
         

教養読み物の電子書籍コンテンツを 

精選してお届け致します 

教養読み物 

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30タイトル 

同時アクセス1（一部2） 

 197,065円(本体価) 

 ※1点からご購入可 

No.KD0036

（修正版） 

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

ｔｈｅ　ｆｏｕｒ　ＧＡＦＡ

四騎士が創り変えた世界
KP00015473

東洋経済新報社 201808 EPUBリフロー ¥5,940 ¥7,920 ¥8,910

スコット・ギャロウェイ【著】

渡会圭子【訳】
9784492503027

ＡＩ　ｖｓ．教科書が読めない子ども

たち
KP00011460

東洋経済新報社 201802 EPUBリフロー ¥4,950 ¥6,600 ¥7,425

新井紀子 9784492762394

自動人形の城 KP00009991 東京大学出版会 201712 EPUBリフロー ¥4,840 - ¥7,260

川添　愛 9784130633680

白と黒のとびら KP00009994 東京大学出版会 201304 EPUBリフロー ¥6,160 - ¥9,240

川添　愛 9784130633574

「読む力」と「地頭力」がいっきに身につく

東大読書
KP00013602

東洋経済新報社 201806 EPUBリフロー ¥4,620 ¥6,160 ¥6,930

西岡壱誠 9784492046258

100の思考実験 KP00018134 紀伊國屋書店 201203 EPUBリフロー ¥6,490 - ¥9,790

ジュリアン・バジーニ【著】

向井和美【訳】
9784314010917

神学の思考 KP00014132 平凡社 201501 EPUBリフロー ¥5,060 - ¥7,590

佐藤　優 9784582717174

アウトテイクス KP00001835 慶應義塾大学出版会 201506 PDF ¥8,030 - ¥12,045

小熊英二 9784766422399

賊軍の昭和史 KP00005353 東洋経済新報社 201508 EPUBリフロー ¥3,300 ¥4,125 ¥4,950

半藤一利/保阪正康 9784492061961

戦争の論理 KP00007108 勁草書房 200506 PDF ¥7,150 - ¥10,725

加藤陽子 9784326248353

バーニー・サンダース自伝 KP00005450 大月書店 201606 PDF ¥5,566 - ¥8,349

バーニー・サンダース【著】

萩原伸次郎【監訳】
9784272211142

ゲッベルスと私 KP00018142 紀伊國屋書店 201806 EPUBリフロー ¥6,820 - ¥10,340

ブルンヒルデ・ポムゼル/ト－レ・Ｄ.ハンゼン

【著】石田勇治【監修】

森内　薫 /赤坂桃子【訳】

9784314011600

「フクシマ」論 KP00018508 青土社 201106 PDF - ¥7,260 -

開沼　博 9784791766109

街場の天皇論 KP00007609 東洋経済新報社 201710 EPUBリフロー ¥4,950 ¥6,600 ¥7,425

内田　樹 9784492223789

２１世紀の資本 KP00000959 みすず書房 201412 PDF ¥18,150 - ¥27,225

トマ・ピケティ【著】

山形浩生【訳】
9784622078760

15
