
         

2018年12月・2019年1月の新刊の 

電子書籍コンテンツを精選してお届け致します 

2018年12月・2019年1月の新刊 

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27タイトル 

同時アクセス1： 

 157,682円(本体価) 

 ※1点からご購入可 

No.KD0041 

2019年2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

紙が語る幕末出版史 KP00018437 文学通信 201812 PDF ¥26,125 ¥52,250 ¥78,375

白戸満喜子 9784909658050

書物学 KP00017669 勉誠出版 201812 PDF ¥4,125 - ¥6,187

編集部【編】 9784585207146

新 神風と悪党の世紀 KP00018439 文学通信 201812 PDF ¥3,300 ¥6,600 ¥9,900

海津一朗 9784909658074

地球の歩き方　シアトル ポートランド

ワシントン州とオレゴン州の大自然
KP00018109

ダイヤモンド社 201812 EPUBフィックス ¥3,740 - -

地球の歩き方編集室 9784478822616

激変の北東アジア　日本の新国家戦略 KP00018451 かもがわ出版 201901 PDF ¥1,980 ¥2,970 ¥3,960

塩谷隆英/美根慶樹/河東哲夫/

柳澤協二/津上俊哉
9784780310016

就職四季報２０２０年版 KP00018519 東洋経済新報社 201812 PDF ¥6,263 ¥8,351 ¥9,395

東洋経済新報社 9784492971345

就職四季報女子版２０２０年版 KP00018520 東洋経済新報社 201812 PDF ¥6,171 ¥8,228 ¥9,256

東洋経済新報社 9784492972335

就職四季報優良・中堅企業版

２０２０年版
KP00018521

東洋経済新報社 201812 PDF ¥6,263 ¥8,351 ¥9,395

東洋経済新報社 9784492972649

電力労働者のたたかいと歌の力 KP00018453 かもがわ出版 201901 PDF ¥2,200 ¥3,300 ¥4,400

中村浩爾/田中幸世【編著】 9784780310030

デートDV予防学 KP00018132 かもがわ出版 201812 PDF ¥1,540 ¥2,310 ¥3,080

伊田広行 9784780309959

表現することは生きること KP00017488 かもがわ出版 201812 PDF ¥1,980 ¥2,970 ¥3,960

湯汲英史 9784780309874

子育ては生涯学習の原点 KP00017352 大学教育出版 201812 PDF ¥1,980 - ¥3,960

中野由美子 9784864299923

自衛官の使命と苦悩 KP00018452 かもがわ出版 201901 PDF ¥1,870 ¥2,805 ¥3,740

渡邊隆/山本洋/林吉永 9784780310023

帰ってきた！　日本全国化石採集の旅 KP00018449 築地書館 201812 PDF ¥4,840 - ¥7,260

大八木和久 9784806715733

NO 書影

内容紹介

1

和紙から洋紙へ、和本から洋本へ。書物の形態が変化するとき、人は何を考え何を目指すのか。幕末にこれからの

出版を考えるために編まれた、出版統制に関する記事を集めた資料、『開版指針』（写本）の全貌を初めて紹

介。この文献記録の分析を行い、同時に顕微鏡による料紙観察という新たな書誌学的手法を取り入れ、江戸末

期から明治期にかけての日本における書物の変容について考察する日本幕末出版史。

2

人はなぜ、偽りの書籍を編纂するのか―��シェイクスピアの贋作と出版社の経営戦略、著者の願望を反映した荒唐無

稽な歴史記述、「改善」とのたまう過剰な編集介入など、「偽り」の背景に渦巻く人間模様を暴く。�また、いまだ解読

されない「ヴォイニッチ写本」の真贋論争史を整理・考察。�西洋書誌学の闇に分け入り、謎解きに挑む！

3

それにしても、祈禱という現実的な効果のまったく期待できない政策がこれほどまでに重んじられ、大風が吹いたのも

神の加護のおかげだと考えられるようになったのは、なぜなのだろう。異国襲来と天変地異で、神威高揚はなぜ起こっ

たのか。民衆から中世の風景を再現して動乱の政治史を描き、神の国の勃興する時代の空気を切り取った、名著

の大幅増補改訂新版。

4

5
日本の高級官僚は忖度しないと能力を発揮する。外交、経済、防衛の分野で米朝首脳会談で激変する情勢下、

日本の針路を大胆に提言する。

6
企業研究の決定版！5000社の客観情報。

7
企業研究の決定版！5000社の客観情報。充実の職種別データで女性の就活や働くがわかる！

8 企業研究の決定版！5000社の客観情報。地方有力企業も充実！あなたの求める一社がここに！注目企業

編、域別有力企業編、特集（見分ける！会社の実態　重要データランキング）

9
思想による差別反対を訴え、30年の裁判で勝利した東電・中電・関電の労働者を支えたうたごえ運動の意味を問

う。27曲の楽譜付き。

10
デートDVなんて、私には関係ない？！実は「ふつう」と思っている恋愛にもDVの芽が。ＤＶ予防教育から、適切な

人間関係を学ぼう。

11
障害者権利条約が求める「合理的配慮」の根本は障害のある人が自ら主張すること。当事者が生活の主体となる

ための表現方法を伝える。

13
「加憲」の当事者の発言が不可欠だ。元陸将2人と元空将補が誇りと苦悩に満ちた人生を振り返り、改憲に対する

揺れる心情を吐露する。

14

充実の産地紹介50カ所をオールカラーで！　北海道から九州まで、化石採集箇所のべ2,800カ所、標本数は

8,000点以上。50周年を迎えた化石採集の旅の中で出合った、とっておきの採集地や化石探しの極意、化石仲

間との交流を、たくさんの写真とともに化石採集の達人が語りつくす。読めば化石を探しに行きたくなる、充実の化石

ガイド・エッセイ。

12
保育実践と子育て研究から学んだ知見をわかりやすく紹介し、キャリアアップをめざしている親自身や子育て・家庭支

援にかかわる人々の「育てる力」を養うとともに、実践活動にも役立つ事例を提示した子育て必携本。
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内容紹介

