圭の全米オープン準優勝､イチローの日米通算4257安打達成などのトピックスを掲載｡｢競技別索引｣

｢人名･団体名索引｣のほか､幻の東京五輪（1940年）から2020年大会までの道筋をたどる｢東京五輪年表｣

付き｡

17
1945年から2015年まで､日本の児童文学史に関するトピック3,437件を年月日順に掲載した年表事典｡著名

作品の刊行､関連人物の話題､図書館事業等啓蒙活動､児童文学出版事情､主な児童文学賞･ベストセラー情

報など幅広いテーマを収録｡｢人名索引｣｢作品名索引｣｢事項名索引｣付き｡

14
テレビ･ラジオ､映画､演劇､音楽､舞踊など日本の芸能界50年間の記録事典｡昭和33年（1958）から平成19

年（2007）まで､公演､襲名､ヒット､受賞､訃報､流行語など5,600件のトピックスを年月日順に掲載｡巻末に分

野や人名別に引ける｢分野別索引｣｢人名索引｣付き｡

15
東京オリンピックの1964年からセ･パ交流元年の2005年まで､日本スポーツ界の出来事を年月日順に一覧できる

記録事典｡プロ･アマを問わず､大会記録､通算記録､引退や新団体設立などの主要なトピックを幅広く収録し､記

憶に残るシーン､気になることば･テーマをコラム記事で解説｡巻末に競技や人名別に引ける便利な競技別索引･人

名索引付き｡

20
原始時代から2013年まで､科学技術に関するトピック4,698件を年月日順に掲載した記録事典｡人類学･天文

学･宇宙科学･生物学･化学･地球科学･地理学･数学･医学･物理学･技術･建築学など､科学技術史に関する

重要なトピックとなる出来事を幅広く収録｡｢国名索引｣｢事項名索引｣付き｡

21
宇宙に魅せられ､探究し続けてきた人類の記録｡古代から2009年まで､国内外の天文･宇宙開発に関するトピック

2907件を年月日順に掲載｡暦の作成､望遠鏡製作､天体の発見､月面着陸､宇宙ステーション構築､宇宙論､Ｓ

Ｆの発展など幅広く収録｡｢事項名索引｣｢人名索引｣付き｡

18
1722～2012年の､日本の医療に関するトピック3,354件を年月日順に掲載した記録事典｡医療に関する政策･

制度･法律､病気の流行と対策､医療技術･治療法の研究と発達､医療現場での事故･事件など幅広いテーマを

収録｡｢分野別索引｣｢事項名索引｣付き｡

19
80年間にわたる環境問題の変遷を辿る！昭和初頭から2006年まで､5000件のトピックを年月日順に掲載｡環

境問題の主要100キーワードから引ける｢キーワード索引｣と､都道府県､国･地域別にひける｢地域別｣付き｡



◆ご注意 
・インターネット通信費などは図書館様にてご負担ください。 
・トライアル環境ではPDFの印刷、ダウンロードが出来ません。 
 

◆認証方法 
・IPアドレス認証（機関内ネットワーク限定） 
・以下リモートアクセスにも対応しています。 
 ①学認 
 ②リファラ認証：マイライブラリ等のクローズドな特定URLからのアクセス 
 ③シリアル認証：KinoDen個人アカウント（メール＆PW） 
         またはGoogle、Twitter、Facebookのアカウントと 
         専用シリアルコードの組み合わせによる認証。 
         シリアルコードは図書館による管理・通知。（30日有効期限） 

◆お申込み方法 
 最寄の営業部または以下へご連絡下さい。 

  申込書ご提出後、約10日間でセットアップ致します。 

ICT営業本部 電子書籍営業部  
TEL：03-5719-2501 Fax：03-5436-6921 
〒153-8504 東京都目黒区下目黒3-7-10   

ict_ebook@kinokuniya.co.jp 

学術電子図書館KinoDen  
無料トライアルのご案内 

選書支援システム 
SmartPLATON 

（紙との横断検索・試し読み可） 

スマートフォンでも 
快適に閲覧！ 

◆トライアル内容 
本番環境を1ヶ月間お試しいただけます。 
 ・搭載全コンテンツを「試し読み」できます。 
 ・選書支援システム＜SmartPLATON＞で、実際に発注できます。 
 →発注した書籍は、即時に「全文閲覧」できます。 
 ・リクエスト機能をお試しいただくことで利用者のニーズも掴めます。 