資本収益率が産出と所得の成長率を上回るとき、資本主義は自動的に、恣意的で持続不可能な格差を生み出

す。本書の唯一の目的は、過去からいくつか将来に対する慎ましい鍵を引き出すことだ。

12
ヒトラーの右腕としてナチ体制を牽引したヨーゼフ・ゲッベルスの103歳の元秘書が、69年の沈黙を破り当時を回想

する。

13
原発は戦後成長のアイコンだった。フクシマを生み出した欲望には、すべてのニッポンジンが共犯者として関わってい

る。それを痛切に思い知らせてくれる新進気鋭の社会学者の登場。

14
ぼくはいかにして天皇主義者になったのか。立憲デモクラシーとの共生を考える待望のウチダ流天皇論。

9
薩長史観に隠された歴史の真実！“官軍”が始めた昭和の戦争を“賊軍”が終わらせた。鈴木貫太郎（関宿）、

石原莞爾（庄内）、米内光政（盛岡）、山本五十六（長岡）、井上成美（仙台）…など、幕末維新で“賊

軍”とされた藩の出身者たちを通して見えてくる「もう一つの昭和史」とは。新視点から分かる、あの戦争の真相。先の

戦争では国を破滅へと向かわせ、今なお日本を振り回す“官軍”的なるものの正体を明らかにする。

10
歴史の闇に埋もれた戦争にまつわる制度や組織や論理を精緻に発掘する。

11
2016年アメリカ大統領選挙で、ヒラリー・クリントンとまさかの大接戦。働く人々、貧しい人々、弱い立場の人々に味

方し、驚異的な支持を集めた「社会主義者」のユニークな闘いを記した自伝。

6
列車の暴走で40人が死にそうなとき、5人だけ死ぬほうにレバーを切り替えられるとしたらどうするか？身体と脳・生命

倫理・言語・宗教・芸術・環境・格差…「ハーバード白熱教室」で取り上げられた「トロッコ問題」をはじめ、哲学・倫

理学の100の難問。

7
「神」をめぐり人間の限界を思考することで、混迷する21世紀を生き抜く思考が身に付く。鬼才・佐藤優によるキリス

ト教神学入門。

8

NO 書影

内容紹介

1 世界の覇者ＧＡＦＡ。彼らは世界をどう作り替えたのか。私たちはそこでどう生き残ればいいのか。米国著名教授に

よる衝撃の話題作。Google、Apple、Facebook、Amazon――GAFA。GAFAが創り変えた世界の姿とは。激

変を予言した著名教授が断言する、次の10年を支配するルールとは。

2 大規模な調査の結果わかった驚愕の実態―日本の中高校生の多くは、中学校の教科書の文章を正確に理解で

きない。多くの仕事がＡＩに代替される将来、読解力のない人間は失業するしかない…。気鋭の数学者が導き出

した最悪のシナリオと教育への提言。

3
勉強ぎらいでわがままな11歳の王子。彼の浅はかな言動がきっかけで、邪悪な魔術師により城中の人間が人形に

置き換えられてしまった。その絶望的な状況に王子はどう立ち向かうのか?　そして、城の人たちは無事帰還することが

できるのか?　「人工知能」と「人間の言葉」をテーマとして、『白と黒のとびら』『精霊の箱』の著者が創作する新たな世

界。

4
魔法使いに弟子入りした少年ガレット。彼は魔法使いになるための勉強をしていくなかで、奇妙な「遺跡」や「言語」

に出会います。最後の謎を解いたとき、主人公におとずれたのは…。あなたも主人公と一緒にパズルを解きながら、

オートマトンと形式言語という魔法を手に入れてみませんか？

5 速く読める。論理の流れを追える。一言で説明できる。多面的に解釈できる。ずっと忘れない。東大生だけが知って

いる、究極の読書術！勉強にも仕事にも効く！「こんな読み方、あったんだ」
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不寛容な時代のポピュリズム KP00018509 青土社 201706 EPUBリフロー - ¥5,610 -