謎のカラスを追う KP00018448 築地書館 201812 PDF ¥5,280 - ¥7,920

中村純夫 9784806715726

オピオイド KP00018443 フジメディカル出版 201901 PDF ¥4,840 ¥6,050 ¥7,260

宮本謙一【編著】 9784862701701

透析患者の重要検査＆検査値50 KP00018075 メディカ出版 201812 PDF ¥13,640 - ¥20,460

伊丹儀友【編】 9784840463379

救急・集中治療 KP00018440 総合医学社 201812 PDF ¥13,640 - ¥20,460

佐藤直樹【特集編集】 9784883785605

症状・徴候を看る力！　第2版 KP00018000 総合医学社 201812 PDF ¥7,920 - ¥11,880

岡元和文【編著】

道又元裕【編集協力】
9784883786688

電子回路(第2版)新装版 KP00017668 森北出版 201812 PDF ¥6,875 - ¥10,312

桜庭一郎/熊耳忠 9784627705333

送配電の基礎(第２版) KP00018444 森北出版 201901 PDF ¥6,050 - ¥9,075

山口純一/中村格/湯地敏史【共著】 9784627741928

タネと内臓 KP00018450 築地書館 201812 PDF ¥3,520 - ¥5,280

吉田太郎 9784806715740

戦争の時代と夏目漱石 KP00018131 かもがわ出版 201812 PDF ¥1,870 ¥2,805 ¥3,740

小森陽一 9784780309980

全訳　男色大鑑〈武士編〉 KP00018436 文学通信 201812 PDF ¥4,950 ¥9,900 ¥14,850

染谷智幸/畑中千晶【編】 9784909658036

季語をさかのぼる KP00017919 勉誠出版 201812 PDF ¥8,800 - ¥12,650

小林祥次郎 9784585280453

考古学が解く混迷の現代　オウム事件

の本質
KP00017489

勉誠出版 201812 PDF ¥5,500 - ¥7,700

竹岡俊樹 9784585210504

青空の下で読むニーチェ KP00017407 勉誠出版 201812 PDF ¥2,420 - ¥3,630

宮崎正弘 9784585210511

15

ハシブトガラスには、ジャポネンシスとマンジュリカスの二亜種がいる。この二種が交雑した、第三のカラスの存在を確か

めるため、フリーランスの鳥類学者が単身、サハリンに乗り込む。ロシア人ハンターとともに島の南北1000キロを往復

し、さらにはロシア本国の山中へ分け入ることに。謎のカラスの正体をつきとめるまでの、苦難と執念の道のり。鳥類学

者がフィールドで真実を探求する醍醐味と厳しさを余すところなく描く。

16

●がんをはじめとする疼痛のコントロールに欠かすことのできないオピオイドについて、特に病院から在宅における緩和

医療の現場で、薬剤師に求められる必要最低限度の知識と対応に関してQ&A形式で明解に解説。�●なかでも在

宅でのPCAポンプには多くの項目を充てています。�●疼痛除去、麻薬使用への不安解消、服薬指導など、在宅緩

和医療に携わる保険薬局にも心強い1冊です。

17

18
心不全診療に関して１次予防から2次予防までの「ベーシック編」と、主要な心不全原因疾患に対する「アドバンス

編」とに分け、解説。

19
よく遭遇する33の症候についての初期対応からケアまでの流れをわかりやすく解説。2013年に刊行された初版の内