森　達也 9784791769940

相模原障害者殺傷事件 KP00018511 青土社 201701 EPUBリフロー - ¥5,940 -

立岩真也/杉田俊介 9784791769650

われらの子ども KP00015304 創元社 201703 EPUBリフロー ¥8,800 - ¥12,650

ロバート・Ｄ．パットナム【著】

柴内康文【訳】
9784422360010

情動の社会学 KP00018507 青土社 201710 PDF - ¥7,920 -

伊藤　守 9784791770175

ＳＨＯＥ　ＤＯＧ（シュードッグ） KP00007604 東洋経済新報社 201711 EPUBリフロー ¥5,940 ¥7,920 ¥8,910

フィル・ナイト【著】

大田黒奉之【訳】
9784492046173

「好き嫌い」と経営 KP00018038 東洋経済新報社 201407 EPUBリフロー ¥3,520 ¥4,400 ¥5,280

楠木　建 9784492533444

知識創造企業 KP00005265 東洋経済新報社 201306 EPUBリフロー ¥4,400 ¥5,500 ¥6,600

野中郁次郎/竹内弘高【著】

梅本勝博【訳】
9784492520819

私立大学はなぜ危ういのか KP00018510 青土社 201705 PDF - ¥6,600 -

渡辺　孝 9784791769926

手話を生きる KP00009978 みすず書房 201602 PDF ¥7,799 - ¥11,699

斉藤道雄 9784622079743

ピダハン KP00000237 みすず書房 201203 PDF ¥11,220 - ¥16,830

ダニエル・Ｌ.エヴェレット【著】

屋代通子【訳】
9784622076537

ニュートリノで探る宇宙と素粒子 KP00009519 平凡社 201511 EPUBリフロー ¥5,940 - ¥17,820

梶田隆章 9784582503050

神田橋條治 医学部講義 KP00015275 創元社 201309 EPUBリフロー ¥6,050 - ¥8,800

神田橋條治【著】

黒木俊秀/かしまえりこ【編】
9784422115450

日本人はどのように自然と関わってきた

のか
KP00018445

築地書館 201811 PDF ¥7,920 - ¥11,880

コンラッド・タットマン【著】

黒沢令子【訳】
9784806715696

なぜデザインなのか。 KP00014111 平凡社 200710 EPUBフィックス ¥3,960 - ¥5,940

原　研哉/阿部雅世 9784582620412

ぼくはお金を使わずに生きることにした KP00018133 紀伊國屋書店 201111 EPUBリフロー ¥6,160 - ¥9,240

マーク・ボイル【著】

吉田奈緒子【訳】
9784314010870

27

30
イギリスで1年間お金を使わずに生活する実験をした29歳の若者がメディアで紹介されるや、世界中から取材が殺

到し、大きな反響を呼んだ。貨幣経済を根源から問い直し、真の「幸福」とは、「自由」とは何かを問いかけてくる、現

代の『森の生活』。

28
日本人は、生物学、気候、地理、地質学などのさまざまな要因の中で、どのように自然を利用してきたのか。地質時

代の列島の形成、狩猟採集時代から、農業の発達と大陸の政治体制の導入、律令時代から幕藩体制への政治

的変革と民衆の森林管理、そして欧米列強の影響を受けて迎えた産業社会の中で、常に変化し続けた日本人の

環境観。数万年に及ぶその変遷を、詳細な資料をもとに欧米で日本研究を長年リードしてきた著者が描く。

29
デザインは美意識やかっこつけではなく、暮らしの技術である。デザインを志す学生が、この人に弟子入りしたい！ と

思う二人の人気教授が東京とベルリンでとことん語る、触発のデザイン対談。

24
聞こえないこと。それは必死に受容し、克服すべき障害ではない―手話と日本語のバイリンガル教育を掲げる明晴学

園から見えてくる手話とろうの豊かな世界。

25
言語をつくるのはほんとうに本能か？数がない、「右と左」の概念も、色名もない、神もいない―あらゆる西欧的な普

遍幻想を揺さぶる、ピダハンの認知世界。

26
宇宙の成り立ちを探るうえできわめて重要な素粒子・ニュートリノ研究の第一人者による入門書。基礎理論から最

新の発見まで詳説する。

21

22
世界に示した初の日本発「経営理論」。

23
2030年、一体、何割の私立大学が生き残れるのか？元私大理事長が今、大胆に解き明かす私立大学の過去、

現在、未来、そして国の無策。

18
“夢なき社会”を生んだ米国の貧困を、子どもの物語と社会調査で活写した、全米ベストセラー！！

19
私たちはなぜ、感情に支配されてしまうのか。多様なコミュニケーションツールがあまねく浸透したポストメディア社会。そ

こでは、時として真偽では測れない「情報」によって、社会全体はあらぬ方向へ駆動されていく。SNSなどのメディア・コ

ミュニケーションの状況から、領土問題やオリンピックなどの政治問題まで、私たちの判断や思考を揺さぶる情動の問

題系に、最新のメディア理論で挑む。

20
世界最高のブランド、ナイキを創った男。

16
なぜ社会はこれほどまでに感情的になったのか。フェイクが蔓延する時代に、各々は何を考え、どう行動すればいいの

か。安保法制、選挙、東日本大震災から佐村河内氏に密着し話題を呼んだ『ＦＡＫＥ』、さらには大相撲からプ

ロレスまで、多様なジャンルの出来事に裏の裏から斬りこみ、集団化がすすむ社会を真正面から活写したドキュメンタ

リー。

17
障害者殺しとそれへの抵抗の歴史を召喚し、いちはやく事件のフレームを示してみせた社会学の第一人者と、若者

たちの鬱屈の深層を見つめながら、等身大の言葉で語りかける在野の批評家による緊急提言。



◆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。 