容を最新の情報にアップデートし、新たに「観察とケアのポイント」を加えて内容がさらに充実しました。

20

大学・高専で実績のあるテキストの新装版。電子回路・電子デバイスの基礎をおさえ、増幅、発振、変調・復調、オ

ペアンプなどを幅広くカバー。�・代表的なアナログ回路について、数多くの図表とともに特長・違いを説明。�・第12章に

ディジタル回路の初歩を掲載。��新装版では、図表をより見やすくし、回路記号のJIS準拠や重要語句の英語併記を

行いました。

21

電力系統の構成と種々の計算手法について、基本的な内容に絞ってコンパクトにまとめたテキストです。�配電線路

の計算や故障計算法などに必要な公式を、電気のしくみに基づきていねいに解説。�体系的な理解を得ることができ

ます。��例題・演習問題では、電験も見据えた実践的な計算問題を多数掲載しています。�解答では計算過程を詳

細に説明しており、確かな計算力が身につきます。��改訂にともない、情報の更新や用語説明の拡充のほか、レイアウ

トも一新。�

22
世界の潮流に逆行する奇妙な日本の農政や食品安全政策に対して、タネと内臓の深いつながりへの気づきから、

警鐘を鳴らす。一人ひとりが日々実践できる問題解決への道筋を示す本。

23
明治を生きた漱石は「戦争の時代」とどう向き合ったのか？作品を読み直し、紀行文「満韓ところどころ」を旅して、戦

争責任を考える。

24

殺されたい、愛するお前に。井原西鶴が1687年に描き出した、詩情あふれる華麗・勇武な男色物語が遂に現代に

甦る。若衆と念者の「死をも辞さない強い絆」は、常に焦点ととして描かれる三角関係の緊張感とともに、長い間誠

の愛を渇望して止まぬ人々の心を密かに潤し続けてきた。世界の奇書として名高い『男色大鑑』。全集でしか読め

なかった作品群が、わかりやすい現代語と豪華漫画家陣の挿絵によって鮮やかに息を吹き返す。

25

風土の繊細な四季をさまざまに描き出すことばたち―��季語ひとつひとつにまつわる多様なイメージの起こりをたどり、今

は忘れられた感覚を掘り起こす。�獺の祭・富士の農男・蚊・狐火・ナマコなど、思いがけない季語も紹介。�歴史的・文

化的周辺をも包括した解説とともに、日本人の感性の歴史にたどる。��［本書の特色］�・代表的な季語のほか、獺

の祭・富士の農男・蚊・相撲・狐火・ごきぶりなど、一般的でないことばも取材。計83語を収録。�・各季語を象徴す

る俳句を冒頭に掲載。・各季語の歴史的・文化的周辺をも包括した広範な解説を満載。�・『鳥獣人物戯画』など

の古画や「西鶴本」など木版本の挿絵を、季語の関連箇所を図版として多数掲載（約40点）。�・巻末に、解説2

本（「季語」「連歌・俳諧・発句・俳句」）を収録。�・季語索引を掲載。

26
なぜ、バブル時代の日本に「前近代」が復活したのか。�日本国民をサリンで皆殺しにするという「救済の論理」とそれを

実践する組織はどのようにして生まれたのか。�彼らはどうして「国家」を作ったのか。�麻原とは何者か。彼は何を「証明」

したのか。�彼らは再びやってくるのか。

27

西部邁は『アクティブ・ニヒリズム』を主唱した。�三島由紀夫ほどニーチェを読みこなした作家はいない。�ニーチェは『いま

という時間を精一杯生きろ』と言い残したのだ。�暗い書斎から飛び出し、明るい青空の下で読むのこそ、ニーチェの思

想の理解にふさわしい！人生を強く生きよと主張したニーチェの思想を読み直す。



◆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。 


